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「Helllo Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」1 月 14 日(金)先行オープン

期間限定店「シナモロール 20th アニバーサリーショップ」
全国のサンリオショップにもショップインショップとして登場

©️2022 SANRIO CO.,LTD. 著作（株）サンリオ
株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦、以下サンリオ）は、
「シナモロール」
（愛
称：シナモン）のデビュー20 周年アニバーサリー企画として、東京・お台場の直営店「Helllo Kitty
Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」をシナモンが大きなお耳でふわふわと飛んでいるお空の色「シナ
モロールブルー」をテーマに「シナモロール 20th アニバーサリーショップ」として、2022 年 1 月 14 日
（金）〜4 月 7 日（木）の期間限定でリニューアルオープンいたします。
入口では「20」の形をした雲に乗ったシナモロールがお出迎えし、「シナモロールブルー」の店内で、
シナモロールをはじめとするサンリオのキャラクター商品のお買い物を楽しんでいただけるショップで
す。また 20 年間を振り返り、代表的な 34 デザインのパネルを展示し、パネルのプレゼントキャンペー
ンも実施します。さらに水色のソフトクリームやフォトスポット、韓国発 4 コマプリント写真機のシナ
モロール新フレームが登場します。
「シナモロール」は、人気投票企画「サンリオキャラクター大賞」にて 2 年連続で 1 位を獲得するな
ど、ふわふわ、癒しのイメージで、若い女性を中心に幅広い年齢層に人気のキャラクターです。「シナ
モロール 20th アニバーサリーショップ」は、今回の期間限定ショップを皮切りに、ショップインショ
ップとして全国のサンリオショップ 19 店舗（サンリオオンラインショップを含む）に登場します。

◆シナモロール 20th アニバーサリーショップ基本情報
1. 会場：
「Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」
2. 住所：〒135-0064 東京都江東区青海 1 丁目 1 番 10 号 ダイバーシティ東京 プラザ 2 階
3. アクセス：りんかい線「東京テレポート」駅 徒歩 3 分 ゆりかもめ「台場」駅 徒歩 5 分
4. 電話番号：03-3527-6118
5. 営業時間：平日 11：00～20：00 土日祝 10：00～20：00
6. 店舗面積：約 70 坪
7. 取扱商品点数：約 2,500 アイテム
8.店舗情報サイト http://www.sanrio.co.jp/shop/sh6204120

① 当店限定！シナモロールブルーソフトを発売
20 周年キービジュアルのモナカ付きのミルク味のソフトクリームが登場します。
スプーンにはシナモロールがデザインされており、コーンまたはカップからお選
びいただけます。
・商品名/価格（税込） シナモロールブルーソフト（400 円）
・販売期間：2022 年 1 月 14 日（金）〜4 月 7 日（木）
※画像はイメージです。

②販売商品のご紹介（一部）
シナモロールコーナーでは、ぬいぐるみなどの定番商品をはじめ、アイドルなどのファン活動がより一
層楽しくなるグッズシリーズ「サンリオキャラクターエンジョイアイドルシリーズ」などの商品をライ
ンアップします。3 月にはバースデーを記念した商品シリーズや「シナモロール 20th アニバーサリーシ
ョップ」限定のぬいぐるみ、マスコットブローチ、シークレットピンズ、トートバックなどの発売を予
定しています。詳細は 2⽉下旬にサンリオ公式ホームページにて公開予定です。

（バースデーデザインシリーズイメージ）
③ヒストリカルデザインパネルを展示＆お買い上げ特典
20 年を振り返り、代表的な 34 デザインのパネルを展示します。パネルは担当デザイナーのサイン入
りで、抽選で 34 名様にプレゼントいたします。シナモロールの商品を含む税込 2,200 円以上お買い
上げの方でご希望の方に応募用紙をお渡しいたします。
(概要)
・応募期間：1 月 14 日（金）〜3 月 6 日（日）
（ 月 11 日（金）店頭掲示およびサンリオショップ情報【公式】Twitter(@sanrioshop_info)
・当選者発表：3
・引き換え期間：3 月 18 日（金）〜4 月 30 日（土）
（ヒストリカルデザイン一例）
※プレゼントは店頭のみお渡しとなります。発送はいたしかねます。
※引換期間は変更になる場合もございます。予めご了承ください。
※引換期間を過ぎた場合は無効となります。

