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速報 1 位は「シナモロール」！6 位に「ポチャッコ」！

「2018 年サンリオキャラクター大賞」初日速報
任天堂の人気ソフト『スプラトゥーン 2』ゲーム内にてコラボフェス開催！
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、5 月 10 日（木）か
ら投票受付を開始したサンリオキャラクターの人気投票企画「2018 年サンリオキャラクター大賞」
（以
下キャラクター大賞）の WEB 投票の上位 10 位までの順位を初日速報として発表いたします。
国内外合わせた投票総数は 230,371 票。5 月 10 日（木）10 時から 23 時 59 分までの公式サイトの投票
数（その他店頭投票などは含みません）です。
初日速報第 1 位は「シナモロール」
。昨年に続いて 2 連覇を目指します。4 位に YOSHIKI(X JAPAN)さん
とハローキティがコラボした「YOSHIKITTY」がランクイン。そして 6 位に「ポチャッコ」が健闘。昨年
10 位の「ポチャッコ」は 1991 年から 1995 年に 5 年連続 1 位を獲得しており、約 20 年ぶりの 1 位獲得
となるか、期待が高まります。
キャラクター大賞は WEB で海外からも投票でき、今年も英語に加え、中国語（簡体字・繁体字）に対
応しています。今年はユニクロ上海旗艦店にキャラクター大賞のフォトスポットを設置し、海外でも盛
り上げてまいります。
また、
「サンリオキャラクター大賞コラボ部門」にエントリーしている、任天堂株式会社より販売中の
Nintendo Switch™専用ソフト『スプラトゥーン 2』のゲーム内にてイベント“フェス”を開催します。

初日速報結果
公式サイトの 5 月 10 日（木）10 時から 23 時 59 分までの投票数（その他店頭投票などは含みません）による
順位です。

投票総数 230,371 票

1 位 シナモロール
27,715 票（1）

2 位 ポムポムプリン
26,707 票（2）

5 位 マイメロディ
14,060 票（3）

8 位 ぐでたま
7,759 票（5）

3 位 ハローキティ
17,684 票（4）

6 位 ポチャッコ
12,140 票（10）

9 位 クロミ
6,616 票（11）

4 位 YOSHIKITTY
16,479 票（7）

7 位 リトルツインスターズ
11,997 票（6）

10 位 KIRIMI ちゃん.
6,386 票（8）
※カッコ内は、昨年の最終順位です。

「2018 年サンリオキャラクター大賞」概要
450 を超えるサンリオのキャラクターから選ばれた 100 キャラクターがエントリーす
るサンリオキャラクターの人気投票企画です。月刊「いちご新聞」誌上で 1986 年にス
タートし、今年で 33 回目です。今年のテーマ「モテたい気持ちは、キセキをおこす」
にちなみ、スマホを使って遊べるバーチャルゲーム「サンリオモテ矢」が登場するな
ど、楽しいイベントがもりだくさんです。詳しくは公式サイトをご覧ください。
公式サイト https://sanriocharacterranking.com/
投票期間 2018 年 5 月 10 日(木)～6 月 11 日(月)
投票方法 ①WEB 投票
②お店で投票
（サンリオショップの対象店舗、サンリオアニメストア、全国量販店の一部サンリオコーナー）
③いちご新聞
④サンリオ以外の投票方法（楽天、アイアップ（ラナタウン）
、グレイス（パニカム）から投票）
中間発表 2018 年 5 月 24 日（木）
結果発表 2018 年 7 月 1 日（日）
、場所 サンリオピューロランド
一般からのお問合せ先：サンリオキャラクター大賞事務局
E-mail: sanrio_charatai2018@d-select.co.jp
※受付期間：5 月 10 日（木）～7 月 1 日（日）

また、番外編として、ハローキティなどサンリオのキャラクターとコラボ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 25 組がエントリーする「サンリオキャラクター大賞コラボ部門」を開催中
です。詳しくは公式サイトをご覧ください。https://sanriocharacterranking.com/collabos/

●スマホを使って遊べるバーチャルゲーム「サンリオモテ矢」について
「サンリオモテ矢」は、キャラクター大賞を盛り上げるスマートフォンブラウザ専用ゲームです。
キャラクター大賞のためにドレスアップしたキャラクターたちがバルーンに入っており、ハートの矢が
当たるとバルーンからランダムで登場します。1 度登場したキャラクターは、コレクションページでい
つでも見ることができます。レアバージョンなども含めて総勢 100 以上のキャラクターたちに出会いな
がら、どんどんコレクションを集めて SNS でみんなにシェアしましょう。

●キャラクター大賞開催記念商品を販売中！
キャラクター大賞開催記念アイテムとして、1970 年代～2000 年代に生まれた、総勢 45 キャラクター
が登場する、メモ＆シールを販売中です。キャラメル箱のようで、開けるのが楽しくなる 2 段ケースの
なかに、それぞれミニメモ（40 枚）と、フレークシール（45 ピース）が入っています。
＜商品概要＞
1．商品名：サンリオキャラクター メモ＆シール
2．発売日：2018 年 5 月 9 日（水）
3. 価格（税込）
：各 486 円
4．発売元：サンリオ
5．販売ルート：◇サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー他（※一部取扱いの無い店舗もございます。）
6. 一般からのお問い合わせ先：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)
（全 45 キャラクター） ※カッコ内は、生まれた年代です。

