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報道関係各位                                                      2018年 12月 20日  

株式会社サンシャインシティ 
 
 
 

 

サンシャインシティの Valentine’s Day 
ペア入場割引実施！水族館でラブラブな生き物の関連ワードが合言葉♥ 

屋外エリアが期間限定で約 6,000 球の可愛いピンクのイルミネーションに♥ 
当館のペンギン夫婦「武蔵」と「のんちゃん」がプリントされたオリジナルチョコも販売♥ 

贈り物はココで決定！「バレンタインマーケット」や、豪華賞品が当たる「ラブレターコンテスト」 

合言葉で入場料金が約 20％OFF のバレンタインペア割引や、クラシック音楽生演奏♪ 
 

       開催期間：2019 年 2 月 1 日(金)～2 月 14 日(木)           
サンシャインシティ（東京･池袋）では 2019 年 2 月 1 日(金)～2 月 14 日(木)の期間、「サンシャインシティの

Valentine’s Day」として、サンシャイン水族館や専門店街アルパ、SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台で、様々なス

ペシャルなバレンタイン企画を実施します。 

サンシャイン水族館では合言葉で入場料金が約20％OFFになるバレンタイン割引を実施する他、大人気の各パフォーマンス

ではハートを使ったバランス芸を披露する「アシカ・パフォーマンスタイム～バレンタイン ver.～」や、コツメカワウソがハートのおも 

ちゃで遊ぶ「カワウソ・グリーティングタイム～バレンタイン ver.～」をはじめ、この時期限定のスペシャルバージョンとなります。さらに、

屋外エリアにはラブラブな記念撮影ができるペンギン＆カワウソのフォトジェニックスポットが登場する他、夕方からは約 6,000 球

のピンクのイルミネーションが点灯し、バレンタインムードを盛り上げます。ケープペンギンのラブラブ夫婦「武蔵」と「のんちゃん」が 

プリントされた「サンシャイン水族館オリジナルペンギンチョコレート」も数量限定で販売します。 

サンシャインシティ 噴水広場では、バレンタインの贈り物にぴったりの商品を取り揃える特別販売「バレンタインマーケット」を開

催。さらには、豪華賞品が当たる「バレンタインデーは、手紙を書こう♡ラブレターコンテスト」を日本製紙連合会の主催で行いま

す。大切な人を想いながら、この機会に手紙をしたため、期間限定で登場するハート形のポストに投函してコンテストに参加して 

みましょう。その他にも専門店街アルパ各店やバレンタインマーケットでスタンプを集めるとお菓子がもらえる「バレンタインスタンプラ

リー」や、夜景が美しくデートにぴったりな SKY CIRCUS サンシャイン 60展望台では、合言葉で入場料金が約 20％OFF にな

るバレンタイン割引を行うほか、「芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミー」のアカデミー生による生演奏を実施します。 

サンシャインシティのバレンタインは、見て、買って、書いて、そして、豪華賞品を当てることができるスペシャルな企画が満載です。

大切な人と特別な時間をお過ごしください。 
 

                 サンシャインシティの Valentine’s Day 企画概要                            

開催場所：サンシャインシティ各所（サンシャイン水族館、専門店街アルパ、SKY CIRCUS サンシャイン 60展望台など） 

開催期間：2019年 2月 1日(金)～2月 14日(木) ※企画により一部異なります。 

 

 
 
 
 
 

  

PRESS RELEASE   

アルパ 

カワウソ・グリーティングタイム～バレンタイン ver.～ バレンタインマーケット 水中パフォーマンスタイム～お魚たちへプレゼント

水族館 

展望台 
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PRESS RELEASE   
 

♥♥♥ サンシャイン水族館のバレンタイン ♥♥♥ 
 
★ 『合言葉』で期間限定バレンタインペア割引 

ご夫婦、友人、カップルなど、ペアで来場された方々を対象に、それぞれ 1 ワードの『合言葉』を言っていただくと入場料金を約

20％割引します。『合言葉』はサンシャイン水族館の公式 HP で発表します。 ※他の割引との併用はできません。 

 

NEW★ 屋外エリア「マリンガーデン」バレンタインスペシャルイルミネーションの実施 

16：30以降は約 6,000球のイルミネーションがピンク色に点灯し、バレンタインムードを盛り上げます。 

 

★ 水中パフォーマンスタイム～お魚たちへプレゼント～   

赤やピンク色の照明演出を施した水槽内で、ダイバーがお魚たちにハート型に固めたエビやイカをプレゼントします。 

時間：10：30～／13：00～／16：00～（各回約 10分） 

場所：館内 1 階大水槽「サンシャインラグーン」   
 

★ アシカ・パフォーマンスタイム～バレンタイン ver.～  

バレンタインにちなんで、アシカたちがハートを鼻にのせるバランス芸を披露します。 

ラブラブ度が高まれば、アシカたちから投げキッスがあるかも!? 

