2017 年 2 月 1 日

報道関係各位

広島県呉市

こんなゆるキャラ見たことない!?
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広 島 県 呉 市 の新 キャラクター 「呉 氏 」 が誕 生 ‼
新テーマソングは、ミリオンセラーの大ヒットソング
TRF「CRAZY GONNA CRAZY」の替え歌
くれ

し
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し

「呉ー市ー GONNA 呉ー市ー」も同時に発表!!
＜2017 年 2 月 1 日（水）発表・PV 公開＞
URL：https://www.city.kure.lg.jp/
広島県呉市（くれし）は、シティプロモーションの一環として、新キャラクター「呉氏」（くれし）を誕生させました。
また、このキャラクターの発表に合わせて市内のさまざまな観光地を紹介し、関心を抱いていただくことを目的に、新
テーマソングを用いたプロモーションビデオを 2017 年 2 月 1 日に公開いたします。
新テーマソングは、1995 年にリリース、オリコンランキング 1 位で 158 万枚をセールスした＊1TRF の大ヒットソング
「CRAZY GONNA CRAZY」の替え歌、「呉(くれ)ー市(し)ー GONNA（ごな） 呉(くれ)ー市(し)ー」です。
「呉」という漢字の読み方について、特に東日本の方から「くれ」ではなく、「ご」と読まれることが多いことから、一度
見たら忘れられない、顔が地名の新キャラクター「呉氏（くれし）」を誕生させました。また、プロモーションビデオは、新
テーマソングの「呉(くれ)ー市(し)ー GONNA（ごな） 呉(くれ)ー市(し)ー」を活用することで、目で見ても、耳で聞いても
呉市のプロモーションだと分かる内容になっています。
プロモーションビデオの中では、入館者が 1000 万人を超える大和ミュージアムや、てつのくじら館の愛称で有名な
海上自衛隊呉史料館、中四国三大夜景のひとつである「灰ヶ峰」、映画やテレビ CM などで有名な瀬戸内海に面した
温和な気候と自然に恵まれた御手洗など、呉市のさまざま観光地を紹介してゆきます。また、海上自衛隊全面協力
の下に、海上自衛隊呉基地（Ｆバース）での空撮を敢行するなど、大規模な撮影を行いました。新キャラクター「呉氏」
と新テーマソング、プロモーションビデオを通じて、呉市の魅力をアピールしてゆきます。
＊1：2017 年 1 月時点
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新キャラクター「呉氏」と、新テーマソング「”呉ー市ー GONNA 呉ー市ー」のポイント
■誰が見ても、どこのキャラクターかわかる
一度見たら忘れられない「呉」という地名が顔になっている新キャ
ラクター。瀬戸内の海のように美しいターコイズブルーのカラダに、
一度見たら忘れられないフォルム。性格はかわいらしく、がんば
り屋さんです。世の中に数多あるキャラクターの中で埋没せず、
目立ち愛される存在を目指してゆきます。

■ダンスはゆるくない。ゆるキャラを超えるキレのあるダンスを披露
四角い体からは想像できないような、身体能力が自慢です。プロモ
ーションビデオで見せるダンスは、プロ顔負けのクオリティ。ゆるキ
ャラを超えるキレのあるダンスは必見です。サビ部分はキャッチー
で、ついまねしたくなる振り付けを目指しました。振り付けは、男女
7 人組のパフォーマンスグループ AAA(トリプル・エー) の振り付け
なども行う shoji 氏が担当しました。

■158 万枚を売り上げた大ヒットソングの替え歌
新しいテーマソングでは、TRF の大 ヒットソング「 CR AZY
GONNA CRAZY 」の楽曲を「呉」を強く押し出した歌詞に替えて、
「街の魅力」を伝えてゆきます。歌を活用した企画は他の自治体の
プロモーションにもありますが、「オリコンランキング１位、158 万枚セ
ールス」の実績を持つ楽曲を替え歌として使うケースは初めてとなり
ます。

■プロモーションビデオのクオリティにも注目
今回のプロモーションビデオ制作には、ゆず、乃木坂 46、欅坂 46 な
ど、人気アーティストのミュージックビデオや各種テレビ CM をはじめ、
柔軟な制作スタイルでさまざまな作品を世に送り出している池田一真
監督を起用しました。プロモーションビデオは、ダンスパートとドラマ
パートの 2 つが同時並行で進みます。ドラマパートでは、呉氏の彼女
（人間）の存在が明らかになっています。彼女との恋の行方も気にな
る動画となっています。
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新キャラクター紹介

プロフィール
呉市をＰＲするためだけに生まれた新キャラクター。顔がそのまま「呉」の一文字になっていて、一目見れば、遠くから
見ても、呉市のキャラクターだということが分かりやすすぎる！名前も、読みは「くれし」と呼ばれるたびに呉市のキャ
ラクターだということが分かりやすすぎる！でも、分かりやすいだけじゃない。瀬戸内の海を感じさせる爽やかなターコ
イズブルー姿が美しい！しかもダンスがハンパなくキレキレでカッコいい！今までいたか？こんなキャラ？さあ、全力
でかわいがってクレ！

