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2018 年 9 月 28 日
株式会社サンシャインシティ

まるで雪のように白いシャボン玉が舞うイルミネーションツリーやおっちょこちょいサンタのフォトスポットなど、
サンシャインシティより“40 周年ありがとう”の気持ちを込めて、施設内の各所でイベントを開催

Sunshine City Christmas Party！
11 月 8 日（木）～12 月 25 日（火） 点灯式：11 月 8 日（木）予定
開業 40 周年を迎えたサンシャインシティ
（東京・池袋）では 11 月 8 日（木）～12
月 25 日（火）の期間、『Sunshine City
Christmas Party！』をテーマに施設内の
様々な場所で子どもから大人まで楽しめるクリ
スマス体験を提供します。
『Sunshine City Christmas Party！』の
シンボルとして、イルミネーションや音楽に合わ
せまるで雪のように白いシャボン玉が舞い、幻
想的な写真を撮ることができる「Sunshine
City ウェルカムツリー」が専門店街アルパ 1 階
西入口を華やかに彩ります。

Sunshine City ウェルカムツリー

フトアイテムの販売、豪華景品が当たるクリスマス抽選会を実施します。

また、専門店街アルパ館内ではおっちょこちょ
いな可愛いサンタクロースと一緒に写真が撮れ
るフォトスポットや、豪華アーティストによるクリス
マスライブやトークステージ、クリスマスケーキやギ

さらに、サンシャイン水族館には海の生き物たちとキラキラ輝く海の泡をイメージしたイルミネーションツリーが登場し、生き物た
ちによるパフォーマンスもクリスマス ver.でお届けします。SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台では空気の澄んだ冬の季節に
しか見られない美しい夜景を楽しんでいただく「クリスマスナイトビュー」など、この時期ならではのイベントを実施します。
おしりサンタ

水族館

展望台

アルパ

Sunshine City Christmas Party！開催概要
日程：11 月 8 日（木）～12 月 25 日（火）
場所：サンシャインシティ（専門店街アルパ、サンシャイン水族館、SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台ほか）

✡ Sunshine City ウェルカムツリー

カラフルなイルミネーションを使用した高さ約４ｍのクリスマスツリーが登場します。さらに、定刻になるとイルミネーションと音楽に合わせ
てまるで雪のように 1 日約 20 万個の白いシャボン玉が舞うスペシャル演出がはじまります。
日時：11 月 8 日（木）～12 月 25 日（火）10：00～21：00
※演出は毎時 00 分・15 分・30 分・45 分。ただし、毎時 15 分・45 分はイルミネーション＆音楽のみ。

場所：専門店街アルパ 1 階 西入口

※初日となる 11 月 8 日（木）にはゲストをお迎えし、サンシャインシティ アルパ 1 階 西入口にて点灯式を開催予定です。
詳細については決まり次第、ご案内いたします。
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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✡ おっちょこちょいサンタのフォトスポット

パーティーにプレゼントを持って来てくれたサンタさんは少しおっちょこちょい…♪「おしりサンタ」など、くすっと
笑ってしまうような可愛らしいサンタと一緒に写真を撮りたくなるようなフォトスポットが登場します。
日時：11 月 8 日（木）～12 月 25 日（火）
場所：専門店街アルパ 1 階噴水吹抜前広場、専門店街アルパ B1 西側レストスペース

✡ サンシャイン水族館のクリスマス

サンシャイン水族館の屋外エリア「マリンガーデン」には、海の生き物たちとキラキラ輝く海の泡をイメージし
たイルミネーションツリーが登場します。また、アシカとガラス越しに写真が撮れる「アシカと記念撮影」や、
大水槽「サンシャインラグーン」にサンタとトナカイの格好をしたダイバーが登場する水中パフォーマンスタイム
「サンタダイブ」、クリスマス ver.のアシカやカワウソのパフォーマンス、水族館らしい「チンアナゴクリスマスケー
キ」の販売など、この時期限定のイベントを実施します。さらに、12 月 22 日（土）～25 日（火）の
4 日間は通常 18：00 までのところ 21：00 まで延長営業します。
日時：11 月 8 日（木）～12 月 25 日（火） ※イベントにより実施時間は異なります。
場所：サンシャイン水族館

✡ SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台のクリスマス

海抜 251ｍから臨む夜景をお楽しみいただくため、展望台内の一部エリアを消灯する「クリスマスナイト
ビュー」では、真っ暗な空間で景色を鑑賞できる夜景ビュースポットが新登場！また、子どもも大人も楽し
める雪にみたてたフォトジェニックなボールプールが登場します。
日時：11 月 8 日（木）～12 月 25 日（火）※イベントにより実施時間は異なります。
※「クリスマスナイトビュー」は 11 月 22 日（木）～12 月 25 日（火）各日 18：00～実施します。

場所：SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台

✡ サンシャインビレッジ～クリスマス ver.～

ミニチュアハウスと植栽が可愛いサンシャインビレッジがクリスマス ver.に変わります。ミニチュアクリスマスツリー
も登場し、夜は家々が美しいイルミネーションで彩られます。
日時：11 月 8 日（木）～12 月 25 日（火）
場所：屋外 スペイン階段

✡ アルパ・スカイレストランのクリスマス

アルパ各店でクリスマスギフトアイテムを販売する「クリスマスギフトコレクション」や、旅行や家電などの豪華景品が当たる「クリスマス抽
選会」を実施します。また、アルパでは華やかで可愛らしいクリスマスケーキを販売。スカイレストランではこの時期限定のクリスマスディ
ナーを提供します。
場所：専門店街アルパ、スカイレストラン他

✡ サンシャインシティ クリスマスライブステージ

豪華アーティストによるクリスマスライブやトークステージを開催します。 ※出演者は後日発表します。
日時：12 月 22 日（土）～12 月 25 日（火）
場所：サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）

※画像はすべてイメージです。 ※内容が変更になる場合がございます。
■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
※（お買物）特別営業：12 月 14 日（金）～12 月 25 日（火）は 21：00 まで
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
※特別営業：12 月 22 日（土）～12 月 25 日（火）は 21：00 まで
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 ※変更になる場合がございます
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

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

