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株式会社サンシャインシティ

「映画ドラえもん のび太の月面探査記」
公開記念イベント in サンシャインシティ

2 月 15 日(金)〜4 月 7 日(日)
★★★映画公開記念でサンシャインシティがドラえもん一色に！★★★
○謎を解くとオリジナルクリアファイルがゲットできるクイズスタンプラリー（サンシャイン 60 展望台）
○隠れたムービットを探し出すとオリジナルステッカーをゲットできるクイズラリー（サンシャイン水族館）
○映画イラストを使用した限定グッズ販売＆フォトスポット登場（展望台・水族館）
○ステッカーがもらえるドラえもんキッズレストランフェア（専門店街アルパ＆スカイレストラン）
○ドラえもんに会えるグリーティングや、映画体験イベント（サンシャインシティ 噴水広場）

etc

サンシャインシティ（東京･池袋）は 2 月 15 日(金)〜4 月 7 日(日)の期
間、『「映画ドラえもん のび太の月面探査記」公開記念イベント in サンシャ
インシティ』を開催します。
本イベントは、3 月 1 日(金)公開予定の「映画ドラえもん のび太の月面探査
記」に合わせて開催され、SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台では、ラリーを
クリアするとオリジナルクリアファイルがもらえる「月に隠された謎を解け！映画ドラえ
もんクイズスタンプラリー in サンシャイン 60 展望台」や、どこでもドアや月をモチーフ
にしたフォトスポット、映画やひみつ道具紹介などのパネル展示を実施する他、
Ｔシャツやトートバッグ、メモ帳などのオリジナルグッズも販売します。
サンシャイン水族館では、映画に登場するキャラクター「ムービット」を探しながら、
キーワードを集めてクリアするとオリジナルステッカーがもらえるクイズラリー「サンシャ
イン水族館に隠れたムービットを探し出せ！」や、等身大ドラえもん等のフォトスポッ
トの他、クリアファイルやハンドタオルなどのオリジナルグッズも販売します。
さらに、専門店街アルパ・スカイレストランでは対象メニューをご注文いただくとオ
リジナルステッカー（全 6 種）がもらえる「ドラえもんキッズレストランフェア」を開催。
サンシャインシティ 噴水広場では映画主題歌を歌う平井 大さんによるライブ
ステージや、ドラえもんに会えるグリーティング、ドラえもんのひみつ道具「空気砲」の
アトラクションで遊べるイベントなどを開催します。今年の春は是非、映画ドラえもんの魅力盛りだくさんのサンシャインシティにお越
しください！
SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台 イベント概要

(左から) クイズスタンプラリーでもらえるオリジナルクリアファイル／「どこでもドア」フォトスポット／「月」をモチーフにしたフォトスポット／オリジナル T シャツ／オリジナルトートバッグ

●月に隠された謎を解け！映画ドラえもんクイズスタンプラリー in サンシャイン 60 展望台
映画内でも登場する、ドラえもんのひみつ道具「異説クラブメンバーズバッジ」をつけて、展望台内に設置されたラリーポイントで
クイズに挑戦しながら、様々な色のスタンプを重ねてひとつの絵を完成させるクイズスタンプラリー。月の暗号が解けた方に、オリ
ジナルクリアファイルをプレゼントします。(参加費：100 円)
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●ドラえもんフォトスポット
展望台内に「どこでもドア」や「月」をモチーフにした、「映画ドラえもん のび太の月面探査記」に関連するフォトスポットが登場し
ます。
●ひみつ道具＆映画名シーンパネル展示
「映画ドラえもん のび太の月面探査記」に登場するひみつ道具や、映画のシーンを紹介するパネルを展示します。
●ドラえもんグリーティング
3 月 23 日(土)、24 日(日)、30 日(土)、31 日(日)にドラえもんと会えるグリーティングを開催します。（時間は後日 HP に
掲載します。）
●オリジナルグッズ販売
T シャツ(2,700 円／5 サイズ展開)、トートバッグ(1,620 円/全 2 種)、メモ帳(540 円)、iPhone ケース (1,080 円)など
ドラえもんと月をモチーフにした展望台オリジナルグッズを販売します。※ショップの営業時間は 10～21 時
サンシャイン水族館 イベント概要

