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株式会社サンリオ
株式会社サンリオエンターテイメント

12 月 6 日（木）・7 日（金）無料開放デーのサンリオピューロランドに

サンリオ以外の人気 15 キャラクターも登場し
全 60 キャラクターが大集結決定！
ゆるキャラグランプリ 2012 優勝「バリィさん」と 2 位「ちょるる」もピューロランド初登場！
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株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、社長：辻 信太郎、以下サンリオ）と、テーマパーク「サンリオピ
ューロランド」を運営する株式会社サンリオエンターテイメント（本社：東京都多摩市、社長：佐藤 誠）は、
12 月 6 日（木）
・7 日（金）にサンリオピューロランドを無料開放日とする「2012 SANRIO THANKS PARTY!」
にて、サンリオ以外の人気 15 キャラクターも大集結し、チャリティ募金活動を行うことになりましたので、
お知らせいたします。
今回集結する15 キャラクターはハローキティとのコラボレーション商品化やサンリオがデザインを手掛ける
等の関係から、無料開放デーへの出演が決まったものです。15 キャラクターは、子宮頸がん予防啓発プロジ
ェクト「Hellosmile」への募金活動を行います。サンリオキャラクター・45 キャラクターと併せて延べ 60
キャラクターがサンリオピューロランドに大集結することになります。

●登場キャラクター（50 音順）
①アイルー ②快獣ブースカ ③くまモン ④ゴーちゃん。
⑤ソニック・ザ・ヘッジホッグ
○秘密結社鷹の爪団（⑥レオナルド博士、
⑦総統、⑧吉田くん） ⑨タウンページ君 ⑩ちょるる ⑪テディベア
⑫バリィさん ⑬ベイビーマイロ ⑭ペコちゃん ⑮リスル
●登場時間 10:30～10:50, 13:00～13:20, 17:00～17:20, 18:30～18:50

＊12 月 6 日のみ 14:30～14:50 の回があります。
＊各キャラクターがどの時間に登場するかは未定です。
＊くまモンは 12 月 6 日のみ、バリィさんは 12 月 7 日のみの登場となります。

●子宮頸がん予防啓発プロジェクト「ハロースマイル」へのチャリティーイベント
ハロースマイル公式サイト：http://www.tfm.co.jp/hellosmile/
★無料開放日に関する情報掲載サイト http://www.sanrio.co.jp/thanksparty.html
お客様への日ごろの感謝をこめて、サンリオピューロランド（東京都多摩市）
、ハーモニーランド（大分県日
出町）の両テーマパークを無料開放日とする「2012 SANRIO THANKS PARTY!」はご入場をはじめアトラクショ
ン、ショー等が無料でお楽しみいただけるほか、たくさんのキャラクターが登場するスペシャルグリーティ
ング、サンリオデザイナーによる「キャラクターイラスト会」
（サンリオピューロランドのみ）
、チャリティ
ーイベント、記念商品の販売等も行う予定です。詳細は下記のとおりです。
＊12 月 7 日は 1990 年にサンリオピューロランドがオープンした日であることから、この日程での開催として
おります。

● サンリオピューロランド
日本初の全天候型テーマパーク。
「ありがとうと言える楽しいコミュニケーションの場」をテーマに、サンリオキ
ャラクターとの触れ合いや本格的なライブショーを楽しむことのできるエンターテイメント空間です。

東京都多摩市落合 1-31 新宿より約 28 分。京王線・小田急線・多摩モノレール 多摩センター駅前。
http://www.puroland.jp/
実施日：2012 年 12 月 6 日（木）
・7 日（金）
営業時間：8:30～21:00（最終入場：19:30）
入場方法：各日午前 7 時 30 分よりサンリオピューロランド正面入口前にて、当日分の入場整理券を配布いた
します。また、お客様のご来場状況によって入場を制限、および入場整理券の配布を終了させて
いただく場合がございます。再入場もできませんので、予めご了承願います。
当日の入場状況は、Twitter(@SANRIOENT/@purolandjp/、他),
Facebook(SANRIO ENTERTAINMENT/Sanrio Puroland/、他)で発信いたします。
＊ 入場とアトラクション・ショーが無料になります。駐車料金、ゲーム、飲食、物販等は有料。

