
	

	

	

	

	

 

Hello World 
We are UrumaDelvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uruma                   Delvi 
 



Who are we? 
 

うるまでるびはコンテンツアーティストです 
日本において、20年以上活躍し、数え切れないほどの作品を送り出しました。 

日本の経済産業省はうるまでるびに対し「天才クリエイター」の称号を与えています。 

うるまでるびは夫婦です 
うるまでるびはうるまとでるびの 2人組で、夫婦です。家族であり、アーティストです。 

うるまでるびは会社です 
「有限会社うるまでるびプロダクション」を運営しています。創立20年になりました。 

うるまでるびは世界へ飛び出します 
うるまでるびは世界に飛び出す準備ができています。 



うるまでるびはキャラクターワールドを作ります 
うるまでるびの基本はキャラクター作り。それは見た目のデザインだけではく、性格、職

業、住まい、仲間、場所、ストーリーなど、すべての要素を含んだ「ワールド」です。ア

ニメーションや絵本、音楽、ゲームなどは、そのワールドを表現する「メディア」であり、

毎回ワールドに合ったものを選んで、エンターテインメントとして最高の結果を得ようと

します。うるまでるびの作品が多岐に渡るのはこのためです。 

ユニバーサル・キャラクターズ 
うるまでるびのキャラクターは、どこの国から来たかわからない、ユニバーサルなイメー

ジを持っていると言われます。うるまでるび自身も常に世界を舞台とすることを意識して

おり、言葉が障害とならない作品作りを心がけています。 

  



うるまでるびはヒットメーカーです 
 

おしりかじり虫 -	ミュージックアニメーション	 2007 

NHK みんなのうたで放映され、社会現象とまでいわれるほどの大ヒットとなった楽曲アニメーシ

ョン。キャラクター、ストーリー、アニメーション制作、作詞、作曲、すべてをうるまでるびが行

いました。オリコン週間総合３位、インディーズ１位を記録。CD40 万枚、ダウンロード 200 万

件、関連グッズ 400 種が発売され、経済効果は 50 億円とも言われます。ベストヒット歌謡祭（旧

有線放送大賞）新人賞受賞。紅白歌合戦にも出場しました。 

 

Go!Go!選挙	アニメメーションシリーズ（2minｘ10episode）	 2009 

「明るい選挙推進協会」からの依頼により、成人式で配る選挙啓蒙

DVD を作成。かわいいキャラクターが「♪選挙選挙」と歌いなが

ら踊るポップなアニメは、たちまち話題となり、ニコニコ動画で再

生 200 万回、大量の派生動画が投稿されました。政府系の無料配

布＝実質著作権フリーということに気づき、若者がネットでいじれ

るように工夫しました。 

 

白オバケ黒オバケ		絵本シリーズほか	 2011〜 

「白オバケ黒オバケ」は絵さがしの大判絵本から始まりました。 

2011 年に第１巻を発売以来、「オバケなのに怖くない」と子ども達

に大人気。現在までに 4 巻を発売しトータル 10 万部を超すセール

スを記録しています。また、韓国、台湾で翻訳出版もされ、2015

年にはオランダで障害児のスクールバ

スアイコンに採用されました。「Obaké」

という日本語のまま、世界で活躍し始

めています。うるまでるびはこのシリ

ーズの映画化を目指しています。 

 



うるまでるびのもうひとつの特徴はアイデア力です 

 
セールス＆プロモーション 

うるまでるびは単に作品を作るだけでなく、どうやったらそれが最適な

ルートで皆の手に届くのかを考えます。例えば、「スミ子」の楽曲を CD

にしようと思ったとき、「今の時代、CDを買うモチベーションは“グッ

ズとして”である」と判断し、レコード店ではなく雑貨ショップ「モノ

コムサ」でバッグや Tシャツと並べて販売しました。今やコムサの定番商品です。 

 

テクノロジー 

実はうるまでるびは IT やテクノロジーに非常に明るく、自らプロ

グラムを組むことすらあります。そして「テクノロジーは人間の試

行錯誤をエンターテインメントにできる」と考えており、たくさん

の作品を作っています。例えば東大と共同製作した「PICMO」は、

誰でも 10 分でアニメが作れてしまう画期的なソフトウェアです。

また、2016 年 2 月には、リズムに乗って手を動かしているうちに、

なんとなく絵ができてしまい、ワンタッチでアニメにもなってしま

う iOS 向けお絵かきアプリ「EleFunTo」をリリースしました。 

 

ワークショップ	 
2015 年 12 月、静岡県三島市の沢地小学校は、全授業を 3日間停めて、うるまでるびの「らくが

きワークショップ」を行いました。体育館一面に敷かれた紙に、子どもたちは体を使って自由にら

くがきをします。これをきっかけに、キャラクターを作り、ストーリーを考え、2日間でアニメま

で完成させます。そして 3 日目には上映会を行い、地元の人々に 1 等賞を決めてもらいます。こ

の一連のプロセスによって、子どもたちは自由に発想すること、仲間と一緒に作ること、発表して

評価を受ける喜びを体験します。クリエイティブ教育に対する、うるまでるびか

らの提案です。 

 



