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サンシャインシティ（東京・池袋）は、研修専用の設計を施した 54 名定員の会議室 2 室（コンファレンスルーム

Room16／Room17）を新設しましたので、お知らせいたします。 
 

現在、サンシャインシティには全 29 室の会議室があり、会議・研修のみでなく、セミナー・面接・会社説明会・展示

会・パーティーなど様々な目的・用途でご利用いただけます。今回新設したのは“研修に特化した専用設計の部屋”と

なっており、研修やグループディスカッション、ロールプレイングなど様々なスタイルに適応でき、参加者の議論の活性

や理解の深化を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【新設したコンファレンスルーム Room16／Room17 の 9 つの特徴】 

（1） 天井吊プロジェクター（5,500 ルーメン）を標準装備。 

（2） 電子黒板機能が付いているインタラクティブ・プロジェクターボードを標準装備。  

（3） パソコンを置いても余裕のある奥行を持ったデスク（幅 1,500mm×奥行 600mm）は、電源タップ付きなので 

参加者全員分（最大 54 名）の電源を確保可能。  

（4） ボールペンやポストイット等を自由に利用できるステーショナリーBOX を常設。  

（5） 1 部屋に 1 台のウォーターサーバーを常設。  

（6） 参加者全員分（最大 54 名）の Wi-Fi 接続環境を確保。  

（7） 最大 9 台までホワイトボードを貸し出し。  

（8） 基本レイアウトとして島型レイアウト（1 デスク 2 人掛）を採用。 

（9） 数週間から数ヶ月間の連続長期利用も受付可能。 

※すべての備品代が室料に含まれ、追加料金は不要です。 
 

【新設したコンファレンスルーム Room16／Room17 概要】 

場所：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 5 階 コンファレンスルーム 

定員：各 54 名（島型） 

面積：134 ㎡（Room16）、 121 ㎡（Room17） 
 

料金表 
午前 

9：00～12：00 
午後 

13：00～17：00 
午前・午後 

9：00～17：00 
夜間 

17：30～20：30 
全日 

9：00～20：30 
延長料金 

30 分あたり 

定価 89,640 円 119,880 円 200,880 円 89,640 円 260,280 円 19,440 円 

キャンペーン料金 62,640 円 83,160 円 140,400 円 62,640 円 181,440 円 14,040 円 

立地の良い複合施設内にあるサンシャインシティ会議室がますます充実 

研修に最適、必須備品を標準装備した 2 室を新設オープン！ 

～新規利用に限り 9 月 30 日（日）まで室料 30％割引キャンペーン中～ 

コンファレンスルーム Room16 

インタラクティブ・プロジェクターボード 

（税込） 

サンシャインシティ 
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【サンシャインシティ会議室の特徴について】 

（1） 大小様々な会議室 

サンシャインシティ コンファレンスルーム、文化会館 5 階特別ホール、文化会館 7 階会議室の 3 ヶ所に、都内最

大級規模の全 29 室（1 部屋につきスクール形式で 21 名～最大 204 名）の大小様々な会議室を用意。 

（2）多彩な 用途 

会議・研修のみならず、セミナー・シンポジウム・講演会・面接・試験・会社説明会・株主総会・展示会・健康診断会

場・記者発表会・懇親会・パーティーなど様々な用途で利用可能。 

（3） 抜群のアクセス 

JR、私鉄など 8 路線が乗り入れる巨大ターミナル「池袋駅」を最寄りとする好立地のため、利用者への案内が簡単。

車での来場についても、1,800 台収容可能な地下駐車場を完備。 

（4） 選べる飲食 

サンシャインシティ内に揃う約 70 の飲食店舗で和・洋・中・ファストフードなどバラエティ豊かな食事が可能。また、

会議室内に多彩なメニューのお弁当・お飲物・ケータリングを手配することも可能。 

（5）宿泊に便利 

サンシャインシティプリンスホテルと直結しているため、利用者・スタッフの宿泊利用も便利。 

（6） アフターコンベンション 

サンシャイン水族館や SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台、サンシャイン 60 ビルの 58・59F にあるスカイレスト

ランなど、特長的な会場で懇親会やパーティーを開催可能。 

（7）サポート施設も充実 

約 110 店舗が揃うショッピングセンターには、会議やイベントの円滑な実施をサポートする機能が充実 （書店、

ATM、郵便局、コンビニエンスストア、タクシー乗り場、ビジネスサポートセンターなど）。 

 

【施設概要】 

①サンシャインシティ コンファレンスルーム  

場 所：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 5 階 

部屋数：全 17 室／1 部屋につき 21 名～最大 198 名（スクール形式） ※ワンフロアでは最大 954 名まで対応可能。 
 

②文化会館 5 階特別ホール  

場 所：東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティ 文化会館ビル 5 階 

部屋数：全 2 室／最大 204 名と最大 171 名（スクール形式）。 
 

③文化会館 7 階会議室  

場 所：東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティ 文化会館ビル 7 階 

部屋数：全 10 室／1 部屋につき 24 名～最大 132 名（スクール形式）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

サンシャインシティ会議室のご予約及びお問合せ先 

電話：03-3989-3470（9：00〜18：00 ※土日祝、年末年始を除く） 

URL：http://co.sunshinecity.co.jp/conference/ 

研修イメージ 
（サンシャインシティ コンファレンスルーム） 

展示会利用イメージ 
（サンシャインシティ コンファレンスルーム） 

講演会イメージ 
（文化会館 5 階特別ホール） 


