
 

2022年 2月 14日 

＜報道関係者各位＞                                      

ソフトバンク株式会社 

 

ソフトバンク株式会社は、漫才コンビ・ダイアンのユースケさんが、新キャラクター「スーパー太っ腹おじさん」と

して登場する「スーパーPayPay クーポン」のスペシャル WEB 動画を公開中です。本 WEB 動画にはダイアンファ

ンなら分かる小ネタ！？「隠れダイアン」を潜ませています。 

 

本 WEB 動画は、ダイアンのユースケさんが、自身の人気キャラで自称太秦映画村の人気役者、岸大介でお

馴染みのちょんまげ姿で登場しています。人気役者、岸大介の撮影の空き時間はやたらと長く、数十時間は当

たり前ですが今回もその空き時間を利用して「スーパー太っ腹おじさん」として街ブラを実施。いろいろな人たち

に話しかけ、コミカルなトークを繰り広げつつ、「スーパーPayPayクーポン」のお得さをアピールしています。 

本 WEB 動画内に、ダイアンが好きすぎるあまり、ほかのダイアンファンの方にも気づいてもらえたらと考え、こ

っそりと、小ネタ「隠れダイアン」を 4つ潜ませていました。 

 

「隠れダイアン」その１ ずっとかぶってる「ちょんまげ」 

ダイアンファンならみんな大好きなキャラクター「岸大介」がお馴染みのちょんまげ姿で「スーパー太っ腹おじさ

ん」としても街ブラロケを敢行しました。 

今回ももちろん、京都・太秦での空き時間を利用し、スタジオのカツラをそのまま着用し、現場へ駆けつけてく

ださいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

スーパー太っ腹おじさん 

ダイアンのユースケさん扮する人気キャラ「岸大介」に初のオファー！？ 

ダイアンファンなら分かる！？あなたは「隠れダイアン」をいくつ見つけた？ 

新キャラ「スーパー太っ腹おじさん」の動画に隠された小ネタ解禁 

 

スーパーPayPayクーポン スペシャルWEB動画「スーパー太っ腹おじさん」 

WEB動画公開中：https://youtu.be/n9yrB29u5T8 



 

「隠れダイアン」その 2 スシローの店内ポスター「ラブ滋賀」 

スシローでスーパー太っ腹おじさんが歩いて

いる通路の壁に、こっそり「ラブ滋賀」のポスター

が貼られています。ダイアンの出身といえばもち

ろん滋賀。実は"発行元"としてこっそり左下に、

ラジオでもおなじみの「滋賀県人会」と書かれて

います。（1分 13秒付近でご覧いただけます。） 

 

 

 

 

 

「隠れダイアン」その 3 スシローのレジ奥にある「サイン色紙」 

スシローで親子が会計をしているシーンで、レ

ジ奥に謎のサイン色紙が飾られています。読み

にくいのですが、実はダイアンのユースケさんが

書いたサインなのです。「夢中とは夢の中」とい

うオシャレな一言も頂きました。 

（3分 52秒付近でご覧いただけます。） 

 

 

         

 

