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2018 年 11 月 2 日

株式会社 クボタ

＜映像URL：https://youtu.be/XSK54BuFE4s＞

株式会社 クボタ（本社：大阪市浪速区、代表取締役社長 木股 昌俊）は、「クボタ LOVE 米プロジェクト」を

実施いたします。

小学館発行の歴代人気ラブコメ 5 作品（「『アフロ田中』シリーズ」「うる星やつら」「からかい上手の高木さん」

「ツルモク独身寮」「ハヤテのごとく！」）および人気ロックバンド・キュウソネコカミの書き下ろし楽曲「米米米米

（べいまいべいべー）」とコラボレーションし、クボタのお米への愛を伝える“クボタ LOVE 米プロジェクト 特別

映像『米米米米』”を制作。2018 年 11 月 2 日（金）AM4 時に YouTube 上にて公開いたします。

本映像は、人気ラブコメの名シーンを米粒ひとつひとつに描き、つなぎ合わせ、お米への興味を喚起するス

トーリーに再構成するという“世界初!?”の手法で制作いたしました。

＜＜ クボタ × 小学館 × キュウソネコカミ ＞＞

ラブコメで、LOVE米！？ クボタのお米への愛を伝える、

“世界初!?”のコマ撮りならぬ“コメ撮り”映像！
全 137 粒の米粒に小学館の人気ラブコメ 5作品を描いた

クボタ LOVE米プロジェクト 特別映像『米米米米』公開！
「『アフロ田中』シリーズ」「うる星やつら」「からかい上手の高木さん」

「ツルモク独身寮」「ハヤテのごとく！」の名シーンをつなぎ合わせて生まれたストーリー！
楽曲は、キュウソネコカミの書き下ろしで初披露！
11月 2日（金）AM4時より YouTube で公開！

べい   まい   べい  べー
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■“クボタ LOVE 米プロジェクト 特別映像『米米米米』”について                                                     

日本の農業を技術で応援するクボタは、小学館発行の人気ラブコメ
・ ・

5 作品の「『アフロ田中』シリーズ」、「う

る星やつら」、「からかい上手の高木さん」、「ツルモク独身寮」、「ハヤテのごとく！」、そして人気ロックバンド、

キュウソネコカミの「米米米米」とコラボレーションし、“クボタ LOVE 米プロジェクト 特別映像『米米米米』”を

制作いたしました。

今回の映像では、幅 5 ミリほどの米粒に 5 作品の中から抜粋した計 137 のシーン 1 つずつを「微細切削加

工」により描き、人気キャラクターたちがお米への愛を熱く語る、さながら LOVE 米（ラブコメ）ストーリーとして

再構成しております。コマ撮りならぬ“コメ撮り”を用いたユニークな撮影手法と、キュウソネコカミが本映像の

ために書き下ろした楽曲『米米米米』が奇跡的に融合し、“クボタ LOVE 米プロジェクト 特別映像『米米米米』”

の世界観を作り出しています。本映像を通して、お米を取り巻く環境や最新トリビアなどの情報を発信すると

共に、「LOVE 米」「日本の農業を、食べて応援しよう。」というメッセージを訴求していきます。

■“クボタ LOVE 米プロジェクト 特別映像『米米米米』”の見どころ                                     

◇本映像完成に至るまでの制作スタッフの見えない努力！

まず制作スタッフ間で、5作品のマンガ全巻（※2018年10月時点で販売されているコミックに限る）を読破し、ストー

リー構成に使えるシーンをセレクトするところから作業は始まりました。その後、漫画を描くキャンバスとして使

用する米粒が微細切削加工によって破損しないかなどのテスト検証を様々な品種で実施し、切削に最適な米

粒を選定。いざ本番の微細切削加工による描写作業になった際は、刃の細さが20ミクロン（髪の毛は80ミクロ

ン）ほどしかない最高レベルの切削機器を使用し、米粒が乾燥して割れないように、室内の湿度を60％以上

に保ちながら、1粒あたり5～6時間かけ描写。また、同じお米であっても1粒1粒で大きさや硬さが異なるため、

常に試行錯誤を重ねながら切削を行いました。さらに、切削作業以外にも、撮影時に米粒を並べ映像の1シー

ンを完全な手作業でデザインしました。このような制作スタッフの努力の結晶で本映像は完成に至りました。
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◇視聴するだけで“豆知識ならぬ米知識”をゲットできるネタがたくさん！

