PRESS RELEASE
＜報道関係各位＞

2022年3⽉8⽇
株式会社サンリオ

サンリオキャラクターを推しまくる、年に⼀度の⼈気投票企画、今年も開催︕

『2022年サンリオキャラクター⼤賞』開催決定
今年のテーマはColorful! サンリオキャラクターたちによる、かわいくて熱い戦いが始まる︕
投票期間︓4⽉8⽇(⾦)〜5⽉23⽇(⽉) 結果発表︓6⽉12⽇(⽇)

本⽇よりエントリー80キャラクターを公式ツイッターで順次発表
詳細URL︓ https://www.sanrio.co.jp/news/mx-ranking2022-20220308
投票サイトURL︓https://ranking.sanrio.co.jp (※1)

株式会社サンリオ(本社︓東京都品川区 代表取締役社⻑︓¥ 朋邦、以下サンリオ)は、今年37回⽬を迎えるサンリオキャ
ラクターの⼈気投票企画「2022年サンリオキャラクター⼤賞」を、4⽉8⽇(⾦)〜5⽉23⽇(⽉)まで開催いたします。また、企
業や地⽅⾃治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ26組がエントリーする「2022年サンリオキャラク
ター⼤賞 パートナー部⾨」(※2)も同時開催いたします。

2022年サンリオキャラクター⼤賞 キービジュアル

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。
エントリーする80キャラクターは、 「サンリオキャラクター⼤賞」公式ツイッターアカウントにて本⽇から順次発表いたします。また、
「2022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や、ライブキャラ
クターのグリーティングイベントの実施が決定しました。
(※1)投票サイトでの投票は、4⽉8⽇(⾦)11時より可能です。
(※2)2021年まで「サンリオキャラクター⼤賞 コラボ部⾨」として実施していましたが、本年度より名称を変更いたします。

■テーマは「Colorful! 〜みんなで⾊とりどりの笑顔を咲かそう〜」
今年のテーマ「Colorful! 〜みんなで⾊とりどりの笑顔を咲かそう〜」 には、サンリオの新ビジョン「One World, Connecting
Smiles.」に含まれる「笑顔」というワードを取り⼊れ、「サンリオキャラクター⼤賞」はみんなが「笑顔」になれる場であってほしい、とい
う想いを込めました。また、「Colorful」や「⾊とりどり」は、サンリオキャラクターたちの多様性を表しています。ビジュアルデザインでは、
個性豊かなキャラクターたちが「Colorful」な花を⾝に纏い、「笑顔」を咲かせている様⼦を描いています。
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■概要
2022年サンリオキャラクター⼤賞
タイトル

︓ 2022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8⽇(⾦)〜5⽉23⽇(⽉) ※いちご新聞投票のみ4⽉10⽇(⽇)〜
速報発表 4⽉13⽇(⽔) 13時
「Sanrio＋」会員限定中間発表 4⽉27⽇(⽔) 12時
中間発表 5⽉12⽇(⽊) 13時
結果発表 6⽉12⽇(⽇) ※詳細は後⽇発表
※実施時間については変更の可能性があります。

参加キャラクター

︓ 80キャラクター

2022年サンリオキャラクター⼤賞 パートナー部⾨
タイトル

︓ 2022年サンリオキャラクター⼤賞 パートナー部⾨

スケジュール

︓ 投票期間 4⽉8⽇(⾦)〜5⽉23⽇(⽉)
結果発表 6⽉12⽇(⽇) ※詳細は後⽇発表

参加キャラクター

︓ 26組

■公式ツイッターアカウントでエントリー80キャラクターを毎⽇発表︕
3⽉8⽇(⽕)から3⽉31⽇(⽊)まで、「サンリオキャラクター⼤賞」公式ツイッ
ターアカウントにて、今年エントリーする80キャラクターを毎⽇発表いたします。
昨年に引き続き、クロミとバッドばつ丸、ハンギョドンの3キャラクターが進⾏役を
つとめます。投票期間中も、今年の「サンリオキャラクター⼤賞」をより⼀層お
楽しみいただけるよう、エントリーキャラクターの魅⼒をお届けします。ぜひ「サン
リオキャラクター⼤賞」公式ツイッターアカウントをフォローして、エントリーキャラク
ターや⾃分の推しキャラクターをチェックしてみてくださいね。
「サンリオキャラクター⼤賞」公式ツイッターアカウント(@sanrio_ranking)︓https://twitter.com/sanrio_ranking

