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株式会社サンシャインシティ

食欲の秋!! 北海道の絶品グルメが約 60 店舗、大集結。さらに、“生きた
ホタテ釣り”や“野菜詰め放題”、“カーリング”など「体験メニュー」も充実！
ジンギスカン＆ろばた焼きのビアガーデンで、北海道外初販売のビールも！
初開催!

北海道まるごとフェア in サンシャインシティ
10 月 12 日（金）～14 日（日） 3 日間
水族館

展望台

物産展

ⓒ北の大地の水族館

噴水広場

レストランフェア

ビアガーデン

約 60 店出店！東京初も！

＜サンシャインシティが北海道に染まる 3 日間！おすすめポイント！＞
物産展
＆
ビアガーデン

★初開催を記念して、うに・いくら・あわび・毛蟹・ホタテがのった究極の「利尻スペシャル丼」
や「メガ盛りザンギ」など物産展人気商品の限定スペシャルメニューが登場！
★「サッポロ 北海道生ビール」を数量限定で北海道外初販売！
★「北のジビエ」の鹿肉まんや、
「ありがとう牧場」のソフトクリームなど約 70 商品が東京初登場！
★釣ったその場で炭火焼きで食べられる「生きたホタテ釣り」など“体験メニュー”も充実！

噴水広場
レストラン

★長野オリンピック金メダリスト 原田雅彦さんや、雨上がり決死隊 蛍原徹さんが登場！
★北海道各地の観光 PR や、伝統芸能・よさこいソーラン演舞も！
★「十勝彩美牛」や「道東産いくら」など北海道の食材を使用したメニューを提供！

水族館

★日本では北海道のみに生息する魚「オショロコマ」や氷の妖精「クリオネ」などを特別に展示！

展望台

★夜景評論家の丸々もとお氏がおすすめする「北海道の夜景」を解説付きで紹介！

サンシャインシティ（東京・池袋）では、北海道命名 150 年を記念し、美味しい食が揃う北の大地“北海道”をテーマにした
「北海道まるごとフェア in サンシャインシティ」を 10 月 12 日（金）～14 日（日）に初開催します。
北海道まるごとフェア物産展では、「肉」「海鮮」「ラーメン」「スープカレー」など北海道の味覚を代表する逸品をイートイン
で楽しめるほか、北海道の新鮮な牛乳で作られたチーズや乳製品、全国的にも人気の高いスイーツや菓子など、北海道各
地の特産品や名産品を販売します。その他、北海道産の野菜詰め放題や、水槽の中の生きたホタテを釣って、そのまま焼
いて食べられる“体験メニュー”も。屋外特設会場の「北海ろばた焼き」コーナーでは、海鮮や肉をその場で炭火焼きで食
べられるほか、サッポロビールとジンギスカンを堪能できる「ビアガーデン」も登場します。
その他、サンシャインシティ 噴水広場でのステージイベントや、専門店街アルパのレストラン一部店舗では北海道の食
材を使用したメニューの提供、サンシャイン水族館や SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台でも北海道にちなんだイベント
を開催します。食欲の秋、サンシャインシティに北海道の魅力が勢ぞろい！食べて・飲んで・観て楽しめる「北海道まるごと
フェア in サンシャインシティ」に是非お越しください！
報道関係者様からの
お問い合せ先

株式会社サンシャインシティ コミュニケーション部 広報担当 鳴海・中山・大浦
TEL. 03-3989-3329（平日 9:30～18:00） FAX. 03-3989-3451 pr@sunshinecity.co.jp
共同ピーアール株式会社 PR アカウント本部 9 部 前山・高橋 TEL. 03-3571-5238

PRESS RELEASE
① 展示ホール 開催イベント概要
■ 北海道まるごとフェア物産展 （ワールドインポートマートビル 4F 展示ホール A）

～北海道外初販売の「サッポロ 北海道生ビール」、「北のジビエ」の鹿肉まんや「ありがとう牧場」のソフトクリームなど
東京初出展・初販売商品多数、さらに初開催を記念した限定メニュー・メガ盛りメニューが登場！～
日

