PRESS RELEASE
＜報道関係各位＞

2022年4⽉13⽇
株式会社サンリオ

速報1位は、⾃⾝初の3連覇を狙う「シナモロール」︕「ハンギョドン」がTOP10⼊りの⼤躍進

『2022年サンリオキャラクター⼤賞』速報順位発表︕
サンリオファンのための特別イベント「2022 SANRIO FES」開催決定
速報結果発表ページURL︓https://ranking.sanrio.co.jp/report_firstday/
「2022 SANRIO FES」詳細URL︓https://fes.sanrio.co.jp/

6⽉12⽇(⽇)にオフライン(リアル)・オンライン同時開催︕結果発表を3年ぶりに有観客で実施︕
株式会社サンリオ(本社︓東京都品川区 代表取締役社⻑︓8 朋邦(以下サンリオ))は、 4⽉8⽇(⾦)から開催しているサ
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」の、速報順位上位10位までを発表いたします。この結果
は、4⽉8⽇(⾦)11時から4⽉10⽇(⽇)23時59分までのWEB投票のみを集計した順位です(その他サンリオショップでの投票
などは含みません)。
また、サンリオファンのための1⽇限りの特別イベント「2022 SANRIO FES」を、 6⽉12⽇(⽇)にオフライン(リアル)とオンライン
で同時開催することが決定しました。本イベントでは、「2022年サンリオキャラクター⼤賞」の結果発表を3年ぶりに有観客で実
施するほか、サンリオキャラクターたちによるスペシャルステージや、キャラクターの世界観を楽しめるキャラクターブースなど、サンリオ
キャラクターたちの魅⼒を存分に体感できるコンテンツを⽤意しています。

■速報順位発表
速報1位は、⾃⾝初の3連覇を狙う「シナモロール」︕「ハンギョドン」がTOP10⼊りの⼤躍進
「クロミ」の勢いにも注⽬
速報結果で1位にランクインしたのは、今年デビュー20周年を迎えた「シナモロール」
(昨年1位)。⾃⾝初の3連覇に向けて好発進を切りました。2位には「ポムポムプリ
ン」(昨年2位)、3位には「ポチャッコ」(昨年3位)がランクインし、サンリオの3⼤”⽝キャ
ラクター“が上位を独占する結果となりました。昨年11年ぶりにTOP5⼊りした「クロミ」
(昨年5位)が、「ハローキティ」(昨年6位)や「マイメロディ」(昨年4位)を抑えて4位に
ランクインし勢いを⾒せたほか、「ハンギョドン」(昨年13位)が⼤躍進し7位にランクイ
ンしました。「ハンギョドン」と同じ『はぴだんぶい』のメンバーである「タキシードサム」(昨
年9位)は8位、「バッドばつ丸」(昨年14位)は3年連続で速報10位につけており、9
位の「リトルツインスターズ」(昨年7位)とともに今後の追い上げに注⽬です。
投票期間は5⽉23⽇(⽉)まで。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2弾)も、4⽉15⽇(⾦)20時まで抽選申し込みを受付中です。次の中間
発表は、5⽉12⽇(⽊)13時に⾏います。
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■結果発表ステージも︕サンリオファンのための特別イベント「2022 SANRIO FES」開催決定︕
サンリオファンのための1⽇限りの特別イベント「2022 SANRIO FES」を、6⽉12⽇(⽇)
にオフライン(リアル)とオンラインにて同時開催いたします。
本イベントは2部構成で、第1部は「2022年サンリオキャラクター⼤賞」の結果発表を3年
ぶりに有観客で実施し、第2部はサンリオキャラクターたちによるスペシャルステージを上演
いたします。また、どちらもオンライン配信(無料)を実施します。そのほか、会場にはキャラク
ターの世界観を体験できるキャラクターブースやグッズコーナーなども⽤意します。
第1部の「2022年サンリオキャラクター⼤賞」結果発表ステージの会場観覧チケットのみ
有料(抽選)で、4⽉14⽇(⽊)よりローソンチケットにて抽選申し込みを開始します。第1
部、第2部の無料チケット詳細は、5⽉中旬ごろにイベント詳細と合わせて発表予定です。
イベント名

2022 SANRIO FES

開催⽇時

6⽉12⽇(⽇)
第1部 12時開場ー15時閉場
第2部 16時30分開場ー19時30分閉場

開催場所

パシフィコ横浜ノース
〒220-0012 神奈川県横浜市⻄区みなとみらい1-1-1

チケット料⾦

・第1部「2022年サンリオキャラクター⼤賞」結果発表ステージ会場観覧チケットのみ有料(抽選)
チケット料⾦︓3,000円(税込) オリジナルアクリルキーホルダー付き
チケット申し込み期間︓4⽉14⽇(⽊)10時〜4⽉24⽇(⽇)23時59分
チケット抽選結果発表︓4⽉28⽇(⽊)12時〜
チケット販売ページ︓https://l-tike.com/2022sanriofes

