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サンシャインシティ（本社：東京都豊島区 代表取締役社長：鈴木 誠一郎）では、

「ハロウィン」をテーマにアルパやサンシャイン水族館、SKY CIRCUS サンシャイン 60展望台にて

イベントを展開する「Sunshine City FUN！FUN！HALLOWEEN！」を 9月 28日（木）

から 10月 31日（火）の期間に実施します。 

本企画では、キャンディボックスを作ってサンシャインシティ館内を回ると色々なお店でキャンディ

などのお菓子がもらえる「トリック オア トリート大作戦！」や、ハロウィンの仮装をした鼓笛隊が

館内をパレードする「ハロウィンミニパレード」の他、ハロウィンをテーマにした「レストランフェア」や

「ハロウィンソング生演奏」などを開催します。 

また、サンシャイン水族館では、カワウソ・グリーティングタイムやアシカ・パフォーマンスタイム、

水中パフォーマンスタイムをハロウィンバージョンで実施し、SKY CIRCUS サンシャイン60 展望台

では、コンテンツを一部ハロウィンバージョンで楽しめるだけでなくワークショップも実施いたします。

今年のハロウィンは是非、ファミリーみんなで盛り上がれるサンシャインシティでお楽しみください！ 

 

『Sunshine City FUN! FUN! HALLOWEEN!』 概要 
【アルパ イベント概要】 

 
 
ペーパークラフトの『キャンディボックスワークショップ』を開催します。アルパ参加各

店舗やサンシャイン水族館、SKY CIRCUS サンシャイン 60展望台などに自分で作った

キャンディボックスを持って回って、お菓子をゲットしよう！ 

開 催 日：9月28日（木）～10月31日（火）の期間中の土・日・祝日及び 

10月30日（月）・31日（火） 

受 付 時 間：11：00～17：00 

受 付 場 所：アルパ 3F噴水吹抜前広場 

参 加 料：200円 

対  象：小学生以下 
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９月２８日（木）～１０月３１日（火） 

ハロウィンミニパレード 
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◆トリック オア トリート大作戦！ 
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ハロウィンの仮装をした鼓笛隊がサンシャインシティ館内をパレード。生演奏のライブや

キャンディープレゼントを実施し、ハロウィン気分を盛り上げます！ 

開 催 日：10月 28日（土）～31日（火） 

場  所：アルパ 3Ｆ噴水吹抜前広場よりスタート 

時  間：11：00～／13：00～／15：00～（各回約 30分） 

～出演者プロフィール～ 

the CRAZY ANGEL COMPANY（ザ・クレイジー・エンジェル・カンパニー） 

楽器演奏を主軸として、ダンス・カラーガード・殺陣・演技・ジャグリングなどのあらゆる表現手段を用いることによって、かつて
ない多彩な演目を作り上げている音楽パフォーマンス集団。2000年に管楽器・打楽器によるマーチング団体として設⽴しつつ
も、その後メンバー全員が多様なジャンルに横断的に挑戦し、その要素をフュージョンさせることで「観て・聴いて」楽しめる   
エンターテインメントを創作し続けています。 

 

 
 

9 月 28日（木）～10月 31日（火）の期間中、アルパ B1西入口に

ハロウィンをイメージしたフォトスポットが登場。アルパ館内にもハロウィンを盛り

上げる装飾を実施します。また、10月1日（日）～はハロウィンをテーマにした

フラワーデコレートの作品も館内に設置されます。 

 

 

 

9月28日（木）～10月31日（火）の期間中、カボチャを使ったハロウィンメニューや秋の味覚をテーマとしたレストラン

フェアを実施します。 

 

【サンシャインシティ 噴水広場 イベント概要】 
 
 
10月31日（火）のハロウィン当日はパレードに加え、生演奏にダンス、カラーガード、ジャグ

リングなどをあわせ、音とパフォーマンスで賑やか楽しくハロウィンショーを開催します！ 

開 催 日：10月 31日（火） 

場  所：アルパＢ1 サンシャインシティ 噴水広場 

※開催時間は、決定次第ウェブサイト（http://www.sunshinecity.co.jp）にてお知らせします。 

  ※内容は当日変更となる場合がございます。 

 

【サンシャイン水族館 イベント概要】 

 

