2012 年 2 月 21 日
ニュースリリース
報道関係各位
株式会社サンリオ

＜シナモロールデビュー10 周年記念＞
写真コンテスト「つれてってシナモン フォトフェスタ」について
[作品募集期間：3 月 6 日 午前 10 時～5 月 31 日 ・ 発表：7 月 6 日]

「シナモロール バースデーぬいぐるみ」 2 月 29 日発売のお知らせ

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）のキャラクター「シナモロール」
（愛称：
シナモン）のデビュー10 周年企画（2 月 7 日ニュースリリース発信）のうち、シナモロールを撮影した写真作品をイ
ンターネットで公募する「つれてってシナモン フォトフェスタ」と 2 月発売の「シナモロールバースデーグッズ」
について、お知らせいたします。

「つれてってシナモン フォトフェスタ」について
シナモンや「シナモンフレンズ」
（シナモンの友だちのキャラクターの呼称：モカ、シフォン、エスプレッソ、
みるく、カプチーノ）をいろいろなところへつれて行って「シナモロールといっしょに」もしくは「シナモロール
を撮影した」写真を撮り、その写真を作品としてインターネットでご応募いただく、写真コンテストです。応募作
品は、キャンペーンサイトに公開されます。
また、作品を応募しなくても公開された作品に投票・コメントすることで、フォトフェスタに参加することがで
きます。５つの賞は、皆様からの投票結果を参考の上、審査し決定いたします。各賞の発表は、7 月 6 日にキャン
ペーンサイト上で行います。
1.
2.
3.
4.

名称：
「つれてってシナモン フォトフェスタ」
募集・投票受付期間：2012 年 3 月 6 日（火） 午前 10 時 00 分～5 月 31 日（木） 午後 11 時 59 分
キャンペーンサイト：URL：http://47mon.com/photofesta/
参加方法：①作品を応募 ②作品へ投票
①応募方法：シナモンまたはシナモンフレンズ（モカ、シフォン、エスプレッソ、みるく、カプチーノ）
が写っている写真を撮影し、その写真を作品としてＷＥＢ、スマートフォン、モバイルの専
用ページから送信の上、ご応募いただきます。
※郵送での作品受付は行いません。
※募集内容、応募先および応募規定の詳細につきましては、3 月 1 日（木）にキャンペーン
サイトに掲載予定です。

5.

②作品へ投票：応募作品に投票・コメントすることができ、投票結果は、各賞選考時の参考にされます。
各賞および賞品：
○スペシャル つれてってシナモン賞：1 作品
シナモンが受賞者のご自宅近くのホテルなどに遊びに行きます。
○Big シナモン賞：10 作品（うち2 作品は、ぴあ賞となります）
シリアルナンバー入りのシナモン Big ぬいぐるみ
※ぴあ賞とは･･･ぴあ発刊のムック「Cinnamoroll 10th Anniversary Book 」
の付録トートバッグ・ぬいぐるみパスケースと一緒に
撮った作品の中より選定されます。

○シナモンと泊まろう！賞：5 作品
ダイワロイヤルホテルズのシナモロールルームまたはハロー
キティルーム宿泊券（全国6 ホテルよりお選びいただきます）
※シナモンは同行しません

○つれてってくれてありがとう賞：抽選で 50 作品
シナモングッズをプレゼント
こちらの賞は海外からの参加者が対象となります。

6.

7.

8.

○シナモンに会いに行こう賞：1 作品、サンリオピューロラ
ンドへペアでご招待（交通費・宿泊費込み）
その他：おもな募集規定
○どなたでもご参加いただけます。
○おひとりで、何作品でもご応募いただけます。
○応募作品の著作権は（株）サンリオに帰属いたします。
入賞作品の発表：7 月 6 日（金）
「つれてってシナモン フォトフェスタ」キャンペーンサイト上で発表
一般からの問合せ先：つれてってシナモンフォトフェスタキャンペーン事務局
℡03-3779-8168（土日祝日を除く平日10 時～17 時）
※3 月6 日（火）からは、メールでのお問合せ受付も開始いたします。

「シナモロール バースデーグッズ」
（2 月発売）について
シナモロールデビュー10 周年を記念して、シナモン商品の中でも特に人気のぬいぐるみを中心にラインアップ
したシリーズです。高さ 40 ㎝のアニバーサリードールをはじめ、ポーズ、サイズ、素材の異なるぬいぐるみを各
種揃えました。つれてってドールは、シナモロールのデビュー当時大人気だったビーンズドールと同サイズの 10
周年バージョンで、
「つれてってシナモン フォトフェスタ」推奨商品です。
1.
2.

シリーズ名：
「シナモロール バースデーぬいぐるみ」
発売日：2012 年 2 月 29 日（水）

3.

販売ルート：サンリオ直営店、百貨店サンリオコーナー、
サンリオオンラインショップ等

※但し、サンリオオンラインショップは、3 月2 日（金）より

※サンリオオンラインショップ（パソコン・モバイル共通）

4.
5.
6.

