
 
お知らせ 

2017 年 7 月７日(金) 

ドリコムと人気デザイナーPansonWorks がタッグを組んでお届けする「ゆびキャラ」 

「FINGERS5」のショートアニメーションを映画館にて公開! 

 

「FINGERS5」よりお知らせです。 

 

株式会社ドリコム（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：内藤 裕紀）は、多数のキャラクターやデザインを世に

送り出し、幅広いグラフィック・シーンで活躍する PansonWorks と共同で手掛けるゆびキャラ「FINGERS5」のショート

アニメーションを、株式会社サンライズ社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 恒男）の協力の元、シ

ネアド(映画館 CM)として公開いたします。 

 

◆「FINGERS5」について 

「FINGERS5」は、ドリコムと人気デザイナーPansonWorks が共同で展開する個性溢れるオリジナルキャラクターで

す。公式サイトでは、「お相撲さんのゆび」や「幼稚園児のゆび」など、様々なご主人に振り回されるゆびたちのショ

ートアニメーションを公開している他、ゆびたちの日常を描いたくすっと笑える 4 コマ漫画を展開しています。 

ゆびキャラの声は、声優として活躍されている磯村知美さんが担当しています。 

7/8（土）よりシネアドとして上映します。さらに、一部の映画館ではフライヤーも配布予定です。 

 

◇上映期間 

 2017/7/8（土）～2017/8/4（金） 

 

◇上映映画館 

・ＭＯＶＩＥ ＯＮ やまがた（山形・山形） 

・丸の内ピカデリー（東京・有楽町） 

・東劇（東京・銀座） 

・シネマサンシャイン池袋（東京・池袋） 

・Ｔ・ジョイ PRINCE 品川（東京・品川） 

・楽天地シネマズ錦糸町（東京・錦糸町） 

・ＭＯＶＩＸ昭島（東京・昭島） 



・ＭＯＶＩＸ橋本

・ＭＯＶＩＸ川口

・ＭＯＶＩＸ清水

・梅田ブルク７

・ＭＯＶＩＸ八尾

・ＭＯＶＩＸ堺

・ＭＯＶＩＸ京都

・神戸国際松竹

・ＭＯＶＩＸあまがさき

 

※上映映画館は一定期間ごとに変更を予定しております。

※一部の映画作品で上映されていない場合が有ります。

 

◇フライヤー配布予定映画館

 ・シネマサンシャイン池袋（東京・池袋）

 ・Ｔ・ジョイ 

※数がなくなり次第、配布終了となります。

  

 

 

 

 

 

 

◆LINE スタンプ

ゆびキャラたちが、あなたの

かわいいゆびキャラたちの表情を、ぜひお楽しみください。

 

 

 

 

 

 

✓価格 

 120 円（または

✓配信 URL

https://store.line.me/stickershop/product/1463928

 

 

 

ＭＯＶＩＸ橋本（神奈川・橋本）

ＭＯＶＩＸ川口（埼玉・川口

ＭＯＶＩＸ清水（静岡・清水）

梅田ブルク７（大阪・梅田）

ＭＯＶＩＸ八尾（大阪・八尾）

ＭＯＶＩＸ堺（大阪・堺）

ＭＯＶＩＸ京都（京都・京都）

神戸国際松竹（兵庫・神戸）

ＭＯＶＩＸあまがさき（兵庫・尼崎）

※上映映画館は一定期間ごとに変更を予定しております。

※一部の映画作品で上映されていない場合が有ります。

◇フライヤー配布予定映画館

シネマサンシャイン池袋（東京・池袋）

 PRINCE 品川（東京・品川）

※数がなくなり次第、配布終了となります。

スタンプ好評発売中！

ゆびキャラたちが、あなたの

かわいいゆびキャラたちの表情を、ぜひお楽しみください。

 

円（または 50 コイン）

URL 

https://store.line.me/stickershop/product/1463928
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（京都・京都） 

（兵庫・神戸） 

（兵庫・尼崎） 

※上映映画館は一定期間ごとに変更を予定しております。

※一部の映画作品で上映されていない場合が有ります。

◇フライヤー配布予定映画館 

シネマサンシャイン池袋（東京・池袋）

品川（東京・品川）

※数がなくなり次第、配布終了となります。

発売中！ 

ゆびキャラたちが、あなたの LINE メッセージで大暴れ？

かわいいゆびキャラたちの表情を、ぜひお楽しみください。

コイン） ※スタンプは全

https://store.line.me/stickershop/product/1463928

 

 

※上映映画館は一定期間ごとに変更を予定しております。

※一部の映画作品で上映されていない場合が有ります。

シネマサンシャイン池袋（東京・池袋） 

品川（東京・品川） 

※数がなくなり次第、配布終了となります。 

メッセージで大暴れ？

かわいいゆびキャラたちの表情を、ぜひお楽しみください。

※スタンプは全 40

https://store.line.me/stickershop/product/1463928

※上映映画館は一定期間ごとに変更を予定しております。 

※一部の映画作品で上映されていない場合が有ります。 

メッセージで大暴れ？ 

かわいいゆびキャラたちの表情を、ぜひお楽しみください。 

40 種類 

https://store.line.me/stickershop/product/1463928 



■「FINGERS5

公式サイト 

 http://fingers5.com/

公式 Twitter

 https://twitter.com/we_are_FINGERS5

公式 Instagram

 https://www.instagram.com/we_are_fingers5/

 

 