9月28日（木）～10月31日（火）の期間中、サンシャイン水族館では“ハロウィン・

パーティー”を開催します！スタッフたちも仮装姿でお客様をお出迎え。屋外エリア「マリン

ガーデン」のハロウィン装飾や館内の一部水槽の照明演出でハロウィン気分を盛り上げます！ 

①アシカ・パフォーマンスタイム～ハロウィン ver.～ 

アシカがジャック・オー・ランタンを鼻に乗せるなど、ハロウィンならではのパフォーマンスを
実施。ハロウィン衣装を着たパフォーマーも登場します！ 
 
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 
時 間：11：00～／12：30～／14：00～／15：30～（各回約 10分） 

◆ハロウィンミニパレード 

◆ハロウィンレストランフェア 

◆サンシャイン水族館 HALLOWEEN PARTY 2017～海ハロ！～  

◆フォトスポット＆館内装飾 
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◆ハロウィンソング生演奏 
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②水中パフォーマンスタイム～ハロウィン ver.～ 

ハロウィンをイメージした曲と紫やオレンジの照明を使用し、魚（タカサゴ）たちが水中でジャック・オー・ランタンを表現し
ます。 
 
場 所：館内 1Ｆ「サンシャインラグーン」水槽 
時 間：11：30～／ 14：30～／ 16：00～（各回約 10分） 

③カワウソ・グリーティングタイム～ハロウィン ver.～ 

ハロウィン衣装を着たスタッフとキュートな人気者・コツメカワウソがジャック・オー・ランタンで遊ぶ、ハロウィンならではの
グリーティングを実施します。 
 
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 
時 間：14：45～（約 10分） 

④ハロウィン特設水槽 

ハロウィンをイメージした水槽を館内入口部分に設置。スミレナガハナダイやハナゴイなどの色とりどりの魚たちをお楽しみ
ください。 

 

 

⑤カナロア カフェ＆ショップ アクアポケット 

カナロア カフェの期間限定メニューとして、カボチャ・マシュマロ・バニラアイスを使用したデザート「ＨＯＴマシュマロパンプキン」
（530 円）を販売。ショップ アクアポケットでは、サンシャイン水族館オリジナルシリーズである「パステルサンシャイン」の
キャラクターをハロウィンデザインにした「パステルサンシャインハロウィン ver ぺろぺろキャンディー」(432円)を販売します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【SKY CIRCUS サンシャイン 60展望台 イベント概要】 

 

9 月 28 日（木）～10 月 31 日（火）の期間中、SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台がハロウィン一色になり、

かわいいフォトスポットも出現。見ても楽しい写真に撮っても楽しい空ハロをお楽しみください。 

 

① カレイドスコープ 60～ハロウィン ver.～ 

     期間中、⽴体万華鏡・カレイドスコープ 60 の一部がかわいいハロウィン仕様になります。 

② SKY PARTY～ハロウィン ver.～  

     画面の中で天気を操ることができるコンテンツ「SKY PARTY」が、カボチャなどが登場するハ
ロウィン仕様になります。最新映像技術を楽しみながら、すてきなハロウィン写真を撮る 
ことができます。ハロウィン感満載の一枚が撮影出来るかもしれません。 

    ※10月 1日（日）より実施予定です。 
 

 
 

ＨＯＴマシュマロパンプキン 

（530 円） 

◆空ハロ in SKY CIRCUS サンシャイン 60展望台  

パステルサンシャインハロウィン ver  

ぺろぺろキャンディー（432 円） 
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③ Cafe Quu Quu Quu＆SKY CIRCUS SHOP限定メニュー＆グッズの販売 

展望台内の Cafe Quu Quu Quu では、ハロウィンメニュー「アップルパイ」（550円）を、 
SKY CIRCUS SHOPでは、「天空恋みくじハロウィンバージョン」（1,000円）などを販売   
します。 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ワークショップ 「カレイドスコープを作ってみよう」 
    ハロウィンをモチーフとしたカレイドスコープ（万華鏡）を制作するワークショップを実施いたします。 

 
開催日：10月 21日（土）、22日（日）、28日（土）、29日（日） 
場  所：天空 251 エリア 
時  間：11：00～／13：00～／14：00～ 
料 金：600円  
※別途入場料金が必要となります。※各回 10名様のご参加となります。 
 

 

■サンシャインシティ 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 

 

■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：10：00～20：00（4月～10月）、10：00～18：00（11 月～3月） 
※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 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

※サンシャイン水族館、SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台は、入場料が必要となります。 

※金額はすべて税込です。 

■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料金は別途必要です  

問合せ先：SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台  03-3989-3457   http://www.sunshinecity.co.jp 

天空恋みくじハロウィンバージョン 

（1,000 円） 

アップルパイ 

（550 円） 


