PRESS RELEASE
＜報道関係各位＞

2021年4⽉9⽇
株式会社サンリオ

昨年は1400万票超えの盛り上がり︕前回1位はシナモロール︕今年はどうなる︖

『2021年サンリオキャラクター⼤賞』いよいよ投票開始
今年は投票⽅法が盛りだくさん︕⾏って、買って、イベントに参加して投票しよう︕
投票期間︓4⽉9⽇(⾦)〜5⽉24⽇(⽉) 結果発表︓6⽉8⽇(⽕)
投票サイトURL︓https://sanrio.jp/Ranking

今年は「マイナビ 東京ガールズコレクション」とコラボレーションし、オンライン配信での結果発表も︕
株式会社サンリオ(本社︓東京都品川区 代表取締役社⻑︓辻 朋邦(以下サンリオ))は、今年で36回⽬を迎えるサンリオ
キャラクターの⼈気投票企画「2021年サンリオキャラクター⼤賞」の投票を本⽇4⽉9⽇(⾦)から開始いたします。また、企業や
地⽅⾃治体とコラボしたキャラクター27組がエントリーする「2021年サンリオキャラクター⼤賞 コラボ部⾨」も同時に投票を開始
いたします。今年は、これまで以上に投票⽅法が拡充し、様々な形でキャラクターを応援することができるようになります。

サンリオの⽉刊紙「いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター⼤賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの
中から選ばれた80キャラクターがエントリーし、 WEBやサンリオショップなどからの投票数により順位を決定するイベントです。
今年はこれまで以上にたくさんの⼈に楽しんでいただけるよう、 6⽉8⽇(⽕)に予定している結果発表会を、オンライン配信に
て実施することが決定しました。 「マイナビ 東京ガールズコレクション」とコラボレーションし、出演モデルによるファッションショース
テージと、サンリオキャラクター⼤賞の結果発表が⼀度に楽しめます︕詳細は5⽉下旬に発表いたします。

■今年のみどころ
昨年2位に約10万票の差をつけて1位に輝いた「シナモロール」が2連覇をつかみ取るのか︖それとも2021年の今年、25
周年を迎えた「ポムポムプリン」が5年ぶりの1位に輝くのか︖はたまた、ここ数年驚異のステップアップで、昨年23年ぶりに
TOP3⼊りを果たした「ポチャッコ」がさらなる⾶躍を⾒せるのか…︕︖また、今年は海外向けに9⾔語(英語・中国語(簡体
字・繁体字)・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語・ポルトガル語・韓国語)に対応した外国語サイトを公開しており、世
界的⼈気を誇る「ハローキティ」や「ぐでたま」、「アグレッシブ烈⼦」たちの動きにも⽬が離せません。今後の展開にぜひご注⽬く
ださい。

シナモロール

ポムポムプリン

ポチャッコ

ハローキティ

ぐでたま

アグレッシブ烈⼦
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■「マイナビ 東京ガールズコレクション」とコラボレーションする結果発表について
今年の結果発表は、たくさんの⼈に楽しんでいただけるよう、「マイナビ 東京ガールズコレクション」とコラボレーションし、6⽉8⽇
(⽕)の夜にオンライン配信いたします。サンリオキャラクター⼤賞の結果発表はもちろん、ファッションショーステージや、アーティスト
とキャラクターによるスペシャルステージなど、盛りだくさんの内容でお送りいたします。詳細は5⽉下旬に発表いたします。

