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～サンシャインシティが朝も夜も OHA まつり！！～
おはスタを体感できるイベントや番組メンバー大集合のステージなど内容盛りだくさん！！

3 月 24 日（金）～4 月 9 日（日）
サンシャインシティ（東京・池袋）では、3 月２４日（金）～４月９日（日）の期間、テレビ東
京系列 月～金曜日 あさ 7 時 5 分から放送「おはスタ」の初となるイベント「春休み おはスタわく
わくフェス in サンシャインシティ」をサンシャインシティ噴水広場（アルパ B1）で開催します。
期間中、番組 MC を務める小野友樹さん＆花江夏樹さんのボイスも聞ける「おのちゃん＆はなちゃ
ん大解剖パネル」や、おはスタの出演者になりきれる「なりきりフォトスタジオ」、番組内のコーナーを体
験できる「ドキドキ！OHA ミッション」、サンシャインシティ内を回りながらナゾを解く「ナゾトキ紳士ナツキ
＆ユーキのナゾトキラリー」などを実施します。また、土日には、おはスタメンバーが大集合のステージ等
も開催します。
さらに同期間中、サンシャイン水族館では、小学館の図鑑 NEO とコラボしたスタンプラリーも開催。
全てのスタンプを集めて、サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）の「おはスタ」イベント会場に持っ
ていくと、豪華景品がもらえるガラポンに参加できます。
春休みは是非、サンシャインシティにお越しください！

ⒸShoPro・TV TOKYO

『春休み おはスタわくわくフェス in サンシャインシティ』実施概要
イベント名：春休み おはスタわくわくフェス in サンシャインシティ
開催期間：3 月 24 日（金）～4 月 9 日（日）10：00～20：00（ラリー受付は 19：00 まで）
サンシャインシティ 噴水広場で開催！！
★おはスタ スペシャル展示＆スペシャルステージ＆グッズ販売
サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）では、おはスタを体感できるイベントが盛りだくさん！オリジナルグッズの販売も行います。
料
金：無料
内
容：①おのちゃん＆はなちゃん大解剖パネル
番組 MC を務める「おのちゃん(小野友樹さん)」と「はなちゃん(花江夏樹さん)」のパネル展示を開催。２人のスペシャ
ルボイスも聞けます。
②なりきりフォトスタジオ
おはスタのスタジオをイメージしたフォトスポットが登場。おはスタの出演者になりきって写真を撮ろう。
③ドキドキ！OHA ミッション
おはスタ番組内コーナー「ドキドキ！OHA ミッション」にチャレンジできる。「朝食クロス引き」「リングスロー」「10 秒ストッ
プウォッチ」「100 歩歩数計」「ピンポン球シュート」の 5 つのミッションがあるよ。
※ミッションは曜日毎にランダムでの開催となります。平日 1 種、土日 2 種。 ※内容は変更になる場合がございます。

④メレオ占いルーレット
今日のラッキーカラーが占える。会場内にいるラッキーカラーのメレオを探して一緒に
写真を撮ろう。
⑤スペシャルステージ！
おはスタわくわくフェス開催期間中、スペシャルステージを開催します。
※ステージの内容・時間は変更になる場合がございます。
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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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ポケモン部ステージ①
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メレオ・ナナナ グリーティング
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⑥おはスタ スペシャルグッズ販売！
イベント限定クリアファイルやクリアしおり・じゆうちょうの他、テレビ東京の「ナナナ」グッズを販売します。

クリアしおり
(540 円)

A4 クリアファイル
(324 円)

じゆうちょう
(324 円)

サンシャインシティ アルパ館内で開催！
★ナゾトキ紳士ナツキ＆ユーキのナゾトキラリー
サンシャインシティ内にちりばめられたナゾトキ紳士からのナゾを解いて、「すがすがスィ～」ステッカーを手に入れよう！
料
金：無料
場
所：スタート・ゴール受付…サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）
ナゾポイント…サンシャインシティ アルパ館内 4 箇所
内
容：①サンシャインシティ 噴水広場のスタート受付にてナゾトキラリーシートを受け取ろう！
②サンシャインシティ アルパ館内 4 箇所の「ナゾトキ」に挑戦！
③すべての「ナゾトキ」を終えたら、サンシャインシティ 噴水広場に戻ろう！
④正解で「すがすがスィ～」景品(ステッカー)をゲットしよう！
⑤さらに W チャンスとして、おはスタ出演者のサイン等の豪華賞品が当たる
ガラポンに参加が出来る！
※1 名様 1 日 1 回まで。 ※ラリーシートや景品、ガラポンの賞品には数に限りがございます。
「すがすがスィ～」景品(ステッカー)

同時開催「サンシャイン水族館×小学館の図鑑 NEO スタンプラリー」！
★サンシャイン水族館×小学館の図鑑 NEO スタンプラリー
サンシャインシティの人気施設「サンシャイン水族館」と「小学館の図鑑 NEO」がコラボ！
クイズ形式のスタンプラリーで、豪華賞品を手に入れよう！
開催期間： 3 月 24 日（金）～4 月 9 日（日）10：00～20：00 ※最終入場は 1 時間前
料
金：サンシャイン水族館の入場料金のみで参加できます。
場
所：サンシャイン水族館
内
容：①サンシャイン水族館にあるスタンプラリーシートを手に入れよう！
②サンシャイン水族館内の「クイズ」に挑戦してスタンプを押そう！
③すべてのスタンプを集めたら、サンシャインシティ 噴水広場(アルパ B1)に行こう！
④おはスタ出演者のサイン等の豪華賞品が当たるガラポンに参加しよう！
※1 名様 1 日 1 回まで。 ※ラリーシート・ガラポンの賞品には数に限りがございます。

Ⓒ小学館

※画像はすべてイメージです。※金額はすべて税込です。※イベント内容は変更となる場合がございます。
■サンシャインシティ 概要
所 在 地：東京都豊島区東池袋 3-1
営業時間：各施設により異なる
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：10：00～20：00（4 月～10 月）、10：00～18：00（11 月～3 月）
※特別営業期間 3 月 16 日（木）～3 月 31 日（金）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
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