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賑やかな街 Sunshine City が、癒しの Moonlight City に！

展望台の『お月見 Cafe』や、水族館でお月見&ヨガ、レストランでは Moonlight メニューを提供

サンシャイン女子道×OZmall

Moonlight City

満月の日・９月 6 日（水）よりスタート

Moonlight メニュー

サンシャインラグーン～満月 ver.～

限定オリジナルお月見スイーツ

お月見 Cafe

株式会社サンシャインシティ(本社：東京都豊島区 代表取締役社長：鈴木誠一郎)では、「ステキ女子への扉を開けよう！」
をキーワードに展開する「サンシャイン女子道」にて、さまざまな企画を今年も実施しています。
この秋、サンシャイン女子道が OZmall（オズモール）とタイアップし、日頃忙しく働く女性たちが仕事
終わり…あるいは休日の夜に日常の喧騒から離れ、月を眺めながら心とカラダをリラックスさせてほしい…と
いう願いから、特別な時間と空間をご用意します。
多くの人々が行き交う賑やかな街 Sunshine City が、癒しの空間 Moonlight City となり、特別に
登場する”畳席”で海抜 251ｍの夜景をバックに限定オリジナルお月見スイーツが楽しめる SKY
CIRCUS サンシャイン 60 展望台の『お月見 Cafe』や、幻想的な満月ライトアップの中で海月（クラ
ゲ）などの生き物を観覧できるサンシャイン水族館での『お月見』、スカイレストランでの『Moonlight
メニュー』など、「月」をテーマにしたイベントを実施します。この機会にぜひ、オトナ女子にぴったりなステキ体験をお楽しみください。

Moonlight City 概要
◆OZmall プロデュース『お月見 Cafe』
期間：9 月 6 日（水）～18 日（月・祝）10:00～22:00（最終入場 21:00、ラストオーダー21:30）
場所：SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台
内容：Cafe Quu Quu Quu ではパティシエの江森宏之氏監修の限定オリジナルお月見スイーツ「お月見塩キャラメルジェラート」
（850 円）の販売や、お月見気分の高まる特別な「畳席」が登場するなど、お月見をテーマにしたカフェをオープンします。
また 18:00 以降ご来場のお客様にウサギのお菓子のプレゼント（各日先着 30 名様）や、切り絵作家・タナカマコト氏によ
る満月切り絵のフォトスポットやアート作品の展示を行います。さらに 9 月 9 日（土）・16 日（土）・17 日（日）
限定で各日 19:00 より和楽器によるライブパフォーマンスを実施します。
＊江森宏之氏 プロフィール
2015 年にミラノ万博にてアイスクリームとチョコレートのワールドカップにて日本代表のチームキャプテンとして出場し、優勝に導く。2017 年 7 月に
自身初のパティスリーとなる「MAISON GIVRÉE（メゾン ジブレー）」をオープン。
＊タナカマコト氏 プロフィール
1982 年生まれ。切り絵作家。下書きをしないでハサミ一つで切り絵をする。コンビニのバイト中、大量に捨てられるレシー
トを使って、暇つぶしにレジ横で始めた切り絵がきっかけとなり、今に至る。現在では【レシート切り絵】の他に、【フォト切り
江森宏之氏 絵】と名付けた写真を切った作品や、本を切るなどしてオリジナルな切り絵作品を発表している。近年では CD ジャケットデ
ザインの他、TVCM、webCM、ミュージックビデオ、ウィンドウディスプレイなど、切り絵を通して活躍の幅を広げている。
＊オズモール（OZmall）とは？1996 年に女性ライフスタイル誌「OZmagazine（オズマガジン）」の WEB 版としてスタート。グルメ、ビュー
タナカマコト氏
ティ、トラベル等の特集記事や、高級ホテル・レストラン・ビューティサロン、観劇などのエンターテイメントプランが WEB 予約できる「OZ のプレミア
ム予約サービス」を運営。会員 270 万人に支持されている。http://www.ozmall.co.jp/
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◆水族館でお月見
期間：9 月 6 日（水）～24 日（日）18:45～21:00（最終入場 20:00）
場所：サンシャイン水族館
内容：クラゲは漢字で“海月”と書き、ミズクラゲは英語で“Moon jellyfish”と呼ぶことをご存知ですか？さまざまなクラゲが展示され
ている「ふわりうむ」や、水量約 240 トンの大水槽「サンシャインラグーン」にて、満月をイメージした特別なライトアップを行い
ます。また、サンシャイン水族館の飼育スタッフが各自担当するいきものについて話をする「いきものトーク」を、期間中の土・
日・祝日 19:30～特別バージョンの「いきものトーク～秋編～」（テーマ例：「食欲の秋 マンボウだんご」「潮汐に影響
されるいきもの」「お月見 ダンゴウオ科の魚たち」など）として開催します。

◆海の中の水族館ヨガ～満月 ver.～

日時：9 月 6 日（水）[第 1 部]受付 7:00～／館内自由観覧 7:00～7:30／ヨガレッスン 7:30～8:15
[第 2 部]受付 8:00～／ヨガレッスン 8:30～9:15／館内自由観覧 9:15～9:30
場所：サンシャイン水族館館内 1 階 大水槽「サンシャインラグーン」前
内容：南国の海を感じさせる水量約 240 トンの大水槽「サンシャインラグーン」前で水の揺らぎや
波の音、マリンテイストの香りに包まれながら、まるで海の中にいるような雰囲気でヨガをお楽
しみいただけます。今回は特別に、満月をイメージした特別なライトアップを行います。
定員：各回 35 名 ※応募者多数の場合は抽選となります。※女性限定となります。
料金：2,000 円 ※サンシャインシティカードの提示で 1,500 円 ※サンシャイン水族館・SKY
CIRCUS サンシャイン 60 展望台年間パスポートの提示で 1,000 円
申込み方法：サンシャイン女子道ウェブサイト（http://sunshine-jyoshido.com/）よりお申込みください。
応募締切は 8 月 28 日（月）です。

◆Moonlight メニュー

期間：9 月 6 日（水）～24 日（日）
場所：サンシャインシティ スカイレストラン（サンシャイン クルーズ・クルーズ／ジョーズシャンハイ／ジンジャーズビーチ サンシャイン／
天空の庭 星のなる木／鮨処 銀座 福助）
内容：SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台の入場チケット（1,200 円相当）付きの、月をモチーフにした色鮮やかな見た目に
も美味しい特別メニューを提供します。※Moonlight メニューは OZmall（http://www.ozmall.co.jp/）でのご予約も
承ります。

ムーンライトクルーズコース
（5,940 円・サ別）
サンシャイン クルーズ･クルーズ

中秋満月
～moon watching party～
（5,980 円）
ジョーズシャンハイ

MAHINA（マヒナ）コース
（7,128 円）
ジンジャーズビーチ サンシャイン

天空の湖月コース
（7,560 円・サ別）
天空の庭 星のなる木

■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：10：00～21：00（4 月～9 月）、10：00～18：00（10 月～3 月）※最終入場は終了 1 時間前
※特別営業：9 月 1 日（金）～9 月 27 日（水）10：00～21：00
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

カウンター限定 moon light コース
（6,480 円）※要予約
鮨処 銀座 福助

※変更になる場合あり

■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
※画像はすべてイメージです。 ※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。
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