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報道関係各位                                                                 2019年 4月 15日 

株式会社サンシャインシティ 

沖縄の絶品グルメが約 40店舗、大集結。 
沖縄の食や音楽、伝統芸能が集結。食べて・飲んで・観て楽しめる！ 

第 11回 サンシャインシティ 沖縄めんそーれフェスタ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜サンシャインシティが沖縄に染まる 10 日間（5/24～6/2）！おすすめポイント＞ 

沖縄物産展 

＆ 

ビアガーデン 

★「海ぶどう丼」や「沖縄そば」など物産展人気商品のメガ盛りメニューが登場！ 

★今回限り！半世紀門外不出の老舗「シーサイドドライブイン」のスープが沖縄県外初進出！ 

★伊良部島のカツオを贅沢に使用した新名物「Okinawa'n まぜそば」が新登場！ 

★久米島が生産量日本一！「久米島産車エビ」の素揚げとオリオンビールは相性抜群！ 

★ビアガーデンでは三線の生演奏にのせて皆でカチャーシーを踊って大盛り上がり！ 

噴水広場 
★HY（エイチワイ）など豪華出演陣によるアーティストライブを開催！ 

★沖縄の伝統芸能・エイサー演舞や三線ライブ、空手演武、歌や踊りを披露！ 

レストラン ★マンゴーやチャンプルーなど沖縄食材を使用したオリジナルメニューが登場！ 

水族館 
★アシカとエイサー隊の初コラボ！や、大水槽「サンシャインラグーン」で暮らす魚の方言名を

ダイバーが紹介するなど水族館のパフォーマンスを特別 ver.で開催！ 

展望台 ★南国のリゾートをイメージしたリラックススペースで海抜 251m からの絶景を満喫！ 

その他 ★サンシャイン 60 通りで出演団体がエイサーを披露する「池袋めんそ～れ祭り」を開催！ 
 

 

 

 

 

 

 

※開催前日の 5月 23日（木）17：30 より沖縄物産展＆めんそーれビアガーデンの 

プレス向け先行公開を行います。いち早く試食・撮影いただけますので、 

この機会にぜひご来場ください。 

プレス向け先行公開の詳細は後日配信するご取材案内状をご参照ください。 

沖縄物産展 

PRESS RELEASE   

サンシャイン 60通り 

水族館 噴水広場 ビアガーデン 

沖縄県外初進出!! 
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サンシャインシティ（東京・池袋）では、日本が誇る観光地“沖縄”をテーマに、各施設で沖縄にちなんだ様々なイベントを

展開する「第 11回サンシャインシティ沖縄めんそーれフェスタ」を 5月 24日（金）～6月 2日（日）に開催します。 
 

『沖縄物産展＆めんそーれビアガーデン』では、「沖縄そば」「海ぶどう」「牛汁」「サーターアンダギー」など沖縄直送の食

材や食事・スイーツ・お酒に加え、「海ぶどう丼」や「沖縄そば」など物産展人気メニューのメガ盛りを数量限定で販売します。

また、沖縄県外初進出となる貴重なメニューも数量限定で取りそろえます。 
 

 
サンシャインシティ 噴水広場で開催される『沖縄ライブステージ』ではエイサー演舞や三線ライブなどの沖縄伝統芸能に

加え、HY をはじめ豪華な沖縄出身アーティストの生ライブを無料で楽しめるほか、沖縄食材を使用したメニューを提供する

『沖縄レストランフェア』の開催や水族館の生き物たちのパフォーマンスを沖縄バージョンで披露するなど、様々な角度から

沖縄の魅力を体感できます。 
 

さらに、5月 26日（日）には池袋の街中、サンシャイン 60通りでエイサーなどの沖縄を感じさせる華麗なパフォーマンスを

出演団体が披露する「池袋めんそ～れ祭り inサンシャイン 60通り」を開催します。暑い夏の訪れを前に、サンシャインシティ

に沖縄の魅力が勢ぞろい！食べて・飲んで・観て楽しめる「沖縄めんそーれフェスタ」に是非お越しください！ 

 
 

