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オリジナルキャラクター「うたがめ」 アニメ動画（第 6～7 話）を配信開始 

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、 

ｉモード、ＥＺｗｅｂ、Ｙａｈｏｏ！ケータイ公式サイトとして提供中のデコメール総合サイト『デコデコメール』にて人気に火がついた 

オリジナルキャラクター『うたがめ』のアニメ動画（全10話構成）について、第6話および第7話をデコメール総合サイト「デコデコ 

メール」にて平成21年9月29日より先行公開します。また、同サイトにて、動画アニメの名シーンをカスタマイズした待受Flash等、 

アニメ連動コンテンツを順次配信します。 

当社は、今後もお客様にお喜びいただける魅力的なモバイルコンテンツの提供に努めてまいります。  

 

 
 
 

 

 

 

 

1話あたり約3分、全10話構成 

笑いあり、ホロリあり、サスペンス(!?)あり 怒涛のショートアニメ。 
 

全編オムニバス形式のため、デコデコ★ケータイサイトの会員様や「うたがめ」ファンの方はもちろん、 

「うたがめ」ビギナーの方も幅広く気軽にお楽しみいただけます。 

 

 

 

第6話 「練習おもしろい」のまき                    第7話 「ライブおもしろい」のまき  

 

 

 

 

 

※デコデコシリーズ総合ポータルPCサイト「デコデコ★アイランド」および「うたがめ」PC公式サイトでは10月6日（火）より 配信予定です。 

 

 

アニメに登場する印象的なシーンや、強烈な個性を放つ名脇役たちの思い出深い場面を、ケータイ専用の待ち受けFlashとして 

デコメール総合サイト「デコデコメール」（i-mode、EZweb、Yahoo!ケータイ）有料会員向けに配信します。 
 

■「ドレミ」                            ■ウール荘にて                ■うたがめの部屋 

 

 

 

 

第6 話および 7 話の概要 

「リーマン」指導のもと、  ギターの練習に励む 

「うたがめ」と「ぼっちゃん」。 

まったく上達しない「うたがめ」を尻目に、 めき 

めきと腕をあげる「ぼっちゃん」。 

そんな中 「ぼっちゃん」の両親と「リーマン」の 

過去が明らかになる…。 

「リーマン」、「ぼっちゃん」、「うたがめ」の 3 人で、

“ほしぞら路上ライブ”を決行することに。 

しかし、それは「リーマン」と過ごす最後の日でも 

あった…。 

アニメ連動デジタルコンテンツプレゼント 

「うたがめ」アニメ動画概要 

Michelle143 が歌う主題歌「ドレミ」 

の軽やかなメロディが印象的な、  

アニメのオープニングムービーを 

フィーチャーした限定コンテンツ。 

「うたがめ」が住むアパート「ウール

荘」での日常が楽しめる待受Flash。

※ランダムで様々なアニメーション

がお楽しみいただけます。 

うたがめの日常生活が楽しめる 

レアな待受Flash。 

※時間の変化と共に、朝から夜まで

アニメーションが変化します。 



 

 

アーティスト「michelle143」による、弾けるような爽快なヴォーカルが印象的な主題歌 

テーマソング紹介 

『ドレミ』、ミディアムスローなエンディング『いいの』の2曲をラインアップ。 

『うたがめ』の世界観にぴったりの絶妙なメロディが物語を彩ります。 

 

(1) 主題歌       「ドレミ」（詩・歌・曲：michelle143）       

(2) エンディング  「いいの」（詩・歌・曲：michelle143）   

    produced by @LOUNGE RECORDS （http://a-lounge.jp） 

 

Michelle143 （みっしぇるいちよんさん） 

2002年SME Recordsより、Michelleとして「Hope is here」でデビュー！ 

3rdシングル、夏の高校野球神奈川県大会のテーマソングになる。1stアルバム「Munchkin」では、スーパー

バタードッグ竹内朋康氏、島田昌典氏（aiko）など、 多彩なプロデューサー陣を迎え、カラフルな中にも凛と

した意志をもった「捨て曲ナシ！」な1枚で好評を得る。 2006年6月14日、約3年振りとなるアルバム

「コロボックル コミューン」をリリース。これを機に、名前も“Michelle143”に改名。2008年1月～2月 Charaの

ツアー「Sugar Hunter~sugar~」にコーラスとギターで参加。  
 

 

 

ケータイ公式サイト（基本情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 月額情報料（税込） アクセス方法

