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報道関係各位                                                       2018年 10月 22日 

株式会社サンシャインシティ 
株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
サンシャイン水族館（東京・池袋、館長：丸山克志）は、株式会社ソニー・クリエイ

ティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役：長谷川 仁)がマスターライセンスを
保有する「ピングー」とのコラボレーションイベント「天空のピングー in サンシャイン水族館」
を 11月 8日（木）～12月 25日（火）の期間で開催します。 

 
本イベントではピングーの世界観をお楽しみいただけるよう、期間限定で屋外エリアにて

ピングーの装飾（クリスマスツリーや巨大オーナメント、フォトスポットなど）を実施します。 
 
また、カナロア カフェではピングーとコラボレーションしたクリスマス限定メニューを販売しま

す。このほか、限定グッズやキャラクターグリーティングを開催します。 
 
今年のクリスマスはぜひ、サンシャイン水族館にお越しください。 

期間： 11月 8日（木）～12月 25日（火） 
場所： サンシャイン水族館 屋外エリア「マリンガーデン」、カナロア カフェ、ショップ アクアポケット 
料金： サンシャイン水族館への入場料金のみでお楽しみいただけます。                

☆クリスマス装飾 
屋外エリア「マリンガーデン」の一部で、ピングー、ピンガ、ロビのオリジナルクリスマスツリーやオブ 
ジェなどによるクリスマス装飾を展開します。ピングーと一緒に電車に乗っているかのような写真
が撮れるフォトスポットも登場します。 

 

☆コラボレーションカフェメニューの販売 
カナロア カフェでは、チョコレートムースの中に鮮やかなオレンジムースがたっぷりと入り、大人な
味わいが楽しめる「ピングーケーキ」（734 円、販売期間：12 月 1 日（土）～12 月 25
日（火））、練乳バニラムースの中にクリスマスらしい色合いのイチゴムースがたっぷり入った 
「ピンガケーキ」（734円、販売期間：11 月 8 日（木）～11 月 30 日（金））などコラ
ボレーションメニューを販売。ピングー装飾で可愛らしい雰囲気のカフェでお楽しみいただけます。 
※各メニューは数量限定販売のため、なくなり次第終了します。 
 
 
 
 
 
 

大人気のペンギンキャラクター｢ピングー｣とサンシャイン水族館のコラボレーションイベント 

「天空のピングー inサンシャイン水族館」 
ピングーのクリスマス装飾やコラボメニューも登場！ 

（左）ピングーケーキ 
（右）ピンガケーキ（各 734円） 

11月 8日（木）～12月 25日（火）開催 

イベント概要 

イベント詳細 

●「サンシャイン水族館」に関するお問い合わせ 
①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 
②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 

 
●「ピングー」に関するお問い合わせ 

株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ 経営推進本部 広報宣伝部 
〒107-6214 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー 
TEL: 03-5786-8166 FAX: 03-5786-8174 URL: http://www.scp.co.jp 
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☆オリジナルコラボレーショングッズの販売 
ショップ アクアポケットでは、「天空のペンギン」水槽をイメージしピングー、ピンガ、ロビが空を飛んでい
るかのようなオリジナルデザインのマスキングテープ（594 円）や、オリジナルピングーマシュマロ（432
円）を販売します。 

 
☆イベント限定ノベルティ「オリジナル A6 クリアファイル」プレゼント 
期間中、カナロア カフェ、ショップ アクアポケットにてオリジナルコラボレーショングッズ・コラボレーションカ
フェメニューを含む店内商品 1,000 円（税込）以上購入していただいたお客様各店各日先着
100名様を対象に、「天空のピングー in サンシャイン水族館」オリジナルアートが描かれたA６クリア
ファイル（全 2種）をプレゼントします。 
※クリアファイルの絵柄は選べません。※数量限定のため、なくなり次第終了します。 

 
☆「ピングー」グリーティングイベント 
キャラクターグリーティングを実施します。記念撮影などをお楽しみいただけます。 
期間：11月 8日（木）、11月 24日（土）、12月 8日（土）、12月 22日（土） 
時間：各日 12時～、14時 15分～、15時 15分～（各回約 30分） 
場所：サンシャイン水族館 屋外エリア「マリンガーデン」 
料金：無料 
※開催時間、場所等は予告なく変更する場合があります。 
 

■ピングーとは 
 南極に住むピングーとなかまたちの日常がコミカルなタッチで描かれたストップモーション・アニメー
ション。スイスの映像作家、オットマー・グットマンによって1986年にパイロットフィルムが発表され、
翌年ベルリン映画祭で上映されると大きな反響を呼びました。1990 年からはＴＶシリーズの
放送がスイスでスタートしています。その後、イギリスや日本など世界 155以上の国と地域で放
送されており、長きにわたり子どもから大人まで多くのファンを獲得してきたアニメーション作品で
す。これまでに、5 分×156 エピソードのシリーズと 25 分×１本のスペシャルが制作されていま
す。2017年 10月からは 13年ぶりの新作となって「ピングーinザ・シティ」が NHK E テレで放
送中です。 

 
▶ピングーアニメ公式サイト：http://www.nhk.or.jp/anime/pingu/ 
▶ピングーキャラクターサイト：http://www.pingu.jp/ 
▶ピングー公式インスタグラム（＠ pingu_jp）：https://www.instagram.com/pingu_jp/ 
 

