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報道関係各位

2019 年 3 月 14 日
株式会社サンシャインシティ

海抜 251m の高さで臨む！
平成最後のカウントダウン＆祝！新元号初のご来光！!

サンシャイン 60 展望台の GW は毎日お得！
4 月 27 日（土）～5 月６日（月・振休）
●4 月 30 日～５月１日は平成最後のカウントダウン＆祝！新元号初のご来光！
●こどもの日は小学生以下入場無料など、10 連休毎日がお得キャンペーン！
●18 時以降は入場料金が半額！＆マジックパフォーマンスが楽しめる！
SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台（東京・池袋）では、4 月 27 日（土）〜5 月

6 日（月・振休）のゴールデンウイーク期間中に様々なイベントやキャンペーンを実施します。
平成最後かつ新元号最初のゴールデンウイークとなる今年は、4 月 30 日（火・休）夜から新元
号へのカウントダウン＆新元号最初のご来光を観覧する『平成最後のカウントダウン＆祝！新元号
初のご来光！!』 を実施します。また、4 月 29 日の昭和の日は「昭和生まれ割引」、4 月 30 日の
平成最後の日は「平成生まれ割引」でそれぞれ対象の方は入場料約 20％OFF になるなど、10 連
休毎日がお得な『10 連休毎日がお得キャンペーン！』を行います。その他にも、18 時以降は入場
料金が半額になるキャンペーンや、マジシャンたちが館内を回遊しながらマジックを披露するパフォーマ
ンスも実施します。
ゴールデンウイークは、毎日お得な SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台にお越しください！

概要
□平成最後のカウントダウン＆祝！新元号初のご来光！!
実施日：４月 30 日（火・休）～５月１日（水･祝）22：00～翌 6：00 ※最終入場 1 時間前
平成最後の夜、展望台にてカウントダウンイベントを実施。そして、新元号最初のご来光を観覧します。
①カウントダウンステージ（22:00～翌 3:00）
平成最後となる夜に、ものまねタレントやマジシャンによるカウントダウンステージを実施します。
出演者：神奈月、古賀シュウ、むらせ、小出真保、OWL（アウル）

※カウントダウンステージにつきましては、混雑状況によりご覧いただけない場合があります。 ※出演者は変更になる場合がございます。
※ステージスケジュールは後日展望台公式 HP でお知らせします。 ※カフェの営業は行っておりません。

神奈月（右：井上陽水さんのものまね）

報道関係者様からの
お問い合せ先

古賀シュウ（右：武田鉄矢さんのものまね）

むらせ

小出真保

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・中山・大浦
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
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②VR コンテンツ 6 種体験無料（22:00～翌 4：00）
TOKYO 弾丸フライト、スウィングコースター、SKY エスケープ～高所恐怖体験～、
ウルトラ逆バンジー、オバケリア VR クリーピングテラー、恐竜戯画
通常 400～600 円を無料で体験いただけます。

※時間や混雑状況によりご利用いただけない場合があります。

※7 才未満の方や飲酒された方はご利用いただけません。詳しくは、展望台公式 HP「VR 利用
制限・注意事項」をご確認ください。

③祝！新元号ご来光！！（日の出予定時刻 4:50 頃）
新元号最初の日の出をご覧いただけます。

※VR 含む一部のコンテンツは 4:00 で休止いたします。また、カフェの営業は行っておりません。
※当日の天候によっては視界不良のためご来光をご覧いただけない場合がございますが、チケットの払い戻しはできかねますのでご了承ください。

販売数量：1,000 枚（前売りチケット 600 枚、当日チケット 400 枚）
料金・購入方法：①前売りチケット:一律 2,200 円
3 月 22 日（金）10：00 よりセブン-イレブン「セブンチケット」にて販売。※詳細は後日展望台公式 HP でお知らせします。
②当日チケット:一律 2,400 円
4 月 30 日（火・休）10：00～翌 5:00 の間、展望台チケットカウンターにて販売。
③展望台年間パスポート「SKYPASS」会員：一律 2,000 円
4 月 5 日（金）10：00 より展望台チケットカウンターにて販売。
※チケットは売り切れ次第販売終了となります。※特別営業のため通常の前売りチケットや特別入場券、展望台年間パスポート「SKYPASS」では
ご入場いただけません。※18 才未満のお客様のみでのご入場はお断りさせていただきます。※4 月 30 日（火・休）の通常営業は 10：00～
21：00（最終入場 20：00）の短縮営業となります。