（1970 年代）
・バニー＆マッティ
・パティ＆ジミー
・ハローキティ
・いちごの王さま
・タイニーポエム
・マイメロディ
・リトルツインスターズ
・セブンシリードワーフ
・タキシードサム
・チアリーチャム

（1980 年代）
・ウィーメリールー
・パピーラブ
・フレッシュパンチ
・ゴロピカドン
・ザ ボードビルデュオ
・ザシキブタ
・ニャニィニュニェニョン
・みんなのたあ坊
・ハンギョドン
・マロンクリーム
・ノラネコランド
・ぽこぽん日記

・けろけろけろっぴ
・パウピポ
・ウィンキーピンキー
・ポチャッコ
・るるる学園
（1990 年代）
・あひるのペックル
・おさるのもんきち
・パタパタペッピー
・バッドばつ丸
・ポムポムプリン
・コロコロクリリン

（2000 年代）
・ウサハナ
・シナモロール
・チャーミーキティ
・クロミ
・ウィッシュミーメル
・SHOW BY ROCK!!
・ぼんぼんりぼん
・KIRIMI ちゃん.
・ぐでたま
・ハミングミント
・まるもふびより
・ミュークルドリーミー

その他にも、なつかしカプセル 2 弾として、お弁当箱風 小物入れマスコット（全 10 種、1 回 税込
648 円）とミラー＆コームマスコット（全 10 種、1 回 税込 648 円）や、BOOFOOWOO とのコラボのバッグ
（全 6 アイテム、各税込 3,024 円）
、ミニボストンバッグ風チャーム（全 7 キャラクター、各税込 1,620
円）
、ミニリュックショルダーバッグ（全 5 キャラクター、各税込 3,780 円）を販売中です。

任天堂の人気ソフト『スプラトゥーン 2』ゲーム内にてイベント開催！
任天堂株式会社（以下、任天堂）の Nintendo Switch™専用ソフト『スプラトゥーン 2』のゲーム内に
て、 サンリオキャラクターがテーマとなる“フェス”を実施します。
今回のお題は、
「どっちがかわいい?」
。昨年実施の「2017 年サンリオキャラクター大賞」にて、上位 4
位に入賞したキャラクター（1 位：シナモロール、2 位：ポムポムプリン、3 位：マイメロディ、4 位：
ハローキティ）がお題として登場し、トーナメント形式で対決。
『スプラトゥーン 2』で、3 回連続のフ
ェスを実施するのは今回が初の試みとなります。
また、プレイヤーがゲーム内で着るフェスＴシャツと同じデザインの T シャツを任天堂オンラインスト
ア「My Nintendo Store」にて販売中です（URL:https://store.nintendo.co.jp/category/FEATURE_SANRIO/）。
また、サンリオショップの一部店舗でも 5 月中旬に販売予定です。
（S,M,L サイズ（男女兼用）各税込 4,536 円、キッズサイズ（140cm）各税込 4,104 円）
※サンリオショップでは、フェス T シャツは売り切れ次第販売を終了します。
※My Nintendo Store では、2018 年 6 月 11 日（月）13 時まで販売いたします。

（トーナメント表）

フェスとは?
与えられたお題をもとに、２つのチームに分かれて勝敗を決める期間限定イベント。
どちらのチームがイカしているか、ナワバリバトルで決着をつける。

（フェス概要）
・コラボ期間：1 回戦 2018 年 5 月 19 日（土）～5 月 20 日（日）
2 回戦 2018 年 5 月 26 日（土）～5 月 27 日（日）
決勝戦 2018 年 6 月 9 日（土）～6 月 10 日（日）
・お題：
「どっちがかわいい?」
（1 回戦：ハローキティ vs.シナモロール/
2 回戦：ポムポムプリン vs.マイメロディ/ 決勝戦：勝者同士の決勝戦）

スプラトゥーン 2 について
「イカしたやつらがイカした進化！ガチで塗りあう時がきた！」
任天堂より発売中の Nintendo Switch 専用ソフト。
世界累計販売本数は 600 万本以上（2018 年 3 月末時点）
。
4VS4 で地面にインクを塗り合い、塗った面積の多いチームが勝利という
明快なルールのアクションシューティング。
イカとヒト、ふたつの姿を使いこなし、ブキや服装を好きに組み合わせ
てアツいバトルを繰り広げよう！

キャラクター大賞記念デザインのユニクロギフトカードを販売中！
株式会社ユニクロ（以下、ユニクロ）より、キャラクター大賞を記
念したオリジナル柄のギフトカードを期間限定・数量限定で販売中で
す。
全国のユニクロ店舗またはオンラインストアにてご利用いただけるプ
リペイド式のギフトカードです。全国のユニクロ店舗でご購入いただ
けます。
・販売期間：2018 年 4 月 23 日（月）～6 月 20 日（水）
・販売国：日本のみ
※一部店舗、オンラインストアではご購入いただけません。

ユニクロ上海旗艦店ではフォトスポットを設置！
ユニクロ上海旗艦店にて、2018 年 4 月 23 日（月）よりフォトスポットを設置しています。
今年のテーマ「モテたい気持ちは、キセキをおこす」にちなみ、たくさんのキャラクターのぬいぐるみ
がハートの形に飾られた、思わず写真を撮りたくなるようなフォトスポットです。他にもキッズフロア
にてキャラクターの塗り絵イベント、ノベルティの配布（メモ帳など）を行い、キャラクター大賞を盛
り上げます。2018 年 5 月 31 日（木）まで実施予定です。

<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 ℡（03）3779-8110