うるまでるび年表 

1990s  ウゴウゴルーガに参加「しかと」など発表 
ホームページ開設「今日の気分」スタート 

お絵かきライブ「びっくりマウス」上演 

（マルチメディアグランプリ入選） 

WEB コミュニティ「Interpot」発表 

（Java 表現大賞準グランプリ） 

2000 Playstation2「びっくりマウス」制作 

（MMCA マルチメディアグランプリ部門賞） 

「ほぼ日刊イトイ新聞」にてイラストエッセイ連載開始 

2001 イラストエッセイ「にんぷのぷ」出版 

妊娠エンターテインメント「安産WEB」オープン 

2002 オリジナルグッズを製作販売する 

「SHOP うるまでるび」オープン 

2003 週刊アニメーション「うるまでるび GOLD」開始 

日本アニメーション協会理事に就任 

2004 イラストエッセイ「おれボテ志」出版         

週刊アニメーション「うるまでるび DELUXE」開始 

2005 NHK 教育に「カプセル侍」登場 

オリジナル短編アニメ「Mr.Calpaccio」が世界中で入賞、受賞 

2006 経済産業省より「スーパークリエイター」の称号を得る 

MTV Networks「テテメテ」制作 

2007 みんなのうた「おしりかじり虫」が大ヒット 

2008 大型個展「ア・ラ・モード展」開催 

イラストレーション誌がうるまでるび特集 

CD/DVD「スミ子」をリリース 

2009 アニメソフト「PICMO」発表 

CD/DVD「犬の小吉」リリース 

2010 NY で「うるまでるびウィーク」開催 

「うるまでるびの Go!Go!選挙」がヒット 

2011 「白オバケ黒オバケのみつけて絵本」がヒット 

同年１１月に第２弾も出版 

2012 絵本「ドドボンゴのさがしもの」出版 

みんなのうた「おしりかじり虫」第２弾発表 

「白オバケ黒オバケのみつけて絵本」第３弾出版 

文化庁指名、文化交流大使としてサンフランシスコに滞在 

2013 引き続き文化交流使としてサンフランシスコに滞在 

2014 デビット・バーン、坂本龍一とコラボ。震災支援作品「Psychedelic Afternoon」を発表 

デジタルアート作品「Wonder Disc」を Asian Art Museum にて発表 

Japan Expo USA にてパネルスピーチ 

2015 オバケのキャラクターがオランダでスクールバスのアイコンに採用 

オバケ絵本、台湾で既存 4巻が一気に翻訳出版される 

三島市沢地小学校で通常授業を 4日停めて「らくがきワークショップ」を敢行  

2016 YouTube に「UDTV – UrumaDelvi TV」をオープン。毎週アニメを配信 
iOS アプリ「EleFunTo」リリース 



 

あ 

 

あ 

 
Mr.Calpaccio 

自主制作アニメーション 2005 
 おしりかじり虫 

みんなのうた 2007 
 しかと 

ウゴウゴルーガ 1993 

 

 

 

 

 
白オバケ黒オバケ 
絵本ほか 2011 

 ニューヨーク個展 
2010 

 立体キャラクター 
粘土、プラスティック 

 

 

 

 

 
びっくりマウス 

Playstation 2 ゲーム 2001 
 今日の気分 

日刊ひとこまマンガ 1995- 
 らくがきワークショップ 

三島市沢地小学校ほか 2015～ 

 

 

 

 

 
  Interpot 

今でいうソーシャルゲーム 2000～ 
 「花と青い鳥」 

キャンバスペイント 2009 
 UDTV ‒ UrumaDelvi TV 

YouTube 2016 

 

 

 

 

 
たびのコロッケさん 
連載まんが 2000- 

 凸凹モータース 
スペースデザイン SEGA 2008 

 Wonder Disc II 
メディアアート 2014 



うるまでるびにできること	
・	アニメーションなどの映像の企画開発 

・	キャラクター制作 

・	楽曲制作 

・	ソフトウェア、アプリの開発 

・	ワークショップの企画・運営 

・	ファインアート・メディアアートの制作 

 

 

有限会社うるまでるびプロダクション 

〒151-0064 渋谷区上原3-10-3 五大マンション2階 

T: 03-6804-7264 / F: 03-6804-7286 

E-Mail info@urumadelvi.com 

Web:  urumadelvi.com （メインサイト） 

urumadelvi,info （プロフィール） 

youtube.com/urumadelvi （YouTube チャンネル） 
 
*We are looking for an agent of your country or region. 
 
 

うるまでるびの目標	
キャラクターをベースにあらゆるエンターテインメントを制作し、
才能ある人たちとコラボして、世界中の子供とその家族に勇気と元

気を与え続けることにより、世界平和を実現する 


