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「おしえてカニ部長」は、“スタイリッシュハート”が“カニ部長”にカニの種類やカニ料理、カニ部長の
口癖や趣味について質問形式で問いかけ、それに答えていく内容で、幼稚園、保育園から小学生位
の子供が曲を覚えているうちに勉強が出来るような歌詞と覚えやすいメロディーに仕上げています
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【プレゼント概要】
ご提供
ご提供商品名：

カニ部長オリジナル CD
「おしえてカニ部長」

当選者数：

御紙・誌読者 10 名様
御紙・誌読者

応募宛先：

御紙・誌編集部

応募締切日：

掲載日より 1 ヵ月以内

お問い
い合わせ先：横引シャッター広報事務局
横引シャッター広報事務局
TEL.
TEL.03-5411-0066
掲載時のお願い：
掲載時のお願い：商品画像の掲載をお願いします
商品画像の掲載をお願いします
※事前にご連絡をいただかないと、商品数に限りがあるためご提供できかねる場合がございます。
※事前にご連絡をいただかないと、商品数に限りがあるためご提供できかねる場合がございます。
＜本件に関するお問い合わせ先
関するお問い合わせ先＞
関するお問い合わせ先
横引シャッター広報
横引シャッター広報事務局 担当：新保（しんぼ）
担当：
（しんぼ）
TEL：03-5411TEL
-0066 FAX：
：03-3401-7788
7788
携帯：
：080-9874-4858
4858 1メール：pr@real-ize.com
メール：
ize.com
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【カニ部長について】
当社は駅の売店でお馴染みの、横に引く特殊シャッター
の専門メーカーです。この横に引く動作がカニを連想させ
る事から、2014 年にオリジナルキャラクター“カニ部長”が
誕生しました。 その後“カニ部長”は、当社の親善大使とし、
名刺、缶バッジ、クリアケース、ラインスタンプ、チョコレート
と、取引先やお客様のコミュニケーションフックとして大活
躍し、去年は“カニ部長”の着ぐるみが完成。その活躍第
1 弾として、“ゆるキャラ®グランプリ 2016”にエントリーを果
たしました。今後は地元足立区のために、より精力的に
活動を行う予定です。

【「カニ部長 with スタイリッシュハート」の今後の展開】
「カニ部長 with スタイリッシュハート」は今後も下記のコラボレーションを考えています。
1． カニ部長の地元足立区のお祭りステージなどにカニ部長 with スタイリッシュハートが登場。
2． 横引シャッターの企業 PR にカニ部長 with スタイリッシュハートがナビゲーターとして登場。
3． 毎年開催されるスタイリッシュハートワンマンライブにカニ部長がゲスト出演。

【CD 概要】
アーティスト名：

カニ部長 with スタイリッシュハート

CD タイトル：

おしえてカニ部長

発売日：

2017 年 1 月 24 日（火）

発売価格：

1,000 円（税抜）

収録曲：

1．おしえてカニ部長
2．ブルドック
3．おしえてカニ部長（instrumental）
4．ブルドック（instrumental）
全4曲

レーベル：

スタイリッシュハートレコード

販路：

全国 CD ショップで取り寄せ、もしくは i Tunes 配信

●カニ部長オフィシャルサイト
http://www.yokobiki-shutter.co.jp/kanibucho/
●スタイリッシュハートオフィシャルサイト
http://ameblo.jp/rina-mizuho
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参考資料
おしえてカニ部長
作詞：スタイリッシュハート 作曲・編曲：Yu
うた： カニ部長 with スタイリッシュハート
※カニ部長～カニ部長だよ
（カニ！カニ！カニ！カニ！カニ！カニ！）
カニ部長～カニ部長だよ
（カニ！カニ！カニ！カニ！カニ！カニ！）
カニ部長～(カニ部長) カニ部長～(カニ部長)
カニ！（カニ！）カニ！（カニ！）
横引シャッターのカニ部長

