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株式会社サンシャインシティ

HALLOWEEN!
10 月 1 日（火）～10 月 31 日（木）
★可愛いキャンディボックスを作って、お菓子をゲット！「トリック オア トリート大作戦！」
★昨年大好評！ペンギンやカワウソが水族館を大行進！「いきものハロウィンパレード」

キャンディボックス作り

トリック オア トリート大作戦！

ハロウィンミニパレード

いきものハロウィンパレード

水中パフォーマンスタイム
～ハロウィン ver.～

カワウソ・グリーティングタイム
～ハロウィン ver.

サンシャインシティ（東京・池袋）では、専門店街アルパやサンシャイン水族館にて「ハロウィン」をテーマにイベントを展開する
「Sunshine City FUN！FUN！HALLOWEEN！」を 10 月 1 日（火）から 10 月 31 日（木）の期間で実施します。
本企画では恒例の、キャンディボックスを作ってサンシャインシティ館内を回ると色々なお店でお菓子がもらえる「トリック オア
トリート大作戦！」、ハロウィンの仮装をした鼓笛隊が館内をパレードする「ハロウィンミニパレード」、演奏やダンスなど賑やかで楽
しい「ハロウィンステージ」を開催。そして今回は新たに、かわいいトリックで魅了する「マジックショー」を実施し、親子で楽しめるイ
ベントがさらに充実します。サンシャイン水族館では、アシカやカワウソがハロウィンにちなんだパフォーマンスを披露します。また、ペン
ギンやリクガメが行進する「いきものハロウィンパレード」では、近距離で生き物を観察できます。
今年のハロウィンは是非、家族みんなで盛り上がれるサンシャインシティでお楽しみください。
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『Sunshine City FUN！ FUN！ HALLOWEEN！』 概要
～サンシャインシティ専門店街 アルパ イベント概要～
トリック オア トリート大作戦！
ペーパークラフトの『キャンディボックスワークショップ』を開催します。好きなキャラクターのボックスを作って、アルパ参加各店舗
やサンシャイン水族館に持って回り、色々なお菓子をゲットしよう！
開催日：10 月 1 日（火）、5 日（土）～7 日（月）、12 日（土）～15 日（火）、19 日（土）～
20 日（日）、22 日（火・祝）、26 日（土）～27 日（日）、31 日（木）
受付時間：各日 11:00～17:00
受付場所：アルパ 1F 噴水吹抜前広場
参加料：200 円※小学生以下対象

ハロウィンミニパレード
おばけやモンスターなどハロウィンの仮装をした鼓笛隊がサンシャインシティ館内をパレード。
実際に楽器を用いた生演奏でハロウィン気分を盛り上げます。
開催日：10 月 26 日（土）、27 日（日）、31 日（木）
12:00～／13:30～／15:30～（各回約 20 分）※26 日（土）、27 日（日）
12:40～／14:40～／16:40～（各回約 20 分）※31 日（木）
場 所：アルパ 1F 噴水吹抜前広場よりスタート
出 演：the CRAZY ANGEL COMPANY
※協賛：芥川製菓株式会社

ハロウィンステージ
10 月 31 日（木）ハロウィン当日に行われるハロウィンステージ。1 ヵ月間のハロウィン
イベントの締めくくりとして、仮装をした鼓笛隊の演奏やダンスで会場を盛り上げます。
開催日：10 月 31 日（木）13:00～／15:00～／17:00～
場 所：サンシャインシティ 噴水広場（専門店街アルパ B1）
出 演：the CRAZY ANGEL COMPANY

マジックショー

NEW

ワークショップ会場にて、各テーブルを回る形でマジックを披露。子どもだけでなく大人も楽しめる
トリックとなっています。
開催日：10 月 26 日（土）、27 日（日）
場 所：トリック オア トリート大作戦！ワークショップ会場（アルパ 1F 噴水吹抜前広場）
マジシャン（とまと）

フォトスポット
ハロウィン限定のフォトスポットが登場します。
開催日：10 月 1 日（火）～10 月 31 日（木）
場 所：アルパ 1F 噴水吹抜前広場
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～サンシャイン水族館 イベント概要～※入場料が必要です。
いきものハロウィンパレード
ケープペンギン、コツメカワウソ、リクガメたちとハロウィンの仮装をしたスタッフが屋外エリア「マリンガー
デン」パフォーマンスステージ周辺をパレードします。生き物たちが行進するのを近くで観察できます。
今回はアシカも初参戦！
日時：10 月 1 日（火）、19 日（土）、20 日（日）、
26 日（土）、27 日（日）、31 日（木）各日 13:00～（約 15 分）
※雨天中止
場所：屋外エリア「マリンガーデン」パフォーマンスステージ周辺

アシカ・パフォーマンスタイム～ハロウィン ver.～
アシカたちがカボチャを鼻に乗せるなどの技を披露、トレーナーはハロウィンの仮装でパフォーマンスを
盛り上げます。
時間：11:00～／12:30～／14:00～／15:30～（各回約 10 分）
場所：屋外エリア「マリンガーデン」パフォーマンスステージ

カワウソ・グリーティングタイム～ハロウィン ver.～
コツメカワウソがカボチャのおもちゃで遊び、ハロウィンの仮装をしたスタッフがカワウソの生態について
解説します。
時間：14:45～（約 10 分）
場所：屋外エリア「マリンガーデン」パフォーマンスステージ

水中パフォーマンスタイム～ハロウィン ver.～
ハロウィンをイメージした BGM にのせ、ダイバーがハロウィンに絡めた演出でパフォーマンスを披露します。
魚たちによる“ジャック・オー・ランタン”の演出も！
時間：10:30～／14:30～／17:30～（各回約 10 分）
場所：館内 1 階大水槽「サンシャインラグーン」

コツメちゃんからのハロウィンプレゼント
サンシャイン水族館オリジナルキャラクター、コツメカワウソの「コツメちゃん」が子どもたちにお菓子を配ります！
日時：期間中、1 日 1 回開催。場所と時間については、水族館公式 Twitter で毎日お知らせいたします。
場所：サンシャイン水族館内

ショップ アクアポケット
人気のコツメカワウソ・ケープペンギンのハロウィンデザインの
「ハロウィンオリジナルマカロン」各 475 円（税込）を販売します。

■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
■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（9 月 24 日～2020 年 3 月 19 日）※最終入場は終了 1 時間前
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
※状況により、内容・スケジュール が変更になる場合がございます ※金額はすべて税込です ※画像はすべてイメージです
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