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ディズニー映画「モアナと伝説の海」モアナ役日本語吹替版声優 

 
報道関係各位                                                       2017年５月 11日 

株式会社サンシャインシティ 
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！                
 

★『沖縄物産展』『ビアガーデン』に『レストランフェア』、食の魅力満載!! 

★「琉球ソーキ醤油拉麺」や「沖縄ジェラート」など沖縄グルメとスイーツ 

★エイサー生ライブや、屋比久知奈さんも登場する『沖縄ライブステージ』 

★水族館や展望台、サンシャイン 60 通りも沖縄一色で盛り上がる！ 

 
 
 
 
 
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”をテーマにした「沖縄めんそーれフェスタ 2017」を  

5月 26日（金）～6月 4日（日）の期間に開催いたします。 
 
今年で 9 回目となる本企画は、展示ホール、噴水広場、アルパ、展望台、水族館など各施設で沖縄にちなんだ様々な  

イベントを実施します。「沖縄そば」「海ぶどう」など沖縄直送の食材や食事・スイーツを販売する【沖縄物産展】や【めんそーれ
ビアガーデン】、石垣パインを使用したメニューや、オリオンビールとおつまみの”ちょい呑みセット”を提供する【沖縄レストランフェ
ア】、さらにエイサーなどの伝統芸能に加え、ディズニー映画「モアナと伝説の海」モアナ役日本語吹替版声優の屋比久知奈
さんなど超豪華な沖縄出身アーティストの生ライブを開催する【沖縄ライブステージ】のほか、離島を含む沖縄各地の観光 PR
ブースなど、様々な角度から沖縄の魅力をお楽しみいただけます。 

 
今年初めての企画としては、ガレッジセールが登場するラジオ番組「ガレッジセールのガレッジパーリー！」公開収録や、赤

ちゃんに沖縄の海をイメージした背景や小物をセッティングして撮影を行う「おひるねアート」撮影会を開催します。さらに、ス  
テージ上で制限時間内に花をいけ、観客の皆様が勝敗をジャッジする「花いけバトル REAL in サンシャインシティ ～沖縄
めんそーれフェスタ 2017～」では迫力ある戦いをご覧いただけます。また、5 名の花いけバトラーによる沖縄をテーマにした大
型花装飾作品がサンシャインシティ館内に展示されます。 

 
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

2017」に是非お越しください！  

屋比久知奈 

PRESS RELEASE   

5月 26日（金）～6月 4日（日） 10日間 

ガレッジセール 
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各施設のイベント概要 ～展示ホール～ 
■沖縄物産展 
【期間】5月 26日（金）～6月 4日（日） 
【場所】展示ホール A（ワールドインポートマートビル 4F） 
【時間】（1）沖縄物産展 11:00～20:30（最終日は 20:00 まで） 

（2）自分で作る沖縄弁当！ 5月 26日（金）・29日（月）～6月 2日（金）12:00～13:00 
 

沖縄物産展には約 40 店舗が集まり、女性やこどもに人気の「沖縄ジェラート」や「トロピカルドリンク」、自家製麺の沖縄そばに  
軟骨ソーキとカツオやアジなどの魚介だしを使用した琉球拉麺 teianda の「琉球ソーキ醤油拉麺」や「ソーキそば」、普段は沖縄  
県内やイベントでしか味わえない「ローストポーク丼」、新鮮な「海ぶどう」、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！ 

 
さらに今年は、物産展内で白米と好きなおかず4品をチョイスして沖縄食材たっぷりのオリジナルランチが楽しめる平日限定イベント
「自分で作る沖縄弁当！」を実施します（※ランチキット（600円）を購入）。※なくなり次第終了となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■オリオンビール 60th Anniversary めんそーれビアガーデン 
【期間】5月 26日（金）～6月 4日（日） 
【場所】屋外特設会場（ワールドインポートマートビル 4F） 
【時間】11:00～21:30 ※荒天中止  
※５月 29日（月）～６月 1日（木）は 20:30 まで、最終日は 20:00 まで 
 

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
サーなど、沖縄ならではのスペシャルステージもお楽しみいただけます。 
 
