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報道関係各位                                                               2018年 3月 1日 

            株式会社サンシャインシティ 

●サンシャインシティ 40周年記念企画● 
～夜をもっと＜食＞＜遊＞＜学＞＜癒＞で楽しもう～  
”サンシャインシティ“が”ムーンライトシティ“に        

 
Moonlightバル、サンシャインビレッジ、ペンギンヒーリングタイム etc夜の楽しみ満載  

3月 21日(水・祝)からスタート 
 
サンシャインシティ（東京・池袋）は、開業 40 周年記念企画とし

て 3月 21日（水・祝）から日暮れと共に「Sunshine City」から
「Moonlight City」に変化し夜をもっと楽しむための様々な企画
を展開いたします。 
この「Moonlight City」企画では、サンシャインシティの各施設で、

「食」「遊」「学」「癒」をテーマに様々な”夜“を楽しむ企画を、年間を
通して順次皆様にご提供します。 
「Moonlight City」に続々登場する夜の新しい過ごし方。 

「今宵もここで。」楽しみませんか？  
 
主な”夜“展開は以下の通りです。（※順次追加予定。URL：http://moonlightcity.jp/）   
[食] 夜の食展開 (専門店街アルパ・スカイレストラン)    
☽ Moonlightバル (アルパ B1) 
アルパ B1の 4店舗のテラス席にて、キャッシュオンで気軽に楽しめるバルメニュー
をご用意。夜風を感じながらテーブルで自由にお食事をお楽しみいただけます。  
開 始 日：3月 21日（水・祝）～ ※平日限定 

   ※3月 21日（水・祝）は特別営業 
営業時間：17時～23時（LOは店舗に準ずる） 
メ ニ ュ ー：各店バル用メニュー4品（500円/品、1品は本日の 

おすすめ）、ドリンク 3品 
参加店舗：ベイカーズダイナー、ゴールデン シャワー ツリー、 
 カフェノイズ、セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ 
 
☽ よりみち月曜日（アルパ） 
月曜日の夜だけの、特別サービスやメニューをご用意！ 
ちょっとお得で楽しいメニューで月曜日の夜を楽しみましょう。  
時 間：16時～ 
対象店舗：22店舗  

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL-eXu6YPYAhULVbwKHcqYDH8QjRwIBw&url=https://matome.naver.jp/odai/2140779405694266201/2140779743795817903&psig=AOvVaw3V2WQN1csF4-98uXbiYTmi&ust=1513145884715230
http://moonlightcity.jp/
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL-eXu6YPYAhULVbwKHcqYDH8QjRwIBw&url=https://matome.naver.jp/odai/2140779405694266201/2140779743795817903&psig=AOvVaw3V2WQN1csF4-98uXbiYTmi&ust=1513145884715230
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☽ スカイレストランおすすめディナー（スカイレストラン） 
夜景を眺めながら楽しむ各店舗の夜のおすすめコース料理を 
月毎に展開いたします。  
 
 
 
[癒] 夜の癒し展開   
☽ サンシャインビレッジ（スペイン階段） 
ミニチュアハウスと植栽によりとっても可愛いサンシャインビレッジがスペイン
階段に登場。夜は家々が美しいイルミネーションで彩られ、インスタ映え間
違いなしの癒しスポットを展開します。  
開始日：3月 21日(水・祝)～ 
時 間：16時～  
 
 
☽ マリンガーデンイルミネーション（サンシャイン水族館） 
屋外エリア「マリンガーデン」がイルミネーションに彩られ、「天空のペンギン」 
水槽では夜景をバックに泳ぐケープペンギンの姿をみることができます。 
昼とは違うロマンチックな夜の水族館の魅力をお楽しみください。 
また、3月 21日（水・祝）～4月 8日（日）は、17時以降 
「アルコールドリンク付入場券（2,500円）」を販売します。 
※「天空のペンギン」水槽でのケープペンギンの展示は 19時までとなります。  
時間：16時 30分～21時（最終入場 20時） 
 
 
☽ ペンギン・ヒーリングタイム（サンシャイン水族館） 
「天空のペンギン」水槽で上空をはばたくように泳ぐケープペンギンたちの 
生態を解説。癒しの音楽と共に、ペンギンたちを水槽の真下から見ること 
ができます。  
期間：3月 21日(水・祝)～9月 24日(月・振休) 
時間：18時～（約 10分） 
 
 
☽ GLAY 星空が繋ぐ愛 特別編（プラネタリウム“満天”） 
好評上映中の『GLAY 星空が繋ぐ愛』。19時の回のみ 
最新アルバム曲を使用した特別編を上映しています。 
雲や芝シートに寝転んで星空を眺めることもできます。   
期間：7月 20日(金)まで ※通常版は９月 24日（月・振休）まで 
時間：19時の回 ※通常版は 11時、13時、16時の回 
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 [遊] 夜の遊び展開   
☽ 水族館で落語。（サンシャイン水族館） 
昨年秋実施した「水族館で落語。」の、第 2弾を実施！ 
夜の水族館で落語を楽しめます。 
 
