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報道関係者各位

2018 年 1 月 10 日
株式会社サンシャインシティ

アシカのキス・ハートで遊ぶカワウソ・水族館のラブラブ!?カップル紹介も♡

サンシャイン水族館のバレンタイン
サンシャイン水族館（東京・池袋、館長：丸山克志）では 2 月 2 日(金)～2 月 14
日(水)の期間、ハートを使ったバランス技や、アシカ同士のキスを披露する「アシカ・
パフォーマンスタイム～バレンタイン ver.～」や、カワウソがハート型のおもちゃで遊ぶ「カワ
ウソ・グリーティングタイム～バレンタイン ver.～」など、バレンタイン期間限定の特別イベント
を実施します。
また、同期間にサンシャインシティ 噴水広場の「バレンタインマーケット」ではゴディバ、
成城石井、ラ・メゾン アンソレイユターブルなどサンシャインシティ アルパの人気ショップの
チョコレートを販売するほか、ラブレターコンテストやスタンプラリーBINGO を実施します。

カワウソ・グリーティングタイム
～バレンタイン ver.～

サンシャイン水族館のバレンタイン 概要
（1）アシカ・パフォーマンスタイム～バレンタイン 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、バレンタインにちなんでアシカたちが
ハートを鼻の上にのせるバランス技や、キスを披露します。
【時間】11：00～/12：30～/14：00～/15：30～（各回約 10 分）

アシカ・パフォーマンスタイム～バレンタイン ver.～

水中パフォーマンスタイム～お魚たちへプレゼント～

（2）カワウソ・グリーティングタイム～バレンタイン 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、バレンタインにちなんでハート型の
おもちゃで遊ぶ可愛いらしいコツメカワウソの姿をご覧いただきながら、生態や暮らしぶりを
飼育スタッフが紹介します。
【時間】14：45～（約 10 分）
（3）水中パフォーマンスタイム～お魚たちへプレゼント～
LED 照明による演出を施した水量約 240 トンの大水槽「サンシャインラグーン」内で、
ダイバーがお魚たちにハート型に固めたアミエビをプレゼントします。
【時間】11：30～/14：30～/16：00～（各回約 10 分）
（4）水族館のラブラブ!?カップル紹介
まるでキスをしているような行動をする魚「キッシンググラミー」や、生涯ペアを変えないと言
われている「ケープペンギン」など、いつもラブラブ!?な生き物を紹介します。
（5）バレンタイン期間限定メニュー＆商品

キッシンググラミー

カナロア カフェではバレンタイン期間限定メニュー「バレンタインパンシチュー」
（970 円）を販売します。また、ショップ アクアポケットでは、コツメカワウソの
写真を使用した 9 つ入りの「サンシャイン水族館オリジナルチロルチョコセット」
（853 円）や、「オリジナルペアストラップ」（648 円）を販売します。

（6）カップル割引

サンシャイン水族館オリジナルチロルチョコセット

高校生以上のカップル・夫婦で来場し、サンシャイン水族館のチケットカウンターで合言葉を言うと入場料金を 20％割引します。
合言葉はサンシャイン水族館の公式 HP・SNS で発表します。※他の割引との併用はできません。

サンシャインシティのバレンタイン 概要
2 月 2 日(金)～2 月 14 日(水)の期間は、サンシャインシティ内でも様々なバレンタイン企画を実
施します。
♥ バレンタインマーケット
サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）にてバレンタイン関連商品を取り扱う 7 店舗（ゴディバ、
成城石井、ルピシア、ラ・メゾン アンソレイユターブル、スウィートファクトリープラス、ヴィレッジヴァン
ガード、メリーチョコレート）が特別販売を実施します。
報道関係者様からの
お問い合せ先

バレンタインマーケット

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
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＜バレンタインマーケット取扱商品例＞

ジュエリーハートボックス 6 粒入
（2,592 円）
ゴディバ

ハートのベイクドショコラ
（453 円）
ラ・メゾン アンソレイユターブル

ブシャールベルギーチョコレートコレクション
18 個入り（2,159 円）
成城石井

キュビタス
（497 円～）
スウィートファクトリープラス

テ エ ショコラ ヴェール
（1,350 円）
ルピシア

義理チョコブラックサンダー
（648 円）
ヴィレッジヴァンガード

イルカのオリバー
（1,404 円）
メリーチョコレート

♥ バレンタインデーは、手紙を書こう♡ラブレターコンテスト開催！
サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）に期間限定でハート型のポストが出現します。日本製紙連合会が主催する「バレンタ
インデーは、手紙を書こう♡ラブレターコンテスト」に入選すると、ダイソンの掃除機や体験ギフトなどの豪華賞品があたります。
♥ サンシャイン女子道 バレンタインスタンプラリーBINGO
サンシャインシティ アルパ対象店舗、サンシャインシティ 噴水広場のバレンタインマーケット、サンシャイン水族館、SKY CIRCUS
サンシャイン 60 展望台にて配布するスタンプカードでビンゴを完成させると、アットコスメストアの美容ドリンクまたはフランフランの
入浴剤をプレゼントします。
♥ 18：00 以降の VR をお得に楽しもう！SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台
夜しか体験できない相性マッチング診断コンテンツ「フォーチュンウィンドウ」で相性 200％以上が出たら、お好きな VR コンテンツ
（TOKYO 弾丸フライト：600 円/お一人様一回、スウィングコースター：400 円/お一人様一回、SKY エスケープ：500 円/お一人様一回）をカップルで
半額に割引します。相性 200％以上の結果を画像に残して、VR チケットカウンターにご提示ください。
■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：10：00～21：00（4 月～10 月）、10：00～18：00（11 月～3 月）※最終入場は終了 1 時間前
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 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

※変更になる場合あり

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：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
※内容が変更になる場合がございます ※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
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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
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