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ラグビーやサッカー、野球、AR(拡張現実)を使用したテクノスポーツなど
サンシャインシティでスポーツを体験！大型ビジョンでのパブリックビューイングも！

サンシャインシティ（東京･池袋）では、ラグビーやサッカー、野球、テクノスポーツなどが体験できる「サンシャインシティ スポー
ツフェスタ 2019」を 9 月 6 日(金)～23 日(月・祝)に開催します。
サンシャインシティ 噴水広場では、ラグビーのスクラムパワー測定やキャッチ&ステップタイム測定ゲーム、サッカーの FC 東京
OB 選手と一緒に観戦するパブリックビューイングやパラリンピック正式種目のブラインドサッカー体験などの他、最新の AR(拡張
現実)で実現するテクノスポーツ「HADO」を体感できます。野球の埼玉西武ライオンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルスの 3
連戦のパブリックビューイングも実施します。
その他、専門店街アルパではラグビー報道写真展や、FC 東京選手のサイン入りボールなどスポーツ・アウトドア関連の豪華
賞品が当たる抽選キャンペーンを実施。SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台では写真やユニフォームなどラグビー関連品の
展示、トークイベントなどを行う「天空の RUGBY 展～ラグビーを知ろう・体感しよう～」、サンシャイン水族館ではペンギン
たちの徒競走やカワウソの水中早食い競争などを行う「生き物たちのミニ運動会」といった関連イベントを開催します。
【 イベント概要 】

サンシャインシティ 噴水広場
●サンシャインシティ ラグビースクエア 2019
日 時：9 月 7 日(土)・8 日(日) 各日 10:00～20:00 ※体験イベントは 18:00 まで
主 催：（公財）日本ラグビーフットボール協会
協 力：小学館 80min.／サンシャインシティ
内 容：ラグビー選手がボールを間にして肩を組み押し合うスクラムを組んでみた際のパワー
を測る「スクラムパワー測定」や、ラグビーボールを持ってタイムを計る「キャッチ&ステッ
プタイム測定ゲーム」といった体験イベント、日本代表フォトスポットの設置、小学館
のラグビーブランド「80min.」のパネル展示や、ラグビーグッズの販売を行います。
©JRFU

●FC 東京プレイパーク 2019
日 時：9 月 14 日(土)・15 日(日) 各日体験イベントは 10:00～18:00
※9 月 14 日(土)のパブリックビューイングは、試合終了まで放映
協 力：FC 東京／東京ガス／日本ブラインドサッカー協会（JBFA）
内 容：サッカーのキックゲームなどの体験イベントや、“地上のカーリング”と言われる「ボッチャ」
（9 月 14 日(土)のみ）、アイマスクをつけてドリブルやシュートをする「ブラインドサッ
カー」（9 月 15 日(日)のみ）などのパラスポーツを期間中に体験できる他、FC 東
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京選手の等身大パネルと一緒に撮影できるフォトスポットも設置します。
また、9 月 14 日(土)の 19:00～は FC 東京 vs 鹿島アントラーズ戦をサンシャインシティ 噴水広場にある 628
インチの大型ビジョンでパブリックビューイングできます。FC 東京 OB 選手や芸人のゆってぃさんがゲストで登場し、会
場を盛り上げます。

FC 東京 ©F.C.TOKYO

噴水広場でのパブリックビューイング

ゆってぃさん

●HADO in Sunshine City
日 時：9 月 16 日(月・祝) 13:00～19:00
内 容：HADO は、頭にヘッドマウントディスプレイ、腕にアームセンサーを装着する
AR(拡張現実)を活用したテクノスポーツです。アジア、北米、南米、ヨーロッパ、
中東、アフリカなど世界 25 ヶ国 55 箇所に店舗を展開し、延べ 130 万人以上
が体験した、最新の体感アトラクションを無料で楽しめます。
●Sunshine City presents 埼玉西武ライオンズパブリックビューイング
日 時：9 月 21 日(土)～23 日(月・祝) ※各試合時間に順ずる
内 容：埼玉西武ライオンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルスの 3 連戦を 628 インチの大型ビジョンで放映します。
▶9 月 21 日(土)18:00～
埼玉西武ライオンズ OB 選手による見所紹介や試合解説を行います。
▶9 月 22 日(日)14:00～
埼玉西武ライオンズ公式パフォーマンスチーム「ブルーレジェンズ」や球団マスコットの「ライナ」も登場します。
▶9 月 23 日(月・祝)13:00～
埼玉西武ライオンズ好きのゲストによるトークや試合解説を行います。
ゲスト：堀口文宏（あさりど）、久保孝真（三拍子）、猪狩ともか（仮面女子、スチームガールズ）

