だるまん

＆ すのーまん

コンテンツのご提案
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このたび、私共の新しいコンテンツとして、「だるまん＆すのーまん」を
皆様にご紹介いたします。このコンテンツは、Webによる配信に主眼をおい
たアニメーションとして考えていますが、それだけではなく多様なメディア、
用途にも広くご利用いただけるものです。
ご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
2007年
フリーズ・メディア・デザイン・オフィス／だるまん本舗

だるまん

＆ すのーまん

とは
…企画のご説明

２１世紀は、もっと明るくて、いろいろな夢が現実になるはずだったのに‥‥ と感じて
いる人が多いようです。
でも、実際の世の中は、何かおかしい‥‥ 何か心の拠りどころがない。
このような老若男女の気もちに応えるために登場したのが、 だるまん
＆ すのーまん
ちょっと哲学的な雰囲気も持っている

しっかりもののだるまんと、やさしいすのーまん。

いまの世の中はナショナリズムとグローバリズムがいっしょです。
このキャラクターは、世界中で多くの人々と仲良しになれる要素がいっぱい！
よろしくお願いいたします！！！
企画のコンセプト
１．格差社会だとかニートだとか、団塊世代は目的定まらぬ定年退職大集団、親子が家庭
の中で命を粗末にしたり、小学生が先生に暴力をふるったり、何かおかしい今の世の
中。でも、子供から大人までが潜在的に求めているのは「あたたかい、心を育むコン
テンツ」です。
２．ことばの魅力、知識を通して「たおやかな心」を共有できたらと考えました。
ですから だるまん
＆ すのーまん のオリジナルは「ことわざ」や「熟語」の簡単な説明
を通して「心」を育てるシリーズでした。…子供たちだけでなく、今まで一生懸命に
働いてきたシニアの方々も一緒に楽しめるコンテンツを目指したのです。
３．しかも世界中で使えるグローバルなキャラクターとして生まれた だるまん
＆ すのーまん
４．今の世の中ですから、新しいコンテンツは「Web配信」が前提。
それから「アニメ」、それも３Ｄのアニメが理想です。…もちろん絵本（書籍）にも
できるように考えました。

だるまん

＆ すのーまん はハイレベルの３Ｄアニメ化をも考慮したキャラクターです。

５．Web配信は絵本・雑誌などの書籍と連動した展開への対応も想定しています。「日々
の更新」「多様な検索による閲覧」といったWeb配信のための仕掛け、Web2.0的な
仕組を考えています。
また、キャラクター自体のコマーシャル展開も可能です。
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だるまん

＆ すのーまん

事業展開について

このご提案は、私共が作りました だるまん
＆ すのーまん を、商品化するにあたって、その
事業を貴社と共同展開させていただくことを目的とします。
現在の事業体制

だるまん
＆ すのーまん
すのーまん は、フリーズ・メディア・デザイン・オフィスが著作権使用の権利を
委嘱されたコンテンツです。この権利には、当該コンテンツの発行、制作など、事業化に
関する全てが含まれます。

だるまん
＆ すのーまん
すのーまん の新しいストーリー開発は、原作者とフリーズ・メディア・デザイン・
オフィスが共同で行なうことになっています。また、新たなパートナーとの事業化に関す
る契約の窓口もフリーズ・メディア・デザイン・オフィスが務めることになっています。
この関係を「コラボレーション」と称しています。
だるまん本舗とは
だるまん本舗は、原作者が主催する だるまん
＆ すのーまん のプロモーションのためのグルー
プです。また、フリーズ・メディア・デザイン・オフィスのコンテンツ事業部の名称でもあ
り、併せて、 だるまん
＆ すのーまん
すのーまん をWeb展開する場合のポータルの名称として考えていま
す。コンテンツの中では、ストーリー展開の場所の名称でもあります。
事業展開のスコープ
コンテンツ配信のパートナー様
新規ストーリー作成

だるまん
＆ すのーまん
すのーまん
キャラクター
基本のストーリー
3～5分のコンテンツ ２５本

zコンテンツ配信に向けたパートナー
契約を締結します。
z全ての配信を包括した契約、あるい
はメディアごとの契約も可能です。
z契約の内容については別途ご相談さ
せていただきます。

Web

配給先にあわせた脚本の制作

Mobile
新規コンテンツ制作
FLASHアニメーション
3D CGアニメーション
静止画（マンガ）
キャラクターグッズ
衣類
etc.

