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噴水広場と展望台が連動したスタンプラリーの開催や、10.9ｍの等身大
アローラナッシーと、ポケモンのぬいぐるみタワーなどのフォトスポットも登場！

ポケモンフェス キミにきめた！
in サンシャインシティ

7 月 28 日（金）～8 月 24 日（木）
サンシャインシティ（東京・池袋）では、ポケモン映画の記念すべき 20 作目「劇場版ポケットモ
ンスター キミにきめた！」の 7 月 15 日（土）公開とアニメ放送開始から 20 年を記念し、「ポケモ
ンフェス キミにきめた！ in サンシャインシティ」を 7 月 28 日（金）～8 月 24 日（木）の期
間に開催します。
期間中は、サンシャインシティ 噴水広場と SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台それぞれで、スタンプラリーを開催。噴水広場か
らスタートし、ポケモントレーナーになった気分で施設内を冒険、展望台では伝説のポケモン「ホウオウ」に会うことができます。
また、サンシャインシティ 噴水広場には 10.9ｍの等身大アローラナッシーバルーンや、た
くさんのポケモンたちが集まったぬいぐるみタワーが登場！さらに大型ビジョンでは、ポケモン
の世界に入り込むことができる「噴水ビジョンの主役は、キミにきめた！」を開催します。

噴水ビジョンの主役は、キミにきめた！

SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台では、伝説のポケモン「ホウオウ」の前でフラッシュ
撮影をすると「ホウオウ」が光り輝く不思議なフォトスポットや、ポケモンのキャストやポケモン
大好きな有名人たちのコメント入り名シーンパネル展を開催。カフェでは各日先着 100 名
様にオリジナルコースターをプレゼントします。

その他、噴水広場と展望台には土日限定で「ピカチュウ」が登場したり、アルパ 2F・ポケモンセンターメガトウキョーでは、イベント開
催を記念したスペシャルコーナーが登場するなど盛りだくさんの内容となっています。この夏は、ポケモンいっぱいのサンシャインシティで

お楽しみください！

ポケモンフェス キミにきめた！ in サンシャインシティ 実施概要
サンシャインシティ 噴水広場＆SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台
◆ポケモンフェス キミにきめた！ in サンシャインシティ スタンプラリー
★噴水広場ラリー
参加者は噴水広場で配布される「サトシの帽子サンバイザー」とリーフレットを持ち、自身がポケモントレーナーになって、サンシャインシ
ティ アルパ館内にあるポケモンのスタンプをゲットしていくスタンプラリーです。見事クリアした参加者には、「ピカチュウサンバイザー」をプ
レゼント。ふたつのサンバイザーが組み合わさり、「サトシのピカチュウサンバイザー」になります。さらに、展望台でのラリーとダブルクリアで、
豪華景品が当たるガラポンにチャレンジできます。
【開催場所】サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）他
【開催時間】10：00～19：00 ※スタート受付は 18：00 まで
【料
金】参加無料
ピカチュウサンバイザー
サトシの帽子サンバイザー

★展望台ラリー
参加者は展望台で配布されるリーフレットを持ち、展望台内にあるポケモンのスタンプをゲットしていくスタンプラリーです。見事クリアし
た参加者には、オリジナルピンバッチをプレゼント。展望台内では伝説のポケモン「ホウオウ」に会うこともできます。さらに、噴水広場で
のラリーとダブルクリアで、豪華景品が当たるガラポンにチャレンジできます。
【開催場所】SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台（サンシャイン 60 ビル・60F）
【開催時間】10：00～19：00 ※スタート受付は 18：00 まで
【料
金】参加無料 ※SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台は別途入場料がかかります
★W クリア賞
噴水広場および展望台それぞれのラリーで全てのポケモンをゲットした参加者は、噴水広場で豪華景品が
当たるガラポンにチャレンジできます。
【開催場所】サンシャインシティ噴水広場（アルパ B1） 【開催時間】10：00～19：00
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◆ピカチュウが遊びにくる！
期間中の土・日曜限定でピカチュウが登場。一緒に記念撮影などができます。
【開催場所】サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）・SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台（サンシャイン 60 ビル・60F）
【開催時間】噴水広場、展望台ともに各日 2 回実施 ※噴水広場については他イベント開催中の場合、実施しない可能性があります
【料
金】参加無料 ※SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台は別途入場料がかかります
サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）
◆噴水ビジョンの主役は、キミにきめた！
噴水広場の大型ビジョンを使い、映画やアニメなどのポケモンの世界に参加者の姿が映し出されます。参加者の写真は、ポケモンフェ
スイベントホームページに 1 週間限定で掲載されます。
【開催時間】10：00～19：00
◆等身大アローラナッシーバルーン＆ポケモンぬいぐるみタワー
高さ 10.9ｍの等身大アローラナッシーのバルーンや、ポケモンのぬいぐるみがいっぱいのタワーが登場します。
ポケモンたちと記念撮影ができるフォトスポットです。
【展示時間】10：00～20：00
◆噴水広場スペシャルステージイベント
噴水広場では楽しいステージイベントを実施予定！詳細はサンシャインシティホームページでご確認ください。
SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台（サンシャイン 60 ビル・60F）※入場料がかかります
◆ホウオウと写真を撮ろう！フォトスポット
伝説のポケモン「ホウオウ」のフォトスポットが登場。フラッシュをたいて写真を撮ると「ホウオウ」が光り
輝きます。他にも、展望台の窓面にフォトスポットが登場します。
◆キャスト・ポケモンファンの有名人が選ぶ名シーンパネル展
ポケモンのキャストやポケモン大好きな有名人が選ぶ名シーンと、それぞれの想いをコメントしたパネルを
展示します。この夏、展望台でしか見られない特別な企画です。

アローラナッシー

ホウオウ

◆「劇場版ポケットモンスター キミにきめた！」イラストコンテスト特別展示
映画公開を記念して開催されたイラストコンテストの優秀作品などを特別展示します。
◆オリジナルコースタープレゼント
展望台の Cafe Quu Quu にてご注文の各日先着 100 名様にオリジナルコースターをプレゼントします。
ポケモンセンターメガトウキョー（アルパ 2F）
◆期間限定！「ポケットモンスター サン＆ムーン」スペシャルコーナー
「ポケモンフェス キミにきめた！ in サンシャインシティ」の開催を記念して、アルパ 2F のポケモンセンターメガトウキョーにアニメ「ポケット
モンスター サン＆ムーン」をより楽しめるスペシャルコーナーが登場します。
【営業時間】10：00～20：00 ※8 月 10 日（木）～15 日（火）は 21：00 まで営業
映画＆アニメ情報

「劇場版ポケットモンスター キミにきめた！」
＜ 内 容 ＞ポケモンアニメ＆映画 20 周年記念作品となる今作は、サトシとピカチュウの「出会い」と「約束」の物語。
今、ふたりが「本当のパートナー」になるまでの冒険が始まる！
＜ 公 開 日 ＞７月１５日（土）ロードショー
＜公式サイト＞ポケモン映画公式サイト www.pokemon-movie.jp

「ポケットモンスター サン＆ムーン」
毎週木曜日よる 6 時 55 分より テレビ東京系にて大好評放送中！！※一部地域は放送日時が異なります。
©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ©Pokémon ©2017 ピカチュウプロジェクト
※画像はすべてイメージです。※金額はすべて税込です。
■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
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