◆PansonWorks

デザイナー、イラストレーターで、エディトリアル、

ンを主体に幅広いデザイン活動を展開しています。

企業やブランドのキャラクター、既存のキャラクターのアレンジも数多く手がけ、オリジナルキャラクターに「ロビンく

んと 100 人のお友達」、「ビューティフルアニマルズ」、「ゾンビシーズン」などがあります。

 

 

◆株式会社サンライズ

映画館広告を取り扱うパイオニア企業として

基づき、映画と映画館をコアに政府広報から一般企業の広告をシネアドやプロモーションを媒体とし皆さんにお伝

えすべく、全国ネットで展開しています。

 

 

ドリコムは今後も、多くの人の日常生活に、くすっと笑えるゆびキャラをお届けし、様々な自社

た活動を展開していきます。

 

※記載されている

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会社名】

【設立日】

【所在地】

【代表取締役社長】

【資本金】

【主な事業内容】

FINGERS5」公式サイトと

 

http://fingers5.com/ 

Twitter 

https://twitter.com/we_are_FINGERS5

Instagram 

https://www.instagram.com/we_are_fingers5/

PansonWorks について

デザイナー、イラストレーターで、エディトリアル、

ンを主体に幅広いデザイン活動を展開しています。

企業やブランドのキャラクター、既存のキャラクターのアレンジも数多く手がけ、オリジナルキャラクターに「ロビンく

人のお友達」、「ビューティフルアニマルズ」、「ゾンビシーズン」などがあります。

◆株式会社サンライズ社

映画館広告を取り扱うパイオニア企業として

基づき、映画と映画館をコアに政府広報から一般企業の広告をシネアドやプロモーションを媒体とし皆さんにお伝

えすべく、全国ネットで展開しています。

ドリコムは今後も、多くの人の日常生活に、くすっと笑えるゆびキャラをお届けし、様々な自社

た活動を展開していきます。

記載されている各社の会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

TEL/03

【会社名】         

【設立日】        

【所在地】         

【代表取締役社長】  

【資本金】         

【主な事業内容】   

 
公式サイトと SNS 

 

https://twitter.com/we_are_FINGERS5

https://www.instagram.com/we_are_fingers5/

について 

デザイナー、イラストレーターで、エディトリアル、

ンを主体に幅広いデザイン活動を展開しています。

企業やブランドのキャラクター、既存のキャラクターのアレンジも数多く手がけ、オリジナルキャラクターに「ロビンく

人のお友達」、「ビューティフルアニマルズ」、「ゾンビシーズン」などがあります。

社について 

映画館広告を取り扱うパイオニア企業として

基づき、映画と映画館をコアに政府広報から一般企業の広告をシネアドやプロモーションを媒体とし皆さんにお伝

えすべく、全国ネットで展開しています。

ドリコムは今後も、多くの人の日常生活に、くすっと笑えるゆびキャラをお届けし、様々な自社

た活動を展開していきます。 

各社の会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

TEL/03-6682-

    株式会社ドリコム

        2001 年 11

   〒153-0064

  内藤 裕紀

    1,196 百万円

  ゲーム事業

 

https://twitter.com/we_are_FINGERS5 

https://www.instagram.com/we_are_fingers5/ 

デザイナー、イラストレーターで、エディトリアル、CD

ンを主体に幅広いデザイン活動を展開しています。

企業やブランドのキャラクター、既存のキャラクターのアレンジも数多く手がけ、オリジナルキャラクターに「ロビンく

人のお友達」、「ビューティフルアニマルズ」、「ゾンビシーズン」などがあります。

 

映画館広告を取り扱うパイオニア企業として 62 年が経過しました。「映画をコミュニケーションメディアに」の理念に

基づき、映画と映画館をコアに政府広報から一般企業の広告をシネアドやプロモーションを媒体とし皆さんにお伝

えすべく、全国ネットで展開しています。 

ドリコムは今後も、多くの人の日常生活に、くすっと笑えるゆびキャラをお届けし、様々な自社

各社の会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ドリコム

-5701   FAX/03

株式会社ドリコム    

11 月 13 日 

0064 東京都目黒区下目黒１丁目

裕紀 

百万円 

ゲーム事業 広告・メディア事業

株式会社ドリコム会社概要

 

CD ジャケット、イラスト

ンを主体に幅広いデザイン活動を展開しています。 

企業やブランドのキャラクター、既存のキャラクターのアレンジも数多く手がけ、オリジナルキャラクターに「ロビンく

人のお友達」、「ビューティフルアニマルズ」、「ゾンビシーズン」などがあります。

年が経過しました。「映画をコミュニケーションメディアに」の理念に

基づき、映画と映画館をコアに政府広報から一般企業の広告をシネアドやプロモーションを媒体とし皆さんにお伝

ドリコムは今後も、多くの人の日常生活に、くすっと笑えるゆびキャラをお届けし、様々な自社

各社の会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ドリコム 広報

FAX/03-6682-5711   

    http://www.drecom.co.jp/

東京都目黒区下目黒１丁目

広告・メディア事業 

株式会社ドリコム会社概要

ジャケット、イラスト、ロゴ、映像制作など、グラフィックデザイ

企業やブランドのキャラクター、既存のキャラクターのアレンジも数多く手がけ、オリジナルキャラクターに「ロビンく
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基づき、映画と映画館をコアに政府広報から一般企業の広告をシネアドやプロモーションを媒体とし皆さんにお伝

ドリコムは今後も、多くの人の日常生活に、くすっと笑えるゆびキャラをお届けし、様々な自社

各社の会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先 

広報（担当：下村

5711   MAIL/

http://www.drecom.co.jp/

東京都目黒区下目黒１丁目 8-1 

株式会社ドリコム会社概要 
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各社の会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
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http://www.drecom.co.jp/  
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