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コラボ部門新設！

人気投票企画「サンリオキャラクター大賞コラボ部門」
投票期間：5 月 10 日（金）10：00～7 月 7 日（日）23：59
中間発表：6 月 7 日（金）12：00
結果発表：7 月 20 日（土）15：30
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株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：辻信太郎）は、サンリオキャラクターの人気投票企画
「2013 年サンリオキャラクター大賞」の番外編として、今年新たに「サンリオキャラクター大賞コラボ部門」
（投票受
付期間：2013 年 5 月 10 日から 7 月 7 日まで 結果発表：7 月 20 日）を実施いたします。
ノミネートキャラクターは、ハローキティなどサンリオ著作のキャラクターとコラボレーションしている企業や地方
自治体のキャラクターを中心とした全 22 組です。投票はインターネットで行い、１メールアドレス毎に 1 日１キャラ
クターに投票できます。投票結果は、1 位から 8 位までのキャラクターをＷＥＢサイトで発表します。
【サンリオキャラクター大賞コラボ部門概要】
1.タイトル：
「サンリオキャラクター大賞コラボ部門」 公式サイト：http://sanriocharacterranking.com/collabs/
2.投票期間：5 月 10 日(金)10：00～7 月 7 日(日)23：59
3.応募資格：年齢・性別を問わず、どなたでも投票いただけます。
4.ノミネートキャラクター：22 組
5.投票方法：ノミネートキャラクターから好きなコラボキャラクターを１つ選び、パソコン・携帯電話 (フィー
チャーフォン・スマートフォン)で投票。サンリオ公式ＨＰおよびモバイルサイトより、1 アドレス
毎に 1 日 1 キャラクターに投票可。
6.投票結果中間発表：6 月 7 日(金)12：00
公式サイト にて１位～８位までを発表。その後、6 月 28 日まで毎週金曜日に途中経過を発表。
7.投票結果発表：7 月 20 日(土) 15：30
①公式サイトにて１位～８位までを発表。
②いちご新聞 9 月号（8 月 10 日発売）
8.一般からのお問合せ先：株式会社サンリオキャラクター大賞事務局
℡0120-983-314 (土日祝日を除く平日 10：00～17：00)
メールアドレス sanrio_charatai@d-select.co.jp
【サンリオキャラクター大賞とは】
月刊「いちご新聞」誌上で 1986 年にスタートし、今年で 28 回目を迎える。キャラクターの魅力や可能性の掘り
起こしとともに、多くの方に参加していただくことでキャラクターの世界観に親しんでいただく機会提供を目的

とした人気投票企画。2012 年度の投票総数は、150 万 234 票。
【ノミネートキャラクター】
№ コラボデザイン
キャラクター/所属

プロフィール

市川三郷レンジャー×ハローキティ

1

性化を目指して頑張ります！
発売45周年を迎えた「カール」のイメージキャラクター。

カールおじさん×ハローキティ

発売45周年のお祝いにハローキティがかけつけ、カール

2

おじさんとすっかりお友達になりました。

㈱明治

第28回国民文化祭のマスコットキャラ。開催県の“富士の国

カルチャくん×ハローキティ

山梨”にちなんだ富士山のモチーフで、県内外で国民文化祭

3
第28回国民文化祭山梨県実行委員会
キョロちゃん×ハローキティ

4
森永製菓㈱

ケンミン坊や×ハローキティ

5
ケンミン食品㈱
シャボンちゃん×

をアピールしています。サンリオピューロランドにも、ハロー
キティと一緒に出演したんだよ！
45年以上の歴史を持つ「チョコボール」のキャラクター。
2010年冬、キティちゃんたちとキョロちゃんコラボデザイン
チョコボール１／３サイズを、オリジナルデザインのかわいい
ペンケースに入れて発売しました。
「神業的速さでおいしいビーフンをさめないうちに運ぶ！」が
モットーのケンミン坊や。仲良しのハローキティと一緒に、
ニコニコ笑顔でビーフンをお届けするよ♪
シャボンちゃんは、シャボン玉石けんの先代社長の娘をモデル

リトルツインスターズ にしております。いつの時代にも愛される存在の赤ちゃんの肌
シャボン玉石けん㈱

武田菱丸×ハローキティ

7
やまなし観光推進機構
ちょるる×ハローキティ

8

にもやさしい無添加石けんの特徴も表しているキャラクターで
す。
富士の国やまなし観光キャラバン隊長をつとめている甲斐犬
の男の子。昨年11月甲信越なかよしフェスティバルでキティ
ちゃんと共演。ほうとう、甲州鳥もつ煮、ころ柿が好物の黒目
がちな、つぶらな瞳がかわいい人気者です。
「山口県PR本部長」ちょるるは、昨年の「ゆるキャラグラン
プリ」で準グランプリを獲得し、12月にピューロランドで
キティちゃんに出会い大好きに！今年2月には、初めての