時：10 月 12 日（金）11:00～20:00、10 月 13 日（土）・10 月 14 日（日）10:00～20:00

販売例：海鮮（うに、いくら、アワビ、ホッケ、ホタテ、サーモンなど）、ホタテめし、イカめし、ザンギ、鹿肉まん、ジンギスカン、
ホルモン、コロッケ、ソーセージ、ラーメン、スープカレー、焼きそば、チーズ、昆布、野菜スープ、かぼちゃ蒸し饅
頭、ソフトクリーム、アイス、メロンスムージー、おはぎ、プリン、スイートポテト、飴、牛乳、クラフトビール、ワイン、
物産・工芸品など（順不同）
物産展には約 60 店舗が一堂に集結。北海道名物の「ザンギ（唐揚げ）」や「鹿肉」、“さっぽろオータムフェスト 2017”で
8,000 食以上を売り上げた「道産牛の肉寿司」、うに・いくら・あわび・毛蟹・ホタテがのった究極の「利尻スペシャル丼」をはじ
め様々な海鮮を使用した丼や弁当、“2017 年東京ラーメンショー最優秀賞”を受賞した札幌ラーメン武蔵の「熟成黒味噌
らーめん」など北海道の味覚を代表する食材や食事がイートインで揃います。
さらに、北のジビエの「鹿肉まん」や、ありがとう牧場の「ソフトクリーム」など約 70 商品が東京初登場となり、普段は北海道内
でしか販売していない商品が揃います。今夏北海道エリア限定で販売された 1990 年発売のビールを復刻限定醸造した
「サッポロ 北海道生ビール」も数量限定で北海道外初販売します。
また、北海道の新鮮な牛乳で作られたチーズや乳製品、全国的にも人気の高いスイーツや菓子、
「サッポロビール」や「流氷ドラフト」など様々なグルメやお酒が楽しめます。北海道産の 1.3 トンもの
じゃがいも、玉ねぎ、にんじんを豪快に詰められる「野菜詰め放題」や、水槽の中の生きたホタテを
釣って、そのまま焼いて食べられる「ホタテ釣り」といった“体験メニュー”も。
野菜詰め放題

観光 PR コーナーでは、アイヌ民族衣装の試着やカーリング体験などが可能。さらに、北海道の絶
景観光フォトスポットで写真を撮ると、その写真が一面に掲載された新聞号外が発行される「絶景ど
うでしょう！北海道未来観光新聞」コーナーや、正解者の中から抽選で「道産じゃがいも 10kg」が当
たるクイズコーナー、北海道周辺を舞台にしたマンガ作品「ゴールデンカムイ」のキャラクターフォト
スポットや、VR で北海道おすすめ観光スポットを巡ることのできるバーチャルツアー体験など、食だ
けでなく北海道の文化も一度に楽しむことができます。

北斗流ザンギねぎまみれ
(700 円)

流氷ドラフト
(瓶 480 円)

左：おもっちーず入り生白どら 愛す利尻山
(1 個 500 円)
(600 円)
右：おもっちーず（6 個入 972 円）

ホタテ釣り

揚げ一口鹿まん
（250 円）

スープカレー
(950 円)

熟成黒味噌らーめん
（900 円）

ホタテ串
(1 串 300 円)

道産牛の雲丹のせ
サーロイン肉寿司(4 貫 1,600 円)

豪快三食弁当
(2,160 円)

■ 北海道まるごとフェアビアガーデン （ワールドインポートマートビル 4F 屋外特設会場）
日時：10 月 12 日（金）11:00～20:00、10 月 13 日（土）・10 月 14 日（日）10:00～20:00
屋外特設会場では、海鮮や肉を炭火焼きで堪能できるほか、サッポロビールとジンギスカンを
味わえるビアガーデンも登場します。 ※荒天中止
報道関係者様からの
お問い合せ先

ジンギスカン（各種 900 円）

株式会社サンシャインシティ コミュニケーション部 広報担当 鳴海・中山・大浦
TEL. 03-3989-3329（平日 9:30～18:00） FAX. 03-3989-3451 pr@sunshinecity.co.jp
共同ピーアール株式会社 PR アカウント本部 9 部 前山・高橋 TEL. 03-3571-5238