③プリント写真機やフォトスポットも 20 周年限定デザインに変身！
韓国発 4 コマプリント写真機「Photo
Signature」にシナモロールの 20th ア
ニバーサリーショップ限定フレーム
（全 3 種）が登場します。ポラロイド
カメラで撮ったような雰囲気が魅力的
で、まるで 4 コマ漫画のような写真を
撮ることが出来ます。
（料金：1 回 500
円）
またトリックアートを使用したフォトスポットも登場します。お空の雲に乗ってシナモロールたちと
一緒にお祝いしているような写真を撮ることが出来ます。

●サンリオショップ内に「シナモロール 20th アニバーサリーショップ」が登場
サンリオオンラインショップを含む 20 店舗のサンリオショップに
て、20 周年を記念したアニバーサリーショップ限定グッズが購入で
きるショップインショップが登場します。
（概要）
・期間：2022 年 3 月 4 日（金）～4 月 7 日（木）
・開催店舗
（1/14 先行開催）Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店
・サンリオオンラインショップ ※サンリオオンラインショップは 3 月 3 日（木）より開催
・Sanrio Gift Gate 札幌アピア店
・Sanrio Gift Gate 名古屋 mozo ワンダーシティ店
・Sanrio Gift Gate イオンモール名取店
・サンリオギャラリー京都店
・Sanrioworld GINZA 2F
・Sanrio Gift Gate イオンモール岡山店
・Sanrio Gift Gate アドホック新宿店
・Sanrio Gift Gate エミフル MASAKI 店
・Sanrio vivitix サンシャインシティアルパ店
・サンリオギャラリー博多店
・東武百貨店 池袋店 1F サンリオ
・Sanrio Gift Gate サンエー那覇メインプレイス店
・Sanrio Gift Gate ららぽーと横浜店
・Sanrio now!!!ルミネエスト新宿店
・Sanrio Gift Gate ららぽーと TOKYO-BAY 店
・Sanrio now!!!LUCUA1100 店
・Sanrio そごう千葉店
・Sanrio vivitix HEP FIVE 店 ※Sanrio vivitix HEP FIVE 店は 3 月 17 日（木）～4 月 3 日（日）開催

●シナモロールについて
2001 年にサンリオがデザイン制作し、翌 2002 年 5 月に商品発売を開始した白いこいぬの男のコとい
う設定のキャラクターです。「サンリオキャラクター大賞」では 2020 年、2021 年と 2 年連続で 1 位
にランクインしました。シナモロール 20 周年を記念し期間限定でスペシャルサイトをオープンし、
20 年の思い出をファンの皆様と振り返るとともに、新たな情報を発信してまいります。
20 周年スペシャルサイト「シナモロールランド」
URL: https://47mon20th.sanrio.co.jp/ （1 月 14 日公開予定）
（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、雲のようにフワフワ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しっぽ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。
“シナモン”はやさしいお姉さんと、おいしいシナモンロールがとても気に入りカフェに居着いてし
まいます。今ではすっかり“カフェ・シナモン”の看板犬としてみんなの人気者です。
（シナモンについて）
名前：シナモン（しっぽがシナモンロールのように丸まっているから）
誕生日：3 月 6 日
生まれたところ：遠いお空の雲の上（シナモンのおめめはお空の色）
住んでいるところ：
「カフェ・シナモン」
性格：おとなしいけれど、とても人なつっこくて、お客さんのひざの上で寝ちゃうことも・・・。
特技：大きな耳でお空を飛ぶこと。
趣味：カフェのテラスでお昼寝。
好きなもの：
「カフェ・シナモン」名物のシナモンロール

●Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店について
2021 年 10 月 8 日から 2021 年 1 月 10 日までの期間
限定で、自称マイメロディのライバルという設定で
Z 世代にも人気の高いキャラクターの「クロミ」が
いたずらでお店に魔法をかけたというオリジナルス
トーリーをもとに、ピンクや赤の明るい色味からモ
ノトーンのショップに変身しました。
イベント限定商品、スイーツ、韓国発 4 コマプリン
ト写真機のサンリオキャラクターフレームを初導入
したほか、トリックアートのフォトスポットなども
登場しました。

＜本件に関する報道関係問合せ先＞
株式会社サンリオ 社長室 広報課 TEL (03) 3779-8110
E-Mail sanriopr@sanrio.co.jp