オリジナル
アクリルキーホルダー

※結果発表ステージ会場観覧チケットで、第1部開催時間中は他のブースも⼊場可能です。
※座席指定はできません。

イベント内容
オンライン配信

・第1部⼊場チケット、第2部チケットは無料
第1部 「2022年サンリオキャラクター⼤賞」結果発表、第2部サンリオキャラクタースペシャルステージ
YouTubeサンリオ公式チャンネル https://www.youtube.com/user/sanriojapan
ハローキティ公式LINEアカウント https://lin.ee/7juKjZ

出演者

「2022年サンリオキャラクター⼤賞」上位10位キャラクター and more

運営/技術協⼒ 株式会社スリーライト、株式会社サイバーエージェント、株式会社CyberHuman Productions、
株式会社CA Future Event
詳細URL

https://fes.sanrio.co.jp/

■4⽉18⽇(⽉)より、全国のスーパーや量販店で「サンリオキャラクターズ ウエハース」発売開始︕
「2022年サンリオキャラクター⼤賞」への投票ができる「あいことば」を⼊⼿できるウエハースが登
場。イチゴクリーム味のウエハースにサンリオキャラクターのメタリックプラカード(全24種)が1枚つ
いています。
価

格︓132円(税込)

詳細URL︓ https://www.bandai.co.jp/candy/products/2022/4549660738206000.html

※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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■概要
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。

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)
※WEB投票は4⽉8⽇(⾦)11時〜5⽉23⽇(⽉)13時まで
※いちご新聞投票のみ4⽉10⽇(⽇)〜

速報発表(1〜10位) 4⽉13⽇(⽔) 13時
「Sanrio＋」会員限定中間発表(1~20位) 4⽉27⽇(⽔) 12時
中間発表(1〜20位) 5⽉12⽇(⽊) 13時
※「Sanrio＋」会員は投票サイトでログインすると全順位(1位〜80位)を⾒ることができます。

結果発表(1〜80位) 6⽉12⽇(⽇) 14時
※実施時間については変更の可能性があります。
★中間発表は、「サンリオキャラクター⼤賞」公式ツイッターにて、各⽇12時よりカウントダウン形式でいち早く発表
していきます。

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)11時〜5⽉23⽇(⽉)13時
結果発表 6⽉12⽇(⽇) ※詳細は後⽇発表

■投票⽅法

※パートナー部⾨はWEB投票のみです。

①WEB投票
投票サイトから応援したいキャラクターを選び、パソコン・スマホ・タブレット端末で投票。各キャラクターへ1⽇1回投票できます。
※英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語に対応しています。

投票期間︓4⽉8⽇(⾦)11時〜5⽉23⽇(⽉)13時まで
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/20210425-02/

サンリオショップで1,100円(税込)以上お買い上げいただくと、550円(税込)ごとに1枚投票チップがもら
えます(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。※チップ1枚につき3票分としてカウントします。
投票期間︓4⽉8⽇(⾦)〜5⽉23⽇(⽉)の各店閉店時間まで

投票BOX

③サンリオオンラインショップ本店で投票

サンリオオンラインショップ本店でお買い物後、ご注⽂完了画⾯にあるバナーをクリックして、投票フォームから応援したいキャラク
ターを選ぶと、 そのキャラクターに18票分投票できます。※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できます。
※ご注⽂をキャンセルした場合、投票は無効になります。※ご注⽂完了画⾯および投票完了前にページを誤って閉じてしまった場合は、無効とさせていただ
きます。

投票期間︓4⽉8⽇(⾦)11時〜5⽉23⽇(⽉)13時まで
④いちご新聞
5⽉号(4⽉10⽇(⽇)発売)、6⽉号(5⽉10⽇(⽕)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枚の投票⽤紙で最⼤5キャラクターまで投票でき
ます。※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。※1枚の投票⽤紙に、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。

投票期間︓4⽉10⽇(⽇)〜5⽉16⽇(⽉)当⽇消印有効
いちご新聞 220円(税込)
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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」
会員アプリ「Sanrio＋」上で、スマイルを「投票クーポン」に交換できます。サンリオショップ店頭で、スマイルと交換した「投票
クーポン」を提⽰すると、1⼝(100スマイル)あたり、投票チップ2枚がもらえます。(クーポンは1⽇に何度も交換可能です。)
※チップ1枚につき3票分としてカウントします。