① 展示ホール 開催イベント概要 

■ 沖縄物産展 （ワールドインポートマートビル 4F 展示ホール A） 

～沖縄県外初進出の老舗「シーサイドドライブイン」のスープや、伊良部島の新名物・カツオたっぷりのまぜそば、沖縄県産

アグー豚 100％使用のタコライス、数量限定メガ盛りメニューなどが登場！～ 
 

日 時：5月 24日（金）～6月 2日（日）11:00～20:30（最終日は 20:00 まで） 

販売例：沖縄そば、ラフテー、ステーキ、チャンプルー、焼きそば、スパムおにぎり、スパム串、タコライス、もずく天ぷら、  

牛汁、揚げかまぼこ、車海老の素揚げ、唐揚げ、おつまみ軟骨、ポテト、島豆腐、もずくキムチ、島らっきょう、海ぶ

どう、もずく、野菜、果物、サーターアンダギー、ブルース、アガラサー、ちんすこう、紅芋タルト、アイスクリーム、ソフ

トクリーム、ビール、泡盛、泡盛カクテル、トロピカルドリンク、かりゆしウェア、物産・工芸品など（順不同） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

沖縄物産展には約 40 店舗が集まります。沖縄初のドライブインレストラン「シーサイド

ドライブイン」にて創業以来 50年以上の間、外部で出店したことのない「門外不出」の人

気スープが今回限りで初出店するほか、沖縄一（いち）のカツオの島、伊良部島のカツ

オを贅沢に使い、沖縄そばを麺に使用した新名物「Okinawa'n まぜそば」が初登場。見

た目のインパクトが大迫力の「メガ盛り！海ぶどう丼」や「肉メガ盛り！！沖縄そば」など、

メガ盛りメニューも特別に数量限定で販売します。 
  

シーサイドスープ（250円) 
※5月 24日（金）～26日（日） 

各日 300杯限定販売 

肉メガ盛り！！沖縄そば 
(1,000円) 

メガ盛り！海ぶどう丼 
（1,000 円） 

 

ユーグレナ スムージー
（Mサイズ 500円) 

アリゴチーズスパム 
(500円) 

黒糖キャラメルポップコーン 
（480円） 

 

わしミルク酒 
(1,400円) 

石垣島の牛そば 
（800円） 

 

海ぶどうそば（冷凍麺） 
（1,080円） 

 

※調理例 

 

タコライス 
（800円） 

 

ブルーシールアイスクリーム 
(各種 310円) 
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ほかにも、沖縄県内農場のアグー豚にとろーりチーズをのせた「タコライス」、新鮮な

「海ぶどう」や「スナックパイン」、女性やこどもに人気の「アイスクリーム」「トロピカルドリン

ク」「サーターアンダギー」や、石垣産ユーグレナをふんだんに使った美容と健康にうれ

しい「ユーグレナスムージー」、カクテルでも楽しめる「泡盛」など沖縄の美味いが大集結

します！イートインスペースとビアガーデンにはライブステージが併設。食だけでなく音

楽や伝統芸能も一度に堪能できます。 
 

平日限定企画としては、物産展内の対象店舗で白米と好きなおかずを 4 品チョイスしてオリジナルランチが楽しめる「自

分で作る沖縄弁当！」を販売。また、夕方には物産展内の対象店舗で好みのおつまみを詰め合わせできる｢おつまみハッ

ピーアワー｣も実施します。そして、その「おつまみハッピーアワー」の対象店舗の中からエントリーしたおつまみを召し上  

がったお客様にオリオンビールのおつまみとして最適だった一品を投票いただく、「オリオンビールに合う！おつまみ選手

権」を初開催。1位に選ばれたおつまみを 5月 31日(月)に発表・表彰します。 

 

■ めんそーれビアガーデン （ワールドインポートマートビル 4F 屋外特設会場） 

日時：5月 24日（金）～6月 2日（日）11:00～21:30 

※5月 27日（月）～30日（木）は 20:30 まで、最終日は 20:00 まで ※荒天中止 
 

オリオンビール（生）を 500 円で販売する「めんそーれビアガーデン」を沖縄物産展の

屋外特設会場で同時開催します。物産展会場内イートインスペースやビアガーデンで

は、三線ライブやエイサー、沖縄出身アーティストによるライブなど、沖縄ならではのス

ペシャルステージを展開します。 

 

■沖縄めんそーれフェスタ×花いけバトル スペシャルコラボ装飾 

日時：5月 23日（木）～6月 2日（日） 
 

花の新たな存在意義を追及し、花をいけることの魅力を伝え続ける「花いけバトル」とコラボレーションし、沖縄らしい花材を

使用したオリジナル花装飾作品を沖縄物産展入口に展示します。 ※花いけバトルとは、同じ制限時間、同じ器、同じ花など、条件は各

回異なるものの、観客の眼前で花をいけ、観客を魅了させた者の勝ちというシンプルなバトル。 

  

