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報道関係各位                                                        2018年 3月 6日 

株式会社サンシャインシティ 

お菓子やおつまみつかみ取り?!夜はビールで乾杯も！大人から子どもまで 120%お花見を満喫！ 

✿お花見フェア inサンシャインシティ✿ 
4月 4日（水）～4月 8日（日） 

 
サンシャインシティ（東京･池袋）では「サンシャインシティは花ざかり！ 
2018」のイベントのひとつとして、「お花見フェア in サンシャインシティ」 
を 4月 4日（水）～4月 8日（日）の期間に開催します。  
本イベントでは、桜やチューリップなどの春の花々が咲くサンシャイン広場 
（専門店街アルパ屋上）にて、日中には“お菓子つかみ取り”をはじめ、 
猿回しやバルーンパフォーマンスをご覧になれたり、ゆっくり花見を楽しみ 
ながらお過ごしいただけるレジャーシートのレンタルを行います。また、専 
門店街アルパ参加店舗では、お花見にぴったりなお弁当を販売する 
「お花見弁当フェア」を開催。また、今年からは開催時間を拡大し、夜 
には、「夜限定！お花見ナイト」として、ビールの販売や、“おつまみつか 
み取り”などを行い、花を愛でながらお弁当やお酒をお楽しみいただけます。 
桜や春の花々真っ盛りの「お花見フェア in サンシャインシティ」に是非お越しください！  

【お花見フェア in サンシャインシティ 昼の部（10:00～16:30）概要】 
1．お菓子つかみ取り  
日時：4月 4日（水）～4月 8日（日） 
① 10:30～ ②11:30～ ③13:00～ ④14:00～ ⑤15:00～（各回 30分） 
対象：下記のいずれかをお持ちの、小学生以下のお子様 

・アルパ館内でお買い上げのレシート 
・展望台・水族館の入場券半券、水族館・展望台年間パスポート 

※おひとり様１日１回限りとさせていただきます。 
※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。 
  

2．バルーンパフォーマンス  
バルーンパフォーマー「Kanapiii お姉さん」によるバルーンパフォーマンスを 
実施します。 
日時：4月 8日(日)  

① 13：00～ ②14：00～ ③15：00～（各回 30分） 
  

3．日本伝統芸能 猿回し  
「反省」ポーズで一世を風靡した日光さる軍団の太郎次郎一門による、“日光さる軍団 
「猿まわし」公演”を実施します。笑いと感動の伝統芸能を存分にお楽しみいただけます。 

 
日時： 4月 8日(日) ①10:00～  ②10:30～  

③11:00～  ④11:30～  
⑤12:30～  ⑥13:40～ 

                    ⑦14:40～  ⑧15:40～ （各回 20分）  
4．お花見シートレンタル  
会場内の好きな場所で広場のお花をお楽しみいただけるよう、お花見用のレジャーシートをレンタルします。 
日時：4月 4日（水）～4月 8日(日) 10：00～15：30 

※レジャーシートの返却は 16：30 まで 
 

 
 

 
    

※各催しの開催場所は、全てサンシャイン広場(アルパ屋上)で行われます。 
※各催しの開催は、雨天時中止もしくは場所が変更になる場合がございます。 
※全て無料にてお楽しみいただけるものです。 
 

 

※上記写真はすべてイメージです。  
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【お花見フェア in サンシャインシティ 夜の部（17:00～20:30）概要】 

 
●夜限定！お花見ナイト 

日時：4月 4日(水) ～4月 8日（日） 17:00～20:30 
 
お酒販売 
サンシャイン広場内にて、ビール片手に桜や春の花々をお楽しみいただけます。 
販売商品例： 
生ビール \550（税込）、ハイボール \500（税込） 

  ウーロン茶 \350（税込）、オレンジジュース \350（税込） 
 
おつまみつかみ取り 
対象：下記のいずれかの条件を満たす方 
・アルパ館内でお買い上げのレシートをお持ちの方 
・展望台、水族館の入場券半券、水族館年間パスポートをお持ちの方 
・「お酒販売」で購入されたお客様 
※おひとり様１日１回限りとさせていただきます。 
※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。 

  
 

 
 
 
 
 
 

昼・夜共通  
●お花見弁当フェア 
 「お花見フェア in サンシャインシティ」に合わせ、専門店街アルパ各飲食店舗では、お花見にぴったりなお弁当を販売します。 
日 時：3月 16日(金) ～4月 8日（日）※販売時間は店舗により異なる 
場 所：サンシャインシティ 専門店街アルパ各飲食店舗 