★WEB投票
投票サイトに「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。) ※投票サイトに初めて「Sanrio＋」IDでログインすると、50スマイルがもらえます。※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】まいにち投票スタンプ チケット投票(WEB投票)
投票サイトに「Sanrio+」IDでログインしてから投票すると、1⽇1つスタンプがもらえます。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回投票
ができます。投票開始⽇の4⽉8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
23⽇(46⽇⽬)に、コンプリートボーナスとして「投票チケット」が3枚もらえます。
⑦【「Sanrio＋」会員限定】あいことばさがし(WEB投票)
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」を⾒つけて、その「あいことば」の近くにあるバナーや2次元コードなどから専⽤の⼊⼒ペー
ジへアクセスし「あいことば」を⼊⼒すると、1つの「あいことば」につき1回投票できます。
※投票サイトでの「Sanrio+」IDによる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⼈1回のみです。
詳細URL︓https://www.sanrio.co.jp/news/mx-ranking2022-aikotoba-20220408

⑧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
詳細URLからご確認ください。
投票⽅法
⾏って
投票

企業名

兵庫県淡路島のハローキティリゾート「HELLO KITTY SMILE」と「HELLO KITTY
SHOW BOX」に⾏って投票
東京モノレールのスタンプラリーに参加や、グッズ購⼊で投票
セブンネットで限定アクリルスタンドを購⼊して投票(全80キャラクター展開)

詳細URL

㈱パソナスマイル

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

東京モノレール㈱

http://www.tokyo-monorail.co.jp/kikilalamonorail/index.html

㈱セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/general/027016/220401s
anrio

セブン-イレブンの店頭マルチコピー機でポストカードを購⼊して投票(全80キャラクター展開) ㈱セブンドリーム・ドットコム

https://www.sej.co.jp/products/bromide/srbrom
ide2204.html

「ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ」に宿泊して投票

ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ

https://hotel-okinawa.com/character_award_22

ナムコのお店で対象クレーンゲーム機に500円を投⼊して1回投票

㈱バンダイナムコアミューズメント

https://bandainamcoam.co.jp/event/game_center/sanrio2022/

㈱バンダイナムコアミューズメント

https://event.bandainamcoam.co.jp/cx/charatai2022/

フリュー㈱

https://sp.pictlink.com/sp/top/information

期間限定のコラボジュースを購⼊して投票

㈱⻘⽊商店

https://k-karin.jp/

松⽵歌舞伎屋本舗で⼀部対象商品を購⼊して投票

松⽵㈱

https://www.shochiku.co.jp/entertainment/good
s/kabukiyahonpo/

アパレルショップでコラボグッズを購⼊して投票

㈱ストライプインターナショナル

https://stripe-club.com/x/2204_sc_sanrio

あすなろ舎オンラインショップで対象グッズを購⼊して投票

㈱あすなろ舎

https://asunaro.shop-pro.jp/

㈱ユートレジャー

https://u-treasure.jp/product/SA0700028100

㈱河島製作所

https://item.rakuten.co.jp/kawashimass/c/0000
000526/

㈱ポニーキャニオンプランニング

https://item.rakuten.co.jp/npcd/c/0000000146/

ココネ㈱

https://app.adjust.com/8gwnkfs

㈱NTTドコモ

https://pr.imgs.jp/r.php?Xlms4CzS6r

㈱スクウェア・エニックス

https://showbyrock-fes.com/

㈱Creative Plus

https://tinypark.jp/

購⼊・利⽤ ⼤阪・梅⽥「Hugood! from NAMJATOWN」の施設を利⽤して投票
して投票 フリューの⼈気プリ機『97％』でサンリオキャラクター⼤賞プリコラボモードで撮影して投票
※4⽉25⽇スタート＆詳細公開

コラボ腕時計を予約購⼊して投票(全80キャラクター展開)
予約購⼊
して投票 スマートフォンケースを予約購⼊して投票(全80キャラクター展開)
ICカードホルダーPIICA(ピーカ)を予約購⼊して投票(全80キャラクター展開)
アプリ「ハロースイートデイズ」にログインしたり、ハッピーバッグまたはスイコレ【7回プラス】を利⽤
して投票
アプリや
コンテンツで 「サンリオ forスゴ得」で投票(ドコモ以外からも⼊会可能)
投票 アプリゲーム「SHOW BY ROCK!! Fes A Live」にログインして投票
アプリ「サンリオキャラクターズ タイニーパーク」で遊んで投票 ※4⽉末アプリ配信予定
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