TV
映画
書籍
グッズ

z配信先のメディアに最適化したコン
テンツを新規に制作します。
z新規の制作については、基本的には
当方で承ります。
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シナジー効果による各事業
の拡大を図ります。

だるまん

＆ すのーまん

だるまん

キャラクターのご説明
その１

すのーまん

「だるまん本舗」の男の子

雪だるまの子ども

宇宙の片隅にある惑星「FURUSATO」の「だるまん
本舗」国は、地球の多くの人々とネットワークを構築
し、元気を配信しようと努めている。
だるまんは「だるまん本舗」を代表する不思議な存在。
先祖はダルマのようで、家族や親戚が大勢いる。この
一族は、人間の希望を叶えるシンボルとして古来親し
まれてきた。彼も、この伝統を担うべく、またそれに
加えて世界中を元気にするという期待を集めている。
しっかり者でちょっと理屈っぽいが、親友の「すのー
まん」と名コンビを組んで、いろいろな仲間と日常の
生活を通して、考えたり悩んだりして、喜怒哀楽を共
有する。何回転んでもすぐに起き上がるタフネスで、
意外と走るのが得意。

だるまんの親友。性別不詳。すごく優しく、いつも自
然な感じで笑っている。 もの知りで、難しいことも
解りやすく説明したりするが、間違ったことはピシャ
リと否定したりもする。
暑さに弱く、夏になると溶けてしまう恐れがあるが、
だるまんが氷を持ってくるので完全に溶けてなくなる
ことはない。もちろん寒さにはめっぽう強く、ウィン
タースポーツは万能。
だるまんと同じく丸っこい足があって、どこにでも歩
いていけるが、走るのは得意ではない。雪の中では走
るより転がる方を好む。腕が短いのでシンボリックな
ボディーランゲージになってしまうが、必要に応じて
手に指が出ることもあり、シンプルながら表現力豊か。

惑星「FURUSATO」と「だるまん本舗」国は、私たちが忘れかけている、
故郷のオバアチャンの部屋にある古い箪笥の小物入れから飛び出したような
世界。「だるまん」と「すのーまん」は二人で一つのキャラクター、お互い
を補完しあってコンテンツができあがっています。
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だるまん

＆ すのーまん

あくまん

へちまん

キャラクターのご説明
その２

こけし－な

てるぼうや

元気な子供の代表

良識ある大人の代表

お人形系の若い女性

純真な子供（？）

全身黒ずくめ。いつも笑
いながら飛び回っている。
背中にコウモリ風の羽が
あって、とがった耳と鼻
をもち、悪魔の子供だと
いうウワサも。
明るく、大人の既成概念
にとらわれない、シニカ
ルな鋭いつっこみが得意。

ウリ科系のオジサン。
運動神経は発達していな
いがインテリ風で、子供
には何でも教えないと大
人の立場がないと思って
いるようである。
でも大人だから、ちょっ
とズルいときもあり憎め
ない。

由緒あるコケシ家のお嬢
様。
天真爛漫な自立した女性
だと思ってるが、けっこ
うコンサバ。普段は着物
姿だが時には洋装も。
まわりを振り回して楽し
んだり、悩んだりする。
Ｂ型系Ａ型的。

雨が降って陰鬱な空気に
なったときに、まわりを
明るくしようとする性癖
がある。
すぐに「なぜ？」と質問
をする古風なところもあ
る。ワンピースの着物な
ので、手を出すのが大変。
いつも笑っている。

「だるまん本舗」を賑やかに彩る「だるまん」と「すのーまん」の仲間たち。
いずれも、あなたの周りにいる誰かさんと似たキャラクターです。
最初にご紹介する４人は、「だるまん」と「すのーまん」の一番近くにいて
一生懸命に元気を発信します。
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＆ すのーまん

ごーまん

おばーど

キャラクターのご説明
その３

ワンまん

まとろちゃん

威張ってるオヤジ

鳥系のオバサン

犬系の壮年

国際感覚ある女の子

世の中で自分が一番偉い
とか自分が法律だと思い
込んでいるように横暴に
振舞う。会社を経営する
一方、畑で野菜を栽培す
る。ゴルフと釣りが趣味。
酔うと歌うし、やたらと
説教したがるが、案外気
が小さく健康に神経質。