日程：3月 31日(土)・4月 7日(土) 計 2日間 
場所：屋外エリア「マリンガーデン」パフォーマンスステージ 

 ※雨天時は水族館内 1階大水槽「サンシャインラグーン」前 
時間：19時～／20時～（各回約 20分） 
内容：①3月 31日（土）19時～「花見酒」／20時～「百年目」 
      出演：立川談慶   

②4月 7日（土）19時～「長屋の花見」／20時～「崇
す
徳院
と く い ん

」 出演：立川左平次  
料金：無料(サンシャイン水族館への入場料のみ必要)  
☽ サイレントスカイフェス（サンシャイン 60展望台） 
参加者全員がヘッドホンを着用しながらの DJ イベントを楽しめる、 
サイレントフェスを開催！空の上で夜空と踊りましょう！  
日程：4月 27日（金）、5月 25日（金）、6月 22日（金）                                               
時間：19時～22時（受付開始は 18時 45分）※最終入場 21時 
料金：大人 1,850円、学生 1,650円、こども 1,420円、幼児 1,210円  

※展望台入場料・ヘッドホンレンタル料込み 
※前売りチケットは（https://www.silent-it.com/silentskyfes）  
または LivePocket（https://t.livepocket.jp/e/fm210）、展望台チケットカウンターで販売します。 
当日チケットは、展望台チケットカウンターで販売します。 

※各日定員 100名に達し次第販売を終了します。※開催日によって料金が変更になる場合がございます。 
内容：展望台の開放的な空間に DJ ブースが登場し、サイレントフェスを開催します。 

4月 27日（金） テーマ：POP NIGHT／出演：DJ DEKKA(デッカちゃん)、ふくゐちゃん、百式 
5月 25日（金） テーマ：アニソン NIGHT／出演：DJ炙、DJsetsuki、and more.. 
6月 22日（金） テーマ：HipHop NIGHT／出演：DJ SMAILL、and more.. 

 
☽ フォトジェニックスポット（サンシャイン 60展望台） 
海抜 251m から望む夜景はもちろん、巨大万華鏡のような光と鏡の 
トンネル「無限スケープ」や、光の噴水「LIGHT ファウンテン」などたくさ
んのフォトジェニックなコンテンツがそろっています。 
 
＜夜に楽しめるお得情報＞ 
・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、スウィングコースター：400円、SKY エスケープ：500円、それぞれお一人様一回）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てご提示ください。 

日程：3月 21日（水・祝）～4月 22日（日） 
時間：18時～21時 30分 ※VR の受付終了 21時 15分 

 
 ・平日 18時以降、ナイトペアチケットを展望台チケットカウンターにて販売中。 

大人 2名様 2,400円⇒2,000円、学生（高校・大学・専門）1,800円⇒1,500円 
日程：3月 21日（水・祝）～4月 22日（日） 
時間：18時～21時  

https://www.silent-it.com/silentskyfes）
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☽ ナイトパスポート （ナンジャタウン、J-WORLD TOKYO） 
夜も楽しめるお得なパスポートを販売！ 
 
・ナンジャタウン ナイトパスポート 
販売時間：17時から販売 
料金：大人（12歳以上）1,800円（通常 3,500円） 
内容：ナンジャタウン入園券+アトラクション遊び放題のチケット  
夜のチョイ飲みにチョイ食べにぴったりな施設内の「餃子スタジアム」では、 
複数店舗の餃子を一度に味わえます。ハイボールとのセットも販売。 
※飲食は別料金となります。 
 
・J-WORLD TOKYO 
販売時間：17時から販売 
料金：大人（高校生以上）1,800円（通常 2,600円） 
内容：J-WORLD TOKYO入園券＋アトラクション遊び放題のチケット 
 
[学] 夜の学び展開    
☽ いきものトーク（サンシャイン水族館） 
サンシャイン水族館の飼育スタッフが日替わりで生き物たちの生態について 
解説します。  
期間：3月 21日（水・祝）～9月 24日（月・振休） 
時間：19時 30分～ （約 10分） 
 
☽ ナイト講座（古代オリエント博物館） 
古代オリエント文明に関する資料を収集・展示している博物館。 
まだ謎の多い太古の世界に触れられる「ナイト講座」を実施します。 
また、ナイト講座の開催日は博物館も 20時まで延長営業します。  
期間：4月 27日（金）、5月 25日（金）、6月 22日（金）  
時間：19時～20時 
料金：500円  
※各日先着 180名様。当日 18時より受付を開始し整理券を配布します。 
※詳しくは古代オリエント博物館の HP をご確認ください。 
 
☽ 囲碁の勉強会（囲碁サロン） 
名誉アマ本因坊・元アマ名人の中園清三が支配人の囲碁サロン。 
毎週火曜日の夜は、初心・初級・中級者向けに、講師による個別指導、 
相互対局などの勉強会を実施しています。  
期間：毎週火曜日（祝日を除く） 
時間：18時～20時 
料金：席料のみ ビジター（非会員） 1,600円、会員 1,300円※女性・学生・外国籍の方は半額 

  
 
 
 

※画像はすべてイメージです。 ※記載内容および日時が変更になる場合もございます。予めご了承ください。 

■サンシャインシティ  
所 在 地：東京都豊島区東池袋 3-1   
営業時間：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  http://www.sunshinecity.co.jp 

○ｃ尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション 


