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PRESS RELEASE
報道関係各位

2018 年 10 月 16 日
株式会社サンシャインシティ

海の生き物たち＆キラキラ輝く海の泡をイメージしたクリスマスツリー！
クリスマス ver.の生き物たちのパフォーマンスも！！
過去最多の 4 種類！限定クリスマスケーキ祭りまで盛りだくさん！

サンシャイン水族館の
Christmas Party!

11 月８日(木)～1２月２５日(火)

写真上段：左から、水中パフォーマンスタイム「サンタダイブ」、アシカと記念撮影、クリスマス特設水槽、カワウソ・グリーティングタイム～クリスマス ver.～
写真下段：左から、チンアナゴクリスマスケーキ、マリンガーデン「クリスマスツリー」、カワウソクリスマスケーキ「やまと」「ハク」、オリジナルミニタオル

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。サンシャイン
水族館では、クリスマス限定のイベントをたくさんご用意し、クリスマス装飾を施した館内にて皆様をお待ちしております。
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クリスマスツリーが登場し、16：30 以降
は、ツリーを含む約 11,000 球のイルミネーションが点灯します。
また、クリスマス限定エリアイベントとして、屋外マリンガーデン「アシカたちの砂浜」水槽前にてガラス越しにアシカとクリスマスの思
い出が作れる「アシカと記念撮影」や、サンタとトナカイに扮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」、アシカ
やカワウソのパフォーマンスがクリスマス ver.に変わり、クリスマスにちなんだ生き物を展示するクリスマス特設水槽が登場する他、水
族館らしい「チンアナゴクリスマスケーキ」を含む期間限定のクリスマスケーキを過去最多の 4 種類販売するなど、盛りだくさんでクリ
スマスを楽しめる内容です。
さらに 12 月 22 日（土）～25 日（火）の 4 日間は 21：00 まで営業時間を延長し、クリスマスライブなどの限定
イベントを開催、17：00 以降は水族館館内での飲食も可能となります。
今年のクリスマスはぜひ、サンシャイン水族館にお越しください。

★サンシャイン水族館の Christmas Party! 概要★
期間：11 月 8 日（木）～12 月 25 日（火）10:00～18:00
※12 月 22 日（土）～25 日（火）は夜 21:00 まで延長営業（最終入場 20:00 年間パスポート会員は 20:30）
料金：サンシャイン水族館の入場料金のみでお楽しみいただけます。
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PRESS RELEASE
★アシカと記念撮影
屋外エリア マリンガーデン「アシカたちの砂浜」水槽前でガラス越しにアシカとツーショットの記念撮影ができます。
※お客様のお手持ちのカメラ・携帯電話などで撮影します。
【実施時間】 13：00～ ※受付は 12:45～13:00（定員になり次第、受付終了）
【実施人数】 10 組（先着順）
★水中パフォーマンスタイム「サンタダイブ」
クリスマス ver.として、水量約 240 トンの大水槽「サンシャインラグーン」にサンタとトナカイに扮したダイバーが登場します。ダイバ
ーが水槽内で暮らすお魚に野菜をプレゼントします。パフォーマンスの最後には、サンタと魚たちが力を合わせて水槽内に大きなクリ
スマスツリーを作り出します。
【実施時間】10：30～/11：30～/13：00～/14：30～/18:15～（各回約 10 分）
※18:15～の回は特別営業期間（12 月 22 日（土）～25 日（火））のみ実施

