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 PRESS RELEASE   
報道関係各位                                                        2019年 3月 14日 

株式会社サンシャインシティ  

朝はペンギンのお出迎え!夜は初の18時以降の入場料金が半額!などイベント盛りだくさん！ 

サンシャイン水族館の GW（ゴールデンウィーク） 
4月 27日（土）~5月６日（月・振休） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水族館でヘビ、カメ、ワニ？！にもっと近づける期間限定イベント実施！ 

 巨大ワニすべり台出現！とヘビ・カメイベント

4月 26日（金）~6月 2日（日） 
 

 

 

 
 

 

サンシャイン水族館（東京・池袋、館長：丸山克志）は、ゴールデンウィーク期間中に朝と夜はお得になるサービスを実

施します。また女性や子どもに意外と人気の高いヘビやカメに注目し、巨大ワニすべり台の設置とヘビ・カメをもっと近くに感

じてもらう特別イベントを 4月 27日（土）～6月 2日（日）の期間に実施します。 

ゴールデンウィーク期間中は、朝と夜がとってもお得！朝はケープペンギンがお出迎えする「ウェルカムペンギン」や、開催

中の特別展「へんないきもの展 3」が 100 円で楽しめる割引を実施。夜は 18:00 以降の入場料金半額（大人 2,200

円⇒1,100 円など）を初実施する他、昨年実施し好評だった「鵜飼」やクラシック＆JAZZ コンサート、スペシャルゲストを

お招きし生き物の生態やトークで盛り上がるイベント「丸ちゃん館長の○
ま る

○
ま る

な話」など日替わりイベントも多数実施します。 

さらにサンシャイン水族館本館屋上エリアではまるでバス停のように時間になるとスタッフがヘビを持って現れヘビと触れ合う

ことができる「ヘビストップ」や、カメがゆるいレースを展開する「カメレース」の他、ワニの形をした巨大なクロコダイルスライ

ダー(有料)が出現します。 

ゴールデンウィークは、是非サンシャイン水族館にお越しください！ 

 

サンシャイン水族館の GW（ゴールデンウィーク）概要 
開催期間：4月 27日（土）~5月６日（月・振休）   

内   容：ゴールデンウィーク期間中、朝は「ウェルカムペンギン」や「リクガメのグリーティング」など通常プログラムにない 

特別イベントや、夜間は入場料金半額や日替わりで様々なイベントを実施します。 

 

  

アシカ・パフォーマンスタイム 
～クリスマス ver．～ 

ウェルカムペンギン リクガメのグリーティング 鵜飼 

  

カメのレース?! 
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PRESS RELEASE   
＊朝のお得＊＊ 
① 天空のペンギン・草原のペンギンで展示している当館の人気者・ケープペンギンが期間中の朝 30分間限定で来館され 

るお客様をお迎えする「ウェルカムペンギン」（8：30～9：00）を館内入口にて実施し、さらに普段間近で見ることが
できないリクガメによる「リクガメのグリーティング」を屋外エリア マリンガーデンにて9：00～9：30で実施。また同期間
中は、水中パフォーマンスタイム（9：30～）、アシカ・パフォーマンスタイム（9：45～）、カワウソ・グリーティングタイム
（10：15～）を追加で実施します。 

 

② 期間中、8：30～9：00の時間帯に特別展「へんないきもの展 3」に入場すると通常 400円の入場料が 100円に 

なります。※水族館本館の入場券をお持ちのお客様、年間パスポート会員様に限ります。 
 

＊夜のお得＊＊ 

① 18：00以降の入場料金が半額となります。 

・大人      2,200円 ⇒1,100円 

・こども（小・中学生）1,200円 ⇒  600円 

・幼児（4才以上）   700円 ⇒  350円 

※チケットカウンターで販売している当日券が対象。 

※他の割引との併用不可。 

② 笛吹川石和鵜飼 in サンシャインアクアリング 

昨年初開催し大好評だった、山梨県笛吹市で行われている鵜飼を地上 

約 2m30cmの高さにあるドーナツ型水槽「サンシャインアクアリング」にて 

実施します。また鵜飼イベント終了後に、お客様と鵜とのツーショット撮影を 

実施します。※2019年 3 月現在、イベントとして鵜とツーショット 

撮影ができる施設は日本全国で当館のみ。（当館調べ） 

日時：4月 28日（日）、4月 29日 (月・祝) 各日 19：00～／20：00～（各回約 35分） 

場所：屋外エリア マリンガーデン「サンシャインアクアリング」 

協力：笛吹川石和鵜飼保存会 
 

③ クラシック＆JAZZ コンサート 

大水槽「サンシャインラグーン」をバックに「GVIDO Ⅸ（グイドナイン）」、「Ziba Ziba with friends」による生演

奏を実施します。1 日目は平成にヒットし誰もが知っている名曲を、2 日目は大人気アニメソングを「GVIDO Ⅸ（グイ

ドナイン）」が、3日目は JAZZ の名曲メドレーを「Ziba Ziba with friends」が披露します。 

日時：4月 30日(火・祝)、5月 1日(水・祝)、5月 2日(木・祝)  

各日 19：30～20：10 (約 40分) 

場所：館内 1階大水槽「サンシャインラグーン」前 

 

＜GVIDO Ⅸプロフィール＞ ※4/30,5/1 公演 

音楽シーンに革命をもたらす世界初の２画面電子楽譜「GVIDO」を手掛ける 

GVIDO MUSIC株式会社による才能あふれる若手音楽家を発掘・支援するプロジェクト。 

ピアニスト武村八重子氏をプロデューサーに迎え、第 1 期オーディションを勝ち抜いた 

ソリストたちによるパフォーマンスをお楽しみください。 

 