デコデコ★チャネル 無料 iモード 「ｉチャネル」ボタン押下➠サイト＆チャネル➠おこのみチャネル一覧➠デコメール／きせかえツール➠・ デコデコ・ チャネル

名称 月額情報料（税込） アクセス方法

デコデコメール 265円 iモード ｉＭｅｎｕ➠メニューリスト➠デコメール➠イラスト➠・ デコデコ・ メール

265円 EZweb ａｕ ｏｎｅトップ➠カテゴリ（メニューリスト）➠メール・デコレーションメール➠デコレーションメール➠総合➠デコデコメール

273円 Yahoo！ケータイ メニューリスト➠デコレメール・メール➠デコレメール➠イラスト・アート・フォト➠デコデコメール

デコデコ★アニメ 273円 iモード ｉＭｅｎｕ➠メニューリスト➠デコメアニメ➠イラスト➠・ デコデコ★アニメ

273円 EZweb ａｕ ｏｎｅトップ➠カテゴリ（メニューリスト）➠メール・デコレーションメール➠デコレーションアニメ➠キャラクター➠デコデコ★アニメ

273円 Yahoo！ケータイ メニューリスト➠デコレメール・メール➠デコレメール➠イラスト・アート・フォト➠デコデコメール

デコデコ★きせかえ 315円／525円 iモード ｉＭｅｎｕ➠メニューリスト➠きせかえツール➠イラスト➠・ デコデコ・ きせかえ

315円／525円 EZweb ａｕ ｏｎｅトップ➠カテゴリ（メニューリスト）➠待受・画像・ケータイアレンジ➠ＥＺケータイアレンジ➠デコデコ★きせかえ

315円／525円 Yahoo！ケータイ メニューリスト➠壁紙・きせかえアレンジ➠きせかえアレンジ➠デコデコ★きせかえ

デコデコ★ウィジェット 無料 Yahoo！ケータイ メニューリスト➠辞書・ツール➠ウィジェット➠デコデコ★ウィジェット

デコデコ★こんしぇる 210円 iモード ｉＭｅｎｕ➠メニューリスト➠待受画面／マチキャラ➠マチキャラ➠デコデコ・ こんしぇる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もとは超天才科学者のうさぎ。 

うさぎだけに、スピードにこだわりたいといううたがめは史上最速のスピードを求め、瞬間移動の実験

を行っていたが、実験中の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。 

※月額会員登録にて、全ての各種素材が取り放題となります。 

※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。 

 

 

 

デコデコ★アイランド（PC サイト）：http://islands.deco2.net/ 

アニメ動画配信サイト（アクセス方法） 

うたがめ PC 公式サイト      ：http://islands.deco2.net/utagame/ 

http://a-lounge.jp/


 

 

【一般の方】    日本エンタープライズ株式会社 サポートセンター 

本件に関するお問い合わせ 

TEL：03-6830-0618  MAIL：dmail-s-q@nihon-e.co.jp  

 

【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・関塚】 

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・東】 

TEL：03-5793-3500  FAX：03-5793-3511  MAIL： nihon-e_pr@rd-j.com 

http://www.nihon-e.co.jp/ 

※ 「FOMA」「i モード」「i-mode」「ｉメニュー」「ｉチャネル」「デコメアニメ」「デコメ」「デコメール」「きせかえツール」は、株式会社NTT ドコモの商標または登録商標です。 

※ 「EZweb」は、KDDI 株式会社の登録商標です。 

※ 「Yahoo!」は、米国Yahoo! Inc,の商標または登録商標です。 

※ 「Flash」は、Adobe System Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国々における商標または登録商標です。 

※ 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。 
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＜ご参考＞「うたがめ」アニメ動画 登場キャラクター＆相関図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜ご参考資料＞「うたがめ」アニメ動画 登場キャラクター＆相関図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル 概要 配信時期

第１話 「うたがめおもしろい」のまき

ウール荘の２０２号室に住みついている「うたがめ」。
料理番組を見てお腹の空いたうたがめは食材を買いにでかけることに。
が、道中いろんなことに気をとられ…。
「うたがめ」は無事食材を揃えることができるのか！？

配信中

第２話 「ゲームおもしろい」のまき
携帯ゲーム機で遊んでいる「ぼっちゃん」のところへやってくる「うたがめ」。
グイグイとにじり寄ってくる「うたがめ」に困惑気味のぼっちゃん。
ついにゲーム機を手にした「うたがめ」に舞い降りる出来事とは！？