時間：11：00～／12：30～／14：00～／15：30～（各回約 10分） 

場所：屋外エリア マリンガーデン「パフォーマンスステージ」  
 

★ カワウソ・グリーティングタイム～バレンタイン ver.～  

バレンタインにちなんで、ハート型のおもちゃで遊ぶコツメカワウソをご覧いただきます。 

遊ぶのに夢中な可愛らしいコツメカワウソの生態や暮らしぶりを飼育スタッフが解説します。 

時間：14：45～（約 10分） 

場所：屋外エリア マリンガーデン「パフォーマンスステージ」  
 

★ マハロ♥ラジャ ラブラブカップル紹介 

初めての子育てに奮闘中の新米夫婦・コツメカワウソの「マハロ」(メス)と「ラジャ」(オス)の 

ラブラブエピソードをパネルでご紹介します。 

場所：屋外エリア マリンガーデン「カワウソたちの水辺」水槽 
 

NEW★ ペンギン＆カワウソのラブラブフォトジェニックスポット 

ペンギンモチーフの大きなハートの前に立って、ペアでラブラブなフォトジェニックな写真が撮影でき

るスポットが登場します。コツメカワウソのラブラブ夫婦「マハロ」と「ラジャ」のプロップスと一緒に、 

思い出に残るスペシャルな写真を撮影しよう！ 

場所：屋外エリア マリンガーデン 

 

NEW★ 贈り物にぴったりな「サンシャイン水族館オリジナルペンギンチョコレート」 

サンシャイン水族館で暮らしているラブラブなケープペンギンの夫婦「武蔵」(メス)と「のんちゃん」(オ

ス)がプリントされたバレンタインデーにぴったりな「サンシャイン水族館オリジナルペンギンチョコレート」

（574円）を数量限定で販売します。 

場所：ショップ アクアポケット 

 

NEW★ 芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミー街角 LIVE! 

2019 年 2 月 8 日(金)～11 日(月・祝)の 4 日間限定で、芸術ウインド・オーケストラ・アカデ 

ミー生によるバレンタインをテーマにした演奏会を行います。 

時間：16：30～17：00 

場所：館内 1 階大水槽「サンシャインラグーン」前 
  
※「芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミー」とは、東京芸術劇場が 2014 年度から実施する、日本のプロフェッ 

ショナル管打楽器奏者のレベルアップを目的とした若手演奏家を育成する事業です。次世代を担う若手演奏家

に対し、演奏技術を磨くのみならず、音楽をツールとして自らの世界観を表現する「音楽家」になるためのサポート

を行っています。 
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♥♥♥ 専門店街アルパのバレンタイン ♥♥♥ 
 
 
★ 贈り物はココで決定！「バレンタインマーケット」  

サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）でバレンタインの贈り物にぴったりの商品を販売する「バレンタインマーケット」を開催

します。（ゴディバ、成城石井、メゾンカイザー、ラ・メゾン アンソレイユターブル、ヴィレッジヴァンガード、メリーチョコレート等） 

 

 

 

 

 

 

  

 

★ バレンタインデーは、手紙を書こう♡ラブレターコンテスト 

2019 年 2 月 2 日(土)～2 月 14 日(木)の期間、サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）に期間限定でハート型の

ポストが出現します。日本製紙連合会が主催する「バレンタインデーは、手紙を書こう♡ラブレターコンテスト」に入選すると、

43V型 4K対応液晶テレビや東芝スチームオーブンレンジ石窯ドームなどの豪華賞品が当たります。 

 

★ バレンタインスタンプラリー 

専門店街アルパ対象店舗で税込 2,000 円以上お買い上げで 1 つ、サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）のバレンタ

インマーケットで税込 1,000 円以上お買い上げで 1 つスタンプを押印します。スタンプを 2 つ集めると、スウィートファクトリープラ

ス（アルパ B1）のお菓子をプレゼントします。  

 

 

♥♥♥ SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台のバレンタイン ♥♥♥ 
 
★ 『合言葉』で期間限定バレンタインペア割引 

ご夫婦、友人、カップルなど、ペアで来場された方々を対象に、『合言葉』を言ってい

ただくと入場料金を約 20％割引します。『合言葉』は SKY CIRCUS サンシャイン

60展望台の公式 HP で発表します。 ※他の割引との併用はできません。 

 

NEW★ 芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミー街角 LIVE! 

2019年 2月 8日(金)～11日(月・祝)の 4日間限定で、芸術ウインド・オーケ

ストラ・アカデミー生によるバレンタインをテーマにした演奏会を行います。 

時間：19：00～19：30 

場所：SKY CIRCUS TENT 

 

  

■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 

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  

 
※画像はすべてイメージです。 ※金額はすべて税込です。 

■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料金は別途必要 

問合せ先：SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台  03-3989-3457   http://www.sunshinecity.co.jp 

■サンシャインシティ 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 

成城石井 ラ・メゾン アンソレイユターブル メリーチョコレート ゴディバ 