名前：呉氏/くれし
生まれ：広島県呉市

性別：男の子
誕生日：いつぞやの海の日

特徴：呉市を徹底的にアピールするためだけに生まれてきたため、
顔が、名前が、そのまま市名になっている。
背中にも読みの「クレ」を背負って、しつこいくらい「呉」をアピール。
また瀬戸内の海のような爽やかで美しいターコイズブルーのカラダは、
触りたくなるファー素材。
性格：瀬戸内海のように穏やかで「クレ」バーな一方で、
何にでもすぐに熱中する良い意味での熱い「クレ」イジーさも併せ持っている。
自慢：角張った図体の割に動きが軽やかで、何といってもダンスが踊れる。
口癖：語尾によく「～クレ」がつく。
例）可愛がってクレ。／呉に来てクレ。
好きな食べもの：肉じゃが・海自カレー・呉冷麺
好きな曲：ＣＲＡＺＹ ＧＯＮＮＡ ＣＲＡＺＹ

好きな球団：広島カープ・サンフレッチェ広島

座右の銘：呉ばわかる。
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新テーマソング
「呉―市―・ＧＯＮＮＡ・呉―市―」
ダイヤを散りばめてる様な 夜景も呉にはあるんだよ

仕事に疲れちゃった時でも 呉にさあ来てみればゴキゲン

なんて読むのか知っている? 聞きたいけど なかなか言えない

ほんの一回でもあなたが 来て呉たらいいと思ってる

真面目な土地柄 アピールをするのが 苦手ね いつもね

だけど不自然じゃない 自然もあるのよ

呉―市― GONNA 呉―市―

船がある街並みを

LOVE YOU GONNA TAKE YOU

来て呉と言い続ける

呉―市― GONNA 呉―市―

星が降る灰ヶ峰

LOVE YOU GONNA TAKE YOU

夕焼けは色染めて

ここには！

長く清らかな海道歩いてく 来てみてよね 一度 呉ばわかるから きっと

鳴り響く汽笛のざわめき あこがれる魅惑のポートタウン

夢の様な瀬戸内でも

おびえることなく 余裕げな顔して 伝えよう 良いとこだよね

潜水艦は 明日も必ず 潜るよ!!

呉―市― GONNA 呉―市―

いつか広島と言えば

LOVE YOU GONNA TAKE YOU

呉だと言わせたいよ

呉―市― GONNA 呉―市―

あたためた海自カレーも

LOVE YOU GONNA TAKE YOU

知らせなきゃ冷めるだけ

新キャラクター呉氏 踊れるパートナー

ついてゆくよ ずっと

ここ呉ば現実と思える

あなたの可愛さに きっと

（ＲＡＰ）
肉じゃが カレー 冷麺と！

大和ミュージアムへ come on drive！

清盛ひらいた音戸の瀬戸！hey 氏！
呉市, 呉市, 呉市 gonna 呉市

瀬戸内の景色も all around！

とびしま海道歩けば hey 和！

星空も見て 頼む！

単身 家族 友だちで来て呉い）

呉―市― GONNA 呉―市― 海がある街並みを

LOVE YOU GONNA TAKE YOU

あなたに届けたいよ

呉―市― GONNA 呉―市―

LOVE YOU GONNA TAKE YOU

恋人も頬染めて

歴史ある御手洗で

古く清らかな街を歩いてく 来てみてよ 一度 呉ばわかるから

呉―市― GONNA 呉―市―

LOVE YOU GONNA TAKE YOU.

呉―市― GONNA 呉―市―

LOVE YOU GONNA TAKE YOU.

呉―市― GONNA 呉―市―

LOVE YOU GONNA TAKE YOU.
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ミュージックビデオ ストーリーボード
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オウンドメディア
■呉市 新キャラクター特設サイト
URL：https://www.city.kure.lg.jp/kurechara/index.kureshi.html

■制作スタッフ
PL

：大塚 久雄 (電通)

AD

：鳥海 雅弘 (電通)

AE

：黒田 健太郎 (電通西日本)

CD+戦略

：佐藤真木（電通）

Pr

：寒河江 啓之 (電通ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞｸﾛｽ)

PM

：村島 匠、井原 慶、岩崎 詔真 (電通ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞｸﾛｽ)

Dir

：池田 一真 （PICS）

PH

：井本 直希

振付

：sｈoji

D

：村上 史洋、水野 雅貴、田中 優衣、幸脇 亜矢子
(インパクトたき）

PH(スチル） ：高梨 遼平（amana)、徳田 竜司
スチル Pr ：谷澤 弥恵子、古塚 彩沙（amana)
造形

：小松 義夫、大河内 大、桜田 卓（自由廊）

WEB 制作 ：前田 星平 （電通）、高木 謙吾、尾野田 紘基 （インパクトたき）

広島県呉市 概要
名称：

広島県 呉市（くれし）

呉市は、瀬戸内海のほぼ中央部、広島県の南西部に位置し、政令指定都市である広島市から約 18 ㎞の距離にあり
ます。市域は、瀬戸内海に面する陸地部と倉橋島や安芸灘諸島などの島しょ部で構成されており、架橋により陸続き
となっています。市域面積は 353.86 ㎞ 2 で、東西方向に約 38.7 ㎞、南北方向に約 33.1 ㎞と広がる市域は、瀬戸内
海で最も長い約 300 ㎞の海岸線を有しています。
URL： https://www.city.kure.lg.jp/
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