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ダイヤモンド富士など海抜 251ｍからの風景や夜景、思い出の 1 枚を応募！ 

第 2 回 SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台 海抜 251ｍのフォトコンテスト 

募集期間：11 月 13 日（火）～2019 年 1 月 31 日（木）  

   
SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台（東京・池袋）では、海抜 251m の高さから見た風景・夜景や、富士山頂に夕日が重

なる「ダイヤモンド富士」、展望台内のコンテンツで遊ぶ笑顔がいっぱいの写真など、SKY CIRCUSサンシャイン 60展望台内

で撮影した楽しい思い出いっぱいの“とっておき”の写真を募集する写真コンテストを 11 月 13 日（火）～2019 年 1 月 31 日

（木）の期間で開催。「ダイヤモンド富士」部門、「展望台で遊んじゃった」部門、「風景・夜景」部門の 3 部門にわけて募集し

ます。  
空気の澄んだ午前中、日没前後に空がピンクや紫色に染まるマジックアワー、きらめく夜景など訪れる時間によって表情

が変わる海抜 251ｍの高さから見る景色や、多様なテクノロジーを駆使した展望台内のコンテンツで遊んだ写真など、自慢の

1枚を是非ご応募ください。優秀作品に選出された方には、5 年間有効の SKY CIRCUS サンシャイン 60展望台特別年間パ

スポートや、サンシャインシティ共通商品券 5,000 円分などの賞品を授与します。  
また、フォトコンテスト期間中に SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台の年間パスポートを新規購入の方には、展望台内の

カフェで利用できるソフトドリンク無料チケット 3 枚、VR コンテンツ無料体験チケット 3 枚、オリジナルネックストラップのいずれ

かをプレゼントします。この機会に是非、展望台にお越しいただき、フォトコンテストにご応募ください！  
（※）ダイヤモンド富士とは、富士山の山頂に太陽が重なる、１年間で数日しか見ることのできない希少な光景。SKY CIRCUS サンシャイン

60 展望台からは、11 月 13 日（火）～20 日（火）・2019 年 1 月 23 日（水）～1 月 30 日（水）の期間に観覧できます。 

 

概   要 

名 称：第 2 回 SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台 海抜 251m のフォトコンテスト 

募集期間：11 月 13 日（火）～2019 年 1 月 31 日（木）18：00 必着分まで 

募集部門：（1）「ダイヤモンド富士」部門…ダイヤモンド富士を撮影した写真 

 （2）「展望台で遊んじゃった」部門…展望台内の遊べるコンテンツを活用して撮影した写真 

 （3）「風景・夜景」部門…ダイヤモンド富士以外の風景・夜景の写真 

応募点数：各部門お 1 人様 5 点まで 

応募資格：プロ・アマチュア問わず応募可能 

応募費用：無料 ※展望台の入場料や、ご応募に関わる通信費などは、応募者のご負担でお願いします。  

第 1 回 SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台 海抜 251m のフォトコンテスト入賞作品（一部） 

「小さな旅人」 

「アイドル気分」 

「光芒一閃」 

「アメ玉みたいな東京の街」 

「夜色」 

「不思議な空間」 



                                                    
 

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 

 

PRESS RELEASE    
応募方法：特設ページ（http://www.sunshinecity.co.jp/campaign/cp/2018skycircus_photo/）よりご応募ください。 

 ※ご応募は、募集期間中に SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台内で撮影された写真に限ります。 

 ※画像は 1 点につき容量 3MB までの JPEG データをお送りください。 

 ※スキャンデータ、加工されたデータおよび郵送でのご応募は対象外とさせていただきます。 

 ※応募データのファイル名は、ご応募いただく方の「姓・名」に変更してください。複数ご応募される場合は、お名前の後ろに

数字（連番）をつけてください。 

賞 品：■最優秀賞（1 名様）…5 年間有効の SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台特別年間パスポート  

