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クレーンゲーム機向けに 1 月 23 日より順次導入のお知らせ

キャラクターグッズ「うたがめ」 

 

 

 

 

 

 

モバイルソリューションカンパニーの日本エンタープライズ株式会社 

（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 植田勝典）は、モバイルコンテンツから

誕生したキャラクター「うたがめ」のグッズ（マスコットボールチェーン第 2 弾）を、

全国アミューズメント施設のクレーンゲーム機商品として、1 月 23 日（金）より 

順次導入いたします。 

このキャラクターグッズ展開は、モバイルコンテンツから誕生したキャラクター

を実際に商品化したもので、平成18年4月からクレーンゲーム機シリーズとして、

開始し、多くの皆様に大変ご好評いただいております。 

今回は、キャラクター「うたがめ」の商品化第 2 弾として、前作の中でも特に 

人気が高かった 2 種類の他、新たに 3 種類を追加いたしました。「うたがめ」の特徴を生かした様々な表情をお楽しみ 

いただける仕上がりとなっております。 

当社は、より多くの皆様に喜んでいただけるよう、今後もモバイルコンテンツのリアル連動を展開してまいります。 

 

 

 

●発 売 元 ： 株式会社ライトアップ 

商品詳細 

●価   格 ： 各店舗でご確認ください。 

●店舗一覧 ： 別紙参照 

●導入時期 ： １月23 日より、順次入荷予定。（店舗によって、異なります。） 

●商品内容 ： 以下参照 

商  品 イメージ 総数 備考 

うたがめ 

マスコットＢＣ（ボールチェーン） 

 ～パート 2～ 

 

約１０，０００個

 横  5cm

奥行 4cm

高さ 10cm

 

全５種類 

※一般販売は行いません。 



 

 
 
うたがめは、日本エンタープライズがサービス提供しているデコレーションメールから、人気に火がついたキャラクターです。 

うたがめとは・・・ 

 
キャラクター紹介 うたがめの秘密 

うたがめは超天才科学者のうさぎであった。 

うさぎだけに、スピードにこだわりたいうたがめは史上最速の 

スピードを求め、瞬間移動の実験を行っていた。 

だが実験中不慮の事故にあってしまい、亀と融合してしまった。 

長年の実験の結果、手に入れたものは最速の体には程遠い超鈍亀

ボディであった。 

おまけに脳の回転まで亀のごとく鈍くなってしまったのだった。 

一人称「おりぇ」 

脳の回転が遅いため、会話のポイントが「アレ」 

「あの」等、ぼんやりしてしまうことが多い。 

趣味 

・散歩でぶらぶらぁ～♪ 

・日常を歌にして演奏する 

・水浴び 

・携帯の無料ゲーム 

・早いものを観察（職人達の技、ｺﾋﾟー 機） 

好きなもの 

・アノ店のオイシイやつ 

・殴ったり蹴ったりしない人 

・安心感 

嫌いなもの 

・たまご（甲羅で目玉焼き作られた） 

・小石（ぶつけられるため） 

・ハチ(さされるから) 

科学者を引退した現在は、日中は携帯の無料ゲームをしたり 

プラプラ散歩したり。 

夜はストリートミュージシャンとして路上で歌を歌い続ける日  々

である。 

歌についてあまり詳しくないため、酔っ払いに絡まれたりする。 

アルコールが入ると、科学者時代の高慢で傲慢な態度に戻るため、 

トラブルを起こしやすい。 

 

 

 

メールの背景色や文字色を変えたり、かわいく動くアニメーション画像をつけたり、携帯電話で 

デコレーションメールとは・・・ 

作成するメールを自由にデコレーションできるサービスです。 

日本エンタープライズでは、ＮＴＴドコモ・ＫＤＤＩ（au）・SoftBank モバイルの公式サイトとして、 

それぞれ「デコデコメール」を提供しており、うたがめをはじめ、2 万点以上のデコメ素材を配信 

しています。（以下の各サイトで、バラエティ豊かなうたがめ対応コンテンツがご利用いただけます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイト名称 情報料（税込） アクセス方法 

i－ｍｏｄｅ 
[i メニュー]⇒[メニュー／検索]⇒[デコメール]⇒ [イラスト]  

⇒[デコデコメール] 
月額265 円 

EZweb 
[トップメニュー]または[au one トップ] ⇒[カテゴリ検索]⇒[メール] 

⇒[デコレーションメール]⇒[総合]⇒[デコデコメール] 
デコデコメール 

月額273 円 Yahoo!ｹｰﾀｲ  
[メニューリスト]⇒[メールコンテンツ]⇒[デコレメール] 

⇒[イラスト・アート･フォト] ⇒[デコデコメール] 

※月額会員にご登録いただくことで、全ての「デコメール®」素材はもちろん、待受けＦｌａｓｈ®や Flash®ゲーム等をお楽しみいただけます。 

※サイト閲覧、素材ダウンロード時には、別途パケット通信料が必要です。 

※サイトのご利用に際し、各社のパケット定額制へのご入会を推奨します。 

 