★無料開放日だけのスペシャルイベント
・知恵の木ステージにてスペシャルプログラム開催
知恵の木ステージにて無料開放日だけの様々なミニライブを開催いたします。
・いちごの王様 バースデーセレモニー2012(11：45～、15：45～、19：45～)
・ミニライブ＆チャリティ募金「ポムプリダンス」(12 月 6 日 9：30～)
・ミニライブ＆チャリティ募金 ＫＩＴＴＹ５(12 月 6 日 17：30～)
・ミニライブ＆チャリティ募金「新作 シナモンせかい旅行」(13：30～)
・ミニライブ パワー・ザ・キティ(12 月 7 日 9：30～、14：30～、17：30～)
・サンリオキャラクタースペシャルグリーティング
開館時間内にたくさんのキャラクターが館内各所でグリーティング出演いたします。
・サンリオデザイナーによる「キャラクターイラスト会」(9:30～19:30）
１枚 100 円（税込）
。この売上の一部は子宮頸がん予防啓発活動と日本対がん協会子宮頸がん基金、国連
人口基金に寄付されます。お一人様 1 回のお並びにつき 1 枚に限らせていただきます。募金箱も設置いた
します。
＊ イラストは、下記 30 キャラクターのいずれかになります。
ハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズ、シナモロール、ジュエルペット、
けろけろけろっぴ、クロミ、ゴーエクスパンダ(ゴーちゃん。)、ポムポムプリン、タキシードサム、
チャーミーキティ、ウィッシュミー メル、ポチャッコ、バッドばつ丸、パティ＆ジミー、
シュガーバニーズ、ハンギョドン、マロンクリーム、ディアダニエル、ウサハナ、

おさるのもんきち、アヒルのペックル、みんなのたあ坊、コロコロクリリン、ぽこぽん日記、
いちごの王さま、ザ ボードビルデュオ、タイニーポエム、ノラネコランド、ボタンノーズ
＊ ご希望のキャラクターやデザイナーの指定はできません。
・参加者限定の「プレミアムパーティ」の特別開催。
（18：30～19：40 / 開場 18：00）
チャリティーオークション、大抽選会、キャラクタークイズ等。チャリティーオークションの売上は子宮
頸がん予防啓発活動と日本対がん協会子宮頸がん基金、国連人口基金に寄付されます。サンリオキャラク
ターアイテムのほか著名人による出品も予定しております。
プレミアムパーティ「参加チケット」引換券は、サンリオショップの対象店舗にて、ポイント交換または
販売いたします。先着 400 名(各日 200 名)限定。
・サンリオフレンドシップクラブ 200 ポイントで交換。
限定 97 店舗(11 月 22 日から対象店舗拡大)。
･2,000 円(税込)。お知らせ POP のあるサンリオショップ 46 店舗にて 11 月 28 日より販売。
「参加チケット」引換券 お取扱店舗：http://www.sanrio.co.jp/rs/news/thanks_party/tenpo.pdf
＊「サンリオフレンドシップクラブ」は、サンリオショップでの商品お買い上げ 200 円(税抜き)ごとに 1 ポイントを
加算し、特典や景品と交換できるサービスです(一部ポイント対象外の商品もございます)。

・スペシャルグッズの販売
「2012 SANRIO THANKS PARTY!」のビジュアルを使用したスペシャルグッズの販売をいたします。
全 5 アイテム ※価格は税込です。
クリアファイル(420 円)、iPhone5 用カバーケース(1,575 円)、ハンドタオル(735 円)、
マグカップ(1,050 円)、ポスターカレンダー(630 円)
注意事項：
＊ 館内は安全のためにベビーカーのご使用をご遠慮いただいております。お持ちになったベビーカーは 3
階インフォメーションでお預かりいたします。
本件に関するお客様お問い合わせ先：
サンリオピューロランドゲストセンター TEL 042-339-1111(9:30～17:00) 休館日を除く

＜本件に関する報道関係問合せ先＞
（株) サンリオ 広報・IR 室 広報課 TEL 03-3779-8110
FAX 03-3779-8426
（株）サンリオエンターテイメント（サンリオピューロランド）広報宣伝課
TEL 042-372-6505 FAX 042-372-6534

