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※キャラクターのエントリー数を 24 に変更しました（9 月 9 日修正）
株式会社サンリオ

“サラリーマン”をテーマにした 24 組の新キャラクターがエントリー！
一般人気投票と LINE クリエイターズスタンプの販売数等で順位を決める

「サンリオキャラリーマン総選挙」実施
投票期間：2015 年 9 月 4 日（金）～10 月 27 日（火） 結果発表：11 月 13 日（金）

WEB サイト：http://sanriochararyman.com
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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)は、サラリーマンをテーマに開発し
た 24 の新キャラクターから、一般人気投票と LINE 株式会社のプラットフォーム「LINE Creators Market」で販
売する LINE クリエイターズスタンプの購入実績等で順位を決める「サンリオキャラリーマン総選挙」を 2015 年
9 月 4 日から実施いたします。
新キャラクター開発プロジェクトとして 2013 年に行った食べ物をテーマにした一般投票企画「食べキャラ総選
挙」では、
“投票”というイベントを通じて「KIRIMI ちゃん.」と「ぐでたま」という従来のサンリオキャラクタ
ーのイメージを覆すユニークなキャラクターを生み出しました。今回は、働く 20～30 代の男女に向け、
“職業”
をテーマにサンリオグループの社員デザイナーが新たに開発したキャラクター約 120 組から社内コンペで選ばれ
た 24 組がエントリーします。
1 位のみに限定せず得票数の多い人気キャラクターを大人向けキャラクターとして新しいマーケットの開拓を
めざし育成していく計画です。
○20 代～30 代の“働く人（男女）
”が共感を持てるキャラクターとして、サラリーマン・ＯＬをテーマにし
た 24 の新キャラクターがエントリー
○キャラリーマン達の笑いと涙のアツいストーリーの漫画を WEB サイトに公開
○全 24 キャラクターが LINE のクリエイターズスタンプになって登場 ダウンロード数に応じて得票に加算
○毎回 1 万人が来場するサンリオの B to B 向け展示会「SANRIO EXPO 2015」
、株式会社パソナの派遣スタッ
フ向けイベント「パソナ納涼祭 2015」等でも投票受付

1.タイトル：
「サンリオキャラリーマン総選挙」
2. 投票期間：2015 年 9 月 4 日（金）10：00～10 月 27 日（火）23：59
※但し、月刊いちご新聞での投票は、10 月 10 日(土)締め切りになります。
（当日消印有効）
3. 投票方法：①キャラリーマン総選挙 WEB サイトから投票
お好きなキャラクターを 1 つ選び投票。1 メールアドレスにつき 1 日 1 キャラクターに 1
票入れる事ができます。
②LINE クリエイターズスタンプをダウンロードして投票
全 24 キャラクターが LINE のクリエイターズスタンプになって登場します。購入（LINE
STORE:120 円/スタンプショップ：50LINE コイン）したキャラクターに、3 票自動的に
投票となります。
③サンリオ「月刊いちご新聞」10 月号(9 月 10 日発売／税込 216 円)の投票用紙で投票
1 キャラクターに 3 票入れる事ができます。
④イベント会場での投票
・サンリオの B to B 向け展示会「SANRIO EXPO 2015」
東京会場：9 月 7 日（月）～9 月 11 日（金）/大阪会場：9 月 17 日（木）～9 月 18 日（金）

・株式会社パソナの派遣スタッフ向けイベント「パソナ納涼祭 2015」8 月 25 日（火）開催
4. 結果発表：2015 年 11 月 13 日（金）
5. 一般からのお問合せ先：サンリオキャラリーマン総選挙事務局 Email:sanrio_charatai@d-select.co.jp
※9 月 4 日（金）10：00 より開設

6.エントリーキャラクター（エントリーナンバー順）
：24 キャラクター http://sanriochararyman.com
№ スタンプ画像
キャラクター名/紹介文
アグレッシブ烈子 (よみ：あぐれっしぶれつこ)

1

2

OLたちの本音を聞かせてやろォオオオ（デスボイス）
レッサーパンダの烈子さんと、ゴリ女部長、秘書の鷲美さんの
日常だァア！
宇崎主任！！ （よみ：うざきしゅにん）
巷にあふれる難解なビジネス用語をエッジィでコケティッシュ
な×の内バリキャリOL・宇崎主任といっしょにメイクセンス♡
新たな時代の波をキャッチアップしましょう！
お酒たちの日常