PRESS RELEASE
② サンシャインシティ 噴水広場 イベント概要
サンシャインシティ 噴水広場では「まるっとまるごと北海道ステージ」を開催。北海道出身の著名人によるトークイベントの
ほか、北海道各地の観光・文化を紹介するステージイベントや、プレゼントが当たるお客様参加型イベントを開催します。
■ PR ステージ＆福島和可菜さんトーク・ライブステージ
日時：10 月 12 日（金）18：00～19：00
はこだて観光大使、豊富町観光大使で女性芸能人マラソン最速記録を持つ福島和可菜さんが登場。
北海道の魅力や、ご自身も参加された北海道でのマラソン大会のエピソードなどを紹介。また、シンガー
ソングハイカーの加賀谷はつみさんも登場し 2 人でライブステージを行います。

福島和可菜さん

■ 物産展ウェルカムセレモニー
日時：10 月 13 日（土）12：00～12：30
雪印メグミルク スキー部監督、長野オリンピック金メダリスト 原田雅彦さんや、“北海道の大食
い女王”アンジェラ佐藤さんが登場し、物産展の見どころや北海道の魅力をご紹介します。
原田雅彦さん アンジェラ佐藤さん

■ PR ステージ＆蛍原徹さんトークステージ
日時：10 月 14 日（日）12：30～13：30
富良野観光大使も務める北海道大好き芸人の雨上がり決死隊 蛍原徹さんが登場し、北海道の
魅力をご紹介します。
■ よさこいソーランステージ

蛍原徹さん

日時：10 月 13 日（土）10：30～、15：30～／10 月 14 日（日）11：00～、16：00～
「REDA 舞神楽」や「黒潮美遊」など、本年の｢ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り｣ファイナルやセミファイナ
ルに進出した実力派チームの演舞をご覧いただけます。
■ 北海道観光振興機構 PR ステージ
日時：10 月 12 日（金）11：30～／10 月 13 日（土）12：30～／10 月 14 日（日）11：30～
北海道観光 PR キャラクター「キュンちゃん」が登場し、北海道周辺を舞台にしたマンガ作品

REDA 舞神楽

「ゴールデンカムイ」や国立アイヌ博物館などを動画で紹介します。また、ゲームで勝った方には
素敵な景品をプレゼントします。
■北海道観光 PR ステージ
日時：10 月 12 日（金）12：00～、17：00～／10 月 13 日（土）18：00～／10 月 14 日（日）14：00～、17：00～
噴水広場にブース出展する上川町村会、美しい村連合、北海道開発局(道の駅)による
PR ステージを実施します。

キュンちゃん

③ レストランフェア概要
専門店街アルパ飲食店・スカイレストランでは 9 月 27 日(木)～10 月 31 日(水)の期間、「十勝彩美牛」や「道東産いくら」、
「秋鮭」、「玉ねぎ（札幌黄）」など北の海と大地の食材を使用したメニューを提供します。（参加店舗 8 店）

旬菜と秋鮭のマリネ
十勝彩美牛のローストビーフ丼
（2,376 円）
（お味噌汁・お新香付）（1,500 円）
ジンジャーズビーチ サンシャイン
グローカルカフェ[アルパ 1F]
[スカイレストラン 59Ｆ]
※各日ディナータイム限定

※各日 11 時～・限定 30 食

本日おすすめの海鮮と彩り野菜、
北海道産幻の玉ねぎの XO 醤炒め
（2,980 円）
ジョーズシャンハイ
[スカイレストラン 59Ｆ]

秋鮭の香り焼 イクラ掛け
（950 円）
鹿児島郷土料理 さつま翁
[アルパ B1]

※各日ディナータイム限定 5 食

報道関係者様からの
お問い合せ先

株式会社サンシャインシティ コミュニケーション部 広報担当 鳴海・中山・大浦
TEL. 03-3989-3329（平日 9:30～18:00） FAX. 03-3989-3451 pr@sunshinecity.co.jp
共同ピーアール株式会社 PR アカウント本部 9 部 前山・高橋 TEL. 03-3571-5238
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④ サンシャイン水族館 イベント概要
サンシャイン水族館では 10 月 12 日(金)～10 月 31 日(水)の期間、サンシャイン水族館×北の大地の水族館「北海道の清
流」と題し、氷の妖精「クリオネ」や、サケの仲間で日本では北海道のみに生息する「オショロコマ」、コイの仲間の「ヤチウ
グイ」を特別に展示します。