おしゃべりで世話好き。
うわさ話と買いものが生
きがい。自分の子供が一
流大学を出て海外生活を
送っていることが誇り。
自分は誰よりも倫理観を
持っていると思い込んで、
おせっかいした挙句、相
手を批判する癖がある。

自己実現を目指し、ベン
チャービジネスに携わる
現代風事業家。
自分の行動は誰にも干渉
されたくないと思ってい
て強引な行動をとる。多
趣味で遊び好き。女の子
を見つけると、更にアグ
レッシブになる。

欧米的なライフスタイル
と、昔からの習慣に囚わ
れないものの考え方で、
大人の世界に興味津々。
もう自分は子供じゃない
と思っていて、大人や男
の子の言うことに反論も
する元気者。いざとなる
と分身の術を使う。

この４人も、「だるまん」と「すのーまん」の愛すべき仲間たちです。
年齢性別を超えて、彼等は永遠の子供だということもでき、常に世の中の問
題を目に見える形にするのです。わがままで自分勝手な仲間は社会にとって
なくてはならない存在なのかもしれません。
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かーさん

どらまん

キャラクターのご説明
その４

モナリーさん

かぷせるまん

母親の代表

音楽好きの子供

欧州出身の女性

明るいオニーサン

カラ傘の妖怪系みたいだ
けど、陽気で働き者で、
老若男女の集まりでみん
なをまとめるのがうまい。
子供にも大人にも優しく
て、誰からも頼られる存
在だが、時には独りで隠
れて、そっと泣いたりも
する。

お伽噺系の男の子。
インディーズのミュージ
シャンに憧れていて、い
つも楽器を放さず、日常
社会には無関心だが、人
の集まる場所に頻出する。
なぜか角が生えていて、
これを隠すためアフロヘ
アになることもある。

謎めいた微笑をたたえて、
いつもクール。
偉大な祖先を持っている
とかで、生活の中に文化
とか芸術を忘れないうえ
にLOHAS志向。しかし
ながら、時と場合によっ
てはけっこう熱くなると
きもある。

現代化学によって生まれ、
健康に不可欠な青年だと
自称。当然のこと自然と
か栄養とかに詳しい。
バランス感覚があって誰
からも嫌われない性格だ
が、個性がなくて、いま
いち魅力がないとも言わ
れる。

次の４人は、「だるまん」と「すのーまん」から少し遠くにいて、前の４人
とのやり取りが頻発するようです。どちらかというと生活感のある仲間とい
うことになるでしょう。 こういうキャラクターたちがいると、どのような
物語（ストーリー）でも面白く展開できます。
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えいりやん

キャラクターのご説明
その５

マカくん

ぐらんぱ

かめぼう

伝説的宇宙人

巨体の老人

サル共和国の一員

亀系の少年

昔は勇猛を誇っていた宇
宙生物の末裔。
流れ流れて「だるまん本
舗」に定住し、今は平和
な市民だが、ときどき宇
宙的発想で行動する。し
かし根がお人よしなので、
誰の言うことでも素直に
信じて右往左往する。

ヒノキ科植物系のオジー
サン。
若い頃はラグビーをやっ
ていたと自慢する、老木
なのに足が生えているベ
テラン。
すぐ自慢話するのが欠点
だが、明るく親切で優し
いご隠居。

霊長目オナガザル科マカ
ク属のサルが祖先のよう
である。典型的な庶民タ
イプだが、一族が脳の研
究材料にされるのに反対
している。多少被害妄想。
他にもサル共和国のメン
バーが多種存在し、それ
ぞれ個性的。

自分はいつまでも長生き
するのだと信じている。
ので、何でもそのうちに
やれると横着を決め込む
傾向が強い。何もしない
で、まわりのやることに
首を突っ込むのが楽しみ。
いざとなるとウサギより
も速く行動する。

この４人も、「だるまん」と「すのーまん」から少し遠くにいる、今の社会
で活動する人達を代表するキャラクターです。それぞれ自分のライフスタイ
ルを通してユニークな言動を展開します。
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キャラクターデザイン