概要
タイトル

︓ 2021年サンリオキャラクター⼤賞 結果発表会

⽇時

︓ 6⽉8⽇(⽕) 19時30分〜21時30分 オンライン配信 ※実施時間については変更の可能性があります。

配信ツール

︓ LINE LIVE、YouTube LIVE

「2021年サンリオキャラクター⼤賞結果発表会」出演オーディションをLINE LIVEで開催︕
ライブ配信アプリ「LINE LIVE」にて、結果発表会当⽇のファッションステージに出演できる権利や、プレゼンターを担当で
きる権利をかけたオーディションを実施します。
＜オーディション1弾＞
タイトル︓ 「2021年サンリオキャラクター⼤賞結果発表会」ファッションステージ出演権争奪戦
実施期間︓4⽉16⽇(⾦)~4⽉24⽇(⼟)予定
特典︓オーディション期間中に最も多くの応援アイテムポイントをリスナーから獲得した⽅は、6⽉8⽇(⽕)開催の結果発表会のファッ
ションステージに出演、サンリオキャラクターとステージでコラボ︕
＜オーディション2弾＞
タイトル︓ 「2021年サンリオキャラクター⼤賞結果発表会」プレゼンター争奪戦
実施期間︓5⽉1⽇(⼟)~5⽉7⽇(⾦)予定
特典︓オーディション期間中に最も多くの応援アイテムポイントをリスナーから獲得した⽅は、 6⽉8⽇(⽕)開催の結果発表会でプレ
ゼンターとして出演︕
＜オーディション3弾＞
タイトル︓ 「2021年サンリオキャラクター⼤賞結果発表会」オープニングアクト出演権争奪戦
実施期間︓5⽉10⽇(⽉)~5⽉16⽇(⽇)
特典︓オーディション期間中に最も多くの応援アイテムポイントをリスナーから獲得した⽅は、 6⽉8⽇(⽕)開催の結果発表会のオー
プニングアクトに出演︕
【LINE LIVE 概要】
「LINE LIVE」は、誰もが気軽にリアルタイムで動画配信を楽しめるライブ配信サービスです。何気ない⽇常トークをはじめ、⾳楽
や歌などのパフォーマンスや声だけによる配信など、時間や場所に捉われないリアルタイムなコミュニケーションを楽しむことができます。
また、毎⽇開催されているオーディションには、数多くのライバー(ライブ配信者)が参加しており、視聴者はコメントやハート、応援
アイテムを送って応援するなど、夢を叶えたいライバーと応援者が⼀緒に盛り上がれる空間を提供しています。
https://live.line.me/
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■注⽬キャラクターのコメント

シナモロール

ポムポムプリン

たくさんのお友達にぼくのこと知っても

わたしたち、初出場だけどいい結果

らって、去年のぼくよりも票がたくさんも

出せるように頑張るにゃん♡応援し

らえたらいいな。応援よろしくね♪

ビートキャッツ

てね︕

今年はぼくの25周年。ぼく頑張る

はじめまして、ボクれおすけ。初出場

よ︕昨年よりランクアップしてみんなと

にドキドキだけど、元気と勇気をみん

盛⼤にお祝いしたいな♪

なにお届けするつもりだよ︕応援し

たくさんの応援よろしくね☆

れおすけ

てね☆

去年はみんなのおかげで、3位になれ
たよ♪ありがとー︕今年も応援よろし
ポチャッコ

くね。みんなが笑顔になれるようにボク
も頑張るよ。

■ぐでたまがTikTokアカウントを開設︕キャラ⼤10位以内じゃないとやめる︕︖
ぐでたまが「なんかキャラ⼤始まって、今だけでもやる気出せって会社のエラい⼈
に⾔われたからTikTokちょっとだけやるけど、キャラ⼤10位以内に⼊らなかったら
やめる。」と、 TikTokアカウントを開設しました。初投稿の動画は「ごろんごろん
タンゴ」で、今後もぐでたまらしい、⼒の抜ける動画を投稿予定です。
名前︓ぐでたま（gudetama）<公式＞
ユーザー名︓gudetama_sanrio
プロフィール︓https://vt.tiktok.com/ZSJYsDJvL/

■2020年サンリオキャラクター⼤賞 最終順位

「ごろんごろんタンゴ」動画

■歴代1位キャラクター

投票総数︓ 1,455万6,939票
投票期間︓2020年4⽉10⽇(⾦)〜5⽉25⽇(⽉)
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■概要
今年のテーマ「新しい世界の⽬撃者になれ 〜キミの応援が未来を変える〜」 には、2020年8⽉に創業60周年を迎えたサ
ンリオがこれから創っていく「新しい世界」を、「⽬撃者」としてみなさまに⾒届けて欲しいという想いを込めました。

2021年サンリオキャラクター⼤賞
タイトル

︓ 2021年サンリオキャラクター⼤賞

スケジュール

︓ 投票期間 4⽉9⽇(⾦)〜5⽉24⽇(⽉)
※WEB投票は4⽉9⽇(⾦)11時〜5⽉24⽇(⽉)13時まで
※いちご新聞投票のみ4⽉10⽇(⼟)〜

速報発表 4⽉14⽇(⽔) 13時
「Sanrio＋」会員限定中間発表 4⽉28⽇(⽔) 12時
中間発表 5⽉13⽇(⽊) 13時
結果発表 6⽉8⽇(⽕) 夜 オンライン配信にて実施

2021年サンリオキャラクター⼤賞 コラボ部⾨
タイトル

︓ 2021年サンリオキャラクター⼤賞 コラボ部⾨

スケジュール

︓ 投票期間 4⽉9⽇(⾦)11時〜5⽉24⽇(⽉)13時
結果発表 6⽉8⽇(⽕) 夜 オンライン配信にて実施

■投票⽅法
①WEB投票
投票サイトから好きなキャラクターを選び、スマホ端末で投票。各キャラクターへ1⽇1回投票できます。
投票期間︓4⽉9⽇(⾦)11時〜5⽉24⽇(⽉)13時まで
※パソコン・タブレットからの投票は受け付けておりませんのでご了承ください。