■ラジオ番組「ガレッジセールのガレッジパーリー！」公開収録 
【日時】5月 29日（月）16:00～19:30（予定） 
【概要】FM いしがきサンサンラジオ＆MUSIC BIRD が共同制作し、沖縄、八重山諸島のホンモノの魅力を石垣島の旬な情報とと

もに毎週土曜の 17:00～全国 85局のコミュニティーラジオ局で放送している「ガレッジセールのガレッジパーリー！」。当日は
ガレッジセールの二人と番組アシスタント山口真奈が、屋比久知奈（ディズニー映画「モアナと伝説の海」モアナ役日本語吹
替版の声優）やトレモノ（木田龍良、難波良）をゲストに迎え公開収録を実施します。 

【出演】ガレッジセール、山口真奈  ゲスト：屋比久知奈、トレモノ（木田龍良、難波良） 
 

各施設のイベント概要 ～アルパ＆スカイレストラン＆サンシャイン水族館～ 
■沖縄レストランフェア 
【期間】5月 26日（金）～6月 4日（日） 
石垣の日差しが育てた極上のパインを使用したメニューや、沖縄の気候・風土の中で育まれた爽快な味わいのオリオンビールとおつま
みをセットにしたちょい呑みメニューが味わえます。また、フェアメニューをご注文の方に手作り貝殻つきメモスタンドをプレゼントします。 

 
 
 
  

昨年開催の様子（ビアガーデン） 

琉球ソーキ醤油拉麺 
(650円) 

沖縄ジェラート（シングル） 
(各 380円) 

海ぶどう ※80ｇ 
(900円) 

ローストポーク丼 
(800円) 

～海塩「ぬちまーす」使用～
美ら☆サンデー(470円)  
ブルーシール[アルパ B1] 

石垣パインとココナッツの 
エキゾチックパフェ(980円)  

ゴールデンシャワーツリー[アルパ B1] 

沖縄おつまみちょい呑みセット 
(1,000円)  

海人酒房[アルパ 3F] 

沖縄ちょい呑みセット 
(1,000円)  

築地食堂 源ちゃん[アルパ 3F] 



                                                    
 

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・栗原・中山 
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   
 

各施設のイベント概要 ～サンシャインシティ 噴水広場～ 
■沖縄ライブステージ 
【場所】サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1） 
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。 

 
◇沖縄県＆恩納村旬香周島おきなわ祭り 

屋比久知奈 5月 27日(土) 14:00～ 

キャン×キャン 5月 26日(金) 16:30～ 

恩納村青年団 
エイサー演舞  

5月 26日(金) 14:00～ 
5月 27日(土) 12:00～／17:15～ 
5月 28日(日) 14:00～ 

沖縄の歌と踊り 
5月 26日(金) 12:00～／15:30～ 
5月 27日(土) 15:30～／18:00～ 
5月 28日(日) 12:00～ 

 
◇八重山諸島＆宮古島アーティストライブ 
沖縄出身アーティストによるライブステージに加え、八重山諸島や宮古島 
のゆるキャラとミスによる離島観光 PR ステージを開催します。 

THE SAKISHIMA meeting 6月 2日(金) 18:00～ 
下地暁 6月 3日(土) 18:00～ 
きいやま商店 6月 4日(日) 17:30～  

 
◇リトル・ママの表紙撮影会 ツキイチアート～沖縄 ver～ 
 【日時】5月 29日（月）10:00～15:30 
【概要】子育て情報誌フリーペーパー「リトル・ママ」の表紙モデル撮影会を開催。 

赤ちゃんに沖縄の海をイメージした背景や小物をセッティングして撮影を行います。 
【費用】3,000円 
【申込】事前予約制（Peatix サイトへの無料会員登録が必要です） 
【特典】カメラマンによる撮影（1 カットデータプレゼント）。ママご自身のカメラでも撮影可能です。 
  

◇花いけバトル REAL in サンシャインシティ ～沖縄めんそーれフェスタ 2017～ 
 【日時】5月 29日（月）18:00～ 
【概要】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 6 名のアーティ

ストが花をいけ、観客を魅了させたバトラーの勝ちというシンプルなルールのトーナメントマッチ。 
今回は、沖縄めんそーれフェスタ 2017 スペシャルバージョンとして、花材を沖縄の花を中心に 
取り揃えました。 

 
また、沖縄めんそーれフェスタの期間中、本イベントに出演したバトラーを含む、計 5名の花いけ
バトラー達による大型花装飾作品がサンシャインシティ館内に展示されます。 

