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報道関係者各位                                                         2018年 11月 8日  

 
   ツリー点灯式＆クリスマススペシャルライブ

 

 

「夢のひとつが叶った！」 
シャボン玉に包まれて、Sunshine City ウェルカムツリーを点灯！     

開業40周年を迎えたサンシャインシティ(東京・池袋)では、本日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します。 
 
 

初日となる本日 11 月 8 日（木）夕方 17 時から、

イルミネーションや音楽に合わせ、雪のような白いシャボン

玉が舞い、幻想的な写真を撮ることができる「Sunshine 

City ウェルカムツリー」の点灯式を、メジャーデビューが来

月(12/5)に迫り話題沸騰中の EXILE TRIBE 新グ

ループ“FANTASTICS from EXILE TRIBE”の皆

さんにより実施いたしました！ 

約 12,000 球のクリスマスイルミネーションと 1 日 20 万

個のシャボン玉が舞う高さ約 4m の「Sunshine City ウ

ェルカムツリー」をメンバー8人のカウントダウンののち点灯。

光輝くイルミネーションと共に、雪のようにシャボン玉が一斉

に舞う中、「おー！すごい！」と歓喜の声をあげて興奮。

「ツリーの点灯式をやるのは夢のひとつでもあったので、

参加出来て嬉しい。シャボン玉もサンシャインシティらし

い演出でよいですね。」と佐藤大樹さん。点灯式の後で行われるライブに向けての気持ちを問われた世界さんは「デビューに向け

て気合をいれてパフォーマンスしたい」と来月に迫ったデビューへの想いを語っていました。（本点灯式がメジャーデビュー発表後、

初の単独イベントとなりました。） 

 

点灯式後にサンシャインシティ噴水広場(アルパ B1)で行われたクリスマススペシャルライブでは、デビュー曲「OVER DRIVE」

と「WHAT A WONDER」の２曲を集まった１５００人のファンの前で披露しました。 

 

★本日のイベント概要★ 
名 称：Sunshine City Christmas Party! 点灯式 

日 時：11 月 8 日(木)  

点灯式 17：00-17：30 ／ 専門店街アルパ 1F西入口（東京都豊島区東池袋 3-1） 

ラ イ ブ 18：00-18：30 ／ サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1） 

ゲ ス ト：FANTASTICS from EXILE TRIBE  

         ＜ライブ楽曲＞WHAT A WONDER、OVER DRIVE 

 

 

 

 

FANTASTICS from EXILE TRIBE             

本日のイベントのご報告 

メジャーデビュー発表後

初の単独ライブ 

本件につきまして、是非記事掲載、及びニュース配信をお願いしたく 

ご検討くださいますようお願い申し上げます。 



                                                    

 

 

 

  



                                                    

 

★＜ご参考資料＞サンシャインシティのクリスマス情報★ 

まるで雪のように白いシャボン玉が舞うイルミネーションツリーやおっちょこちょいサンタのフォトスポットなど、 
サンシャインシティより“40周年ありがとう”の気持ちを込めて、施設内の各所でイベントを開催 

 
11 月 8 日（木）～12 月 25 日（火） 

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します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
✡ Sunshine City ウェルカムツリー  場所：専門店街アルパ 1 階 西入口 
カラフルなイルミネーションを使用した高さ約４ｍのクリスマスツリーが登場します。さらに、定刻になるとイルミネーションと音楽に

合わせてまるで雪のように 1 日約 20 万個の白いシャボン玉が舞うスペシャル演出がはじまります。  
 
実施時間：10：00～21：00 ※演出は毎時 00分・15 分・30 分・45分。毎時 15 分・45分はイルミネーション＆音楽のみ。 

 
✡ おっちょこちょいサンタのフォトスポット 場所：専門店街アルパ 1 階噴水吹抜前広場、専門店街アルパ B1 西側レストスペース 
パーティーにプレゼントを持って来てくれたサンタさんは少しおっちょこちょい…♪「おしりサンタ」など、くすっと笑ってしまうような

可愛らしいサンタと一緒に写真を撮りたくなるようなフォトスポットが登場します。 

 
✡ サンシャイン水族館のクリスマス 場所：サンシャイン水族館 
サンシャイン水族館の屋外エリア「マリンガーデン」には、海の生き物たちとキラキラ輝く海の泡をイメージしたイルミネーション
ツリーが登場します。また、アシカとガラス越しに写真が撮れる「アシカと記念撮影」や、大水槽「サンシャインラグーン」にサンタ
とトナカイの格好をしたダイバーが登場する水中パフォーマンスタイム「サンタダイブ」、クリスマス ver.のアシカやカワウソのパフォ
ーマンス、水族館らしい「チンアナゴクリスマスケーキ」の販売など、この時期限定のイベントを実施します。さらに、
12/22(土)～25(火)の 4日間は通常 18：00までのところ 21：00まで延長営業します。 ※イベントにより実施時間は
異なります。  

 
✡ SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台のクリスマス 場所：SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台 
海抜 251ｍから臨む夜景をお楽しみいただくため、展望台内の一部エリアを消灯する「クリスマスナイトビュー」では、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登場！また、子どもも大人も楽しめる雪にみたてたフォトジェニックなボ

ールプールが登場します。 

※イベントにより実施時間は異なります。※「クリスマスナイトビュー」は 11/22（木）～12/25（火）各日 18：00～ 

 
✡ サンシャインビレッジ～クリスマス ver.～ 場所：屋外 スペイン階段 
ミニチュアハウスと植栽が可愛いサンシャインビレッジがクリスマス ver.に変わります。ミニチュアクリスマスツリーも登場し、夜は

家々が美しいイルミネーションで彩られます。 

 
✡ アルパ・スカイレストランのクリスマス  場所：専門店街アルパ、スカイレストラン他 
アルパ各店でクリスマスギフトアイテムを販売する「クリスマスギフトコレクション」や、旅行や家電などの豪華景品が当たる「クリスマス抽選会」を実施します。

また、アルパでは華やかで可愛らしいクリスマスケーキを販売。スカイレストランではこの時期限定のクリスマスディナーを提供します。 

 
✡ サンシャインシティ クリスマスライブステージ  場所：サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1） 
豪華アーティストによるクリスマスライブやトークステージを開催します。 ※出演者は後日発表します。 

※ライブ実施期間は、12/22(土)～12/25(火)  
 

※画像はすべてイメージです。 ※内容が変更になる場合がございます。 

 
 

■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 
        ※（お買物）特別営業：12 月 14 日（金）～12 月 25 日（火）は 21：00 まで 
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：10：00～18：00（9月 25日～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 
       ※特別営業：12 月 22 日（土）～12 月 25 日（火）は 21：00 まで 
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 

展望台 アルパ 

Sunshine City Christmas Party！ 

おしりサンタ 水族館 