②お店で投票
※新型コロナウイルス(COVID-19)感染症拡⼤防⽌のため、店舗の運営情報については、 「サンリオ公
式ホームページ」にてご確認ください。 https://www.sanrio.co.jp/information/20200326/

サンリオショップで1,100円(税込)以上のお買い上げで、550円(税込)ごとに1枚投票チップをお渡しし
ます(最⼤20枚まで)。そのチップを売り場内に設置されている投票BOXの応援したいキャラクターに投票
してください。キャラクター⼤賞に合わせて、キャラクターのバリエーションを増やしたグッズも登場します。
投票期間︓4⽉9⽇(⾦)〜5⽉24⽇(⽉)の各店閉店時間まで
※チップ1枚につき3票分としてカウントします。

投票BOX

③サンリオオンラインショップで投票
サンリオオンラインショップでお買い物後、購⼊完了ページのバナーから、投票したいキャラクターを選ぶと、 そのキャラクターに18
票分が投票されます。
投票期間︓4⽉9⽇(⾦)11時〜5⽉24⽇(⽉)13時まで
※購⼊⾦額に関係なく、 1回のお買い物につき、1キャラクターのみ投票ができます ※注⽂をキャンセルした場合、投票は無効になります。

④いちご新聞
5⽉号(4⽉10⽇(⼟)発売)、6⽉号(5⽉10⽇(⽉)発売)の投票⽤紙を切り取り、ハガキに貼る
か封筒に⼊れていちご新聞編集局宛に郵送してください。1枚の投票⽤紙で5キャラクターまで投
票できます。
投票期間︓4⽉10⽇(⼟)〜5⽉17⽇(⽉)当⽇消印有効
※投票⽤紙1枚につき各キャラクター2票分としてカウントします。
※同じキャラクターを重複して記⼊することはできません。

いちご新聞 220円(税込)

⑤【「Sanrio＋」会員限定】スマイル投票(サンリオショップ「チップde投票」・WEB投票)
★サンリオショップ「チップde投票」
サンリオショップでは「Sanrio+」の「スマイル」を使って、100スマイルごとにチップ２枚と交換し投票できます。(1回の交換は、
最⼤1,000スマイル(チップ20枚)まで) ※チップ1枚につき3票分としてカウントします。
★WEB投票
投票サイトでは「Sanrio+」IDでログインし、「スマイル」を使って50スマイルごとに1回投票できます。(1⽇最⼤500スマイ
ルまで使⽤可能) ※スマイルを使ったWEB投票は1回につき2票分としてカウントします。
⑥【「Sanrio＋」会員限定】チケット投票(WEB投票)
★あいことばさがし
サンリオとコラボレーションしている企業のホームページやお店など、様々なところに設置している
「あいことば」を⾒つけると、投票サイトで追加で投票できる「投票チケット」がもらえます。「投票
チケット」1枚につき、1回追加投票ができます。※投票サイトでは「Sanrio+」IDでログイン
が必要です。※各「あいことば」で投票ができるのは1回のみです。

詳細URL︓https://www.sanrio.co.jp/news/mx-ranking2021-aikotoba-20210331
★まいにち投票スタンプ
投票サイトでは「Sanrio+」IDでログインしてから投票すると、1⽇1つスタンプが貯まります。5
つスタンプを貯めるごとに、「投票チケット」が5枚もらえます。「投票チケット」1枚につき、1回追
加投票ができます。投票開始⽇の4⽉9⽇から毎⽇⽋かさずスタンプを貯めると、 投票最終
⽇の5⽉24⽇(46⽇⽬)にさらなるボーナス特典を獲得できます。
⑦サンリオとコラボレーションしている企業のサービスでの投票
サンリオとコラボレーションしている企業のサービスを利⽤し、投票することもできます。投票期間や、投票⽅法などの詳細は各
URLからご確認ください。
投票⽅法
サンリオキャラクターズとコラボしている⽂房具カフェへ⾏って投票

企業名
⽂房具カフェ

セブン-イレブンの店頭マルチコピー機でキャラクターのポストカードを購⼊して投票 ㈱セブンドリームドットコム
新江ノ島⽔族館へ⾏って投票
㈱新江ノ島⽔族館
⾏って投票 「ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ」に宿泊、またはホテル内のショップを利⽤し
ホテル沖縄
て投票
ナムコのお店で対象クレーンゲーム機に500円(税込)を投⼊するか、ナムコポイン
㈱バンダイナムコアミューズメント
トアプリで1000ポイントを消費して1回投票
対象のプリ機「THECANDYSTUDIO」をプレイして「ピクトリンク」特設ページから
フリュー㈱
投票
80キャラクターのコラボ歩数計の中から推しキャラクターを予約購⼊して投票

