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株式会社サンシャインシティ

対象店舗で『よりみち月曜日メニュー』
を注文してハズレなしのおみくじにチャレンジ！

毎週月曜日の夜がおいしくって、お得！よりみち月曜日好評開催中！
サンシャインシティ（東京・池袋）では開
業 40 周年記念企画として、サンシャインシ
ティ内の各施設で夜をもっと楽しむための
様々なイベントやキャンペーンを「Moonlight
City」と題して展開しています。専門店街ア
ルパのレストランでは、週のはじめに楽しい
よりみちをして一週間のやる気に変えて欲し
いという想いから、『よりみち月曜日』を開催。
毎週月曜日の夜限定で“運だめし”おみくじ
付きの特別メニューを用意しています。
大吉が出たら対象メニューが半額！中吉が出たら対象メニューがちょっと割引になり、小吉が出たらお店から素敵なサービスを
受けられるお得なおみくじです。是非この機会に、月曜日の夜はサンシャインシティへお越しください！
よりみち月曜日 概要
対象店舗：サンシャインシティ 専門店街アルパ B1・1F・3F 飲食店約 20 店舗
内
容：対象店舗で「よりみち月曜日対象メニュー」を注文し、おみくじにトライ。大吉が出た
ら対象メニューが半額、中吉が出たら対象メニューがちょっと割引、小吉が出たら
お店から素敵なサービスがあります。ハズレくじはありません。
詳
細：http://www.sunshinecity.co.jp/campaign/cp/yorimichi_monday
対象店舗／メニュー例
★特製!!ローストビーフ（1,380 円）／カフェノイズ(アルパ B1）
※月曜日 17：00～ 10 食限定販売。
【大吉】対象メニュー半額、【中吉】メニュー代金 200 円引、【小吉】ドリンク 1 杯無料サービス
★刺身盛合せ（2,700 円）／築地玉寿司(アルパ 3Ｆ）
※月曜日 17：00～ 30 食限定販売。
【大吉】対象メニュー半額、【中吉】メニュー代金 500 円引、【小吉】甘えび 2 尾無料サービス
★やわらか牛たんと温野菜のデミ味噌ビーフシチュー（ご飯、味噌汁、小鉢付）（1,390 円）
／茶鍋カフェ・カグラザカ サリョウ（アルパ 1Ｆ）
※月曜日 16：00～販売
【大吉】対象メニュー半額、【中吉】メニュー代金 140 円引、【小吉】次回使える茶鍋トッピング
1 品無料券プレゼント

カフェノイズ

築地玉寿司

茶鍋カフェ・カグラザカ サリョウ

Moonlight City お楽しみ情報
サンシャインシティ内各施設で夜をもっと楽しむための様々なイベントやキャンペーンを「Moonlight City」と題して展開中です。
★クリスマスナイトビュー～暗闇で楽しむ東京の絶景～（SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台）
空気の澄んだ冬の季節だからこそより美しく見える夜景をお楽しみいただくため、真っ暗な空間で景
色を鑑賞できる“夜景ビュースポット”が新しく登場。さらに、館内照明を一部消灯する「クリスマスナ
イトビュー～暗闇で楽しむ東京の絶景～」を 18：00～22：00 の毎夜実施中です。
※12 月 25 日（火）まで開催。
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★夜景評論家・丸々もとおプロデュース「サプライズリース」（SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台）
展望台で体感する 3D ホログラムと夜景の世界。クリスマスリースの真ん中にクリスマスアイテムが
3D ホログラムで浮かび上がる、特別演出です。※12 月 25 日（火）まで開催。
★ちょいのみセットチケットがお得！（SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台）
17：00 以降はアルコールなど対象のドリンク 1 杯が付いたお得な展望台入場チケットを販売しています。
【販売場所】展望台チケットカウンター（専門店街アルパ B1）
【販売価格】大人 1,250 円（定価 1,650 円相当）、学生 1,000 円（定価 1,350 円相当）
★マリンガーデン クリスマスツリー（サンシャイン水族館）
サンシャイン水族館の屋外エリア「マリンガーデン」には、海の生き物たちとキラキラ輝く海の泡をイ
メージしたクリスマスツリーが登場し、16：30 以降はツリーを含む約 11,000 球のイルミネー
ションが点灯しています。12 月 22 日（土）～25 日（火）の 4 日間は 21：00 まで営業時
間を延長し、クリスマスライブなどの限定イベントを開催。17：00 以降は水族館館内での飲食
も可能となり、幻想的なひとときをお過ごしいただけます。※12 月 25 日（火）まで開催。
★スペシャル水中パフォーマンス「トワイライトラグーン」（サンシャイン水族館）
水中パフォーマンスタイム 16：00～と 17：30～の回は、人魚に扮したモノフィンを装着したダイ
バーが、LED 照明と音楽に合わせて、魚たちと一緒にパフォーマンスを行う「トワイライトラグーン」
を実施。人魚と魚たち、光と音楽で織りなす、幻想的な “人魚が暮らす海の世界”へ観る人をい
ざない、より一層クリスマス気分を盛り上げます。※12 月 25 日（火）まで開催。
★クリスマス抽選会（専門店街アルパ）
旅行や家電、北海道の食材など豪華賞品が当たるサンシャインシティクリスマス抽選会をアルパ
3F 噴水吹抜け前広場にて実施中です。さらに 16：00 以降、抽選会にご参加いただいた方
に、サンシャインシティをさらにお得に楽しめる「Moonlight PASS」をプレゼントします。（サ
ービス例：展望台・水族館の入場料金約 30%OFF、専門店街アルパでのお買い物が
5%OFF、飲食店でドリンク 1 杯サービス等） ※抽選会は 12 月 25 日（火）まで開催。受付時間
は 10：00～23：00。Moonlight PASS のサービス適用は 2019 年 3 月 31 日（日）まで。

★サンシャインビレッジ（専門店街アルパ 屋外スペイン階段）
ミニチュアハウスと植栽が可愛いサンシャインビレッジが 12 月 25 日（火）まではクリスマス ver.
に。ミニチュアクリスマスツリーも登場し、夜は家々が美しいイルミネーションで彩られます。
Moonlight City とは？
「食」「遊」「学」「癒」をテーマに、サンシャインシティの各施設で様々な”夜“を楽しむイベントやキャンペーンを企画していま
す。月曜日の夜、お得に飲食できる「よりみち月曜日」や、夜はイルミネーションが輝く「サンシャインビレッジ」など楽しみ方はた
くさん。詳しくは Moonlight City ウェブサイト（http://moonlightcity.jp/）で！
■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 ※変更になる場合あり
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
問合せ先：SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台 03-3989-3457
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：10：00～18：00（～2019 年 3 月 20 日）10:00～21:00（2019 年 3 月 21 日～）※最終入場は終了 1 時間前 ※変更の場合あり
※特別営業 12 月 22 日（土）～12 月 25 日（火）は 21:00 まで
入場料金：大人（高校生以上）2,200 円、こども（小・中学生）1,200 円、幼児（4 才以上）700 円
問合せ先：サンシャイン水族館 03-3989-3466 http://www.sunshinecity.co.jp
■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
※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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