デザインコンセプトは「単純化」
「だるまん＆すのーまん」は、Webアニメを前提に考えました。また、幅広いターゲット、
グローバルなターゲットを前提としました。
誰もが、すぐに憶えられ、親しみを感じられる、自分で簡単に似顔絵が描けるキャラクター
の条件として、単純な幾何学形の集合を基本としました。 またアクションもできるだけ単
純にするよう工夫しました。 動きは指人形のように単純でも、微妙な感情表現が可能だと
考えています。 併せて、表情も「目・眉・口」の３点だけで表すデザインにしました。
こうすることによって、 アニメの作画を誰が行なっても統一されたキャラクターが実現し
ますし、３Ｄの作画も簡単になります。
制作における後戻り工程を できるだけ抑え、その分の工数をストーリーの煮詰め、微妙な
表現や全体の調整に向ければ、 より内容の豊富なコンテンツを実現することが可能となり
ます。
単純化することによって、コンテンツはより豊富なメッセージを持てると考えます。
「だるまん＆すのーまん」の世界観は「FURUSATO」
世界中の誰もが、心の中のどこかに持っている「故郷」、平和で心安らぐ「故郷」を、こ
れも誰もが心の中の片隅に記憶している「おばあさん」の箪笥の小物入れの中から飛び出
してくるお伽噺のイメージで表現してみました。
このお伽噺の世界には、人種差別も民族闘争もありません。世界中でグローバルに楽しめ
る、心に響く、コンテンツのためのデザインにしようと考えました。
「おばあさん」の箪笥の小物入れには、いろいろな宝物がしまわれていました。…子供に
とっては不思議で興味がつきない未知の世界だったり、優しさや懐かしさを感じる世界で
あったものです。しかも「おばあさん」は、子供には解らない大人の世界の愚痴や恨み言
や、なにやら妖しいお話をして、子供を大人の世界にいざなってくれるのでした。
この「おばあさん」の箪笥から飛び出す「故郷」世界のイメージが、だるまん
＆ すのーまん
デザインのテーマの一つなのです。

だるまん

＆ すのーまん は「フレキシブル」
少ないデータ量でも、大スクリーン向けの大量データでも、しっかりしたコンテンツにな
ることを考慮して、簡単なFLASHでも緻密な３ＤＣＧでも鑑賞に堪えられる
デザインを志向しました。また、シニアから幼児まで、どなたでも共感できる
コンテンツを目指してデザインしています。
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＆ すのーまん

キャラクターデザイン

元気が出るデザイン
「だるまん＆すのーまん」は、シンボリックな色彩です。 一年を通しておめでたい紅白の
コンビネーションで、ご覧になるかたを元気にします。

すべて単純なデザインですが、豊かな感情表現が可能です。
※裏話： このキャラクターは、４年前に小中学校生の日曜学校向けに生まれ、高校大学生
にも好評だったもののリメイク版です。シニア層にもウケました！
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だるまん

コンテンツのイメージ

＆ すのーまん

Webのイメージ
「だるまん＆すのーまん」のオリジナル
は、だるまんとすのーまんの仲間が、言
葉を考えることを通して、社会や暮らし
の中で生きるための心を育んでいくとい
うテーマで作りました。
もちろん、言葉を考えるというテーマだ
けではなく、あらゆるストーリー展開が
可能です。

わたし悲しいの
・・・すごく傷つけられて
彼って、わたしを愛して
くれてなかったの

李下の冠
っていうのは
どういう意味？

夏になると
ぼくは溶けて
やせちゃうんだ

げげ

っ
①

①

①

冠とは
いまのぼうしと
同じようなもの

ひどい男なんだ～
まっ、さっさと忘れたほうがいいよ
もっといい男がみつかるさ～

・・・ワンパターンの慰め
あんたみたいな子供に
言われたくないわ！
なによ、あんな男!!!

李は
すもも のこと
だよな

②

②

②

もう、いいわっ
怒って
いっちゃった

でもね～
「愛」って、もらうものじゃなくて
あたえるものなんだよな

それでは、
あそこの、すももの
木の下で、このぼうし
をかぶってごらん

だるまん、ありがとう
たすかった～！

③

③

③

こんどは、こっちの
さいふと体が
やせほそっちゃうよ

すももを 盗んで
いるように見えるだろ？
疑われそうなことはしない
ようにということだよ

ぼくは
何でももらうほうがいいな～
「愛」なんかじゃなくてもね～
あくまん
食べるものがいいな
おまえ、このお話が
わかってるの？

いかにも
あくまん らしい
けどねえ

④

④

④
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