 

 

【報道関係の方】 

日本エンタープライズ株式会社 総務部 広報・ＩＲ課 【担当：松本】 

TEL：03-5774-5730  FAX：03-5774-5735  MAIL： ir@nihon-e.co.jp 

日本エンタープライズ PR 事務局（ランドジャパン内） 【担当：久保・渡邊】 

TEL：03-5793-3500  FAX：03-5793-3511  MAIL： nihon-e_pr@rd-j.com 
 
【キャラクターの商品化に興味のある方】 

日本エンタープライズ株式会社 メディアビジネス部 【担当：石井】 

TEL：03-5774-5732  FAX：03-5774-4602  MAIL： medibis@nihon-e.co.jp 
http://www.nihon-e.co.jp/ 

※ 記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

本件に関するお問い合わせ先 

mailto:ir@nihon-e.co.jp
mailto:nihon-e_pr@rd-j.com
mailto:medibis@nihon-e.co.jp
http://www.nihon-e.co.jp/


 別紙  

 

 

 

店舗一覧 

県名 店舗名 住所 ＴＥＬ 

岩手県 プラサカプコン盛岡店 盛岡市前潟4 丁目7 番1 号 イオンモール盛岡 019-605-3835 

宮城県 プラサカプコン石巻店 
石巻市蛇田字新金沼170 番地  

イオン石巻ショッピングセンター2Ｆ 
0225-92-1402 

宮城県 
プラサカプコン  

ロックシティ佐沼店 
登米市南方町新島前46 番地1 ロックシティ佐沼 １Ｆ 0220-21-6050 

新潟県 カプコサーカス新潟東店 
新潟市東区大形本町3-1-2  

ジャスコシティ新潟東内ゲームコーナー 
025-275-3777 

群馬県 こころっこ高崎 
高崎市飯塚町1169-1 ウニクス高崎店内2Ｆ 

プレビプレイランドコーナー 
027-386-4815 

群馬県 プレビ劇場ＩＳＥＳＡＫＩ 
伊勢崎市西小保方町346-3 スマーク伊勢崎店内3Ｆ 

プレビ劇場ＩＳＥＳＡＫＩアミューズメント 
0270-75-3223 

群馬県 こころっこ新田 
太田市新田市野井町592-13   

ニコモール新田店内プレビプレイランドコーナー 
0276-57-7037 

茨城県 ﾋﾟﾝｸﾊﾟﾝｻｰ下妻店 下妻市小島884-10 0296-43-4880 

茨城県 ＩＹ古河 
古河市雷電町1-18   

イトーヨーカドー古河店内プレビプレイランドコーナー 
0280-33-1436 

茨城県 AMPLEX 坂東市辺田字原新1104-1 0297-36-0770 

茨城県 ﾋﾟﾝｸﾊﾟﾝｻｰ水戸赤塚店 水戸市河和田1-1 常盤線赤塚駅南口駅前 029-309-1983 

茨城県 こころっこ日立 
日立市幸町1-16-1  

イトーヨーカドー日立店5 階プレビプレイランドコーナー 
0294-23-2046 

茨城県 ピンクパンサー日立店 日立市東多賀町5-10-10 0294-32-1983 

埼玉県 
プラサカプコン  

エルミこうのす店 
鴻巣市本町1-1-2 エルミこうのすショッピングモール 3F 0485-40-7121 

埼玉県 こころっこ川口 
川口市本町2-7-25 ミエル川口店3F 

こころっこプレビプレイランド 
048-226-6205 

埼玉県 こころっこ北本 北本市深井6-87 ヘイワールド北本内ﾌﾟﾚﾋﾞﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾅｰ 048-541-6421 

千葉県 
プラサカプコン 

千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ店 

印西市中央北3 丁目3 番  

イオンモール千葉ニュータウン  ｼﾈﾏｽﾎﾟー ﾂ棟2 階 
0476-48-4248 

千葉県 ＩＹ新浦安 
浦安市明海4-1-1  

ｲｰﾄｰﾖｰｶ堂新浦安店内3F ﾌﾟﾚﾋﾞﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾅｰ 
047-305-1034 

千葉県 プラサカプコンちはら台店 市原市ちはら台西3-4 unimo ちはら台2F 0436-76-0366 



千葉県 プラサカプコン成田店 
成田市ウイング土屋24  

イオン成田ショッピングセンター2F 
0476-23-8281 

千葉県 プラサカプコン富津店 
富津市青木124-1  

イオンモール富津内ゲームコーナー 
0439-80-1840 

千葉県 メジャーグランプリ 市川市大町358 カート場 047-320-7555 

東京都 
アミューズメントプレイス  

ファンファン大森店 
大田区大森北1-2-2 03-3765-6601 

東京都 
ゲームエスパス日拓  

新宿店 
新宿区歌舞伎町1-21-3 03-3205-8855 

東京都 
ＧＡＭＥ ＭＩＮＤ  

学芸大学店 
目黒区鷹番2-20-8 03-5724-4011 

東京都 ホームズ葛西 
江戸川区東葛西9-3-6  

ホームズ葛西店内1F プレビプレイランドコーナー 
03-5676-3187 

東京都 ＩＹ東久留米 
東久留米市本町3-8-1  イトーヨーカドー東久留米店内 

プレビプレイランドコーナー 
0424-75-2841 

東京都 府中UFO 横丁 府中市緑町2-6-3 ﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃ府中店1F 042-361-5272 

