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報道関係各位

2018年8月27日
株式会社サンシャインシティ

スポーツの秋！サッカー、ラグビー、野球などをテーマに
体験イベント、展示、トークショーやライブなど盛りだくさん！

写真：石川直宏さん（上段左）、大畑大介さん（上段中央）、松崎しげるさん（上段右）、コナミスポーツクラブ（下段左）、FIFA WORLD CUP ロシア2018 報道写真展（下段右）

サンシャインシティ(東京・池袋)では、9月1日（土）～17日（月・祝）の期間、「Sunshine City SPORTS FESTA 2018」
を開催します。
本イベント期間中は、FC東京現役選手とFC東京OB(現 クラブコミュニケーター)の石川直宏さんによるトークショー
やサッカー体験などができる「FC東京プレイパーク」、ラグビー元日本代表の大畑大介さんによるトークショーやプレ
イ中のような写真が撮影できるフォトスポット、キックターゲットでラグビー体験が可能な「サンシャインシティ ラグ
ビースクエア」、「埼玉西武ライオンズvs福岡ソフトバンクホークス」のパブリックビューイングや西武ライオンズの40
周年PRアンバサダーをつとめる松崎しげるさんによる球団歌のライブなどを楽しめるイベント「西武ライオンズ×サ
ンシャインシティ40thアニバーサリー」、コナミスポーツクラブによるゴルフ体験イベントなどをサンシャインシティ 噴
水広場にて開催します。
その他、専門店街アルパでは「FIFA WORLD CUP ロシア2018 報道写真展」やお子様向けの「キッズクイズラ
リー」、FC東京のサインボールや観戦チケットなどが当たる「SPORTS FESTA 抽選キャンペーン」を実施。
さらに、SKY CIRCUS サンシャイン60展望台では「SKY CIRCUS サンシャイン60展望台 × J SPORTS sports café
bar」、サンシャイン水族館では「アシカ･パフォーマンスタイム～SPORTS FESTA2018～」などを実施します。
この秋は、スポーツイベント盛りだくさんのサンシャインシティにぜひお越しください。

Sunshine City SPORTS FESTA 2018 イベント概要
★専門店街アルパ★
キッズクイズラリー
【実施場所】

アルパ対象店舗、SKY CIRCUSサンシャイン60展望台
（スタート･ゴール：アルパ1F噴水吹抜け前広場）

【実施期間】

9月1日(土)～17日（月・祝） ※9月3日（月）はアルパ休館日のため、実施なし

【内

容】

対象店舗に設置されたスポーツ関連クイズに答え、全12問中5問以上正解するとお菓子を
プレゼントします。

【対

象】

小学生以下

【対象店舗】

アルパ11店舗（ザ・ノース・フェイス、コロンビアスポーツウェア、メレル、アシックスウォーキング、
ゾフ、スギヤマ、ＧＡＰ、エディー・バウアー、エービーシー・マート、コーエン、三愛水着楽園）
SKY CIRCUSサンシャイン60展望台※展望台には入場料が必要となります。

報道関係者様からの
お問い合せ先

株式会社サンシャインシティ コミュニケーション部 広報担当 鳴海・中山・大浦
TEL. 03-3989-3329（平日 9:30～18:00） FAX. 03-3989-3451 pr@sunshinecity.co.jp
共同ピーアール株式会社 PR アカウント本部 9 局 前山・高橋 TEL. 03-3571-5238
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SPORTS FESTA 抽選キャンペーン
【実施場所】

アルパ対象店舗（抽選会場：アルパ1F噴水吹抜け前広場）

【実施期間】

9月1日(土)～17日（月・祝） ※9月3日（月）はアルパ休館日のため、実施なし

【内

期間中に対象店舗で1会計5,000円以上お買上げいただくと、
サインボール（FC東京・西武ライオンズ）や観戦チケット（FC東京）などの豪華賞品が
当たる抽選会にご参加いただけます。

容】

【対象店舗】

アルパ14店舗（ザ・ノース・フェイス、コロンビアスポーツウェア、メレル、アシックスウォーキング、
ゾフ、スギヤマ、ＧＡＰ、エディー・バウアー、エービーシー・マート、コーエン、三愛水着楽園、
アズ ノゥ アズ ピンキー、イーハイフンワールドギャラリー、イエローチェア）

FIFA WORLD CUP ロシア 2018 報道写真展
【実施場所】

アルパ1F噴水吹抜け前広場

【実施期間】

9月1日(土)～17日（月・祝）

【内

容】

FIFA WORLD CUP 2018の報道写真を40点展示します。
（主催：フォート・キシモト）

★サンシャインシティ 噴水広場★
FC東京プレイパーク
【実施期間】

9月8日（土）

【内

①ステージイベント
◆トークショー（16：00～）
FC東京20周年＆サンシャインシティ40周年を記念して、
FC東京OB（現 クラブコミュニケーター）石川直宏さんと現役選手
によるトークショーを開催します。

容】

◆ブラインドサッカーデモンストレーション（15：15～）
ブラインドサッカーの現役選手を招聘し、デモンストレーションや
トークショーを開催します。

石川直宏さん

②サッカー体験（10：00～15：00、17：00～18：00）
FC東京のグッズがもらえるキックターゲット等体験イベントを
開催します。
③パラスポーツ体験（ 10：00～12：00、13：00～15：00、17：00～18：00）
◆競技用義足＆パラリンピック正式種目・ボッチャ体験
競技用義足の疑似体験や、赤や青のカラーボールを投げたり
転がす「ボッチャ」の体験会を開催します。
（協力：東京ガス株式会社）

