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投票総数 16,274 票！15 種類の動物から「なりたい動物ナンバーワン」がついに決定 

「あそぼん！なりたいどうぶつ総選挙」 結果発表 

～1 位は可愛らしいあの動物！動物園の夢を叶える企画も実施～ 
 

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 三須 和泰、以下 

カンロ）は、カタチ、おいしさ、安全にこだわり抜いたカラフルないきものグミ「あそぼん！グミ どうぶつの世界」と「あそぼん！グミ 

うみの世界」の動物キャラクターにちなみ、なりたい動物ナンバーワンを決める「あそぼん！なりたいどうぶつ総選挙」を 2021

年 3 月 8 日（月）から 6 月 21 日（月）に実施しましたので、その投票結果を発表いたします。 

 

《投票総数は 16,274 票！運命の結果発表》 

「あそぼん！」は、『お菓子な、おもちゃ。』をコンセプトに、カラフルで

様々な動物の形を模ったカタチが特徴の、親子で一緒に食べられるグ

ミです。その特徴から、好奇心や五感を楽しく刺激し、楽しみながら食

べられると、お子様とその親御様を中心にご好評を頂いています。 

 

約 3 か月半に渡り、動物たちが自慢の特徴を選挙ポスターや SNS

でアピールし、大盛況のうちに幕を閉じた「あそぼん！なりたいどうぶつ総

選挙」。あそぼん！でモチーフとなっている動物にちなみ、私たちが想像

もしない不思議な力を持つ動物のすごさや生態についてもっと知って楽

しんでもらいたいと考え、「学研の図鑑 LIVE」の協力により実施された

この選挙では、15 種類の動物の中から「なりたいどうぶつ」ナンバーワン

が決定します。 

 

今回立候補した動物は、ウサギ、リス、オウム、レッサーパンダ、ペンギン、ゾウ、ハリネズミ、コアラ、カンガルー、キリン、サ

イ、ライオン、カバ、ゴリラ、ワニの 15 種類。投票総数は 16,274 票にもおよび、「動物園の夢を全て叶えてあげて欲しい」

「素敵な企画で子どもと動物園に行きたくなった」「景品の『学研の図鑑 LIVE20 冊セット』が欲しい」「絶対○○が勝つでし

ょう」など、さまざまな嬉しい声をいただきました。 



1 位 ペンギン 【投票数：2,162 票】 

投票総数 16,274 票の頂点に輝いたのは、ペンギン！2 位とは 455 票の差をつけ、堂々

の 1 位でした。投票開始当初から投票数が多く、そのまま最後まで 1 位の座を守り抜きま

した。投票者からは、「可愛くて癒される」「氷の上をスイスイ滑りたい」「オスとメスが協力して

子育てをする姿に惹かれた」といったコメントが寄せられ、その人気のほどが伺えました。 

＜企画担当者からのコメント＞ 

なりたいどうぶつ総選挙第 1 位おめでとうございます！ 

癒やしのルックスとペタペタ愛くるしい 2 足歩行で、選挙期間中一度も首位を譲らない人気

の高さでした。協力して子育てするところも今の時代に合っているのかもしれませんね。人の

世界もペンギンの世界もみんななかよしが一番ですよね。 

 

 

 

 

 

2 位 ウサギ 【投票数：1,707 票】 

ペンギンに続き人気だったのが、ウサギ。投票者からは「天真爛漫で可愛い」など、ウサギのかわい

らしさを絶賛するコメントが相次ぎました。 

＜企画担当者からのコメント＞ 

もはやアイドル並みのキュートさで、選挙期間中は最初から 2 位を譲りませんでした。もふもふした

毛を夏と冬で色を変えることができるファッションセンスにも脱帽です。さらに、ベジタリアンで健康に

も気を使うなんて、もう非の打ち所がありませんね。 

 

 

 

 

 

