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女性だけの 30 分フィットネスチェーン「カーブス」を日本で 1,328 店舗(2013 年 7 月末時点)を展開する株式

会社カーブスジャパン（住所：東京都中央区／代表：増本岳）は、脂肪にまつわる喜怒哀楽を五・七・五の

十七文字に込めた第 5 回カーブス川柳大賞『サヨナラ脂肪川柳』の大賞作品を決定いたしました。 
 
女性にとって永遠の悩みである“脂肪”をテーマに、女性限定で全国より川柳を公募、薄着の季節である夏

本番を目前にして気になる脂肪と真摯に向き合った作品や人気著名人や世相を反映したものなど、全国

から 22,745 作品もの応募をいただきました。 
 
応募作品の中から都道府県賞 47 作品（内、更に選出されたエリア賞 8 作品）と特別賞（流行編、もうすぐ夏

編、家族編）の 17 作品を社内選考により決定。今回、エリア賞（計 8 作品）と特別賞（計 17 作品）の合計 25

作品の中から、全国のカーブス会員による投票により決定した大賞 1 作品を発表いたします。 
 

総投票数 18,022 票の中から 4,512 票を獲得し、女性会員の気持ちを掴んだのは、 

犬に「マテ」をさせている自分こそおやつを我慢しなければならないと自省の念を詠んだ作品です。 

 

 

 

 
 

    

    

    

    

    

    

＜2013年川柳の特色＞ 

下腹に脂肪が付くことを“タベノミクス”、株や消費に連動して脂肪の増減を表現するなど『アベノミ

クス』を感じさせる川柳や 2013 年の人気著名人にかけた川柳など、今年ならではの世相を反映した川

柳が多数見受けられました。 
 

■ 『サヨナラ脂肪川柳』 概要 

− 応 募 内 容 ： 「脂肪」に関する喜怒哀楽を詠んだ『サヨナラ脂肪川柳』（五・七・五の十七文字） 

− 応 募 資 格 ： 女性限定 

− 応 募 期 間 ： 2013 年 5 月 1 日（水）～6 月 15 日（土） 

− 応 募 方 法 ： カーブス公式ホームページ（http://www.curves.co.jp）内  

 カーブス川柳大賞ページの応募フォーム、Email、FAX、はがき 
 

− 賞     品：  ≪大賞（1 名）≫ 

  プラチナ電子ローラー「リファカラット」 

    ≪都道府県賞(47 名)≫ 

  コラーゲン 5000mg 配合のドリンク「美チョコラコラーゲン（10 本）」 

 ≪特別賞(17 名)≫ 

  カーブスオリジナル商品 3,000 円相当セット「Curves グッズセット」 

      ※エリア賞（8 名）の賞品はなし 

 

女性が“暑い夏”に気になる“厚い脂肪”を詠む！ 

22,745 作品から最も会員の心を掴んだ今夏の一句が決定 

『サヨナラ脂肪川柳』 大賞作品発表 

世界最大・女性だけの 30 分フィットネスチェーン 

＜第 5 回カーブス川柳大賞『サヨナラ脂肪川柳』大賞作品＞ 

犬に「マテ」 お前も「マテ」だろ そのおやつ 
          （ママゴジラ、45 歳女性、埼玉県深谷市） 

【受賞者コメント】 

家族全員、大賞受賞にとても驚いています！家の中を走り回るやんちゃなボーダーコリーを躾けるべく、おやつを持って「マテ！マテ！」と言い

続ける私をつぶらな目で見つめ、何ともいえない表情でマテをしている愛犬。そんな愛犬を見ていると、「自分はマテるのか」と問いかけられてい

るような気持ちになりました。愛犬の私への心の声と、ついついおやつに手が伸びる自分もマテしようという自省の念を川柳に込めています。家

族からも、そんな日常のシーンを日々見ていて、納得の川柳との声があがりました。 

 



 

 

− 審 査 方 法 ： 【都道府県賞、エリア賞、特別賞】 

  ㈱カーブスジャパンの川柳大賞実行委員会が審査、選考。 

【大賞】  

 

 
 