 ※パスポート有効期間内、展望台初日の出特別営業無料招待付き  

 ■優秀賞（3 名様）…サンシャインシティ共通商品券（5,000 円分）＆SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台年間 

 パスポート ※各部門にて 1 名様 

 ■佳作（4 名様）…サンシャイン水族館＆コニカミノルタプラネタリウム“満天”ペアご招待券  

 ■展望台特別賞（1 名様）…スマートフォン用広角レンズ＆SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台ペア入場チケット 

 ■ビックカメラ賞（1 名様）…ビックカメラギフトカード（10,000 円分） ※受賞作品をプリントしたオリジナル仕様 

審 査 員：写真家 三好弘一氏、夜景評論家 丸々もとお氏、SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台フォトコンテスト事務局 

協 賛：株式会社ビックカメラ 

結果発表：2019 年 2 月上旬に SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台ウェブサイトにて発表。優秀作品は展望台内に展示 

 予定です。   
＜注意事項＞ 

・応募作品は未発表のものに限ります。規模の大小にかかわらず、他のコンテストなどに応募中または応募予定、過去に入賞した作品等

は応募できません。ただし、応募者本人のホームページに掲載した作品、審査のない写真展に出品した作品は応募できます。 

・被写体の肖像権侵害等の責任は負いかねます。万一、第三者と紛争が生じた際は、応募者自身の責任と費用負担によって解決してい

ただきます。 

・応募規定違反が発覚した場合は、賞の発表後でも入賞を取り消す場合もございます。 

・全入賞作品の著作権及び使用権は主催者に帰属し、プリント展示、出版物、宣伝広告、インターネットなどへ、無償で使用させていただ

く場合がございます。 

・応募者の個人情報の取り扱いに関しては(株)サンシャインシティが定める「個人情報保護方針」に基づき運用します。尚、個人情報の取

り扱いは、業務委託先の(株)セットアップが受託する場合があります。  
SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台年間パスポート「SKYPASS」について 

「SKYPASS」をお持ちであれば展望台に 1 年間何度でもご入場いただけます。展望台でのさまざまな特典や、同伴者の入

場料割引だけでなく、サンシャインシティ内のアミューズメント施設やお買物・お食事でも割引や特典が受けられる便利＆お

トクなパスポートです。  
さらに、フォトコンテストを実施している 11 月 13 日（火）～2019 年 1 月 31 日（木）の間に SKY CIRCUS サンシャイン 60

展望台の年間パスポートを新規購入の方には、展望台内のカフェで利用できるソフトドリンク無料チケット 3 枚、VR コンテン

ツ無料体験チケット 3 枚、オリジナルネックストラップのいずれかをプレゼントします！  
料金：一律 3,600 円 ※カード型年パスの発行は別途 200 円手数料がかかります。 

特典：・同伴者 2 名様まで SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台の通常入場料約 30％OFF 

  ・ご本人様と同伴者2名様まで展望台内VRコンテンツ利用料30%OFF（チケットの現地購入に限る） 

  ・展望台内カフェでのお食事が 10％OFF、お買いものが 5％OFF（一部除外品あり） 

  ・専門店街アルパ＆スカイレストラン一部店舗で特典・割引サービス 

  ・サンシャイン水族館、コニカミノルタプラネタリウム“満天”、しながわ水族館の通常入場料金割引 

  ・2 時間分の駐車サービス、3 時間分の駐輪サービス など 

※詳しくは展望台ウェブサイト（http://www.sunshinecity.co.jp/campaign/cp/skycircus_passport）をご覧ください。  
※画像はすべてイメージです。  ※金額はすべて税込です。 

  ※施設名称表記上のお願い：見出しや本文などで施設名称が長すぎて入りきらない場合は、省略形「サンシャイン 60展望台」をお使いください。なお、文章中に繰り返し 
で出てくる場合は、2回目以降は「展望台」と記述していただいて構いません。 

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 
        ※特別営業：12月 31日（月）・2019年 1月 1日（火・祝）は 10：00～18：00 
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 