「隠れダイアン」その 4 カインズに置かれてる「515円のイス」 

カインズの店内でピラティス用のマットを敷い

ているスーパー太っ腹おじさんの横に、こっそり

と置かれた謎のイスには「515 円（非売品）」と書

かれています。515 円のイス…つまり、ダイアン

の津田さんの持ちネタ「ゴイゴイスー」を表して

います。（5分 33秒付近でご覧いただけます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

「スーパー太っ腹おじさん」は、街をブラブラしながら、「PayPay アプリ」でソフトバンクのスマホユーザー（※1）に

最大半額相当（※2）の PayPay ボーナス（※3）が戻ってくる「スーパーPayPay クーポン」の 2 月対象店舗のうち、

「カインズ」と「スシロー」を訪れます。スーパー太っ腹おじさんは、きちんとクーポンを使っているかを確認するた

め、いろいろな人たちに話しかけていきます。 

まず「スシロー」を訪れたスーパー太っ腹おじさんは、食事中の親子に「スーパー太っ腹おじさんやで。知って

る？」と話しかけます。「知って…いや知らない」と子どもが回答すると、「一瞬、知ってる振りしてくれてありがとう

な。」と言いつつ、図々しくも特ネタ大とろを注文。さらに「好きな子とかいんの？」と子どもに質問し、その回答に

動揺を見せつつ、会計をしにきた店員さんには「これは僕が払いますんで」と自分の分は自分で払う律儀な一面

を見せる場面も。 

「カインズ」では、「広さが太っ腹やで」と言いながら、双眼鏡で店内を見まわしカップルに近づく「スーパー太っ

腹おじさん」。健康グッズを買いに来たという 2 人に「僕も毎日ティラピス（ピラティス）してんのよ」とヨガマットを勧

めます。さらに「ふたりはカップル？」「付き合ってどれくらい？」「3 年ってことはチューはまだかな？」などと質問

をたたみかけていきます。次に、スーパー太っ腹おじさんが話しかけたのは枕を探し中の人。枕を試してみるよ

うに勧めつつ、恋人やダイエットの話から好きなおかずの話に。「唐揚げを多い時は 20 個くらい食べちゃうかも。」

と言われ、「鶏一羽分くらい食べるんやね。」とスーパー太っ腹おじさんも驚いた様子。 

スーパー太っ腹おじさんは、「スシロー」や「カインズ」で出会った人々にそれぞれ、クーポンの使い方をレクチ

ャーし、「クーポンっ！」と小腹を叩くポーズで締めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 スマートログイン設定済みの Yahoo! JAPAN ID で PayPay アカウント連携を行った方が対象です。法人契約のお客さまや一部の機種をご利用のお客さまなど、ス

マートログインをご利用いただけない方は対象外です。また、一部対象外の料金プランがあります。ワイモバイルと LINEMO（ラインモ）のお客さまは対象外です。 

※2 対象加盟店ごとに付与上限や回数・期間の条件があります。クーポンの付与総額が所定の金額に達した場合、利用可能期間の満了を待たずに終了する場合が

あります。クーポン取得画面で対象店舗を必ずご確認の上ご利用ください。テークアウトの利用については利用店舗でご確認ください。最大半額相当ではない「PayPay

クーポン」を提供する可能性があります。 

※3 支払いの翌日から起算して 30日後に PayPay ボーナスを付与します。PayPay ボーナスは PayPay 公式ストア、PayPay カード公式ストアでも利用可能です。出金

や譲渡はできません。 

 

 

 

スーパー太っ腹おじさんの衣装は、宮川大輔さんのおさがり！？ 

ロケバスで今回の衣装に着替えられたダイアンのユースケさん。ちょんまげのカツラに、PayPay の青い衣

装。 企画を説明する打ち合わせでの最初の一言目は「これでいいんですか・・・？」でした。しかも、なんと今回

の衣装は、宮川大輔さんがいつも PayPay の CM で身につけているネクタイ、サスペンダー、赤メガネがその

まま使用されているのです。 

▼撮影・制作エピソード 

▼スーパーPayPay クーポン スペシャル WEB動画「スーパー太っ腹おじさん」のストーリー 



 