山口県

「おともだち協定」を結びました。

デンツくん×ハローキティ

9
デンツプライ三金㈱
とりもっちゃん・えん丸くん×

10

じん・花火・印鑑をイメージした３人のヒーローです。
ハローキティとお友達になって、これからも町のPRと地域活

山梨県市川三郷町

6

山梨県市川三郷町のPRキャラクター。町の特産品の大塚にん

歯医者さんの待合室や診察室の雰囲気を明るく楽しく演出する
「デンツくん」はデンツプライ三金のオリジナルキャラクター
です。

ご当地グルメ「甲府鳥もつ煮」がB1グランプリで優勝！華々

ハローキティ しくとりもっちゃんとえん丸くんがデビューしました。
みなさまの縁をとりもつ隊
（山梨県甲府市）
なめこ栽培キット×ハローキティ

11
㈱ビーワークス/㈱サクセス
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ハローキティはとりもっちゃん達に甲府の街を案内してもらっ
たこともあるんだよ。
大ブレーク中の「おさわり探偵なめこ栽培キット」は、世界初
の収穫体感型本格なめこ育成ゲームです。なめことハローキティ
が昨年出会い、コラボしちゃいました。意外な組み合わせ！？に
人気沸騰中です。
©HISHIMARU TAKEDA
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№

コラボデザイン

キャラクター/所属
ネコ社長×ハローキティ

12
㈱平成エンタープライズ
ピヨからくん×ハローキティ

13
一般社団法人日本唐揚協会
フェルナンデスくん×マイメロディ

14
日本テレビ放送網㈱
ペコちゃん×ハローキティ

15

ネコ社長は、高速バスVIPライナーのキャラクター。
気ままで自由奔放だけど、どこか憎めないムードメーカーで、
楽しくバスを運転しています。ハローキティと意気投合！
立派なからあげになることを夢見るピヨからくんは、昨今の唐揚
げブームをけん引する日本唐揚協会の公式キャラクターです。
昨年秋、ピューロランドの唐揚げメニューを協会が監修したこと
がきっかけでハローキティとのコラボがスタートしました。
番組ロゴに鎮座するちょっとお茶目なネコのフェルナンデスくん
は、日テレお昼のバラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレ
ビ系 月～金曜日 11時55分～13時55分）のマスコットキャラ
クター。マイメロディとのコラボ商品を数々開発しています。
お菓子が大好きで、ほっぺに出している舌がチャームポイント
のペコちゃん。憧れのペコちゃんとお友達になれたキティ
ちゃん。2011年11月には二人一緒にお菓子のパッケージに

㈱不二家

登場しました。

ペンちゃん・ペン子ちゃん×

16

プロフィール

クリーニング業界関西最大手のノムラクリーニングのキャラク

ハローキティ ターペンちゃん・ペン子ちゃんです。昨年9月より、ノムラクリ
㈱ノムラクリーニング

み子ちゃん×ハローキティ

17
宮坂醸造㈱
モイスちゃん×マイメロディ

18
シック・ジャパン㈱
モックスくん×ハローキティ

19
塩野義製薬㈱
モッくん×ハローキティ

20
㈱ダイエー
吉田くん(鷹の爪団)×ハローキティ

21
㈱ディー・エル・イー
ルナちゃん×ハローキティ

22
日本ルナ㈱

ーニングの広告宣伝にハローキティが仲間に加わり、ペンちゃん
ペン子ちゃんとともに活躍しています。
み子ちゃんの手作りのおみそ汁を食べるほど、ハローキティと
み子ちゃんは大の仲良し♡
今回はお揃いのリボンを付けて登場♪

カミソリのシックのキャラクターのモイスちゃんは、うるおいの
国からやってきた、モイスチャー美容ジェルの妖精。世界中の
女の子の肌を、つるつるすべすべにするために旅を続ける中、
偶然マイメロディに出会い仲良くなりました。
シオノギが服薬指導のため作製したライオンの子ども「モックス
くん」が薬を飲んで元気になるストーリーの絵本で初登場。
キティちゃんとの指人形で初コラボし、その後、シール、カレン
ダーなどにも登場。
モッくんは、ダイエーの木曜の市のキャラクター。元気いっぱい
の男の子（樹齢7年くらい）。木曜日になると、お気に入りの
メガホンでみんなに色々な情報をお知らせしています。
2010年8月、来店用ノベルティとしてスタート。
「秘密結社 鷹の爪」の鷹の爪団・戦闘主任吉田くん。
2009年、島根県より「しまねSuper大使」に任命され
観光大使として活躍中。2012年7月から雑貨・お菓子の
ハローキティコラボ商品化スタート。
日本ルナのイメージキャラクタールナちゃん。
好きな食べ物はバニラヨーグルト。
ハローキティとは赤ちゃんの頃からのお友達♪
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＜本件に関する報道関係問合せ先＞
株式会社サンリオ 広報・ＩＲ室広報課
URL:http://www.sanrio.co.jp
〒141-8603 東京都品川区大崎 1-11-1
TEL (03)3779-8110 / FAX(03)3779-8426