本映像にはマンガのシーンを通して、お米にまつわるさまざまなトリビアを紹介。「アンチエイジング効果が

ある」「スギ花粉症治療のお米が開発されている」「『青天の霹靂』や『森のくまさん』、『ほほほの穂』という名

前のお米が存在する」「品種は800種類以上ある」など、思わず誰かに披露したくなる情報が盛り込まれてい

ます。

◇作品の垣根を超えた全員集合のラストカットで夢のコラボが実現！

最大の注目ポイントのラストカット。5作品のメインキャラクターである田中広、ラムちゃん、高木さん、宮川

正太、綾崎ハヤテらだけでなく、キュウソネコカミのマスコットキャラクターである「ネズミくん」など、本映像に登

場したキャラクターが作品の垣根を超え、一堂に会し、さらにクボタのトラクタもちゃっかり登場しているオリジ

ナルの1カットは、本映像でしか見られない大変貴重なシーンとなっております。
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■“クボタ LOVE 米プロジェクト 特別映像『米米米米』”カット画像                                      
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■楽曲「米米米米（べいまいべいべー）」 歌詞

（クボタ LOVE 米プロジェクト 特別映像 Ver.）                              

米米米米 今日も参ろうか 米米米米 君の待つ場所へ

米米米米 変わらぬ君が好き 米米米米 優しさ噛み締める

雨の日も風の日も寒い夜も 君を守りたい僕が戦うよ

（いただきまーす！）

愛する米 うまい米、側に永遠に かっこめ米 LOVE 米、側に永遠に

愛する米 うまい米、側に永遠に かっこめ米 LOVE 米、側に永遠に

米米米米 米米米米

（お米トリビア！）

米米米米 米米米米 炊きたてご飯思い出せ

米米米米 米米米米 炊きたてご飯思い出せ

（いっぱい食うぞー！）

愛する米 うまい米、側に永遠に かっこめ米 LOVE 米、側に永遠に

愛する米 うまい米、側に永遠に かっこめ米 LOVE 米、側に永遠に

米米米米 米米米米 米米米米 米米米米 永遠に側に
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■コラボレーションした小学館の人気マンガ作品一覧 ※作品名五十音順                                     

「『アフロ田中』シリーズ」 「うる星やつら」

作者：のりつけ雅春

掲載誌：ビッグコミックスピリッツ（2002 年～）

作者：高橋留美子

掲載誌：週刊少年サンデー（1978 年～1987 年）

「からかい上手の高木さん」 「ツルモク独身寮」

作者：山本崇一朗

掲載誌：ゲッサン mini、ゲッサン（2013 年～）

作者：窪之内英策

掲載誌：ビッグコミックスピリッツ（1988 年～1991 年）

「ハヤテのごとく！」

作者：畑健二郎

掲載誌：週刊少年サンデー（2004 年～2017 年）
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■キュウソネコカミ関連情報                                      

本映像の公開に合わせて、『米米米米』を収録したニューアルバム『ギリ平成』を、2018 年 12 月 5 日（水）にリ

リース。『米米米米』の楽曲に関しては、先行して 2018 年 11 月 14 日（水）より iTunes Store、レコチョクなど、

主要配信ストアおよび Apple Music、LINE MUSIC、Spotify、AWA など主要定額制音楽ストリーミングサービス

にて配信いたします。

＜アーティストプロフィール＞

ヤマサキセイヤ（Vo, G）、ヨコタシンノスケ（Key, Vo）、オカザワカズマ（G）、カワクボタクロウ（B）、ソゴウタイスケ（Dr）

からなる 5 人組ロックバンド。2009 年末に大学の就活敗残者を中心に兵庫県西宮で結成される。インディーズでの

活躍を経て、2014 年 6 月にリリースしたミニアルバム「チェンジ ザ ワールド」でメジャー進出。破天荒なステージパ

フォーマンスとは裏腹に、地道な活動で着実に人気を獲得している。今も関西在住ながら全国規模でライブシーン

を席巻している。

■MV 概要                                                           

タイトル ： クボタ LOVE 米プロジェクト 特別映像『米米米米』

楽曲名     ： 『米米米米』 （歌 キュウソネコカミ）

公開日   ： 2018 年 11 月 2 日（金）AM4 時

動画 URL     ： https://youtu.be/XSK54BuFE4s

特設サイト URL ：

http://www.kubota.co.jp/000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000

©窪之内英策／小学館 ©高橋留美子／小学館 ©のりつけ雅春／小学館 ©畑健二郎／小学館 ©山本崇一朗／小学館

（通常版）（完全限定生産盤）
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■株式会社 クボタ                                                         

1890(明治 23)年の創業以来、水道用鉄管による近代水道の整備、農業機械による食料増産と省力化、環境

施設による人類と環境の調和など、暮らしと社会に貢献するさまざまな製品を提供してきました。優れた製品・

技術・サービスを通じて食料・水・環境分野の課題解決に挑戦し、地球と人の未来を支え続けてまいります。

【代表取締役社長】 木股 昌俊

【売上高】 17,515 億円（2017 年 12 月期・連結）

【従業員数】 39,410 名（2017 年 12 月期・連結）

【本社所在地】 大阪市浪速区敷津東一丁目 2 番 47 号