ロケ最強芸人、ダイアンのユースケさんの「街ブラ力」が炸裂！ 

撮影一ヶ所目は、商店街でのオープニング撮影。早速、ユースケさんのアドリブ炸裂。感染対策に十分注意し

ながら、街のお店の方々と自然におもしろく絡んでいく「スーパー太っ腹おじさん」。お笑いファンや芸人さん界隈

でも称賛されているダイアンの「街ブラ力」をこれでもかと見せつけられ、撮影スタッフ一同、ずっと笑いをこらえ

るのに必死でした。続いてロケに訪れた場所は、スシロー葛西駅前店。ここではスシローの担当者の方のサポ

ートもあり、新鮮な状態のおいしいお寿司をご用意いただきました。特に「特ネタ大とろ」はやはり美味しかったよ

うで、純粋に心から「うまっ」と声を漏らしていました。そして最後のロケで訪れたのは、カインズ朝霞店。昼過ぎ

から始まった撮影も、辺りは真っ暗で夜になっていたのですが、ユースケさんの街ブラ力は衰えることを知りませ

ん。今回の撮影では大きな構成台本はあるものの、ユースケさんのお客さんへの「絡み力」に頼らせて頂く面が

大いにありました。特にカップルに質問を投げかける場面、プライベートな質問をどんどん投げかけているのに、

そこまで圧は感じない、ちょうどいい距離感を保っている様子は、現在ダイアンのお二人が関西を超えて東京で

も愛される存在になっていることに繋がっているように見えました。 

 

 

 

どーも岸大介です。 

この度「スーパー太っ腹おじさん」に就任させてもらいました。 

PayPay さん言うやつやで！すごいやろ！僕は役者で空き時間がいっぱいあるからウロウロしてますねん。 

めちゃめちゃお得なキャンペーンやからみんな PayPay使てやー！ 

 

 

公開日：2022年 2月 8日（火） 

YouTube URL： https://youtu.be/n9yrB29u5T8 

制作スタッフ： 

 クリエーティブ・ディレクター：新志康介 

 プランナー／コピーライター：櫻井瞭 

 アートディレクター：斎藤俊一郎  

 アカウントエグゼクティブ：小田貴史、西崎倫史、長谷川達哉 

 プロデューサー：池宮秀彦 

 プロダクションマネージャー：宮野未優 

 ディレクター：大江海 

 カメラマン：川島孝夫 

 キービジュアルスチールカメラマン：水島大介 

 ミキサー：柳田耕佑 

 ヘアメイク：高丸瑞加 

 スタイリスト：佐藤里奈 

 

▼WEB 動画概要 

▼岸大介（ダイアンのユースケ）さんコメント 



 

 

ユースケ 

漫才コンビ・ダイアンの一人。 

ユースケと津田篤宏により、2000年に結成されたお笑いコンビ。 

主に漫才を披露し、2009年「上方漫才大賞」第 44回 新人賞、2007年、2008 年と「オートバックス M-1グランプ

リ」決勝進出を果たすなど、実力派のコンビ。芸歴 18年目の 2018年 4月に東京へ上京。同年、「上方漫才大賞」

大賞を受賞した。2020年 4月に YouTubeチャンネル「ダイアン公式チャンネル」開始。2021年 10月-11月に 20

周年単独ライブツアー『まんざいさん』を開催。 

 

 

 

 「スーパーPayPay クーポン」は、“ソフトバンク”のスマホをご利用のお客さま（※1）限定の「PayPay クーポン」で

す。 PayPay アプリの画面上で「ソフトバンクユーザー限定」マークが付いたクーポン（※4）を取得して、対象の加

盟店で「PayPay」で支払うと、決済金額の最大半額相当（付与上限あり）（※2）のPayPayボーナス（※3）が戻ってき

ます。 

2022年 2月の対象店舗（大手チェーン） 

店舗名 PayPayボーナス付与率（最大） 付与上限 回数上限 

カインズ 

50% 

1,000円相当／回 1回 

餃子の王将 500円相当／回 2回 

あきんどスシロー※5 1,000円相当／回 2回 

ミニストップ 200円相当／回 2回 

 

2022年 2月の対象店舗（街のお店） 

店舗名 PayPayボーナス付与率（最大） 付与上限 回数上限 

エバグリーン 

50% 

500円相当／回 1回 

オーケー 500円相当／回 1回 

おーばん 500円相当／回 1回 

カブセンター・ベニーマート 500円相当／回 1回 

サニーマート 500円相当／回 1回 

さわやか※6 500円相当／回 1回 

サンエー※7 500円相当／回 1回 

スーパーサンシ 500円相当／回 1回 

（スーパー）マツモト 500円相当／回 1回 

▼出演者プロフィール 

▼「スーパーPayPay クーポン」とは 



 