3 位 コアラ 【投票数：1,507 票】 

3 位はコアラ。投票者からは「いっぱい寝たいから」「のんびり平和に暮らしたいから」といった、コアラ

の過ごし方を羨ましがるようなコメントが多く寄せられました。 

＜企画担当者からのコメント＞ 

のんびり癒し系、マスコット的存在のコアラですが、キリンとどちらが 3 位に入るか最後までわかりま

せんでした。木の上で 1 日好きなだけ眠ることができて、好きなユーカリだけを食べられるなんて夢

の生活ですよね。うらやましくて私も明日からコアラになってみたいです。 

 

 

 

 

 

4 位 キリン 【投票数：1,365 票】            5 位 レッサーパンダ 【投票数：1,329 票】 

【選挙公約】 

・身長は信号機より高い！ 

なんにでも届くよ 

・長～い首はぶきにもなるよ！ 

ケンカもつよい 

・したが 40cm もあるから 

きょ大ソフトクリームもペロリ 

【選挙公約】 

・2 本足で立つから 

人気者まちがいなし！ 

・手先がきような 

木登りチャンピオン！ 

・しっぽのしまもようが 

 オシャレでかわいいでしょ？ 

【選挙公約】 

・20 分も海にもぐれる泳ぎの天才！ 

・協力して子育てするからみんななかよしだよ 

・子どものときのモフモフの毛皮は南きょくでもへっちゃら！ 

【選挙公約】 

・夏と冬で色が変わるモフモフの毛がオシャレ 

・とってもヘルシー志向なベジタリアンだよ 

・草原や森のおうちでくらせるよ 

【選挙公約】 

・1 日に 20 時間もねむるからずっとねててもおこられないよ 

・どくのあるユーカリの葉っぱを食べてもへっちゃら！ 

・好きなものだけずーっと食べていられる！ 



6 位：ライオン    7 位：ハリネズミ     8 位：リス      9 位：ワニ      10 位：ゾウ 

【投票数：1,283 票】  【投票数：1,126 票】  【投票数：944 票】  【投票数：901 票】   【投票数：811 票】 

  

11 位：オウム    【投票数：762 票】 

12 位：サイ     【投票数：685 票】 

13 位：ゴリラ    【投票数：591 票】 

14 位：カバ      【投票数：590 票】 

15 位：カンガルー 【投票数：511 票】 

 

＜あそぼん！なりたいどうぶつ総選挙 実施概要＞ 

■投票期間：2021 年 3 月 8 日（月）～6 月 21 日（月） 

■総得票数：16,274 票 

■投票方法：カンロ公式 Twitter アカウント（@kanro_pr）をフォローした後、ウサギ、リス、オウム、レッサーパンダ、ペン

ギン、ゾウ、ハリネズミ、コアラ、カンガルー、キリン、サイ、ライオン、カバ、ゴリラ、ワニの 15 種類の動物からなりたいと思う動物

を選び、総選挙特設サイトの選挙ポスターから「投票する」ボタンを押してツイート。 

■あそぼん！なりたいどうぶつ総選挙 特設サイト：https://www.kanro.jp/asobon/senkyo/ 

 

 

 

《投票数に応じて動物園の叶えたい夢をサポートする企画を実施！～動物園から喜びの声が続々～》 

今回、総選挙で集まった票数に応じて、動物園の叶えたい夢を「寄付」という形で実現するスペシャル企画を実施しました。 

その結果、投票総数 16,274 票を達成したことにより、対象の 3 つの動物園の夢をファーストゴールからサードゴールまで全

て寄付することが決定。現在、セカンドゴールまで設置が完了しており、各動物園から喜びの声が届きました。 

※サードゴールの寄付はこれから実施予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kanro.jp/asobon/senkyo/


 ファーストゴール セカンドゴール サードゴール 

千葉市動物公園 カワウソにいたずらパークをプ

レゼントしたい！ 

サルたちにいろんなおもちゃで遊

んでほしい！ 

遊びながらご飯が食べられるゾウ

専用マシーンをつくりたい！ 

東武動物公園 インコやオウムの新しいお家

におもちゃがほしい！ 

カンガルーにサンドバッグをプレゼ

ントしたい！ 

ヒョウが遊ぶ巨大キャットタワーを

つくりたい！ 

沖縄こどもの国 ブイでどうぶつたちのおもちゃ

をつくりたい！ 

もっと楽しく過ごせるお部屋をどう

ぶつたちにプレゼントしたい！ 

医療機器を充実させてどうぶつた

ちの元気を守りたい！ 

 

