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報道関係各位

2017 年 2 月 16 日
株式会社サンシャインシティ

2 月 24 日（金）～4 月 16 日（日）
SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台（東京・池袋）では、2 月 24 日
（金）～4 月 16 日（日）の期間、日本最高峰のバレーボール選手がプレー
する V リーグと日本特撮ヒーローの最高峰であるウルトラマンシリーズが、それぞれ
国内リーグ発足 50 周年、放送開始 50 年となる事を記念したコラボレーション
企画「バレーボール・V リーグ＆ウルトラマンシリーズ 過去と未来を繋ぐ 50 年
記念展 in SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台」を開催します。
期間中は、それぞれの 50 年の軌跡を知ることができる、トリビアを交えた
年表や、歴代ウルトラヒーローの変身アイテムの一部や 3 月 11 日（土）
公開『劇場版ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします！』の台本、バレーボー
ル日本リーグ、V リーグの往年の名選手ユニフォームやプレミアリーグの上位
チームに与えられる金・銀・銅のメダルなどを展示します。また、巨大なモニター
の中に映る自分が、ウルトラマンオーブにフュージョンアップ（変身）できたり、V
リーグ選手のスパイクしたボールをブロックする体験ができる特別 AR コンテンツを
展開します。
さらに、Cafe Quu Quu Quu では期間限定でカフェ内に V リーグ選手のユニフォームを展示し、テーブルにウルトラヒーローのボディ
デザインを施した特別仕様になり、オリジナルクリアファイルをセットにした V リーグ選手の好きな食材を使用したメニューや、ウルトラマン
をイメージしたメニューなどを販売します。なお、V リーグ選手のクリアファイルには当たりくじが入っており、各チームに所属する選手の
サイン色紙が数量限定で当たります。その他、イベント限定商品として「スカイサーカス限定 V リーグサイン帳」の販売や、等身大の
V リーグ選手やウルトラヒーローと記念撮影ができるフォトスポットの設置、イベント関連賞品があたるイベント開催記念キャンペーンを
実施します。
是非、バレーボール・V リーグとウルトラマンシリーズで盛り沢山の SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台にお越しください！

V・プレミアリーグのメダル

オーブリング

～柳田将洋選手が好きなチーズを贅沢に!!～
ハムとチーズのホットサンド

オリジナルクリアファイル
（ウルトラマン）

オリジナルクリアファイル
（Ｖリーグ）

Ⓒ円谷プロ Ⓒウルトラマンオーブ製作委員会・テレビ東京

●概 要●

イベント名：バレーボール・V リーグ＆ウルトラマンシリーズ 過去と未来を繋ぐ 50 年記念展 in SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台
開催期間：2 月 24 日（金）～4 月 16 日（日）
料
金：SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台入場料金のみ
内
容：日本最高峰のバレーボール選手が所属する V リーグと日本特撮ヒーローの最高峰であるウルトラマンが池袋の最高峰に
ある SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台で 50 年記念イベントを展開します。バレーボール・国内リーグ発足 50 年
とウルトラマンシリーズ放送開始 50 年を記念したイベントであり、その歴史を知ることができる年表や、歴代ウルトラヒー
ローの変身アイテムの一部や『劇場版ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします！』の台本、Ｖリーグ選手のユニフォーム
やメダルなどを展示します。その他、限定コンテンツの特別 AR 体験や限定メニュー、限定グッズを販売します。
報道関係者様からの
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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 川口・中山・山本
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＜補足資料＞

●イベント詳細●
①V リーグ・ウルトラマンシリーズの 50 年史
バレーボール・国内リーグ発足 50 年、ウルトラマンシリーズ放送開始 50 年の軌跡が分かる年表を展示。トリビアも記載されており、
この年表を通して、V リーグ及びウルトラマンシリーズについてより深く知ることができます。年表内にはサンシャインシティのトピックスも
記載され、サンシャインシティの歴史も合わせて知ることができます。その他、バレーボール・国内リーグ（日本リーグから V リーグまで）
の往年の名選手のユニフォームやプレミアリーグの上位チームに与えられる金・銀・銅メダル、約 30 ㎝のバレーシューズ、歴代ウルトラ
ヒーローの変身アイテムの一部や『劇場版ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします！』の台本を展示します。
②特別 AR 体験コンテンツ
幅 8ｍ、高さ 2.3ｍの巨大モニターに映る人の動きや位置をセンサーが感知し 3ＤＣＧと合成する「SKY PARTY」に、V リーグと
ウルトラマンオーブをテーマにしたオリジナルのＡＲ体験ができる期間限定コンテンツが登場します。
◆V リーグに挑戦！バレーボールブロック体験 at SKY PARTY
試合動画に合わせてブロックポーズを決めると、V リーグ選手のスパイクをブロックする体験ができます。
◆ウルトラマンオーブチャレンジ！フュージョンアップ（変身）体験 at SKY PARTY
オーブリングを持って変身ポーズを決めると、ウルトラマンオーブにフュージョンアップしているような体験ができます。
③Cafe Quu Quu Quu
カフェ内では V リーグ選手のユニフォーム展示や、テーブルにウルトラヒーローのボディデザインを施し、V リーグ選手の好きな食材を使
用したメニューやウルトラマンをイメージしたメニューなどを提供します。その他、カフェ内に設置されたモニターでは、熱戦展開中の
2016/17V・プレミアリーグの試合映像を放映します。
◆V リーグ選手の好きな食材を使用したメニュー
選手の好きな食材を使ったメニューを販売します。上記メニューには、数量限定でオリジナルクリアファイル（全 16 種）が付い
ており、クリアファイルの中に当たりが入っていた場合、各チームに所属する選手のサイン色紙をプレゼントします。
メニュー例

・～柳田将洋選手（サントリーサンバーズ）が好きなチーズを贅沢に!!～『ハムとチーズのホットサンド』（ハーフ 750 円/フル 1,500 円）
・～古賀紗理那選手（NEC レッドロケッツ）が好きなチョコレートをたっぷり～『焼きマシュマロのオープンサンド』（850 円）

◆ウルトラマンをイメージしたメニュー
ウルトラマンの特徴的な目をサツマイモ、赤いからだの模様をストロベリーソースでイメージしたメニュー「ウルトラマンのチーズスフ
レサンデー（1,000 円）」の他、怪獣エレキングやピグモンをイメージしたメニューを販売します。V リーグ同様、ノベルティとして
数量限定でオリジナルクリアファイルが付きます。
④SKY CIRCUS SHOP
本イベント限定商品として、SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台でしか買えない「スカイサーカス限定 V リーグサイン帳（1,080
円）」を販売します。その他、コラボグッズの「ウルトラマン×V リーグコラボキーホルダー（600 円）」、「ウルトラマン×Ｖリーグコラボタ
オルハンカチ（700 円）」や V リーグ・ウルトラマンシリーズそれぞれのグッズなどを販売します。
⑥イベント開催記念キャンペーン
SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台内の年表に記載された「トリビア」などから答えを見つけ出し、応募すると下記の賞品などが
当たります。
◆V リーグ賞・・・選手のサイン入りグッズ（バレーボールなど）50 名
◆ウルトラマン賞・・・ウルトラヒーローのサイン入りオリジナルクリアファイル 50 名
◆スカイサーカス賞・・Ａ「SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台入場券」・Ｂ「サンシャイン水族館入場券」 各 25 組 50 名
■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 1,800 円、学生（高校・大学・専門学校）1,500 円、こども（小・中学生）900 円、幼児（4 才以上）500 円、
シニア（65 才以上）1,500 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.skycircus.jp

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