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株式会社サンシャインシティ

海抜 251ｍの展望台に雪のように白いボールが降り積もるホワイトクリスマス！
さらに、夜 18：00 以降は館内照明を一部消灯する「クリスマスナイトビュー」などを開催

サンシャイン 60 展望台の White Christmas

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。SKY
CIRCUS サンシャイン 60 展望台では「サンシャイン 60 展望台の White Christmas」を開催します。
展望台には、ホワイトクリスマスの雪を連想させる約 5 万個の白いボールを使用したプールが登場。景色が美しい窓際や、
映像が投影された幻想的な雰囲気の中で、遊びながらフォトジェニックな写真を撮影することができます。
また、空気の澄んだ冬の季節だからこそより美しく見える夜景をお楽しみいただくため、11 月 22 日（木）からは真っ暗な空
間で景色を鑑賞できる“夜景ビュースポット”が新しく登場。さらに、18：00 以降館内照明を一部消灯する「クリスマスナイ
トビュー～暗闇で楽しむ東京の絶景～」を開催します。さらにカフェではホワイトクリスマスをイメージした限定メニュー・グッズの販
売や、クリスマスのインテリアにぴったりな「フラワーアレンジメント教室」を開催します。
今年のクリスマスはぜひ、SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台でお楽しみください。

イベント概要
期間：11 月 8 日（木）～12 月 25 日（火）※クリスマスナイトビューは 11 月 22 日（木）以降の 18：00～22：00
料金：SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台の入場料金のみでお楽しみいただけます。 ※ワークショップのみ有料

●

ホワイトスノープール

展望台内の 2 箇所に、ホワイトクリスマスの雪を連想させる約 5 万個の白いボールを使用したプールが登場します。巨大な万華
鏡のような光と鏡のトンネルになっている「無限スケープ」内では、ボールプールに映像が投影され、幻想的でフォトジェニックな写真
を撮ることができます。また、カフェの窓際にはクリスマスツリーを囲むようにボールプールが設置されます。白いボールの海の中で遊
んだり、写真を撮ったりと、子どもから大人まで楽しむことができます。

●

クリスマスナイトビュー～暗闇で楽しむ東京の絶景～

空気の澄んだ冬の季節だからこそより美しく見える夜景をお楽しみいただくため、11 月 22 日（木）から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”が新しく登場します。さらに、館内照明を一部消灯する「クリスマスナイトビュー～暗闇で楽
しむ東京の絶景～」を 11 月 22 日（木）以降の 18：00～22：00 に毎夜実施します。

●

クリスマス限定メニュー＆グッズ

Cafe Quu Quu Quu では、雪に見立てたマシュマロを乗せたオリジナルクリスマスメニュー

「ニコニコサンタのマシュマロ チョコラテ」（750 円）や、数量限定で空にちなんだ恋みくじ付
きのガラスアクセサリー「天空恋みくじ～クリスマス ver.～」（ネックレス/1,000 円）を販売
します。
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●

フラワーアレンジメント教室

インテリアとして人気のハーバリウムをクリスマスカラーのお花で作ることができる「クリスマスハーバリウム教室」
や、クリスマスカラーのお花の中に表情豊かなオリジナルの雪だるまを作ることができる「雪だるまのフラワー

アレンジメント教室」を開催します。
開催期間：11 月 23 日（金・祝）～11 月 25 日（日）クリスマスハーバリウム教室
12 月 22 日（土）～12 月 24 日（月・振休）雪だるまのフラワーアレンジメント教室
各日 11：00～／13：00～／15：00～ ※各回先着 15 名様
参加料金：各 1,000 円

●

フォーチュンウィンドウ クリスマスキャンペーン

窓に向かって手をつないで両側の雲スイッチにタッチすると、2 人の相性を夜空が占ってくれる夜限定コン
テンツ「フォーチュンウィンドウ」で相性 200％以上を出したペアのお客様に、展望台オリジナルグッズをプレ
ゼントします。相性 200％以上の結果を写真に撮って、VR チケットカウンターにご提示ください。

●

ナイトペアチケットの販売

クリスマス期間は 18：00 以降、大人・学生 2 名の利用で入場料金が割引となるお得なペアチケットを販売します。
▸大人 2 名で 2,000 円（通常 2,400 円）、学生[高校・大学・専門学校]2 名で 1,500 円（通常 1,800 円）

★★★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）各日 11：00～／13：30～／16：00～
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（各講師につき 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。
※画像はすべてイメージです。

※金額はすべて税込です。

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
※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。
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