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NEWS RELEASE   
報道関係各位                                                      2019年 11月 28日 

 株式会社サンシャインシティ  

Sunshine City 2019 Welcome to Christmas City  
サンシャインシティのクリスマスはじまる！ 
サンシャイン水族館初となる『アシカのツリー点灯パフォーマンス』は 
12月 1日(日)より、毎週末とクリスマス期間に実施！ 
 

サンシャインシティ（東京・池袋）では 12月 25日(水)まで、『Sunshine City 2019 Welcome to Christmas 

City』をテーマに、水族館の生き物たちやミニサンタが皆さんをお出迎えするサンシャインシティならではのフォトスポットや      

サンシャイン水族館の「空飛ぶペンギンツリー」＆イルミネーション、サンタに扮したダイバーによる水中パフォーマンスタイムなど   

こどもから大人まで楽しめるクリスマス体験を提供しています。 
 
 

 11 月 14 日(木)には、サンシャイン水族館でアシカによる「クリスマスツリー点灯パフォーマンス」を初開催。12 月 1 日

(日)からクリスマスまでの毎週土日と12月23日(月)～25日(水)の夕方16:00からは、アシカが高さ約4ｍの「空飛

ぶペンギンツリー」を点灯するパフォーマンスをご覧いただけます。アシカが点灯ボタンを押すとサンシャイン水族館の屋外エリア

「マリンガーデン」の「空飛ぶペンギンツリー」のイルミネーションが点灯し、ツリーのてっぺんでキラキラ光る星を頭上に掲げるペンギン

のモチーフがクリスマス気分を盛り上げます。 
 
 

その他、大水槽「サンシャインラグーン」での水中パフォーマンスタイムは「サンタダイブ」を実施するほか、カ

ワウソ・グリーティングタイムもクリスマス ver.でお届けし、専門店街アルパにも「クラゲのウェルカムツリー」や 

「お魚たちのビッグトルネードツリー」が登場し、可愛らしい世界観で癒しのクリスマスを演出します。他にも、

倉木麻衣さんなどアーティストによるクリスマスライブや、クリスマスケーキやギフトアイテムの販売、豪華賞品

が当たるクリスマス抽選会を実施します。この冬のクリスマスは、是非サンシャインシティにお越しください！ 
 
 

  

ポチッ 

お魚たちのビッグトルネードツリー 

 

クラゲのウェルカムツリー 

 

空飛ぶペンギンツリー 

 

ミニサンタとプレゼントボックスツリー 

 

サンシャイン水族館 クリスマス特設水槽 

 

倉木麻衣さん 
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ご参考資料【サンシャインシティのクリスマス情報について】 
 

イルミネーションが輝く空飛ぶペンギンツリーやお魚たちのビッグトルネードツリー、クラゲのウェルカムツリーなど、 

水族館の生き物たちやミニサンタがツリーになってお出迎え！ 

Sunshine City 2019 Welcome to Christmas City 
 11月 14日(木)～12月 25日(水) 

✡ 水族館の生き物たちとミニサンタのフォトスポット（イルミネーション点灯時間 10:00～23:00） 

専門店街アルパ 1 階西入口には、水族館でふんわり漂うクラゲをイメージした、高さ約 4m

の「クラゲのウェルカムツリー」が登場します。きらきら輝くクラゲとイルミネーションの光が癒しの

空間を演出し、皆さまをお出迎えします。  
また、専門店街アルパ 1 階噴水吹抜前広場には、300匹のお魚たちがクリスマスの賑やか

な雰囲気につられて勢いよく泳いでいるような「お魚たちのビッグトルネードツリー」が登場  

します。一緒にミニサンタが泳いでいたり、中には色違いのお魚も 12 匹まぎれこんでいたりと、

楽しめる仕掛けも盛り込んでいますので、ぜひ探してみてください。 
  

★☆クリスマスフォトスポットを巡って、水族館へおトクに入場しよう☆★ 

「クラゲのウェルカムツリー」もしくは「お魚たちのビッグトルネードツリー」と一緒に写真を撮影して、SNS（Facebook、Twitter、

Instagram のいずれか）に「#サンシャインシティクリスマス」とつけて投稿した画面を水族館のチケットカウンターで提示する

と、水族館入場料が約20％引きになります（画面提示でご本人含む5名様まで有効・他の割引との併用不可）。水族館の「空飛ぶ

ペンギンツリー」のフォトスポットがお得に楽しめます！  
 
 
✡ サンシャイン水族館のクリスマス   
★空飛ぶペンギンツリー＆マリンガーデンイルミネーション 

サンシャイン水族館の屋外エリア「マリンガーデン」では約 7,500 球のイルミネーションが点灯

します。高さ約 4ｍの「空飛ぶペンギンツリー」はケープペンギンをモチーフにし、まるで空へ向かっ

て泳いでいくようです。ツリーてっぺんのペンギンは、キラキラ光る星を頭上に掲げ、水族館のクリ

スマスを盛り上げます。また12月1日(日)・7日(土)・8日(日)・14日(土)・15日(日)・

21 日(土)～25 日(水)は、16:00 よりアシカによる「空飛ぶペンギンツリー」点灯パフォー

マンスを実施します。（イルミネーション点灯時間 10:00～18:00 ※12 月 21 日～25 日は

10:00～21:00 ※点灯パフォーマンス実施日は 15:45 頃よりツリー及びイルミネーションを一時

的に消灯します） 
 
★水中パフォーマンスタイム「サンタダイブ」 

水量約 240 トンの大水槽「サンシャインラグーン」に、サンタに扮したダイバーが登場します。  

ダイバーが水槽内で暮らすお魚たちへクリスマスプレゼントを持ってくるほか、パフォーマンスの  

最後には、サンタとお魚たちが力を合わせて水槽内に大きなクリスマスツリーを作り出します。

（実施時間 11:30～／13:00～／16:00～[各回約 10 分]  ※12 月 21 日～25 日は

18:30～も実施します。）  
★水中パフォーマンスタイム「トワイライトラグーン」 

12 月 1 日(日)・6 日(金)～8 日(日)・13 日(金)～15 日(日)・20 日(金)～25 日(水)

