PRESS RELEASE

2019-12

報道関係各位

2019 年 3 月 20 日
株式会社サンシャインシティ
8

×

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

4 月 12 日（金）～5 月 19 日（日）
サンシャインシティに怪盗キッド現る！？ リアル宝探しに挑戦しよう！
サンシャインシティ（東京･池袋）では、アニメや映画、コミックスで大人気の「名探偵コナン」をテーマに、SKY CIRCUS
サンシャイン 60 展望台やサンシャイン水族館、専門店街アルパにて『名探偵コナン 狙われた天空の街（サンシャインシティ）』
を 4 月 12 日（金）～5 月 19 日（日）の期間に開催します。
本イベントは、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）」に合わせて開催され、SKY
CIRCUS サンシャイン 60 展望台やサンシャイン水族館ではリアル宝探しの実施や、各施設オリジナルの限定フォトスポットが登
場。さらにオリジナルグッズも販売します。また、専門店街アルパ・スカイレストランでオリジナルノベルティが貰えるレストランフェア
を開催する他、5 月 2 日（木・休）～6 日（月・振休）には、サンシャインシティ 噴水広場で映画関連イベントを開催し
ます。
今年の春は、名探偵コナンの魅力が盛りだくさんのサンシャインシティにお越しください！

・リアル宝探し（有料・500 円）

・リアル宝探し（無料）

＜宝探しクリアでオリジナルカードをプレゼント＞

＜宝探しクリアでｵﾘｼﾞﾅﾙｽﾃｯｶｰをプレゼント＞

・展望台限定フォトスポット

・水族館オリジナルグッズ販売

・館内全体をコナン装飾展示に
・怪盗キッドプラザ（グッズ販売）
・オリジナル不繊布バックプレゼント
＜怪盗キッドプラザで 5,000 円以上購入で＞

SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台

・レストランフェア
＜メニュー注文でオリジナル限定ステッカープレゼント＞

サンシャイン水族館

・噴水広場限定フォトスポット
・映画関連ブースの設置

・オリジナルフォトスポット

・コナングリーティング＜展望台でも実施＞

＜専門店街アルパ各所＞

専門店街アルパ・スカイレストラン

サンシャインシティ 噴水広場
【5 月 2 日（木・休）～6 日（月・振休）】
※画像はすべてイメージです。 ※金額はすべて税込です。

報道関係者様からの
お問い合せ先

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

PRESS RELEASE
イベント概要 ~SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台~
場所：SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台
期間：4 月 12 日（金）～5 月 19 日（日）
料金：展望台の入場料のみでお楽しみいただけます。※リアル宝探しは有料
内容：下記ストーリーのリアル宝探し『名探偵コナン 怪盗キッドと謎に満ちた展望台（スカイサーカス）』（参加費：
500 円）を実施します。また、コナンやキッドと写真が撮れる『フォトスポット』や、怪盗キッドをメインにした『装飾展
示』の他、アクリルキーホルダーや DECO チョコ缶などオリジナルグッズを販売する『怪盗キッドプラザ』が登場！更に
1 会計 5,000 円以上（税込）のお買い物で『オリジナル不織布バック キッドプラザ限定柄』をプレゼントします。その
他、ゴールデンウイーク期間中はコナンに会える『コナングリーティング』を実施します。※怪盗キッドプラザの営業は 21:00 まで。
ストーリー：SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台の支配人宛てに怪盗キッドからと予告状が届く。しかし、キッドが狙ってい
る肝心のお宝は、謎を解かなければ見つけることができない…。コナンたちと一緒に、様々な仕掛けが施された展
望台を巡りながら、謎を解き明かして、キッドより先に宝のありかを探し出そう！

ミニタオル（648 円）
怪盗キッドフォトスポットイメージ
（昨年の様子）

アクリルキーホルダー（648 円）

怪盗キッドプラザ 限定グッズ例
イベント概要 ~サンシャイン水族館~

場所：サンシャイン水族館
期間：4 月 12 日（金）～5 月 19 日（日）
料金：水族館の入場料のみでお楽しみいただけます。
内容：下記ストーリーのリアル宝探し『名探偵コナン 京極真と奇妙な手紙』を実施。また、ショップ アクアポケットでは、水
族館オリジナルのデフォルメイラストを使用したグッズを販売します。
ストーリー：少年探偵団がサンシャイン水族館に遊びに来ると、京極真の姿が。どうやら京極の元にこんな手紙が届いたらしい。
「鈴木園子は誘拐した」･･･京極真に届いた一通の手紙。園子を助け出すためには、謎を解き「サンシャイン水族館」
に隠された宝を探し出さなければならない。一体犯人の目的とは…？

オリジナル限定グッズ例
報道関係者様からの
お問い合せ先

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

PRESS RELEASE
イベント概要 ~専門店街アルパ・スカイレストラン~
場所：専門店街アルパ レストラン・スカイレストラン
期間：4 月 12 日（金）～5 月 19 日（日）
内容：期間中、名探偵コナン レストランフェアのフェアメニューを注文で、限定ステッカーをプレゼントします。また、アルパ内
館内にはオリジナルフォトスポットが登場します。

カフェノイズ[アルパ B1]

サラディッシュ[アルパ 1F]

ママのパンケーキ

緑黄色ミックスサラダ

(1,080 円)

(740 円)

茶鍋カフェ・カグラザカ サリョウ[アルパ 1F] スタンド源ちゃん[アルパ B1]
イクラサーモンアボカド丼と
ほうじ茶のもちもちアフォガード(850 円)
ドリンクセット(1,100 円)

手延べ勝りうどん
(1,080 円)

限定ステッカー（全 5 種） ※絵柄は選べません。※なくなり次第終了
イベント概要 ~サンシャインシティ 噴水広場~
場所：サンシャインシティ 噴水広場（専門店街アルパ B1）
期間：5 月 2 日（木・休）～6 日（月・振休）
内容：期間中、コナンが噴水広場にやってくるグリーティングの他、期間限定の
スペシャルフォトスポットが登場します。
※コナングリーティングの詳細は後日 HP に掲載します。

※名探偵コナンは、1994 年から小学館「週刊少年サンデー」で漫画の連載を開始。コミックスの全世界累計発行部数は 2 億 3 千万冊を突
破し、TV アニメは 1996 年よりスタート、劇場版も 1997 年 4 月に第 1 弾が公開されました。2018 年に公開された第 22 弾「名探偵コナン ゼ
ロの執行人」は、シリーズ史上最高興収 91.8 億円を記録し、6 年連続興行収入最高記録を達成。魅力あふれるキャラクターやストーリーで幅
広い年齢層から支持されている日本を代表する作品です。
■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 ※4/30（火・休）は 10：00～21：00
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
■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：9:00～21:00（3 月 25 日～9 月 23 日）、10:00～18:00（9 月 24 日～2020 年 3 月 19 日）※最終入場は終了 1 時間前※変更になる場合あり
※3 月 21 日～3 月 24 日は 10:00～21:00、 4 月 27 日～5 月 6 日は 8:30～21:00
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
https://sunshinecity.jp
■サンシャインシティ 専門店街アルパ 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
https://sunshinecity.jp

※画像はすべてイメージです。 ※金額はすべて税込です。

報道関係者様からの
お問い合せ先

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