■投票⽅法
「サンリオキャラクター⼤賞」は、年齢・性別を問わずどなたでも投票できます。
①WEB投票
②サンリオショップで投票(チップde投票)
③サンリオオンラインショップで投票
④いちご新聞投票
5⽉号(4⽉10⽇(⽇)発売)、6⽉号(5⽉10⽇(⽕)発売)についている投票⽤紙を使⽤して投票できます。
※いちご新聞投票のみ4⽉10⽇(⽇)〜

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)
⑥【「Sanrio＋」会員限定】まいにち投票スタンプ チケット投票(WEB投票)
⑦【「Sanrio＋」会員限定】あいことば投票(WEB投票)
⑧サンリオ以外での投票
※各投票⽅法の詳細は後⽇発表いたします。

「Sanrio＋」とは
サンリオの会員サービスです。サンリオショップや、サンリオオンラインショップ、ピューロランドでのお買
い物や、サービスを利⽤すると「スマイル」というポイントが貯まり、その貯まった「スマイル」でギフト
や特典を受け取ることができます。
詳細URL︓https://www.sanrio.co.jp/sanrioplus/
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■全国で、グリーティングイベントとキャラクター担当デザイナーサイン会(第1弾)を実施
投票期間中、応援イベントとしてライブキャラクターと⼀緒に写真撮影ができる
「キャラクターグリーティング」と、各キャラクターの「担当デザイナーサイン会」を実
施いたします。「キャラクターグリーティング」は、サンリオ会員アプリ「Sanrio＋」
上で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、「担当デザイ
ナーサイン会」は「Sanrio＋」上での事前抽選に当選した⽅と当⽇抽選に当
選した⽅(当⽇抽選を実施しない店舗もございます。)がご参加いただけます。
「キャラクターグリーティング」に参加した⽅には2枚、「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。

参加⽅法
・事前抽選︓サンリオ会員アプリ「Sanrio＋」上でスマイルを使⽤して事前抽選にお申し込みください。
当⽇抽選︓イベント当⽇、当⽇抽選受付時間に待機列へお並びください。スマイルを使⽤して抽選にお申し込みいただきます。
・当選したお客様は、「キャラクターグリーティング」または「担当デザイナーサイン会」当⽇に対象店舗で⼀定⾦額以上お買い上
げいただく必要があります。(「キャラクターグリーティング」は1,100円(税込)以上、「担当デザイナーサイン会」は該当キャラクター
の商品を含む4,400円(税込)以上)
・事前抽選申し込み⽅法や注意事項等は、下記の詳細URLをご覧ください。
詳細URL︓https://www.sanrio.co.jp/news/mx-ranking2022-event-20220308
第1弾開催分の事前抽選申し込み期間︓3⽉8⽇(⽕)〜3⽉15⽇(⽕)20時
※第2弾については、4⽉上旬にサンリオ公式ホームページにて発表いたします。

「キャラクターグリーティング」第1弾 スケジュール
⽇程
4⽉9⽇(⼟)
4⽉16⽇(⼟)
4⽉23⽇(⼟)
4⽉29⽇(⾦・祝)
4⽉30⽇(⼟)
5⽉3⽇(⽕・祝)

クロミ
ハンギョドン
あひるのペックル
こぎみゅん
シナモロール
ポチャッコ

登場キャラクター

店舗名
⼤丸 梅⽥店 5F サンリオ
Sanrio Gift Gate タカシマヤ ゲートタワーモール店
Sanrio アミュプラザ⿅児島店
Sanrio Gift Gate ⼩⽥原ダイナシティ店
Sanrioworld GINZA 2F
Sanrio Gift Gate イオンモール名取店

「担当デザイナーサイン会」第1弾 スケジュール
⽇程
4⽉16⽇(⼟)
4⽉23⽇(⼟)
4⽉29⽇(⾦・祝)