② サンシャインシティ 噴水広場 イベント概要 

沖縄の伝統や文化を紹介するステージや、沖縄出身のアーティストによるライブステージを開催します。 
 

■ 沖縄伝統芸能ステージ 

日時：5月 24日（金）、5月 25日(土)、5月 26日(日) 

恩納村青年団エイサー演舞や三線ライブ、沖縄舞踊、沖縄の歌と踊りといっ

た沖縄伝統芸能を披露します。 
 

■ 沖縄アーティストライブ 

古謝美佐子、ディアマンテス、HY、Anly、きいやま商店、やなわらばー、THE 

SAKISHIMA meeting、チューニングキャンディーなど沖縄出身のアーティスト

によるライブステージを開催します。 
 

■ 沖縄空手 PR ステージ 

日時：5月 31日（金）、6月 1日(土)、6月 2日(日) 

沖縄空手の演武ステージを実施するほか、PR ブースでは 360 度から沖縄空

手の迫力ある達人技を体感できる「沖縄空手 VR」を体験できます。 
 

■ キャン×キャンお笑いライブ 

日時：5月 24日（金） 

お笑い芸人キャン×キャンによるお笑いライブを開催します。 
 
  

Okinawa'n まぜそば 
（850円） 

 

エイサー演舞 沖縄の歌と踊り 

HY 古謝美佐子 

沖縄空手 
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③ レストランフェア概要 

専門店街アルパ飲食店・スカイレストランでは 5 月 24 日(金)～6 月 2 日(日)の期間、沖縄県産マンゴーを 

使用したスイーツや、沖縄を代表する食材を使用したチャンプルーなどを販売する「沖縄レストランフェア」

を開催。フェアメニューをご注文の方に、オリジナルデザインのマグネットをプレゼントします。（参加店舗約

25店） 
 
 

④ サンシャイン水族館 イベント概要 

サンシャイン水族館では 5 月 24日(金)～6月 2日(日)の期間、

お魚たちの名前を沖縄の方言で紹介する「水中パフォーマンス

タイム～水中からめんそーれ～」、アシカがカチャーシーのリズ

ムに合わせお客様と一緒に踊ったり、本場沖縄のエイサー隊と

アシカが初めてのコラボレーションを披露する「アシカ・パフォー

マンスタイム～めんそーれ ver.～」を実施します。また、サンシャ

イン水族館が沖縄県恩納村の協力のもとで取り組んでいる 

「サンゴプロジェクト」のリーフレットでサンゴに関する知見を深め

ていただけます。 

 

⑤ SKY CIRCUS サンシャイン 60展望台 イベント概要 

SKY CIRCUS サンシャイン 60展望台には 5月 24日(金)～6月 2日(日)の期間、南国のリゾート

をイメージした特設スペースが登場します。ハンモックやビーズクッションに座り、ゆったりとした雰

囲気を味わってリラックスしながら、海抜 251mから望む絶景を楽しむことができます。夜 22：00ま

で営業しているので、沖縄めんそーれフェスタを楽しんだ最後にぜひお越しください。 

 

 

⑥ その他のイベント概要 

■池袋めんそ～れ祭り inサンシャイン 60通り （主催：サンシャイン 60通り祭り実行委員会） 

日時：5月 26日（日）10:15～14:00（予定） ※小雨決行、荒天中止 

場所：サンシャイン 60通り 
 

池袋駅とサンシャインシティを繋ぐサンシャイン 60 通りにて、沖縄の伝統芸能 

“エイサー”を中心に、出演団体が沖縄を感じさせるパフォーマンスを披露するお

祭りです。当日はサンシャイン 60通りを 2区間に区切り、1チームにつきパフォー

マンスを 2回披露。サンシャイン 60通りが沖縄一色に染まります！  

 
 
※金額はすべて税込です。 ※画像はすべてイメージです。 ※サンシャイン水族館、SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台は入場料金がかかります。 

※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 専門店街アルパ 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  https://sunshinecity.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：9:00～21:00(～9月 23 日)、10:00～18:00(9 月 24 日～2020年 3 月 19 日)※最終入場は終了 1時間前 ※変更の場合あり 
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  https://sunshinecity.jp 

■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 ※変更の場合あり 
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   https://sunshinecity.jp 
※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。 

マグネット 

展望台からの夜景 