の 17:30～[約 10分]は、大きな一枚の足ヒレのモノフィンを装着し人魚に扮したダイバーが、

LED照明と音楽に合わせて、魚たちと一緒に幻想的なパフォーマンスを行います。  
★カワウソ・グリーティングタイム～クリスマス ver.～ 

屋外エリア「マリンガーデン」のパフォーマンスステージにて、クリスマスらしい小物で遊ぶ可愛らし

いコツメカワウソの姿をご覧いただきながら、サンタに扮したトレーナーが生態や暮らしぶりを紹介

します。（実施時間 14:45～[約 10分]） 
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★クリスマス特設水槽 

水族館内入口に登場する特設水槽には、カラフルな体色でクリスマスツリーのオーナメントのようなフォルムをした、クリスマスら

しさのある生き物たち（サンタカラーの「シロボシアカモエビ」・縞々でキャンディケインのような「オイランヨウジ」・トナカイフグとも 

呼ばれる角のある「コンゴウフグ」・クリスマス島にも生息している真っ赤な「フレームエンゼル」など）を展示します。 
 
★アシカ・マジカル☆パフォーマンスタイム 

期間限定の「アシカ・マジカル☆パフォーマンスタイム」では、マジシャンに扮したトレーナーがマジシャン見習いのアシカと一緒に

マジックを披露！12月 1日(日)～25日(水)はクリスマス ver.をお楽しみいただけます。 
 
★Pingu’s Christmas in サンシャイン水族館 

ピングーとサンシャイン水族館とのコラボレーション企画を今年も開催！クリスマス仕様のピングーのフォトスポットの展開や、ピ

ングーグッズを販売します。また、ピングーのグリーティングも実施します。 
 
★ショップ アクアポケットのクリスマス限定商品 

ショップ アクアポケットでは、サンタの仮装をした生き物がデザインされた「サンシャイン水族館オリジナルお菓子セット」（640 円）

などを販売する他、サンシャイン水族館オリジナルのぬいぐるみを使用した「ぬいぐるみツリー」が登場します。  
★クリスマス期間特別延長営業＆特別イベント開催 

 12月 21日(土)～25日(水)の 5日間は通常 18:00 までのところ 21:00 まで特別延長営業し、クリスマスライブを実施

します。（出演者：SANOVA、芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミー、水谷美月、馬場桜佑／時間：19:45～20:30 ※12

月 22日・23日は 19:30～20:15／場所：大水槽「サンシャインラグーン」前） 

 

 

 

 

 

 

 

  
✡ SKY CIRCUS サンシャイン 60展望台のクリスマス 

クリスマスの雰囲気を味わいながら夜景が楽しめるカップルシートが登場します。 
 
✡ アルパ・スカイレストランのクリスマス 

専門店街アルパ各店でクリスマスギフトアイテムを販売する「クリスマスギフトコレクション」や、

旅行や家電などの豪華景品が当たる「クリスマス抽選会」を実施します。また、専門店街アル

パでは華やかで可愛らしいクリスマスケーキを販売。スカイレストランではこの時期限定のクリスマ

スディナーを提供します。さらに、12 月 20 日(金)～25 日(水)は専門店街アルパでは通常

20:00閉店の店舗が、21:00 まで営業時間を延長します（一部店舗を除く）。 
 
✡ クリスマスオーナメントづくりワークショップ 

専門店街アルパ 1F のグローカルカフェでは、毎週木曜日と 12 月 8 日(日)に「サンシャイン女

子道×あみものCafe クリスマスオーナメントづくりワークショップ」を開催。レベルに合わせてコース

をご用意しているので、編み物に興味がある方はどなたでもお楽しみいただけます。（事前予約

制、詳細は https://sunshine-jyoshido.com/lesson-event/amimono/をご参照ください） 
 
✡ サンシャインシティ クリスマスライブステージ 

12 月 21 日(土)～25 日(水)の 5 日間は、サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）で  

アーティストによるクリスマスライブやトークステージを開催します。 

12月 21日(土) 新星堂 presents Cheer Up! Boys SHOWCASE #9 

 12月 22日(日) FM NACK5「カメレオンパーティー」公開生放送 

 12月 23日(月) JOL＊PLUS＋ 

 12月 24日(火) 東池袋 52from クレディセゾン、倉木麻衣 

 12月 25日(水) 芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミー 
  

※金額はすべて税込です。 ※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。 

クリスマス特設水槽        アシカ・マジカル☆パフォーマンスタイム                  ぬいぐるみツリー    オリジナルお菓子セット 
                        ～クリスマス ver.～    

            

 

展望台からの夜景 

倉木麻衣さん 

クリスマスオーナメント例 

Pingu’s Christmas   

in サンシャイン水族館 
(C)JOKER, NHK, NEP, PPI 