− 結 果 発 表 ： 都道府県賞/特別賞、大賞いずれもカーブス HP にて発表。 
 

− 一般問合せ先： ㈱カーブスジャパン フリーダイヤル TEL．0120-441-029 
 

− 協     賛 ： 株式会社 MTG、エーザイ株式会社 
 

■ 参考： 都道府県賞 47 作品 （※ ★…エリア賞 ★★…大賞） 

 都道府県 作品 ペンネーム 年齢 

北海道北海道北海道北海道    ★★★★食食食食べべべべ過過過過ぎのぎのぎのぎの    基準基準基準基準がいつもがいつもがいつもがいつも    わからないわからないわからないわからない    元元元元アイドルアイドルアイドルアイドル    49494949 歳歳歳歳    

青森県 先生と 呼ばれてへこむ 腹の肉 エソラ色 33 歳 

秋田県 あしたから 今日も最後の 晩餐会 ともちん 69 歳 

山形県 ゆるキャラの ブームの前から ゆる体形 あつこ 53 歳    

岩手県 消費がね 社会も脂肪も 鍵にぎる ごきげんよろし子 47 歳 

宮城県 女子会の 旅行は食わぬと 誘われず まあ姉ちゃん 58 歳    

福島県 雷だ！！ もう隠れてる 母のヘソ M.T 43 歳 

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県    ★★★★★★★★犬犬犬犬にににに「「「「マテマテマテマテ」」」」    おおおお前前前前もももも「「「「マテマテマテマテ」」」」だろだろだろだろ    そのおやつそのおやつそのおやつそのおやつ            ママゴジラママゴジラママゴジラママゴジラ    45454545 歳歳歳歳    

千葉県 カーブスで わたしかんとく ママせんしゅ はっぱ 10 歳 

東京都 文月が 肉付きの月に ならぬよに！ のり 55 歳 

神奈川県 腹時計 好物前に 狂いだし  ヒロ 65 歳 

群馬県 「太ったね」 のかけ合いばかりの クラス会 さっちゃん 59 歳 

栃木県 下腹に タベノミクスで 脂(資)産溜め ヒロの母 57 歳    

茨城県 最近は 犬が私を 散歩する  ぽっちゃりばあば 53 歳 

新潟県 婆さんが 大志を抱き 脂肪とり テルちゃん 75 歳 

山梨県 やせるには 野菜が先と ききつつ肉 コニー 52 歳 

長野県長野県長野県長野県    ★★★★体重計体重計体重計体重計    のるのるのるのる位置位置位置位置ちょっとちょっとちょっとちょっと変変変変えてみるえてみるえてみるえてみる    しぶちゃんしぶちゃんしぶちゃんしぶちゃん    51515151 歳歳歳歳    

静岡県 参観日 母の肉見て 他人顔  ままさん 41 歳 

富山県 あんたもけ わしもメタボや 筋トレや メタボバア 83 歳 

石川県 回転寿司 ケーキ見送る 二重あご 陸の孤島 52 歳 

福井県 「厚着した」 言いわけできない 夏が来た カーブス行ったろう＠くろず 25 歳 

岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県    ★★★★衣替衣替衣替衣替ええええ    私私私私のののの場合場合場合場合    サイズサイズサイズサイズ替替替替ええええ    三匹三匹三匹三匹のののの子豚子豚子豚子豚のののの母母母母    49494949 歳歳歳歳    

愛知県 何科でも まずダイエットと 医者は言い りえこ 66 歳 

三重県 スーパーで 行ったり来たり 甘味前 じゅんじゅん 59 歳 

滋賀県 ウエストの 捜索願い 出しとこか 矢瀬 玉枝 61 歳 

京都府 上がる株 減る体脂肪 笑みこぼれ アッコ 63 歳 

大阪府 お、イケメン すれ違いざま 腹へこめ 典子さん 55 歳 

奈良県奈良県奈良県奈良県    ★★★★補正補正補正補正してしてしてして    あちらこちらにあちらこちらにあちらこちらにあちらこちらに    散散散散るるるる脂肪脂肪脂肪脂肪    ひみこひみこひみこひみこ    48484848 歳歳歳歳    

和歌山県 ここかしこ 隠れ脂肪と 鬼ごっこ エクボちゃん 62 歳 

兵庫県 買いあさる やせるグッズで サイフやせ ハートはピュア 57 歳 

鳥取県 おとり寄せ ワンクリックで 即後悔！ キューピーちゃん 59 歳 

島根県島根県島根県島根県    ★★★★笑笑笑笑ってるってるってるってる    娘娘娘娘もこうなるもこうなるもこうなるもこうなる    10101010 年後年後年後年後    ぽんぽんぽんぽん太太太太    45454545 歳歳歳歳    