(左から)ムービット／クイズラリーでもらえるオリジナルステッカー／等身大ドラえもん（フォトスポット）／オリジナルハンドタオル

●サンシャイン水族館に隠れたムービットを探し出せ！
「映画ドラえもん のび太の月面探査記」に登場するキャラクター「ムービット」を探しながらキーワードを集めていくクイズラリー。
キーワードを完成させた方に、オリジナルステッカーをプレゼントします。（参加無料）
●ドラえもんフォトスポット
水族館内に等身大ドラえもんやムービットたちが登場します。
●オリジナルグッズ販売
サンシャイン水族館オリジナルのクリアファイル(540 円)とハンドタオル(648 円)を販売します。
専門店街アルパ＆スカイレストラン イベント概要

シティ
キッズプレート ハンバーグライス
（ミニデザート・ドリンク付）
（780 円）
アンカーズ（アルパ B1）

キッズプレート
（スープ･ドリンク付）
（980 円）
アジオ（アルパ 3 階）

キッズプレート（デザート･ドリンク付）
（800 円）
メゾンカイザー（アルパ 1 階）

お子様プレート
（デザート･ドリンク付）
（1,080 円）
中華旬彩料理・火鍋 聚（アルパ 3 階）

●ドラえもんキッズレストランフェア
専門店街アルパ、スカイレストラン（サンシャイン 60 ビル 58･59 階）の対象店舗で
キッズレストランフェアを開催。対象メニューをご注文の方に、全 6 種類のオリジナルステ
ッカーを 1 枚プレゼントします。 ※なくなり次第終了となります。
※絵柄はお選びいただけません。 ※小学生以下限定メニューがございます。

●ドラえもんフォトスポット
専門店街アルパ 1 階噴水吹抜け前広場などにフォトスポットが登場します。
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サンシャインシティ 噴水広場（専門店街アルパ B1） イベント概要
●平井大さんスペシャルライブ
3 月 3 日(日)13:00～、16:00～に「映画ドラえもん のび太の月面探査記」主題歌を
歌う平井 大さんによるスペシャルライブを開催します。ドラえもんも登場します。
●ドラえもんグリーティング
3 月 23 日(土)、24 日(日)、30 日(土)、31 日(日)にドラえもんと会えるグリーティング
を開催します。（時間は後日 HP に掲載します。）

平井 大さん

●ドラえもんのひみつ道具「空気砲」のアトラクション
3 月 23 日(土)～31 日(日)の期間、ドラえもんのひみつ道具「空気砲」で遊ぶことができるイベントを開催します。
●ドラえもんフォトスポット
3 月 23 日(土)～31 日(日)の期間、ドラえもん大型バルーンや「映画ドラえもん のび太の月面探査記」関連のフォトスポット
が登場します。
●（同時開催）ドラキッズ ステップアップラリー
小学館の幼児教室「ドラキッズ」（アルパ 2 階）が 3 月 23 日（土）、24 日(日)、30 日(土)、31 日(日)は 5 歳以下の
お子様を対象にクイズラリーを同時開催。サンシャインシティ内 3 箇所のポイントを巡ってクイズに正解すると、ドラえもんグッズが
もらえます。（参加無料）
「映画ドラえもん のび太の月面探査記」
ドラえもんの劇場版は 1980 年に第 1 作「映画ドラえもん のび太の恐竜」が公開され、2018 年 3
月に公開された第 38 作目「映画ドラえもん のび太の宝島」では、歴代最高の動員数と興行収入
を達成。魅力あふれるキャラクターやストーリーで幅広い年齢層から支持されている作品です。「映
画ドラえもん のび太の月面探査記」 は、月を舞台とした SF 冒険ファンタジー。直木賞作家・辻村
深月が脚本を務めます。
～ストーリー～
月面探査機が捉えた白い影を「月のウサギだ！」と宣言したのび太は、ドラえもんのひみつ道具
〈異説クラブメンバーズバッジ〉を使って月の裏側にウサギ王国を作ることに・・・。
月を舞台に、ドラえもんたちの大冒険がはじまる！！

■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 ※変更の場合あり
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
■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（～3 月 20 日）、9:00～21:00（3 月 25 日～9 月 23 日）※最終入場は終了 1 時間前 ※変更になる場合あり
※3 月 21 日～3 月 24 日は 10:00～21:00
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
■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

※画像はすべてイメージです。 ※金額はすべて税込です。

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 部 前山・高橋 TEL. 03-3571-5238