・千葉市動物公園（千葉） 

 

 

・東武動物公園（埼玉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・沖縄こどもの国（沖縄） 

ニシゴリラの「ローラ」の展示場にハンモックを設置しました。 

興味を持ってもらえるよう、ハンモックの上に大好物のトマトを

置いてみたのですが、慎重な性格のローラはなかなかハンモ

ックに近づいてきません。遠くから時々トマトとハンモックを見

つめるものの、慣れるまでもう少し時間が必要なようです。 

ゆっくりでいいので、いつかハンモックでお昼寝している姿を見

せてくれることを願っています。 

※動物園側の検討の結果、セカンドゴールの寄付内容はゴ

リラへのおもちゃに変更になりました。 

皆様の投票のおかげで素敵なお品物が届きました！本当に

ありがとうございます。 

袋の上にカゴを付けており、カゴの中にはカンガルーたちが大

好きなエサが入っています。初めて見るものだったので最初は

遠くで様子を窺っていましたが、次第に慣れてきて袋を揺す

りカゴに入っているエサを落とそうと遊んでくれました。皆様の

おかげでカンガルーたちの毎日が楽しくなると思います。ぜひ、

カンガルーたちが遊んでいる様子を見に来てくださいね。 

 

早々のファーストゴール達成に続き、セカンドゴールでは

インパクトドライバーなど電動工具一式が届きました！ 

いただいた工具は、獣舎や動物たちのおもちゃづくりとい

った大工仕事の際に使わせていただきます。この日はホ

ワイトライオンの「リズム」の前で作業をしましたが、飼育

係の動きに興味津々の様子でした。本当にありがとうご

ざいました！  



■商品概要 

 

商品名 ：あそぼん！グミ どうぶつの世界 ・うみの世界 

発売日 ：発売中 

参考価格 ：138 円（税込）※消費税 8% 

内容量  ：52g 

販売エリア ：全国 

特徴 ：フルーツのジューシーさが口に広がるいきもののカタチのグミ 

 

 

 

 

◆カンロ 五感ワクワクプロジェクトについて 

カンロでは、子供、大人そしてシニアまでそれぞれのライフステージで生活に

寄り添うことを目指し、「LIFE TIME CANDY」という方針を掲げています。 

 カンロが提供するグミやキャンディで、年齢など関係なく楽しくうれしい気持ち

になってほしい、遊び心を持ってほしい、そんな思いをきっかけに誕生したプロ

ジェクト、『カンロ五感ワクワクプロジェクト』では「あそぼん！グミ」をはじめとし、

五感や好奇心を楽しく刺激する体験や情報をお届けしてまいります。 

  

 

＜カンロ展開ブランド＞ 

 

■会社概要 

社名 ： カンロ株式会社 

代表 ： 代表取締役社長 三須和泰 

所在地 : 東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号 東京オペラシティビル 37 階 

創業 ： 1912 年(大正元年)11 月 10 日 

事業内容： 菓子、食品の製造および販売 

URL ： https://www.kanro.co.jp/ 

 

当社は創業から百余年、「糖と歩む企業」として、社名になっている「カンロ飴」を始め、ミルクフレーバーキャンディ市場売上

No.1 ブランド※「金のミルク」、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、大人の女性に向けたグミ市場を創り上げ

た「ピュレグミ」など、常に消費者の皆様から愛され続ける商品を創り続けてまいりました。2012 年からは直営店「ヒトツブカ

ンロ」を運営し、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しています。 

※株式会社インテージＳＲＩ ミルクフレーバーキャンディ市場  

2019 年 10 月～2020 年 9 月累計販売金額ブランドランキング 

 

https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.kanro.co.jp%2F