東京都 プラサカプコン吉祥寺店 武蔵野市吉祥寺本町1 丁目10－1 いなりやビル B1F 0422-23-5201 

東京都 OSC アミュージアム 練馬区東大泉2-34-1 ｵｽﾞ・ｽﾀｼﾞｵ・ｼﾃｨ 2F 03-5933-0880 

神奈川県 プラサカプコン横須賀店 横須賀市若松町2 丁目30 番地 モアーズシティ 4F 046-820-4450 

神奈川県 こころっこ長津田 
横浜市緑区長津田みなみ台4-6-8  

ｽｰﾊﾟー ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ長津田2F ﾌﾟﾚﾋﾞﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾅｰ  
045-988-5066 

神奈川県 
スウィーツファクトリーパッ

クン 
横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1 ｱﾋﾟﾀ長津田店2F 045-983-7352 

神奈川県 
ｹﾞｰﾑｲﾝﾌｧﾝﾌｧﾝ藤沢店新

館 
藤沢市鵠沼石上1-3-8 0466-25-3255 

神奈川県 こころっこ川崎 
川崎市川崎区中瀬3-20 ホームズ大師店内2Ｆ 

プレビプレイランドコーナー 
044-276-2366 

静岡県 ジョイスクエア藤枝店 藤枝市築地533-1 054-647-7055 

静岡県 プラサカプコン志都呂店 
浜松市西区志都呂町5605  

イオンモール浜松志都呂 ３F 
053-415-1340 

滋賀県 ゲームランド草津店 草津市新浜町300 番地 イオンモール草津店3Ｆ 077-569-2015 

愛知県 ゲームランド岡崎店 
岡崎市戸崎町字外山38-5  

イオンモール岡崎 シネコン棟 
0564-72-6233 

愛知県 ﾜﾝﾀﾞー ﾌｫﾚｽﾄ江南西店 
江南市松竹町上野205 ｳﾞｨｱﾓｰﾙｱﾋﾟﾀ江南西店2F 

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞー ﾃﾞﾝ 
0587-51-6286 

三重県 四日市ＡＭＰ 
四日市市安島1-3-31 ララスクエア 5F  

 プレビプレイランド 
0593-56-3385 



奈良県 プラサカプコン柏村店 桜井市大字吉備542-1 Ｊoshin ピットワン桜井店2F 0744-46-4605 

京都府 プラサカプコン京都店 
京都市右京区西院追分町25-1  

イオンモール京都ハナ 3F 
075-326-8760 

大阪府 (株)ｸﾞﾚｲﾄﾞｶﾏﾛ千日前店 大阪市中央区千日前2 丁目11-5 06-4396-9616 

大阪府 ｹﾞー ﾑﾌﾟﾗｻﾞｻﾝﾗｲﾄ 大阪市天王寺堀越町16-7 06-6779-7162 

大阪府 ゲームパニック堺店 堺市築港八幡町1-1 堺浜えんため館内1F 072-224-8295 

広島県 あみぱらんど福山店 福山市三吉町南2-8-3 084-925-6188 

香川県 ビッグウェーブ丸亀店 
丸亀市新田町字橋本142-1 

ゆめタウン丸亀店内ゲームコーナー 
- 

愛媛県 
グラントシティ MGinn キス

ケ 
松山市宮田町5-6 ｷｽｹﾎﾞｯｸｽ内1F 089-933-2737 

愛媛県 プラサカプコン新居浜店 新居浜市前田町8-8 イオンモール新居浜2F 0897-31-0583 

岡山県 リンク店 岡山市本町1-3TOYO ﾋﾞﾙ内 086-234-2214 

高知県 プラサカプコン高知店 高知市秦南町1 丁目4 番8 号  イオンモール高知2F 088-826-8077 

福岡県 プラサカプコン直方店 直方市湯野原2 丁目1 番1 号 イオンモール直方 2F 0949-29-2262 

福岡県 鹿島エブリア 
いわき市鹿島町米田字日渡5   

鹿島エブリアショッピングセンター内プレビプレイランドコーナー 
0246-46-0550 

大分県 プラサカプコン大分店 大分市公園通り西2 丁目1 番 パークプレイス大分2F 097-520-7734 

大分県 BIGWAVE 別府店 
別府市楠町382-6  

ゆめタウン別府店内ゲームコーナー 
- 

 

 

 