★アシカ・パフォーマンスタイム～クリスマス ver.～
屋外エリア「マリンガーデン」のパフォーマンスステージにて、サンタに扮したトレーナーと一緒に
アシカたちがクリスマスソングにのせてクリスマスのオーナメントなどを使った期間限定のパフォー
マンスを披露します。
【実施時間】 11：00～/12：30～/14：00～/15：30～（各回約 10 分）
★カワウソ・グリーティングタイム～クリスマス ver.～
屋外エリア「マリンガーデン」のパフォーマンスステージにて、クリスマスらしい小物で遊ぶ可愛らしいコツメカワウソの姿をご覧いただき
ながら、サンタに扮したトレーナーが生態や暮らしぶりを紹介します。
【実施時間】 14：45～（約 10 分）
★クリスマス特設水槽
館内入口に登場する特設水槽に、サンシャイン水族館の飼育スタッフが選んだ、カラフルな体色でクリスマスツリーのオーナメントの
ようなフォルムをしたクリスマスらしさのある生き物たち（サンタカラーの「シロボシアカモエビ」・縞々でキャンディケインのような「オイラ
ンヨウジ」・オレンジ色でキラキラ輝く「アオギハゼ」・星の形の「アオヒトデ」など）を展示します。
★屋外エリア「マリンガーデン」クリスマスツリー
屋外エリア「マリンガーデン」に、海の生き物たちとキラキラ輝く海の泡をイメージしたクリスマスツリーが登場。クリスマスツリーのコンセ
プトは、「海の奥底の人魚と宝箱」。開いた宝箱からは、人魚が集めた美しい宝物たちのきらめきが、海の中に放たれキラキラ輝き
ます。人魚や宝箱をはじめ、キラキラ輝く海の生き物や海の泡などをイメージした、高さ 2.4m のツリーをぜひご覧ください。16:30
以降は、ツリーを含む約 11,000 球のイルミネーションが点灯します。
★カナロア カフェ＆ショップ アクアポケット クリスマス限定商品
カナロア カフェでは、苺とヨーグルトのムースで彩った「チンアナゴクリスマスケーキ」（756 円）、フランボワーズクッキーとクリーム
チーズムースを使用した「ウミウシクリスマスケーキ」（756 円）、ミルクチョコムースの中にアーモンドミルクムースが入った「カワウソク
リスマスケーキ 『やまと』」（756 円）、ヨーグルトムースの中にカシスムースが入った「カワウソクリスマスケーキ 『ハク』」（756 円）
の 4 種類の可愛いケーキを期間限定で販売します。
ショップ アクアポケットでは、サンタの仮装をした生き物がデザインされた「サンシャイン水族館オリジナルミニタオル」（540 円）など
を販売する他、サンシャイン水族館オリジナルのぬいぐるみを使用した「ぬいぐるみツリー」が登場します。
★スペシャル水中パフォーマンス「トワイライトラグーン」
期間中の水中パフォーマンスタイム 16：00～と 17：30～の回は、人魚に扮したモノフィンを装
着したダイバーが、LED 照明と音楽に合わせて、魚たちと一緒にパフォーマンスを行う「トワイライ
トラグーン」を実施。人魚と魚たち、光と音楽で織りなす、幻想的な “人魚が暮らす海の世界”
へ観る人をいざない、より一層クリスマス気分を盛り上げます。
*モノフィンとは、ドルフィンキックで泳ぐ目的で用いられる、両足に装着する一枚の大きな足ヒレのこと。
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★★★サンシャイン女子道 presents クリスマスワークショップ★★★
クリスマス期間はサンシャインシティ内の各施設で下記のワークショップを開催します。
★ 雲のオーナメント作りワークショップ
日時：12 月 1 日（土）・2 日（日）11：00～16：00
場所：SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台
料金：500 円
内容：ふわふわの雲のような綿を使った、クリスマスオーナメント作りを体験できます。
※各日先着 30 名様。
★ 海の生き物スノードーム・キャンドル作りワークショップ
日時：12 月 8 日（土）・9 日（日）11:00～／13:30～／16:00～(各日 3 回)
場所：サンシャイン水族館
料金：2,000～2,500 円
内容：海の生き物をイメージしたスノードームやキャンドル作りを体験できます。講師は、
厳選した
生き物グッズを取り扱うネットショップ「いきも～る」（http://ikimall.ikimonopal.jp/）
に出品しているぷら mix さんと ARIETTA CANDLE さんです。
※各回先着 10 名様。(各作家 5 名様ずつ)
★ クリスマスリース作りワークショップ
日時：12 月 15 日（土）・16 日（日）11：00～18：00
場所：専門店街アルパ 1F グローカルカフェ
料金：1,500 円（ドリンク 1 杯付き）
内容：カラフルな花材やパーツを使ったクリスマスリース作りを体験できます。
※各日先着 40 名様。
※展望台および水族館は別途入場料がかかります。

■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（～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 ※変更の場合あり
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
※状況により、展示生物が変更になる場合がございます ※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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