3

飲み会大好きビール先輩と同じ会社仲間のあつかん君、ワイン
さん、ノンアルくん等個性あるお酒たちの日常です。
おたずネコ ボヘミニャン

4

マイペースな放浪ネコたちが、あなたのお仕事をお手伝い！？
ボヘミニャンと一緒に今日もお勤めがんばりましょう！
片っぽくつしたちゃん

5

拝啓、もうかたっぽ様、お元気ですか？僕は元気です。「おひ
とりさま」の頂点を極めた、大都会スペクタクル。
鳥ＪＯＢ！

6

（よみ：とりじょぶ）

総合商社に勤める社会人２年目のにわとりくんがあなたのトー
クを彩鳥（いろどり）ます。はばたけ！揉まれろ！鳥社会
人！！
歯ぐるマンスタイル

7

歯ぐるま達（ビジネスマン）の歯がゆい思いを代弁する、歯に
衣着せないスタイルです。

№
8

スタンプ画像

キャラクター名/紹介文
あしからくぞう
忘れられたギャグを恥じることもなく巧みに使う、そんな
「あしからくぞう」さんのようにあなたもなってみんちょ？
謝菜日記

9

（よみ：しゃざいにっき）

かわいくなくて、ごめんなさい・・・！何かと謝ることが多い
現代社会で、謝罪と泥にまみれて生きる野菜たちです。
皿リーマンですし。

10

太く長い会社人生を歩むため、言いにくい愚痴や不満は、
皿リーマンたちに代弁してもらいましょう。大人ですし。
シュールな面々

11

人見知りがハゲしい。最近どうも髪の毛が薄くなってきた。
そんなあなたにピッタリな面々が登場！
ジョージオージー

12

キュートな口ひげと髪型がチャーミングなジョージ♪大好きな
かよちゃんと、仕事に恋に毎日頑張っているよ！
だるま刑事(デカ）

13

正義を愛するだるまの刑事、空回りすることも多いけどいつも
全力疾走！転んでも何度でも起き上がります！
中年ひろいん Ｏｊｉｓａｎ’ｓ

14

普通のしがないサラリーマン、その実態は中年ひろいん
Ｏｊｉｓａｎ’ｓ！出世が先か！ 定年が先か！ 活躍に乞うご期
待！
天然記念物仕事人サラマンリーマン

15

ゆる系両生類サンショウウオ。体が乾いたり暑いと元気がなく
なります。趣味は野球観戦。
にゃんこ茸

16

（よみ：にゃんこだけ）

産地は品川区の原っぱ。職業はサラリーマン。今日もゆるーく
働いています。
忍法！サラリーニャン

17

民にまぎれて武者修行ならぬサラリーマン修行でござ候。ネコ
にして忍者にしてサラリーマン。数奇な人生やいかに。
ネクタイ忍者

18

拙者、会社勤めの忍者でござるよ。得意の忍術や素早い身のこ
なしで大活躍？！殿方も姫君も、どうか拙者の仕事ぶりにご期
待くだされ。

№
19

スタンプ画像

キャラクター名/紹介文
ねむペン
眠気を我慢しながら毎日頑張っているペンギンです。
はたらくねこ日記

20

猫です。働いています。会社員です。中身はごく普通の会社員
の日常･･･。共感頂けましたら幸いでございます。
八家よい子

21

（よみ：はっけよいこ）

からだは関取 心は乙女 八家よい子☆ 一生懸命でかわいい
よい子の日常は、あなたの癒しになること間違いなし！
まいなすなまいにち

22

マイナス思考で人見知りな営業マン。営業に向いてないと思い
つつ、かといってほかに取り柄がない平社員。
ラッコ係長

23

「今日の昼、何食おう？」水族館勤続15年目のラッコ係長が、
仕事に追われるサラリーマンたちにエールを送ります。
りきし係長

24

誰よりもマジメで一生懸命すぎるサラリーマン・ りきし係長。
なぜこの格好なのかは謎。

※ №4 №12 は、著作 株式会社サンリオウェーブ
※ゆトリとさトリは都合によりエントリーから外しました。
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