
 

平成２０年１０月３１日 

 

 

２００９年ユニチカカレンダーについて 

 

ユニチカグループは、ユニチカマスコットガール忽那汐里（くつなしおり）をモデ

ルに起用した’09ユニチカカレンダーを作成いたしました。 
 

 ユニチカマスコットガールとして 2 年目を迎えた忽那汐里は、好奇心という無限の
エネルギーがあふれる 15歳。知りたいことや触れたいこと、感じたいことが沢山。オ
ーストラリアに生まれ育った彼女にとっては近くて遠かった故郷・日本。それがいち

ばん知りたくて、もっと深く触れたかったことでした。そして日本での生活もようや

く 2年。カレンダーの撮影直前、彼女は言いました。「成長した自分を発見したい」と。
未知があふれる日本の旅は、同時に忽那汐里の自分発見の旅でもあったのです。心の

中にあった望郷の想い。そして現実の日本の美しい風景。二つが共鳴した瞬間に生ま

れたのは、忽那汐里のはじけるような笑顔でした。 

テーマは、『a beaming smile』（ビーミング・スマイル） 
自己表現する力を身につけたユニチカマスコットガール忽那汐里が成長した輝きを放

ちます。 

概 要 

 

ロ ケ 地  沖縄、北海道（札幌、小樽） 

ロ ケ 期 間  沖 縄：平成 20年 6月 7～11日 
        北海道：平成 20年 7月 14・15日 
カメラマン  栗山秀作（くりやましゅうさく） 

衣装使用素材  テラマック、タフレックス、藍竹、ボンバルシー、ほか 

衣 装 協 力  株式会社マジープレシオン（テラマック素材） 

サ イ ズ  7枚もの たて 51cm×よこ 51cm 
1枚もの たて 103cm×よこ 73cm 
卓上型    たて 12.5cm×よこ 15cm 

印 刷 部 数  7枚もの 36,000部 
        1枚もの 1,500部 
        卓上型    8,000部 
 

※2009 ユニチカマスコットガール忽那汐里のプロフィールやロケ日記をホームペー
ジでご覧いただけます。（平成 20年 11月 20日）http://www.unitika.co.jp/mg/2008/ 



 

 

 

 

＜プレゼント企画掲載のお願い＞ 

各社様でカレンダープレゼントの企画がございましたら、是非ともお取り上げ

いただきますようお願いいたします。 

A.7枚ものカレンダー 
サイズ：たて 51cm×よこ 51cm 

B.1枚ものカレンダー 
サイズ：たて 103cm×73cm 

C.卓上型カレンダー 
サイズ：たて 12.5cm×よこ 15cm 

 

＜一般の方への頒布＞ 

例年ユニチカマスコットガールカレンダーを希望される一般の方の問い合わせ

が多いため、インターネットでのお申し込みによる代金引換方式により販売い

たします。 

●7 枚もの：600円（税込み） 
●1 枚もの：400円（税込み） 
●卓 上 型：500円（税込み） 

梱包発送料：全国一律 500円（税込み）（複数でも同一） 
受付開始日：平成 20年 11月 20日 
代金引換手数料：315円（税込み：商品価格 1万円まで） 
申込先 ユニチカマスコットガールホームページ 

http://www.unitika.co.jp/ 
 

◎プレゼント企画およびカレンダーの販売に関する問い合せ先 

ユニチカ株式会社 IR広報グループ（担当：小川） 
〒103−8321 東京都中央区日本橋室町 3−4−4 
TEL：03−3246−7536 

 



 

 

 

 

２００９ユニチカマスコットガール忽那汐里プロフィール 

 

name: 忽那汐里/SHIORI KUTSUNA 
d.o.b：1992.12.22 

zodiac sign：山羊座 
blood type：A型 
height：160cm 

chest：79cm 
waist：59cm 
hip：83cm 

shoe size：24.0cm 
birthplace：オーストラリア 

 

第 11回 全日本国民的美少女コンテスト 審査員特別賞受賞 
2008/2009ユニチカマスコットガール 

第 50代ポッキープリンセス 
 

出演歴 

ドラマ  2007年 10月 TBS ｢3年 B組 金八先生｣（金井亮子役）レギュラー 
     2008年 7月 CX月 9 ｢太陽と海の教室｣(藤沢理紗役)レギュラー 
CM    NTT東日本 DENPO 115｢その日、その手に｣篇 
     株式会社タカラトミー ｢Hi-kara｣ 
     江崎グリコ ポッキー｢NEWポッキーデビュー｣・「はじけて学園天国」篇 

株式会社ライク「アエラホーム」 

DVD  『第 11回 全日本国民的美少女コンテスト 国民的美少女 2006』 
(イーネット･フロンティア) 

PV    2008年 11月 12日発売予定 
     ORANGE RANGEシングル「おしゃれ番長 feat.ソイソース」 
 

※ 2009 ユニチカマスコットガール忽那汐里のプロフィールや 2009 年ロケ日記をホ
ームページでご覧いただけます。（平成 20年 11月 20日） 
http://www.unitika.co.jp/mg/2008/ 

 

 

忽那汐里についてのお問い合わせ  オスカープロモーション 芸音本部 

                        Phone：03-3475-0031  Fax：03-3403-1117 
 



 

 

 

 

 



 
 

 

 



［参考資料］

年度

マレーネ・ミッシェル/大窪けい子 1970
マリア・ダ・グロリア・カルバリヨ 1971
アンリッツ・ブロムスタッド 1972
ベロニク・マルシェー 1973
風吹ジュン 1974 風吹ジュン
フィリス・アイコ・グリア 1975 手塚理美
サビーネ・金子 1976 手塚理美
ブレンダ・ヘインズ 1977 手塚理美
小島三恵子 1978 手塚理美
磯貝恵 1979 紺野美沙子
ケレン吉川 1980 紺野美沙子
高橋亮子/水野ますみ 1981 紺野美沙子
遠野友理 1982 遠野友理
遠野友理 1983 遠野友理
セリア・キャロン 1984 遠野友理
モーリ・ブラウン 1985 木内まさこ
デビー・ジーン・デイリー 1986 木内まさこ
カイヤ（キャロリン・ハイガー） 1987 木内まさこ
新免美和 1988 木内まさこ
森本蘭 1989 中村奈央子（槇奈央子）
松本洋子 1990 小野美香
夏川結衣 1991 小野美香
渡辺由紀 1992 希生ザイラー
内田有紀 1993 希生ザイラー
角田智美 1994 萩原美季
本上まなみ 1995 萩原美季
米倉涼子 1996 萩原美季
春日井静奈 1997 鮎川なおみ
北川弘美 1998 鮎川なおみ
滝沢沙織 1999 鮎川なおみ

2000 小泉絵美子
2001 井上美琴
2002 大友みなみ
2003 大友みなみ
2004 村上恵梨
2005 村上恵梨
2006 境絵里加
2007 境絵里加
2008 忽那汐里
2009 忽那汐里

※2000年度より水着キャンペーンモデルとユニチカマスコットガールを統合し、
新しいユニチカマスコットガールがスタートいたしました。

歴代水着キャンペーンモデル 歴代ユニチカマスコットガール