シャッターを開けながらカニ部長登場

おしえてカニ部長
カニって一言に言っても色んな種類があるって本当？
そうだよ タラバガニ、ズワイガニ、毛ガニ、ワタリガニ
アサヒガニ、オカガニ、アカテガニ、ハナサキガニ
わ～すごい！ところでヤドカリってカニ？
違う！違う！
※Repeat
おしえてカニ部長
カニっていろんな美味しい食べ方があるって本当？
カニをいかに料理するか！カニクリームコロッケ、
カニグラタン、かに玉、カニクリームパスタ、カニ汁、
かにしゃぶ、カニチャーハン！
どれもおいしそう！ところでカニの足って何本だっけ？
8 本！

「静カニ！」社長に注意するカニ部長

※Repeat
カニ部長の趣味は貯金
カニ部長の趣味は貯金

おしえてカニ部長！カニ部長の口癖は？
確カニ！（確カニ！確カニ！）大声でおしゃべりしてたら？
静カニ！（静カニ！静カニ！）カニ部長の趣味は？
貯金！（チョキン！チョキン！）

※Repeat
関係者以外立ち入り禁止の工場でも撮影

カニ部長と共に踊る社長
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※

おしえてカニ部長ミュージックビデオより

横引シャッター広報事務局 行

＜応募用紙＞
FAX：03-3401-7788

＜読者プレゼントのご案内＞
R グランプリエントリーの次はアイドルとユニット結成!?
ゆるキャラ○

足立区シャッター屋さんのゆるキャラ・テーマソングが完成
「おしえてカニ部長」 2017 年 1 月 24 日（火）全国発売
オリジナル CD 御紙・誌各 10 名様にプレゼント
誠にお手数ですが、準備の都合2月23日までに、
下記項目にご記入の上、FAXまたはメールにてご返信いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

御社名
御所属（媒体名）
御名前
商品お届け先ご住所
TEL

FAX

E-maiｌ
備考/御要望
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【会社概要】
会社名

：株式会社横引シャッター

代表

：代表取締役社長 市川慎次郎（いちかわしんじろう）

所在地

：東京都足立区綾瀬 6-31-5

ホームページ ：http://www.yokobiki-shutter.co.jp
設立

：1986 年 4 月 3 日

従業員

：39 名（グループ全体・2015 年４月現在）

資本金

：1,000 万円

事業内容

：オーダーメード・シャッターの設計、製造、施工業

当社は、1986 年の創業以来、原発・火力発電所・造幣局等、特殊な用途の施設に、防犯性と製品の
信頼性を高く評価されてきました。また、現在上吊り式シャッター関連の多数の特許を保有し、特殊
シャッターの分野では先駆けの企業です。
この他にも、ショッピングモールの時間差店舗の管理シャッター、個人のガレージ、雨戸シャッター等、
大規模な事業、個人宅関係なく、顧客ごとにオーダーメードで製作しています。
自社のシャッターの修繕の経験、アイディアを形にする技術、金属加工に限らずシャッター技術に必
要な部位製造も自社製品でまかなっています。これらが可能なのは、高度経済成長期の日本を牽
引してきた職人の技が集結しているからです。
■フェイスブック

：横引シャッター facebook 公開中
100005657023160＠facebook.com

■足立ブランド認定：株式会社横引シャッターの製品は、東京都足立区が優れた製品・技術と認定し
た足立区ブランド認定製品です。
「足立ブランド」は、足立区が区内産業の優れた製品・技術を認定し、その素晴
らしさを全国に PR し、ネットワークを広げていくことで区内産業のより一層の発
展と足立区のイメージアップを図ることを目的に平成 19 年度から開始した事業
です。認定製品・技術には「認定ロゴマーク」が付与され、販路拡大のため PR
支援などの事業を展開し全国へアピールしていきます。
■カニ部長

：駅の売店でお馴染みの横に引くシャッターの専門メーカー「横引シャッター」。
この横に動く動作がカニを連想させる事から、オリジナルキャラクター「カニ部長」
が誕生。横引シャッターの親善大使としてキャラクター商品を展開中です。LINE
スタンプ、クリアファイル、缶バッジ、等

5