＜Ziba Ziba with friends プロフィール＞ ※5/2 公演 

矢藤みゆき (Piano&ボーカル)、原 とも也（ギター）によるユニット。「Ziba Ziba」に、 

サックス、ベースを加えた 4 人組 JAZZ ユニットです。 

メンバー：矢藤みゆき (Piano&ボーカル)、原 とも也（ギター）、かわ島崇文（サックス）、 

勝矢匠（ベース） 

 

 

 

 

鵜飼 サンシャインアクアリング 

GVIDO Ⅸ（グイドナイン） 

原 とも也 
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PRESS RELEASE   
④丸ちゃん館長の○

ま る

○
ま る

な話 
 
当館の館長である「丸ちゃん館長」こと丸山克志が、水族館や生き物が大好きなゲスト 

を招き、大水槽「サンシャインラグーン」をバックにスペシャルトークを開催します。 

※水族館入場料金のみでお楽しみいただけます。 
 
＜DAY1 鈴木香里武×丸ちゃん館長＞ 

岸壁幼魚採集家で、荒俣宏氏が立ち上げた海好きのコミュニティ「海あそび塾」の塾長 

を務める鈴木香里武氏をゲストに迎え、サンシャイン水族館館長と、「知ると水族館が 

100倍楽しくなる！海の仲間のギリギリな生き方」をテーマにトークショーを開催します。 

 「踊る！さんま御殿！！」等多数のメディアに出演する鈴木香里武氏が、水族館などの 

アミューズメント施設でトークショーを実施するのは今回が初となります。 
 
日時：5月 4日（土・祝）19：30～20：30（約 60分）                    

場所：館内 1階大水槽「サンシャインラグーン」前 
 
＜鈴木香里武（すずき かりぶ）プロフィール＞ 

1992 年生（うお座）。岸壁幼魚採集家。株式会社カリブ・コラボレーション代表取締役。荒俣宏氏が立ち上げた 

海好きのコミュニティ「海あそび塾」の現塾長。男物のセーラー服がユニフォーム。常に魚図鑑を持ち歩き、日課のよう 

に海や水族館を訪れる幼少期を過ごす。専門家との交流などを通して魚の知識を蓄え、学習院大学大学院在学中は観賞魚の癒し効 

果について研究。現在は、「踊る! さんま御殿!!」（日本テレビ）などメディア・イベント出演、執筆等の活動をする傍ら、沼津港深海水族館 

の館内音楽企画等、魚の見せ方に関するﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽも行っている。著書に『海でギリギリ生き残ったらこうなりました。』（KADOKAWA）がある。 
 

＜DAY2 中村元×丸ちゃん館長＞  

水族館プロデューサー中村元氏をゲストに迎え、「天空のオアシス」をテーマにトークショーを開催します。 
 
日時：5月 5日（日・祝）19：30～20：30（約 60分） 

場所：館内 1階大水槽「サンシャインラグーン」前 
 
 ＜中村元プロフィール＞ 

水族館プロデューサー。1956 年三重県生まれ。鳥羽水族館を副館長で辞職し独立。新江の島水族館、 

サンシャイン水族館、北の大地の水族館のリニューアル、広島マリホ水族館新設を手がけ、いずれも奇跡的な 

集客増を成功させた。著書は『水族館哲学』（文春文庫）、『中村元の全国水族館ガイド 125』（講談社）など 20 冊を超える。 
 

巨大ワニすべり台出現！とヘビ・カメイベント 概要 
日時：4月 26日（金）～6月 2日（日）10：00～17：00 

場所：サンシャイン水族館本館屋上エリア 

料金：水族館入場料金のみでお楽しみいただけます。（巨大ワニすべり台のみ有料 1回 100円） 

内容：ヘビストップ：バスストップならぬ「ヘビストップ」では、時間になるとスタッフがヘビを持って現れ、 

ヘビに触れることができます。 

（各日 11：00～／13：00～／15：00～／16：00～ 各回約 30分） 

カメレース：カメが約 5mのコースを競うゆるいレースを開催します。 

（各日 12：00～／14：00～ カメがゴールするまで実施） 

巨大ワニすべり台：高さ約 8m、迫力満点のワニの形をしたスライダーで遊べます。 

 (各日 11:00～16:00 まで／1回 100円) 
 
 

※雨天・強風時、その他屋上エリアを開放することが安全上等の理由で困難である場合やそれが予想される場合には、閉鎖する場合があります。 

※水族館本館 2F まではバリアフリーでご案内していますが、屋上エリアは階段のみでのご案内となります。車椅子やストレッチャーをご利用のお客様、階段の上り下りや

自立歩行が困難なお客様のご移動はできかねますので、予めご了承ください。           

 
■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：10：00～18：00（～3 月 20日）9:00～21:00（3月 25日～9月 23 日）※最終入場は終了 1時間前 ※変更の場合あり 

       ※3 月 21 日～3月 24日は 10:00～21:00、4月 27日～5月 6 日は 8:30～21:00 
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  https://sunshinecity.jp/ 
 

 

 

丸ちゃん館長：丸山克志 

中村元 

鈴木香里武 

※状況により、内容が変更になる場合がございます ※金額はすべて税込です ※画像はすべてイメージです 

https://sunshinecity.jp/