□18 時以降は入場料金が半額！！
実施日：4 月 27 日（土）～5 月６日（月・振休）
・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

⇒
⇒
⇒
⇒

600 円
450 円
300 円
150 円

□10 連休毎日お得キャンペーン！
実 施 日：4 月 27 日（土）～5 月６日（月・振休）
対象時間：10：00～17：59
ゴールデンウイークの 10 日間、どの日に行っても誰かが割引になったりプレゼントがもらえる、日付や記念日などにちなんだお得にな
るキャンペーンを毎日実施します。
キャンペーン内容一覧
4 月 27 日(土)

427 割引

4 月 28 日(日)

シニアの日割引

4 月 29 日（月・祝）

昭和生まれ割引

4 月 30 日（火・休）

平成生まれ割引

5 月 1 日（水・祝）

恋人、こい・こい！割引

5 月 2 日（木・休）

緑茶の日記念

報道関係者様からの
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先着 427 名様限定で入場料金が大人･学生・こども一律 427
円 ※幼児は 300 円
シニアの日にちなんで、65 才以上の方は入場料金が約 20％
OFF（1,200 円⇒1,000 円）※身分証明書の提示が必要
昭和の日にちなんで、昭和生まれの方は入場料金が約 20％
OFF（1,200 円⇒1,000 円）※身分証明書の提示が必要
平成元号の最後の日、平成生まれの方は入場料金が約 20％
OFF（1,200 円⇒1,000 円他）※身分証明書の提示が必
要
5・1（こ・い→恋）にちなんで、展望台公式 HP に記載されてい
る「恋」に関するキーワードを VR チケットカウンターで言うと VR コン
テンツの利用料が一回のみ、一律 51 円
緑茶の日にちなんで、先着 1,000 名様に「キリン生茶 185g 缶」
をプレゼント

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・中山・大浦
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
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5 月 3 日（金・祝）

グループ割引

5 月 4 日（土・祝）

みどりの日割引

5 月 5 日（日・祝）

こどもの日サービス

5 月 6 日（月・振休）

コロッケの日記念

5 月 3 日の数字に合わせて 5 名または 3 名グループは入場料金
が約 20％OFF（1 人あたり 1,200 円⇒1,000 円他）
みどりの日にちなんで、緑色の服や小物などを身につけている方は
入場料金が約 20％OFF（1,200 円⇒1,000 円他）
こどもの日にちなんで、小学生以下（12 才以下）の方は入場
料金無料 ※身分証明書の提示が必要
コロッケの日にちなんで、先着 500 名様にコロッケのお菓子をプレ
ゼント

□サプライズマジックナイト
実 施 日：4 月 27 日（土）～5 月６日（月・振休）各日 18：00～22：00
※4 月 30 日（火・休）は、21:00 まで
館内を数人のマジシャンが回遊しながらマジックを披露。突如始まる神出鬼没のパフォーマンスです。
OWL（アウル）

□同時開催中□
イベント名：名探偵コナン 狙われた天空の街（サンシャインシティ）
開催場所：サンシャインシティ各所（SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台、サンシャイン
水族館、専門店街アルパなど）
開催期間：4 月 12 日（金）～5 月 19 日（日）
※噴水広場でのイベントは 5 月 2 日（木･休）～6 日（月・振休）のみ
料
金：無料
※SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台、サンシャイン水族館は入場料が必要と
なります。
※SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台での宝探しラリーは有料（500 円）です。
©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
内
容：4 月 12 日（金）公開予定の劇場版「名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）」に
合わせ、SKYCIRCUS サンシャイン 60 展望台やサンシャイン水族館で宝探しラリーの実施、フォトスポットの設置、
オリジナル限定グッズの販売を行う他、専門店街アルパ・スカイレストランでのレストランフェアや GW にはサンシャイン
シティ 噴水広場の特別装飾など、各種イベントを展開予定です。

■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 ※変更の場合あり
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 料金別途
問合せ先：SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台 03-3989-3457 https://sunshinecity.jp
※施設名称表記上のお願い：見出しや本文などで施設名称が長すぎて入りきらない場合は、省略形「サンシャイン 60 展望台」をお使いください。なお、文章中に繰り
返しで出てくる場合は、2 回目以降は「展望台」と記述していただいて構いません。

※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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