セイコーマート※8 

50% 

200円相当／回 1回 

デリシア 500円相当／回 1回 

どうとんぼり神座※9 500円相当／回 1回 

V・ドラッグ 500円相当／回 1回 

ブロンコビリー 500円相当／回 1回 

平和堂 500円相当／回 1回 

まるき 500円相当／回 1回 

ユニディ※10 500円相当／回 1回 

薬王堂 500円相当／回 1回 

ゆめタウン・ゆめマート・LECT 500円相当／回 1回 

 

※1 スマートログイン設定済みの Yahoo! JAPAN ID で PayPay アカウント連携を行った方が対象です。法人契約のお客さまや一部の機種をご利用のお客さまなど、ス

マートログインをご利用いただけない方は対象外です。また、一部対象外の料金プランがあります。ワイモバイルと LINEMO（ラインモ）のお客さまは対象外です。 

※2 対象加盟店ごとに付与上限や回数・期間の条件があります。クーポンの付与総額が所定の金額に達した場合、利用可能期間の満了を待たずに終了する場合が

あります。クーポン取得画面で対象店舗を必ずご確認の上ご利用ください。テークアウトの利用については利用店舗でご確認ください。最大半額相当ではない「PayPay

クーポン」を提供する可能性があります。 

※3 支払いの翌日から起算して 30日後に PayPay ボーナスを付与します。PayPay ボーナスは PayPay 公式ストア、PayPay カード公式ストアでも利用可能です。出金

や譲渡はできません。 

※4 クーポンの利用期間などの条件については、アプリ内の各クーポンの詳細画面をご確認ください。 

※5 ユニバーサル・シティウォーク大阪店では、QR コード決済をご利用いただけません。スシローTo Go 店舗では、一部店舗でご利用いただけません。各店舗にご確

認下さい。 

※6 浜松高塚店は、1月 17日（月）から 3月 2日（水）の間、改装のため休業いたします。イオンモール浜松市野店は対象外です。 

※7 対象はサンエーの食品館、衣料品館、化粧品コーナーでご利用いただけます。対象店舗はアプリのクーポンページより事前にご確認ください。 

※8 ハセガワストア、ハマナスクラブ、タイエーも対象です。 

※9 対象店舗は三宮店、香芝店、住之江店、岩出店、八幡店、寝屋川店、和歌山国体道路店、河内長野店、中央環状堺店、長吉店、柏木店、大和高田店、鶴見店で

す。 

※10 ユニハードウェアも対象です。ラゾーナ川崎店は対象外です。  

・本キャンペーンは PayPay アプリでのお支払いが対象です（PayPay 残高の種類やクレジットカード支払いを問わず対象）。Alipay（支付宝）アプリおよび LINE Pay を利

用して、PayPay の QR コードを読み込んで決済された場合は、クーポンは適用されません（PayPay ご利用特典の適用もありません）。お支払いの翌日から起算して 30

日後に PayPay ボーナスを付与します。PayPay ボーナスは、PayPay 公式ストア、PayPay カード公式ストアでも利用可能です。出金や譲渡はできません。 

・複数のキャンペーンが適用される場合、1回のお支払いに対して 66.5%以上は付与されません。 

・一部対象外の店舗があります。 

・キャンペーン期間中に PayPay 株式会社が主催または他社と共同開催する他のキャンペーンが実施される場合、PayPay を利用された方の状況に応じて、最も有利な

キャンペーンが適用されます。 

・ご利用中の機種の OSが対象外の場合や、あんしんフィルターが適用されている場合は、アプリをご利用いただけないことがあります。 

・キャンペーン内容は予告なく変更、途中終了する場合があります。 

 