㈱タニタ

80キャラクターのスマートフォンケースの中から推しキャラクターを予約購⼊して投票 ㈱河島製作所
購⼊予約
で投票 全80キャラクターのジュエリーデザインの商品化を⽬指すMakuakeのプロジェクトを
㈱U-treasure
応援購⼊して、⽬標⾦額達成で投票
※⽬標⾦額に達成しなかったキャラクターは商品化されません。(票も無効となります。)
㈱マクアケ

詳細URL
https://www.bun-cafe.com/archives/149078#

https://www.sej.co.jp/products/bromide/srbro
mide2104.html
https://www.enosui.com/evententry.php?eid=
01913
https://hotel-okinawa.com/
https://bandainamcoam.co.jp/#utm_source=homepage&utm_medi
um=banner&utm_campaign=sanrio
https://sp.pictlink.com/sp/puri_news?links=sa
nrio#/8323

https://shop.tanita.co.jp/sanrio/

https://item.rakuten.co.jp/kawashimass/c/000
0000460/

https://www.makuake.com/event/sanrio_char
acterranking_2021

※⽬標⾦額に達成しなかった場合は全額返⾦いたします。

バーチャルライブ配信アプリ「REALITY」にログインしたり、サンリオコラボガチャを購
リアリティ㈱
⼊して投票
「サンリオ forスゴ得」で投票
㈱NTTドコモ
モイ㈱
アプリや ツイキャスのキャンペーンに応募＆配信中にサンリオアイテムを使って投票
コンテンツで
アプリ「ハローキティワールド2」にログインして投票
㈱アクセスブライト
投票
アプリ「ハロースイートデイズ」にログインしたり、ハッピーバッグ【7回プラス】を利⽤して
ココネ㈱
投票
アプリゲーム「SHOW BY ROCK!! Fes A Live」にログインするともらえる【投票
券】で投票したり、アイテムパックを購⼊して投票

㈱スクウェア・エニックス

https://app.adjust.com/sojwci6_lv1mw2d

https://pr.imgs.jp/r.php?WoxBtj78nB

https://cas.st/cp/sanrio2021

https://kitty2.page.link/KPo2
https://app.adjust.com/xu0zlus

https://showbyrock-fes.com/

■サンリオショップ投票プレゼントキャンペーン
サンリオショップで「Sanrio+」の「スマイル」で投票すると、300スマイルごとに１枚オリジナル
ポストカードをプレゼント。期間ごとに登場するキャラクターのラインアップが変わります。
※オリジナルポストカードのデザインは選べません。 ※なくなり次第終了となります。

詳細URL︓https://www.sanrio.co.jp/news/mx-ranking2021-sanrioplus-novelty-20210409/
ポストカード

■全国でキャラクター担当デザイナーサイン会を実施︕
「2021年サンリオキャラクター⼤賞」投票期間中、応援イベントとしてキャラクター担当デ
ザイナーによるサイン会を実施します。サンリオ会員アプリ「Sanrio＋」上からスマイルを使
⽤して事前抽選に申し込み、抽選で当選した⽅のみ参加することができます。
担当デザイナーサイン会に参加した⽅には3枚投票チップをお渡しします。そのチップを売り
場内に設置されている投票BOXの応援したいキャラクターに投票してください。
※チップ1枚につき3票分としてカウントします。
※イベントは中⽌になる場合もございますのであらかじめご了承ください。

このほかライブキャラクターのグリーティングイベントも開催いたします。 詳細は下記URLに
てご確認ください。
参加⽅法
・サンリオ会員アプリ「Sanrio＋」上からスマイルを使⽤して事前抽選に申し込み、当選した⽅のみ参加することができます。
・当選したお客様は、サイン会当⽇に対象店舗で該当キャラクターの商品を含む4,400円(税込)以上、お買い上げいただ
く必要があります。
・事前抽選申し込み⽅法や注意事項等は、下記の詳細ぺージをご覧ください。
詳細URL︓https://www.sanrio.co.jp/news/mx-ranking2021-event-20210322/
5⽉開催分の事前抽選申し込み期間︓4⽉9⽇(⾦)12時〜4⽉16⽇(⾦)20時
⽇程
5⽉1⽇(⼟)
5⽉5⽇(⽔)
5⽉15⽇(⼟)

イベント
マイメロディ・クロミ担当デザイナーサイン会
ハンギョドン・バッドばつ丸担当デザイナーサイン会
タキシードサム担当デザイナーサイン会

店舗名
Sanrio vivitix 横浜ジョイナス店
東武百貨店池袋店 1F サンリオ
Sanrioworld GINZA 2F

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。
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「サンリオキャラクター⼤賞」に関するお問い合わせ先
株式会社サンリオ マーケティング本部
TEL︓03-3779-8051
URL︓ http://www.sanrio.co.jp/
〒141-8603 東京都品川区⼤崎1-11-1
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