  参加店舗：（アルパ B1）セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ、ゴールデン シャワー ツリー、大阪王将 
（アルパ 1F）トラットリア パラディーゾ バイ スイーツパラダイス、サブウェイ 
（アルパ 3F）アジオ、仙台牛たん 郷土料理 杜の都 太助  

 
 
 
 
 
 
 
●サンシャインビレッジ 
ミニチュアハウスと植栽によりとっても可愛いサンシャインビレッジがスペイン階段に登場。 
夜は家々が美しいイルミネーションで彩られ、インスタ映え間違いなしな癒しスポットを 
展開します。 
 
場所：スペイン階段（専門店街アルパ 1F西入口横） 
※イルミネーション点灯は 16:00～となります。 
 
 
 
 

 
 

 

 
※上記写真はイメージです。 

※各催しの開催場所は、全てサンシャイン広場(アルパ屋上)で行われます。 
※各催しの開催は、雨天時中止となります。 
※販売商品を除き、全て無料にてお楽しみいただけるものです。 
 

 

セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ 
サンドイッチ BOX 大福添え（600円） 

トラットリア パラディーゾ バイ スイーツパラダイス 
お花見弁当（700円・1日 20食限定） 

アジオ 
お花見ピザ BOX（1680円・2人前） 

 

※金額はすべて税込です。 
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サンシャインシティでは、「サンシャンシティは花ざかり！」と題して「花」をテーマに様々なイベントをお届けしています。 
この先も花いっぱいのサンシャインシティにぜひお越しください！ 
 
●サンシャインシティは花ざかり！スタンプラリー  開催中～6月 9日（土）  
内容：本年開催中の対象の花イベント（「お花見フェア in サンシャインシティ」および下記 2 イベント含む）への入場や、スカイレ
ストランでの対象メニューの注文で、スタンプを１つ押印します。スタンプを 4 つ集めると、花を 1輪プレゼントします。さらに、 
スタンプを 5 つ（スカイレストランのスタンプ 1 つ以上を含む）集めると「石和温泉ペア宿泊券」や「フラワーミッフィーオリジナル花束」など
豪華賞品が当たる抽選に応募できます。  
※プレゼントはお 1人様 1回限りです。※各イベントはお 1人様 1回 1 スタンプ、対象メニューをご注文の方は 1回毎に 1 スタンプまでとなります。 

    
【今後開催予定のイベント】 

●第 58回 蘭友会らん展 in サンシャインシティ   5月 17日（木）～20日（日） ※入場無料 
場所：サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 4F 展示ホール A 
内容：幅広く個性豊かな蘭が一堂に集結する、夏期としては日本最大級の蘭の展示・販売会です。  

●Summer Garden夏花フェスタ  6月 8日（金）～9日（土） ※観覧無料 
場所：サンシャインシティ 噴水広場 
内容：夏の花々の展示・販売などを行います。  
 

●スカイレストラン×サンシャインシティは花ざかり！ 期間限定ランチメニュー    
期間：開催中～6月 9日（土） 
場所：スカイレストラン（サンシャイン 60 ビル 58・59F） 
内容：彩り鮮やかな限定ランチメニューが登場します。最高の景色とともにお楽しみください。 

 
 
 
 
 
 

 
※金額はすべて税込です。※画像は全てイメージです。 

 
 
【今秋開催予定のイベント】 

●第 8回 ダリアの華展   ※観覧無料 
場所：サンシャインシティ 噴水広場 
内容：華やかなダリアの展示をはじめ、産地直送ダリアの切花・鉢物などの販売を行います。  

●サンシャインシティ ローズガーデン   ※観覧無料 
場所：サンシャインシティ 噴水広場 
内容：最新・人気のバラが勢ぞろいし、会場がバラ一色で埋め尽くされます。 

 
 
 
 

■サンシャインシティ 概要 
所 在 地：東京都豊島区東池袋 3-1  
営業時間：各施設により異なる 
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   

サンシャインシティは花ざかり！2018 

オーシャン カシータ  
イタリアン シーフード グリル 

天空の庭 星のなる木 
 

サンシャインクルーズ･クルーズ 鮨処 銀座 福助 

※今秋開催の上記 2件は「サンシャインシティは花ざかり！スタンプラリー」対象外です。 

参 考 資 料 


