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報道関係各位

累計来場者数 10 万人突破！

2018 年 2 月 23 日
株式会社サンシャインシティ

好評につき期間延長決定！

サンシャイン水族館×高橋書店『ざんねんないきもの事典』シリーズ

ざんねんないきもの展

更に！3 月 20 日（火）よりナマケモノ展示開始！
開催期間を 5 月 6 日(日)まで延長決定！
本特別展ご招待券を読者・視聴者 5 組 10 名様にプレゼント！
サンシャイン水族館(東京・池袋、館長：丸山克志)では現在開催中の特別
展「サンシャイン水族館×高橋書店『ざんねんないきもの事典』シリーズ ざんね
んないきもの展」の会期を、好評につき 5 月 6 日(日)まで延長することを決定
いたしました。
更に、3 月 20 日(火)から新たな“ざんねんないきもの”として自分の体毛に
生えたコケをおやつにする「ナマケモノ」の展示を開始いたします。
そして、この度、累計来場者数 10 万人を突破したことを記念して、本特別
展のご招待券を貴紙・誌読者、貴番組視聴者 5 組 10 名様にプレゼントいた
します。
本特別展は、書籍のテーマに合わせた「ざんねんな体」「ざんねんな生き方」「ざ
んねんな能力」に加え、サンシャイン水族館オリジナルの「ざんねんな名前」の４つ
のコーナーで約 20 種の生き物を書籍のくすっと笑える独特な解説とともに紹介し
ます。「デンキウナギ」や「シマリス」など書籍に登場する生き物だけでなく、「アオジタ
トカゲ」「マガキガイ」「カエルアンコウ」などサンシャイン水族館の飼育スタッフが考え
るオリジナルの“ざんねんないきもの”も展示。本特別展書き下ろしの解説もお楽し
みいただけます。
サンシャイン水族館本館内のカナロア カフェやショップ アクアポケットではオリジナルメニューや関連商品を販売します。今回
新たな“ざんねんないきもの”として参加が決定した「ナマケモノ」に関連したグッズやオリジナルメニューも多数ご用意しています。
この機会にぜひ、マイナス部分にこそ魅力がある生き物たちと出会えるサンシャイン水族館にお越しください。

＜プレゼント応募概要＞

●商品名：「サンシャイン水族館×高橋書店『ざんねんないきもの事典』シリーズ ざんねんないきもの展」ご招待券
●提供数：読者・視聴者 5 組 10 名様(総額 6,000 円相当)
●応募方法：ハガキに住所、氏名、電話番号を明記の上、下記までご応募ください。
〒133-8706 日本郵便小岩郵便局 私書箱 6 号 「ざんねんないきもの展」（ ）係
※（ ）に貴紙・誌名、貴番組名をお入れください。
●掲載日：2018 年 3 月末までの掲載とさせていただきます。
※応募締切は掲載時期に合わせて編集部に一任いたしますが、最終のハガキの締め切りは 4 月 10 日（火）までとさせていただきます。
※応募者の個人情報は株式会社サンシャインシティにて適切な管理を行い、無断で第三者に開示・提供することはいたしません。

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 部 前山・高橋 TEL. 03-3571-5238

★新★ナマケモノ関連グッズ＆メニュー
●カナロア カフェでは、3 月 12 日（月）からナマケモノケーキ（650 円）を販売します。
●ショップ アクアポケットでは、3 月 20 日（火）からナマケモノグッズを販売します。