ブラインドサッカーイメージ
（提供：日本ブラインドサッカー協会）

◆パラリンピック正式種目・ブラインドサッカー体験
アイマスクをつけて、ドリブルやシュートの体験会を実施します。
（協力：日本ブラインドサッカー協会）
ボッチャイメージ
（提供：東京ガス株式会社）

報道関係者様からの
お問い合せ先

株式会社サンシャインシティ コミュニケーション部 広報担当 鳴海・中山・大浦
TEL. 03-3989-3329（平日 9:30～18:00） FAX. 03-3989-3451 pr@sunshinecity.co.jp
共同ピーアール株式会社 PR アカウント本部 9 局 前山・高橋 TEL. 03-3571-5238
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サンシャインシティ ラグビースクエア
【実施期間】

9月9日（日）

【内

ラグビーワールドカップ2019™日本大会に向けてイベントを開催します。
①大畑大介さんトークショー（14：00～）
ラグビー元日本代表大畑大介さんとラグビージャーナリスト
TM©Rugby World Cup Limited 2015.
村上晃一さんによるトークショーを開催します。
All rights reserved.

容】

②ラグビー体験（10：00～13：00、15：00～18：00）
ターゲットに向かってラグビーボールをキックしたりスローしたり
することができる体験会を開催します。
③フォトスポット＆各種展示（10：00～13：00、15：00～18：00）
ディフェンスを突破したり、トライしているように見えるフォトスポットや、
ラグビーワールドカップ2019™の開催スタジアムやスケジュール等の
紹介パネル、ユニフォームの展示（協力：カンタベリー）を行います。

大畑大介さん

コナミスポーツクラブ スポーツイベント
【実施期間】

9月15日（土）・16日（日） 10：00～17：00 ※各体験休止時間あり

【内

①ゴルフ体験
大人はスイング解析マシンでフォームのチェックを体験できます。
お子様は専用のゴルフキッドを使って、ゴルフをゲーム感覚で楽
しめます。

容】

②体操体験
コナミスポーツクラブのコーチがお子様をサポートし、でんぐり返し
のコツを伝授します。
体操体験
③フィットネスプログラム＆ダンスパフォーマンス
コナミスポーツクラブのスタジオで実施している人気のフィットネスプログラムを披露します。
また、キッズダンスチームによる圧巻のダンスショーも必見です。

西武ライオンズ×サンシャインシティ 40thアニバーサリー
【実施期間】

9月17日（月･祝）

【内

①松崎しげるスペシャルLIVE（17：00～）
ライオンズの球団歌「地平を駈ける獅子を見た」を歌う松崎しげる
さんによるライブステージを開催します。

容】

②パブリックビューイング（13：00～）
噴水広場の大型ビジョンで「埼玉西武ライオンズ vs 福岡ソフトバンク
ホークス」のパブリックビューイングを開催します。サンシャイン
シティでのパブリックビューイングは今回が初開催となります。
③西武ライオンズ40周年記念展示（10：00～18：00）
本拠地を所沢に移転してから40年間の球団の歴史を振り返ることが
できるグッズやユニフォームの記念展示を行います。
松崎 しげるさん

報道関係者様からの
お問い合せ先

株式会社サンシャインシティ コミュニケーション部 広報担当 鳴海・中山・大浦
TEL. 03-3989-3329（平日 9:30～18:00） FAX. 03-3989-3451 pr@sunshinecity.co.jp
共同ピーアール株式会社 PR アカウント本部 9 局 前山・高橋 TEL. 03-3571-5238

PRESS RELEASE

30-82

★SKY CIRCUS サンシャイン60展望台★ ※展望台には入場料が必要となります。
SKY CIRCUS サンシャイン60展望台× J SPORTS sports café bar
【実施場所】

SKY CIRCUS サンシャイン60展望台 Cafe Quu Quu Quu

【実施期間】

9月8日(土)オープン
Cafe time 10:00～17:00、Bar time 17:00～22:00 ※L.O.21:30

【内

海抜251mの絶景カフェバーでスポーツ観戦を楽しめる、
スポーツ専門TV局「 J SPORTS 」とコラボレーションした
スポーツカフェバーがCafe Quu Quu Quuにオープン。
9月8日（土）～24日（月・振休）はジャパンラグビー トップリーグの
特集として、トップリーグの放映や、全チームの公式戦ジャージー・
公式球の展示などを行います。
（協力：ジャパンラグビー トップリーグ）

容】

ⓒJRFU

★サンシャイン水族館★

※水族館には入場料が必要となります。

アシカ・パフォーマンスタイム～SPORTS FESTA 2018～
【実施場所】
【実施期間】

屋外エリア「マリンガーデン」パフォーマンスステージ
9月8日(土)～17日（月・祝）
11:00～/12:30～/14:00～/15:30～ （各回約10分）

【内

アシカがラグビーボールなどを使った技を披露する、
期間限定のパフォーマンスを実施します。

容】

アロワナ＆ドラド・フィーディングタイム～SPORTS FESTA 2018～
【実施場所】
【実施期間】
【内

容】

屋外エリア「マリンガーデン」きらめきの泉水槽前
9月8日(土)～17日（月・祝）

13:15～/16:15～ （各回約10分）※16:15～は土日祝のみ
高さ最低20cmからの高跳びに魚たちが挑戦します。
ジャンプが成功する度にバーの高さが上がっていきます。
解説員はゼッケンを着用し、跳ぶ魚たちを解説・応援します。

※状況により、時間・内容が変更になる場合がございます ※金額はすべて税込です ※画像はすべてイメージです
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■サンシャインシティ 専門店街アルパ 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■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：9:00～21:00（～9月2日）、10：00～21：00（～9月24日）、10：00～18：00（9月25日～2019年3月20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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■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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