  
◇オリオンビール 60th Anniversary ステージ 
 【日時】5月 30日（火） 
【概要】沖縄を代表するビール会社“オリオンビール株式会社”の創立 60周年を記念し、ステージイベン

トを開催します。オリオンビール社CMへ出演の人気アーティスト「ディアマンテス」によるライブ
（17:30～）などを開催します。 

  
◇6月 1日はかりゆしウェアの日 PR イベント 
 【日時】5月 31日（水）～6月 4日（日） 
【概要】沖縄の夏を快適的に過ごす「かりゆしウエア」のイベントでは、かりゆしウェアの紹介や販売の他、

三線教室など各種ブースを展開します。6月 1日（木）には、ゴリ（ガレッジセール）が登場
する「かりゆしウェアトークショー」（15:30～）や、古謝美佐子（うないぐみ）が登場する
「沖縄めんそーれフェスタ× 6月 1日はかりゆしウェアの日 スペシャルライブ」（17:30～）
を行います。 

ツキイチアート イメージ 

 

エイサー演舞 

きいやま商店 

 

屋比久知奈 

THE SAKISHIMA meeting 

うないぐみ 

 

ディアマンテス 

 

下地暁 

 

花いけバトル大型花装飾 イメージ 
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各施設のイベント概要 ～SKY CIRCUS サンシャイン 60展望台～ 
■展望台でめんそーれ♪ 
【場所】SKY CIRCUS サンシャイン 60展望台（サンシャイン 60 ビル・60F） 
◇35 COFFEEを使用したメニューの限定販売 
Cafe Quu Quu Quu にて、風化したサンゴで焙煎した沖縄限定の 35COFFEE を使用した
「35COFFEE ゼリーラテ」を販売します。（35COFFEE ゼリーラテ ホイップクリーム付き（550 円）、
35COFFEE ゼリーラテ バニラアイス付き（700円）） ※各日 10杯限定 
 
◇貝がらや星砂を使ったワークショップ 
Cafe Quu Quu Quu にて、土日限定で沖縄の貝がらや星砂等を使用したフォトフレームやアクセサ  
リーのワークショップを実施します。その他、おしゃれなアクセサリーの販売もあります。 
 【日時】5月 27日（土）・28日（日）・6月 3日（土）・4日（日） 

11:00～／13:00～／15:00～／16:00～（各回約 50分）  
【料金】1,000円 ※別途展望台入場料金が必要となります。 ※各回定員７名です。   

各施設のイベント概要 ～サンシャイン水族館～ 
■水族館でめんそーれ♪ 
【場所】サンシャイン水族館（ワールドインポートマートビル・屋上） 
◇アシカ・パフォーマンスタイム～アシカも一緒にめんそーれ♪～ 
サンシャイン水族館オリジナルかりゆしを着たスタッフが登場し、アシカがオリオンビールを使ったバランス技
に挑戦したり、フォトプロップスを使ってシーサーに変身します。最後は、アシカも一緒にカチャーシーを踊っ
て盛り上げます。 
【時間】11:00～／12:30～／14:00～／15:30～（各回約 10分） 
  
◇カワウソとことこグリーティング～めんそーれ ver.～ 
飼育スタッフによるコツメカワウソの生態解説とともに、シーサーのおもちゃで遊ぶコツメカワウソの可愛い姿
をご覧いただけます。 
【時間】13:15～（約 10分）  
◇水中パフォーマンスタイム～水中からめんそーれ♪～ 
沖縄音楽のオリジナルBGMの中、解説スタッフが花笠と紅型の沖縄伝統衣装で登場し、お魚たちの沖
縄方言名などを紹介します。また、水中にいるダイバーがお魚たちに海ぶどうをプレゼント。パフォーマンス
終了後には、花笠・紅型姿のスタッフと記念撮影も可能です。  
【時間】11:30～／13:00～／15:30～／17:30～（各回約 10分）  
◇限定メニュー・限定グッズの販売 
◆カナロア カフェでは、沖縄雪塩を使用した「サンシャイン水族館オリジナルソフトクリーム～めんそーれ ver.～」
（400 円）や、風化したサンゴで焙煎した沖縄限定の「35COFFEE」（350 円）などを販売します。さらに、
約 1 億個の石垣産ユーグレナ(和名：ミドリムシ)を使用したオリジナルメニュー「ユーグレナソフトクリーム」
（400円）と「ユーグレナカルピス」（350円）も販売【協賛：(株)ユーグレナ】。また、店内には琉球イラス
トレーション作家・与儀勝之氏の作品展示や、海の中をイメージした装飾を実施します。普段とは一味違った
琉球感あふれる店内で、ごゆっくりお食事をお楽しみいただけます。 
なお、「ユーグレナカルピス」と「35COFFEE」をご注文いただいた方には、与儀氏のイラストを使用
したオリジナルコースターをプレゼントします。※種類はお選びいただけません。※なくなり次第終了となります。 
 