クリオネ

オショロコマ
ⓒ北の大地の水族館

ヤチウグイ
ⓒ北の大地の水族館

⑤ SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台 イベント概要
SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台では 9 月 27 日(木)～
10 月 14 日(日)の期間、夜景評論家 丸々もとお監修写真展
「北海道の夜景」を開催。19 点の北海道の夜景を丸々氏の解
説付きで紹介します。 （協力：(一社)夜景観光 コンベンション・ビュー
ロー／夜景フォトグラファー丸田あつし／(株)北海民友新聞社）

さっぽろテレビ塔からの夜景

藻岩山からの夜景

※金額はすべて税込です。 ※画像はすべてイメージです。 ※サンシャイン水族館、SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台は入場料金がかかります。
※記載内容および日時が変更になる場合もございます。予めご了承ください。

※開催初日の 10 月 12 日（金）10：00 よりプレス向け先行公開を行います。
いち早く試食・撮影いただけますので、この機会にぜひご来場ください。
プレス向け先行公開の詳細は別添のご取材案内状をご参照ください。
■サンシャインシティ 専門店街アルパ 概要
所 在 地：東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティ アルパＢ1・1Ｆ・2Ｆ・3Ｆ
営業時間：（お買物）10：00～20：00、（お食事）11：00～22：00 ※一部店舗を除く
問合せ先：サンシャインシティ総合案内 03-3989-3331 http://www.sunshinecity.co.jp
■サンシャイン水族館 概要
所 在 地：東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル・屋上
営業時間：10:00～18:00（9 月 25 日～2019 年 3 月 20 日）、10:00～21:00（2019 年 3 月 21 日～）※最終入場は終了 1 時間前
入場料金：大人（高校生以上）2,200 円、こども（小・中学生）1,200 円、幼児（4 才以上）700 円
問合せ先：サンシャイン水族館 03-3989-3466 http://www.sunshinecity.co.jp
■SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台 概要
所 在 地：東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティ サンシャイン 60 ビル・60F
営業時間：10：00～22：00 ※最終入場は終了 1 時間前 ※変更の場合あり
入場料金：大人 1,200 円、学生（高校・大学・専門学校）900 円、こども（小・中学生）600 円、幼児（4 才以上）300 円 ※VR 料金別途
問合せ先：SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台 03-3989-3457 http://www.sunshinecity.co.jp

※施設名称表記上のお願い：見出しや本文などで施設名称が長すぎて入りきらない場合は、省略形「サンシャイン 60 展望台」をお使いください。なお、文章中に繰り返しで出てくる場合は、
2 回目以降は「展望台」と記述していただいて構いません。
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この秋、ご当地自慢の名産品がどっさり集まる『物産展』を続々開催いたします。
サンシャインシティにぜひご来場ください。
■第 57 回農林水産祭 実りのフェスティバル！
日時：11 月 2 日（金）～3 日（祝） 10：00～17：00（最終日は 16：00 まで）
場所：サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 4F 展示ホール A
内容：農林水産業と食に親しむためのイベント。全国各地の特産品の即売や試飲、試食、展示会を開催。ゆるキャラとの
撮影会も！
■2018 しんくみ食のビジネスマッチング展 食の商談会 食の物産展
日時：11 月 6 日（火） 10：00～17：00（最終入場は終了 30 分前）
場所：サンシャインシティ 文化会館ビル 2F 展示ホール D
内容：238 社参加！各地の“食”を PR する信用組合主催の商談会と物産展。全国からこだわりの名品や隠れた逸品が
大集合!! ※商談会は招待状がないと入場できません。
■ニッポン全国物産展 2018
日時：11 月 16 日（金）～18 日（日） 10：00～19：00（最終日は 18：00 まで）
場所：サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 4F 展示ホール A、文化会館ビル４F 展示ホール B
内容：全国 47 都道府県、350 以上の店舗から 3,000 点以上の名産・特産品が集結。フードコートでできたての郷土料理
を味わおう！
■アイランダー2018
日時：11 月 17 日（土） 11：00～19：00、11 月 18 日（日） 10：00～17：00
場所：サンシャインシティ 文化会館ビル 3F 展示ホール C
内容：北から南まで約 200 の島々が一堂に。珍しい特産品の即売のほか、島の逸品を味わえるキッチンカーも登場！
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