7.

http://shop.sanrio.co.jp/
価格帯（税込）
：￥672（クリアファイル）～
￥5,250（アニバーサリードール）
商品点数：全 15 アイテム
商品構成／価格（税込）
：
ぬいぐるみ…アニバーサリードール￥5,250、ふりむきドール￥3,360、うたたねクッション￥2,940、
クタクタドール￥2,625、モコモコドール￥1,890、つれてってドール（シナモン、モカ、シ
フォン、カプチーノ、エスプレッソ、ミルク）各￥1,260
その他…おすましマスコットホルダー￥1,050、
ちょこんとストラップ￥945、
モバイルポーチ￥2,100、
クリアファイルセット 1 ￥672
一般からの問合せ先：㈱サンリオお客様センター ℡03-3779-8148（土日祝日を除く平日10 時～17 時）
＜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
TEL (03)3779-8110 / FAX(03)3779-8426
〒141-8603 東京都品川区大崎 1-6-1 URL:http://www.sanrio.co.jp

＜ご参考資料＞
シナモロールとは
シナモロールは、初めて見た人もどこかで出会ったことがあるような安心感を与えるキャラクターデザインを目指して2001 年に開発し、2002
年に商品を発売したサンリオオリジナルキャラクターです。
シナモンロールのようにくるくるとシッポを巻いている子犬「シナモン」は、デビュー当初は特に小学生の女の子の支持を得ました。2002 年
10 月に「モカ」をはじめとする友だちのキャラクター達による「シナモンフレンズ」を加え、シナモンを中心としたキャラクターユニットとして
活躍。その優しいイメージの親しみやすいキャラクターが受け、現在では子どもだけでなく幅広い層に親しまれるようになりました。
これまで時代とともにカフェやアイドルユニットなどのトレンドを取り入れながらファンとともに成長してまいりましたが、昨年からは、シナ
モンも登場するスタッフブログを開設し、高校生向け商品の販売も開始するなど、初代ファンの成長に合わせた展開にも力を入れはじめています。

シナモロール 10 周年記念 スペシャル WEB サイト
シナモンスタッフブログ

http://47mon.com

http://ameblo.jp/cinnamon-staff/

｢シナモロール｣ ストーリー＆プロフィール
ストーリー
ある日、カフェのお姉さんが空を見上げると、雲のようにふわふわと、白い子犬が飛んできました。
「シナモンロールのにおいにひかれて、飛んできたのかしら？」
お姉さんはその子犬のシッポがまるでシナモンロールのようにくるくる巻いているので、
“シナモン”という名前をつけてあげました。

プロフィール
名前
誕生日
生まれた所
住んでいるところ
特技
好きな物
チャームポイント

シナモン（子犬の男の子)
3 月6 日
遠いお空の雲の上
「カフェ・シナモン」
大きな耳でパタパタお空を飛ぶこと
「カフェ・シナモン」名物のシナモンロール
シナモンロールみたいなクルクルしっぽ

「シナモロール」10 年間のあゆみ
2001年

シナモン誕生

2002 年5 月

「ベビーシナモン」シリーズで商品デビュー

2002 年10 月

シナモンの友だちのキャラクター モカ、シフォン、
エスプレッソ、みるく、カプチ―ノが登場

2003 年3 月

海外進出を視野にキャラクター名を「シナモロール」に変更

2003 年7 月

夏休み写真コンテスト「つれてってシナモンキャンペーン」を実施

2003 年12 月

横浜タカシマヤのホワイトモールに「シナモン スターライトクリスマスツリー」を設置。
点灯式にモデルのはなさんが登場

2005 年7 月

香港貿易発展局主催の「2nd Premier Asian Licensing Awards」で「最優秀ライセンス賞/エンターテイメン
ト部門」を受賞

2005 年10 月

フランスの絵本作家、マルク・ブタヴァン作の絵本「シナモンとまいごのこいぬ」(小学館刊)発売

2005 年11 月

モカ、シフォン、アズキが女の子ユニットを結成 新キャラクター「シナモエンジェルス」がデビュー

2007 年8 月

「シナモロール 水ようびのふたご」シリーズで新しい仲間 ココとナッツが登場

2007 年9 月

新キャラクター「ルロロマニック」がデビュー シナモン達の暮らす現実世界とは逆さまの世界の２人組の
悪魔という設定のキャラクター。

2007 年12 月

初の劇場映画「シナモン ザ・ムービー」を公開 主題歌を東方神起が歌う

2007 年12 月

東京都民銀行のイメージキャラクターに採用される

2009 年4 月

朝日生命のマスコットキャラクターに採用される

2011 年2 月

初の高校生向けデザイン商品「シナモロール 甘×辛マリン」シリーズ発売

2011 年2 月

ガールズバンド「SCANDAL」と初のタレントコラボ

2012年

シナモロール デビュー10 周年を迎える
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