イベント
ポムポムプリン担当デザイナーサイン会
ポチャッコ・あひるのペックル担当デザイナーサイン会
シナモロール担当デザイナーサイン会

店舗名
Sanrioworld GINZA 2F
そごう 横浜店 8F サンリオ
Sanrio vivitix 横浜ジョイナス店

■サンリオピューロランド、ハーモニーランドでは、「サンリオキャラクター⼤賞」開催記念
グリーティングイベントを実施︕
「サンリオピューロランド」では、4⽉から「2022年サンリオキャラクター⼤賞」にエントリーするキャラクターが順番にグリーティング
に登場予定です。詳細は、3⽉下旬にサンリオピューロランド公式ホームページにて発表いたします。
「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」では、「みんなで応援しよう︕グリーティ
ング」を実施します。エントリーキャラクターがグリーティングに登場し、いつもとは違う
「ありがとう︕頑張るね︕」の気持ちを込めたアクションで、ファンの皆さんの応援に応
えます。グリーティング参加者には、限定ポストカードのプレゼントもご⽤意しています。
詳しくは、下記の詳細URLをご覧ください。
「みんなで応援しよう︕グリーティング」詳細
実施⽇

︓4⽉8⽇(⾦)・11⽇(⽉)・12⽇(⽕)・15⽇(⾦)・18⽇(⽉)・19⽇(⽕)・22⽇(⾦) 各⽇16時〜

詳細URL︓ https://www.harmonyland.jp/sp/c-taishou/index.html
©ʼ22 SANRIO

S/D・G

S/F・G

SP-M

著作（株）サンリオ

■ 新キャラクタープロジェクトが開催決定︕
サンリオの新キャラクタープロジェクトの開催を、「2022年サンリオキャラクター⼤賞」期間中の5⽉頃より予定しておりま
す。詳細は追って公開いたします。

■ 「2022年サンリオキャラクター⼤賞」連携企画「東京モノレール スタンプラリー」開催決定
東京モノレールの駅・沿線施設に設置したスタンプを5個集めた⽅に、ゴール(浜
松町駅・⽻⽥空港第2ターミナル駅)にてもれなく投票⽤紙3枚(3票分)と、先
着でオリジナル賞品をプレゼント。前期と後期でスタンプのキャラクターが異なりま
すので、ぜひ全10キャラクターのスタンプをお集めください。詳細は4⽉上旬にあ
らためてお知らせいたしますので、サンリオ及び東京モノレールのホームページやツ
イッター等でご確認ください。
※投票⽤紙はゴール駅に設置されている投票箱でご使⽤いただけます。
・スタンプラリー開催期間
前期︓4⽉8⽇(⾦)〜4⽉30⽇(⼟)
後期︓5⽉1⽇(⽇)〜5⽉22⽇(⽇)

【参考情報】
■「2021年サンリオキャラクター⼤賞」 最終順位

■歴代1位キャラクター

投票総数︓2,134万6,750票(歴代最多)
投票期間︓2021年4⽉9⽇(⾦)〜5⽉24⽇(⽉)

1986 ザシキブタ

2004 ハローキティ

1987 マロンクリーム

2005 ハローキティ

1988 みんなのたあ坊

2006 ハローキティ

1989 みんなのたあ坊

2007 ハローキティ

1990 けろけろけろっぴ

2008 ハローキティ

1991 ポチャッコ

2009 ハローキティ

1992 ポチャッコ

2010 マイメロディ

1993 ポチャッコ

2011 マイメロディ

1994 ポチャッコ

2012 ハローキティ

1995 ポチャッコ

2013 ハローキティ

1996 バッドばつ丸

2014 マイメロディ

1997 ポムポムプリン

2015 ポムポムプリン

1998 ハローキティ

2016 ポムポムプリン

1999 ハローキティ

2017 シナモロール

2000 ハローキティ

2018 シナモロール

2001 ハローキティ

2019 ハローキティ

2002 ハローキティ

2020 シナモロール

2003 ハローキティ

2021 シナモロール

※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︓https://www.sanrio.co.jp/
〒141-8603 東京都品川区⼤崎1-11-1
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