岡山県 夫婦椀 使っているのは逆だって！ シュクプラス 58 歳 

広島県 スカートの ホックは飛べど ずり落ちず 茶唄鼓 54 歳 

山口県 ああ厚い しぼうぬぐなら いまでしょう かつちゃん 59 歳 

徳島県 計測日 体重計で 服チョイス  K.S 66 歳 

香川県 まご 2 才 今なら消せる 太ったばあば 岩倉直美 53 歳 

愛媛県 バイキング みんなチュニック いざ出陣 にゅんち 36 歳 

高知県高知県高知県高知県    ★★★★網網網網タイツタイツタイツタイツ    見本見本見本見本とちがうとちがうとちがうとちがう    ダイヤダイヤダイヤダイヤ柄柄柄柄    キミちゃんキミちゃんキミちゃんキミちゃん    77777777 歳歳歳歳    

エリア賞、特別賞の中から、全国の「カーブス」会員による投票により決定。 

※エリア賞（8 名）の賞品はなし 



 

 

都道府県 作品 ペンネーム 年齢 

福岡県福岡県福岡県福岡県    ★★★★勝負黒勝負黒勝負黒勝負黒    昔昔昔昔はははは下着下着下着下着    今上着今上着今上着今上着        百合子百合子百合子百合子    57575757 歳歳歳歳    

佐賀県 ダイエット やる気になった 同窓会 和 68 歳 

長崎県 値段より まずは確認 合うサイズ はひふへほなみ 42 歳 

熊本県 つれそって お腹回りも 似た二人 かもめ 62 歳    

大分県 モデル見て 気に入り着たが 同じ服？ 花祭り 54 歳 

宮崎県 スイーツに 心奪われ 腹に付く ゆうちゃん 49 歳 

鹿児島県 燃やしてる 昔は恋で 今は脂肪 トング 44 歳 

沖縄県 勝負服 希望と脂肪を つめ込んで Mr.kei 43 歳 

  

 

 

 

 

■ 「カーブス」とは 

―女性のための、女性によるクラブ― 

カーブスは 1992 年、アメリカテキサス州で誕生した、女性のための、女性によるフィットネスです。 
 
住宅街や商店街、スーパーマーケットへの併設等、生活する場の“となり”で、小型（標準タイプで約

130m2）のクラブを展開しています。「NO MEN, NO MAKE UP , NO MIRROR」と、女性にとって居心地が悪

くなる要素を徹底的に排除し、入会時にはカウンセリングを、ワークアウトは心地よい環境のなかで、親しい

友人やトレーナーと楽しくお喋りしながら行います。ワークアウトで用いるマシンは、女性の身体に特に

合わせ開発されたオリジナルの油圧式マシンです。 
 
カーブスのワークアウトプログラム「30 分間サーキットトレーニング」には、テキサス・ベーラー大学のエクサ

サイズ･スポーツ研究所による、予防医学の観点からなる最新の研究成果が活かされています。また、日本

においても、独立行政法人国立健康・栄養研究所と共同研究し、「30 分間サーキットトレーニング」を週 3 回

行うことが、ダイエットや健康改善などメタボ解消と転倒防止に必要な脚力のパワーアップによる介護予防

対策に効果的なことが実証されています。最近では、カーブスの筋力トレーニングを中心とした運動を介護

予防事業の一環として取り入れる自治体もでてきています。 
 
カーブスの日本における会員数は、約 56 万人。（2013 年 7 月時点） 

カーブスは、会員の皆様の目的（健康増進、ダイエット、アンチエイジング等）実現を応援し続けています。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【【【【本件本件本件本件にににに関関関関するおするおするおするお問合問合問合問合せせせせ先先先先】】】】    

株式会社カーブスジャパン 担当：片桐 

TEL：03-5643-2981  FAX：03-3249-8733  E-mail：pr@curves.co.jp 
 

株式会社プラップジャパン 担当：江川、川上、中野 

TEL：03-4580-9103  FAX：03-4580-9129 

※川柳・ペンネームの表記はすべて、応募者の表記どおりです。 

※作品の著作権は、すべて㈱カーブスジャパンに帰属しています。無断での転載使用はご遠慮ください。 

   ご紹介いただける場合は広報担当者までご連絡いただけますようお願いいたします。 