●ご掲載に関してのお願い 
下記のクレジットを表記ください。 
ご掲載に際しては原稿の確認をさせていただけますようお願い致します。 
© 2018 The Pygos Group ©MATTEL, NHK, NEP, PPI 

 
 
 
 
 
  

※写真・イラストはイメージです。 ※掲載内容、デザインは変更になる場合があります。 ※金額はすべて税込です。 

©2018 The Pygos Group ©MATTEL, NHK, NEP, PPI 

イベント限定 A6 クリアファイル 2種 

マスキングテープ 
（594円） 

●「サンシャイン水族館」に関するお問い合わせ 
①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 
②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 

 
●「ピングー」に関するお問い合わせ 

株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ 経営推進本部 広報宣伝部 
〒107-6214 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー 
TEL: 03-5786-8166 FAX: 03-5786-8174 URL: http://www.scp.co.jp 

 

https://www.instagram.com/pingu_jp/
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 同期間、サンシャイン水族館では、下記クリスマス限定のイベントを開催します。 
 詳しくは http://www.sunshinecity.co.jp/campaign/cp/christmas/をご覧ください。 
  
 期間：11月 8日（木）～12月 25日（火）10：00～18：00（最終入場 17：00） 
 ※12月 22日（土）～25日（火）は夜 21:00 まで延長営業（最終入場 20:00 年間パスポート会員は 20:30） 
 料金：サンシャイン水族館の入場料金のみでお楽しみいただけます。 
 
 ☆アシカと記念撮影 

屋外エリア マリンガーデン「アシカたちの砂浜」水槽前でガラス越しにアシカとツーショットの記念
撮影ができます。 

 
 ☆水中パフォーマンスタイム「サンタダイブ」 

 クリスマスver.として、水量約240トンの大水槽「サンシャインラグーン」にサンタとトナカイに扮し
たダイバーが登場します。ダイバーが水槽内で暮らすお魚に野菜をプレゼントします。パフォーマン
スの最後には、サンタと魚たちが力を合わせて水槽内に大きなクリスマスツリーを作り出します。 

 
 ☆アシカ・パフォーマンスタイム～クリスマス ver.～ 

屋外エリア「マリンガーデン」のパフォーマンスステージにて、サンタに扮したトレーナーと一緒にアシカたちがクリスマスソングに
のせてクリスマスのオーナメントなどを使った期間限定のパフォーマンスを披露します。 

 
 ☆カワウソ・グリーティングタイム～クリスマス ver.～ 

屋外エリア「マリンガーデン」のパフォーマンスステージにて、クリスマスらしい小物で遊ぶ可愛らし
いコツメカワウソの姿をご覧いただきながら、サンタに扮したトレーナーが生態や暮らしぶりを紹介
します。 

 
☆クリスマス特設水槽 
館内入口に登場する特設水槽に、サンシャイン水族館の飼育スタッフが選んだ、カラフルな体色でクリスマスツリーのオー
ナメントのようなフォルムをしたクリスマスらしさのある生き物たち（サンタカラーの「シロボシアカモエビ」・縞々でキャンディケイ
ンのような「オイランヨウジ」・オレンジ色でキラキラ輝く「アオギハゼ」・星の形の「アオヒトデ」など）を展示します。 

 
 ☆屋外エリア「マリンガーデン」クリスマスツリー 

 屋外エリア「マリンガーデン」に、海の生き物たちとキラキラ輝く海の泡をイメージしたクリスマスツリーが登場。クリスマスツリ
ーのコンセプトは、「海の奥底の人魚と宝箱」。開いた宝箱からは、人魚が集めた美しい宝物たちのきらめきが、海の中に
放たれキラキラ輝きます。人魚や宝箱をはじめ、キラキラ輝く海の生き物や海の泡などをイメージした、高さ 2.4mのツリー
をぜひご覧ください。16:30以降は、ツリーを含む約 11,000球のイルミネーションが点灯します。 

 
 ☆カナロア カフェ＆ショップ アクアポケット クリスマス限定商品 

カナロア カフェでは、苺とヨーグルトのムースで彩った「チンアナゴクリスマスケーキ」（756円）、フランボ
ワーズクッキーとクリームチーズムースを使用した「ウミウシクリスマスケーキ」（756円）、ミルクチョコムー
スの中にアーモンドミルクムースが入った「カワウソクリスマスケーキ 『やまと』」（756円）、ヨーグルトム
ースの中にカシスムースが入った「カワウソクリスマスケーキ 『ハク』」（756円）の 4種類の可愛いケー
キを期間限定で販売します。 
ショップ アクアポケットでは、サンタの仮装をした生き物がデザインされた「サンシャイン水族館オリジナルミ
ニタオル」（540円）などを販売する他、サンシャイン水族館オリジナルのぬいぐるみを使用した「ぬいぐるみツリー」が登
場します。 
 

☆☆☆サンシャイン水族館の Christmas Party! ☆☆☆ 

●「サンシャイン水族館」に関するお問い合わせ 
①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 
②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 

http://www.sunshinecity.co.jp/campaign/cp/christmas/
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