◆ショップ アクアポケットでは与儀勝之氏のグッズ（ポストカード、クリアファイル、トートバッグ）を
販売します。  
◇サンゴ植え付けレクチャー！ 
サンシャインシティでは、「サンゴ返還プロジェクト（沖縄県恩納村のサンゴを水族館で育て、枝打ちで殖やし、海に還す活動）」や、
「サンゴ礁再生プロジェクト（サンゴを育て、産卵でサンゴを殖やし、サンゴ礁の再生を目指す活動）」に取り組んでいます。実際の移
植工程や水族館のサンゴ保全活動について学びながら、サンゴ礁再生へのメッセージを書いてもらったサンゴ移植用スティックに、サン
ゴの骨格を固定し枝打ちサンゴに見立てて、水族館入口自動扉横の石垣部分に飾りつける疑似移植が体験できます。 
【日時】5月 27日（土）・28日（日）・6月 3日（土）・4日（日） 各日 13:30～（約 30分） 
【料金】300円 ※別途水族館入場料金が必要となります。  ※各回定員 20名です。 

与儀勝之氏の作品 

35COFFEEゼリーラテ 

ガラスドームネックレス 

ユーグレナソフトクリーム 
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過去開催の様子 

 
沖縄めんそーれフェスタ 2017 イベント概要 

イベント名：沖縄めんそーれフェスタ 2017 
開催期間：5月 26日（金）～6月 4日（日） 
会   場：東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティ 
主 催：サンシャインシティ 
共 催：（一財）沖縄観光コンベンションビューロー、恩納村、（一社）恩納村観光協会、 

（一社）宮古島観光協会、（一社）八重山ビジターズビューロー 
協 賛：オリオンビール株式会社 
後 援：沖縄県、豊島区 
協 力：沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ、ホテルみゆきビーチ、ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート、リザン

シーパークホテル谷茶ベイ、シェラトン沖縄サンマリーナリゾート、カフーリゾートフチャク コンド・ホテル、ホテルモントレ沖縄
スパ＆リゾート、ホテルムーンビーチ、ルネッサンスリゾートオキナワ、コニカミノルタプラネタリウム“満天”、株式会社ナムコ、
スカイマーク株式会社、タイムズ スパ・レスタ、FM いしがきサンサンラジオ、株式会社ミュージックバード、エームサービス 
ジャパン株式会社、株式会社沖縄県物産公社、恩納村漁業協同組合、おんなの駅なかゆくい市場、久米島商工会、
ウインバック、株式会社 SHIMAN-CHU REPUBLIC、株式会社リトル・ママ、花いけバトル実行委員会、サンシャイン
シティプリンスホテル、シティプロダクツ、古代オリエント博物館 

 

池袋めんそ～れ祭り in 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、参加チーム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 チームにつき約 20分間のパフォーマンスを  
2回披露。サンシャイン 60通りが沖縄一色に染まります！    
 
■日時：5月 28日（日）10：15～13：30（予定）※荒天中止 
■主催：サンシャイン 60通り祭り実行委員会 
■後援：豊島区、沖縄県、（一財）沖縄観光コンベンションビューロー、 

豊島区商店街連合会、豊島区観光協会、としまテレビ、豊島新聞 
 
 
 
■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：10：00～21：00（4月～9月）、10：00～18：00（10月～3月）※2017年 7月 11日までは 10：00～20：00 

※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（高校生以上）2,000円、こども（小・中学生）1,000円、幼児（4才以上）700円、シニア（65才以上）1,700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。 
 

■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 