ナマケモノケーキ

メモパッド

刺繍ミニタオル

ポーチ

ぬいぐるみＳ

ボールチェーン

（650 円）

（410 円）

（345 円）

（2,160 円）

（918 円）

（1,080 円）

主な展示生物
ざんねんな体

デンキウナギは
のどに肛門がある

※

ざんねんな能力

シマリスのしっぽはかんたんに切れるが
再生はしない

ざんねんな生き方

ざんねんな生き方

アオジタトカゲは青い舌で
敵をいかくするが、きかない

ざんねんな能力

はサンシャイン水族館オリジナル

ジャコウネズミは
電車ごっこで歩く
ざんねんな名前

カメレオンの色が変わるのは
気分しだい

スッポンモドキは、正式名も
ひどいが、別名はもっとひどい

ざんねんな生き方

マガキガイは飼育スタッフには
人気だが、いつも素通りされる
ざんねんな生き方

ナマケモノのおやつは
体に生えたコケ

イベント概要

名
称：サンシャイン水族館特別展「サンシャイン水族館×高橋書店『ざんねんないきもの事典』シリーズ ざんねんないきもの展」
開催期間：2017 年 11 月 10 日（金）～2018 年 3 月 20 日（火）
10：00～18：00
2018 年 3 月 21 日（水・祝）～5 月 6 日（日）
10：00～21：00
※最終入場は終了 30 分前 ※営業時間はサンシャイン水族館本館の営業に準じ変更になります。
会
場：サンシャインシティ ワールドインポートマ－トビル・屋上 特別展会場
内
容：シリーズ累計 160 万部を突破した人気書籍 『ざんねんないきもの事典』『続ざんねんないきもの事典』とコラボレーションし、「ざんねん
な体」「ざんねんな生き方」「ざんねんな能力」「ざんねんな名前」の４つのコーナーを展開しサンシャイン水族館オリジナルを含め約 20
種類の”ざんねんないきもの“を展示します。
料

金：600 円 ※水族館本館ご利用の方および年間パスポートをお持ちの方、対象施設(*1)・イベントをご利用の方は 400 円。

(*1)SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台・コニカミノルタプラネタリウム”満天”・古代オリエント博物館・ナンジャタウン・J-WORLD TOKYO など

＜『ざんねんないきもの事典』とは？＞ざんねんないきものとは一生けんめいなのに、どこかざんねんないきものたちのこと
である。いきものに関するこれまでの本は、「すごい」という面から見たものが多かったように思います。人間も「顔良し・頭良し・
性格良しの完ペキな人」より、「じつは運動オンチ」だったり「じつは家ではちょんまげ頭でジャージ姿のヒモノ生活な人」のような
ちょっと“ざんねん”なところがある人の方が、なぜか親近感がわきませんか？「マイナス部分にこそ魅力がある。」それはいきもの
たちだって同じはず。ちょっとざんねんに感じてしまう……、けれども一生けんめいに生きている、そんな新たな一面を知れて、
いきものたちがより愛おしくなる事典です。【出版社:高橋書店】

※状況により、展示生物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
■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）、10：00～21：00（3 月 21 日～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 ※変更になる場合あり
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
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FAX：03-3571-5380

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 行

サンシャイン水族館×高橋書店『ざんねんないきもの事典』シリーズ

ざんねんないきもの展
ご招待券プレゼント
プレゼントお申込書
読者・視聴者
★数に限りがありますので、お手数ですが掲載前に本状にご記入の上、FAX でご返信ください。
★申込書を返信いただけずご掲載いただいた場合、数量が足りず、賞品を提供できない場合があります。
★申込書をいただいた時点で数量の関係上ご提供が難しい場合は、当方よりご連絡させていただきます。

■貴社名
■貴紙・誌名、貴番組名
■ご担当者氏名
■ご連絡先

TEL

FAX

住所
■掲載予定日

■応募〆切予定日

■応募ハガキは貴社内で受け付けますか？

□はい

□いいえ

■当選者様へのプレゼント送付は貴社から行いますか？

□はい

□いいえ

※商品納品先が上記のご連絡先では無い場合は下記に住所をご記入ください。
〔納品先：

〕

★商品の画像データ（プレスリリースに記載）をご希望な方は、下記にメールアドレスをご記入ください。
JPEG データでお送りいたします。
送付先メールアドレス 〔

〕
ご協力ありがとうございました。
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