専門店街アルパ
●スポーツフェスタ抽選キャンペーン
日 時：9 月 6 日(金)～23 日(月・祝) 各日 10:00～20:30 ※店舗の営業は 20:00 まで
対象店舗：エディバウアー、コロンビア、スギヤマ、ザ・ノース・フェイス、ゾフ、メレル、エービーシーマート、コーエン、
アズノゥアズピンキー、イエローチェア、イーハイフン ワールドギャラリー、ニコアンド
抽選会場：アルパ 1F 噴水吹抜前広場
内 容：期間中、対象店舗にて 1 会計税込み 5,000 円以上お買い上げいただくと、FC 東京選手のサイン入りボールなど
スポーツ・アウトドア関連の豪華賞品が当たる抽選会にご参加いただけます。※レシートは合算不可。チケット・商品券など
一部キャンペーンへの参加対象外の商品もございます。その他条件や賞品についてはウェブサイトをご確認ください。

●ラグビー報道写真展～ラグビーワールドカップ 2015 大会を振り返る～
日 時：8 月 27 日(火)～23 日(月・祝) 各日 10:00～20:00
場 所：アルパ 1F 噴水吹抜前広場
内 容：激闘の 2015 年ラグビーワールドカップでのパワフルなプレーや気迫に満
ちた選手たちの表情を振り返る報道写真展を開催します。日本代表
やオールブラックス等、4 つの コーナーに分けた迫力ある写真約 30 点
を展示します。（主催：フォート・キシモト）
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SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台

※展望台には入場料が必要です。

●天空の RUGBY 展～ラグビーを知ろう・体感しよう～
期 間：9 月 6 日(金)～23 日(月・祝) 各日 10:00～22:00 ※最終入場は 1 時間前
主 催：（公財）日本ラグビーフットボール協会
内 容：日本代表選手の写真展やユニフォームなどラグビー関連品の展示、ボールパスをして
いるような写真が撮れるフォトスポットや体験イベント、ラグビーの知識や歴史紹介など
初心者から上級者まで楽しめるイベントです。元日本代表ラグビー選手やラグビー
大好き！ソロシンガー南端まいなさんによるトークイベントも開催予定です。

サンシャイン水族館

ⓒベースボール・マガジン社

※水族館には入場料が必要です。

●生き物たちのミニ運動会
期 間：9 月 6 日(金)～23 日(月・祝) ※イベントにより実施期間・時間が異なります
内 容：大好物のアジを手に入れるためペンギンたちがマリンガーデンを気ままに疾走する「ペンギンたちの徒競走」や、3 頭の
カワウソの親子が競い合う「カワウソの水中早食い競争」、魚たちが水上ジャンプの高さを競う「アロワナ＆ドラド高跳
び競争」に加え、初開催となるガラ・ルファ約 300 匹が人間の角質を食べまくる!?「ガラ・ルファ タッチ～角質大食い
大会～」（有料）を実施します。

ペンギンたちの徒競走

カワウソの水中早食い競争

アロワナ＆ドラド高跳び競争

ガラ・ルファ タッチ
～角質大食い大会～

■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 https://sunshinecity.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 https://sunshinecity.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。
■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：9:00～21:00(～9 月 23 日)、10:00～18:00(9 月 24 日～2020 年 3 月 19 日)※最終入場は終了 1 時間前 ※変更の場合あり
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 https://sunshinecity.jp

※金額はすべて税込です。 ※画像はすべてイメージです。
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