配信中

第３話 「お酒おもしろい」のまき
バイトをクビになりコンビニから脱兎のごとく逃げ出す「うたがめ」。
そんな様子を傍から見ていた「リーマン」は「うたがめ」を気に入りバーへと誘う。
酔っ払った「うたがめ」と「リーマン」はバーで大暴れして…。

配信中

第４話 「天才おもしろい」のまき
「リーマン」に置き去りにされる「うたがめ」。
さらにお酒をあおる「うたがめ」に異変が…。
そんな「うたがめ」の様子に「リーダー」が目をつける…。

配信中

第５話 「ギターおもしろい」のまき
先日のお詫びにと「うたがめ」にギターをプレゼントする「リーマン」。
そこへやってきた「ぼっちゃん」にせがまれ、ギターを披露する「リーマン」。
演奏にまったく興味のない「うたがめ」を襲う結末とは！？

配信中

第６話 「練習おもしろい」のまき
「リーマン」指導のもと、ギターの練習に励む「うたがめ」と「ぼっちゃん」。
まったく上達しない「うたがめ」を尻目にめきめきと腕をあげる「ぼっちゃん」。
そんな中、「ぼっちゃん」の両親と「リーマン」の過去が明らかになる…。

平成21年9月29日

第７話 「ライブおもしろい」のまき
「リーマン」、「ぼっちゃん」、「うたがめ」の３人で、“ほしぞら路上ライブ”を
決行することに。
しかし、それは「リーマン」と過ごす最後の日でもあった…。

平成21年9月29日

第８話 「学校おもしろい」のまき
「ぼっちゃんの」忘れ物を届けに小学校へ向かう「うたがめ」。
案の上、ほかのことに気をとられ「おまわりさん」のお世話に。
夕方再び訪れた学校には、覆面を被った「リーダー」と「子分」の姿が…。

近日公開予定

第９話 「隣人おもしろい」のまき

組織の証であるバッジを失くし、「リーダー」に罵倒される「子分」。
泣きながら部屋を飛び出した「子分」は「うたがめ」の胸に光るバッジを目にする
…。
いよいよ怒涛の結末へむけカウントダウン！

近日公開予定

第１０話 「大団円おもしろい」のまき

「リーダー」と「子分」の部屋には謎の巨大マシーンが。
「リーダー」から相手にされず、やけっぱちの「子分」は「うたがめ」と共に大量の
お酒をあおる。

そんな「うたがめ」にまたも異変の兆候が…。
「リーダー」の目的とは！？「うたがめ」を待つ運命は…！？

近日公開予定

話数

※第1～5 話：デコメール総合サイト「デコデコメール」およびデコデコシリーズ総合PC ポータル「デコデコ★アイランド」、「うたがめ」PC 公式サイトにて公開中。 

※第6～7 話：デコメール総合サイト「デコデコメール」にて、平成21 年9 月29 日より公開、デコデコシリーズ総合PC ポータル「デコデコ★アイランド」、「うたがめ」PC 

公式サイトにて平成21 年10 月6 日より公開予定。 

 

 

 

 

 

 

 



＜ご参考資料＞「うたがめ」とは？ 

 

 

 

 
「うたがめ」は、「デコメール」 から誕生したケータイサイト発のオリジナルキャラクター。 

「
 
デコメール」、「デコメアニメ」、「きせかえツール」、「モバイルウィジェット」、「マチキャラ」対応コンテンツ好評配信中！ 

特徴 「うたがめ」の秘密 

・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、コピー機） 

 

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) 

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。 

 

 

科学者 を引退した現在、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。 
    

 デコメール                   モバイルウィジェット                    きせかえコンテンツ 

 

 

 

 

  

 

        Ｆｌａｓｈゲーム             デコメアニメ         ぬいぐるみ     

 

 

 

 

 

 
 
※「うたがめ」コンテンツ配信サイト                           

ジャンル サイト名称 対象キャリア 

デコデコメール ｉ－ｍｏｄｅ／ＥＺｗｅｂ／Ｙａｈｏｏ！ケータイ 
デコメール、待受Ｆｌａｓｈ 

デコデコ★アニメ Ｙａｈｏｏ！ケータイ 

デコメアニメ／デコレーションアニメ デコデコ★アニメ ｉ－ｍｏｄｅ／ＥＺｗｅｂ 

きせかえコンテンツ デコデコ★きせかえ ｉ－ｍｏｄｅ／ＥＺｗｅｂ／Ｙａｈｏｏ！ケータイ 

マチキャラ デコデコ★こんしぇる ｉ－ｍｏｄｅ 

モバイルウィジェット デコデウィジェット Ｙａｈｏｏ！ケータイ  


