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概 要
Outline

観覧車「Sky-Boat」が目印！
SUNSHINE SAKAE(サンシャインサカエ)とは？

TEL：052-310-2211

〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦3丁目24-4

アクセス

●電車でお越しの方：

地下鉄栄駅8番出口より直結

●車でお越しの方：

名古屋高速東新町出口より名古屋伏見方面約1分

歴史と伝統に彩られた文化と新しい文化が融合する大都市、名古屋。
その中心に位置する最大規模の繁華街が「栄」です。
有名百貨店、ブランドショップ、様々な飲食店などが建ち並び、世代を問わず多くの人で賑わう
この栄で、ひときわ目を引くエンターテインメントビルが「SUNSHINE SAKAE」です。
外観のインパクトだけでなく、地下鉄栄駅直結というアクセスの良さ、栄のど真ん中という抜群の
立地で兼ね備えたSUNSHINE SAKAEは、絶大な集客力を誇ります。

SKE48の専用劇場も併設！

2008年7月に、名古屋・栄に誕生した
女性アイドルグループ「SKE48」の専用劇場が
SUNSHINE SAKAE 2Fにございます。
SKE48の活動拠点として連日公演を開催し、
男女問わず多くのお客様が来館されます。

http://www.sunshine-sakae.jp/
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概 要
Outline

地下鉄栄駅直結！
アクセスの良さが集客に繋がります。

来館者数 (2018年)

年間来館者数

約2,000,000人

乗車人員 降車人員 合計

93,984人 94,703人 188,687人

サーキュレーション

1．栄駅利用者数 (1日あたり)

平日 休日

13,545人 10,316人

2．SUNSHINE SAKAE直結連絡通利用者数 (1日あたり)

3．施設周辺交通量 (7:00～19:00)

歩行者 自転車
原動付
二輪車

自動車

乗用車 バス

錦通
平日 13,739人 1,942台 736台 18,522台 250台

休日 3,441人 673台 555台 14,845台 216台

大津通
平日 28,135人 3,523台 1,060台 20,864台 462台

休日 49,097人 2,608台 960台 17,379台 414台
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イベントスペース
Event space

B1Fグランドキャニオン広場、1Fイベントスペース、3Fイベントスペースの3箇所にてイベントや
プロモーションが開催できます。企業プロモーションやライブイベントなど、様々な企画に対応いた
します！栄のど真ん中SUNSHINE SAKAEでイベントを開催してみませんか？

B1F グランドキャニオン広場

サイズ 収容人数約120㎡ 190～200人まで
(オールスタンディングの場合)

グランドキャニオン広場 基本使用料金 ※税別

物販なし 物販あり

平日 休日 平日 休日

150,000円 250,000円 販売売上の15％
(最低保障額150,000円)

販売売上の15％
(最低保障額250,000円)

1Fへの吹き抜けにより注目度抜群！

■使用料金には電源使用料を含みます。
■利用可能時間 5:30～24:00
■1日分の料金です。
■イベントスペース内のプラズマビジョンの使用には別途
料金が発生いたします。

■一般のお客様用に動線の確保をお願いしております。
(図面の青色の部分の1か所です。パーテーション等で
赤線のように区切っていただきますようお願い申し上げます)

実施例

■スマート フォンタッチ&トライ イベント
■B1Fグランドキャニオン広場＆プラズマビジョン使用

<その他>
ラジオの公開録音、お笑いライブ
化粧品メーカー様新商品PRイベント 等
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イベントスペース
Event space

1F イベントスペース

サイズ 収容人数約19㎡ 使用状況により異なります。

1Fイベントスペース 基本使用料金 ※税別

物販なし 物販あり

平日 休日 平日 休日

120,000円 240,000円 販売売上の15％
(最低保障額120,000円)

販売売上の15％
(最低保障額240,000円)

■使用料金には電源使用料を含みます。
■利用可能時間 5:30～24:00
■1日分の料金です。
■重量のあるものを設置する場合は、
荷重が分散するよう敷板などをご使用ください。

実施例

■衣料メーカー様 商品サンプリング、車両展示
■サンプリング数 約500枚

2つの大通りに面しており、
街行く多くのお客様にPRすることが
できます。
商品のサンプリングやキッチンカーを
用いた試食イベントに適しています。
車両展示も可能です。

<その他>
飲料メーカー様新商品サンプリング、
ゲームメーカー様商品PRイベント 等
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イベントスペース
Event space

3F イベントスペース

サイズ 収容人数約40㎡ 30人～
※使用状況により異なります。

3Fイベントスペース広場 基本使用料金 ※税別

物販なし 物販あり

平日 休日 平日 休日

80,000円 160,000円 販売売上の15％
(最低保障額80,000円)

販売売上の15％
(最低保障額160,000円)

■使用料金には電源使用料を含みます。
■利用可能時間 5:30～24:00
■1日分の料金です。
■床がガラス素材のため、設置物がある場合は
荷重が分散するよう敷板などをご使用ください。

実施例

■アーティスト ポップアップショップ
■グッズ・デザートの販売、フォトスポットの設置

小規模なプロモーションに適しています。
エスカレーター横にあるスペースのため、
館内へお越しのお客様の多くに認知
していただくことができます。

<その他>
クレジットカード入会キャンペーンイベント
物販イベント、パネル展示 等
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観覧車乗り場側 TSUTAYA名古屋栄店側



広告媒体
Advertising media

SUNSHINE SAKAEの錦通り側にある丸型壁面、錦通ショーウィンドーなど様々な広告媒体を
ご利用いただけます。
広告を大きく掲出することができるため、インパクトも抜群。街行く多くのお客様にPRできます。

錦通側 丸型壁面

サイズ 約100㎡ 条件 名古屋市への屋外広告物申請が必要です。

丸型壁面 広告媒体費 ※税別

3,000,000円 / 月

施工費が別途発生します。(約1,800,000円)
名古屋市都市景観室への屋外広告物申請が必要です。
屋外広告物申請手数料12,000円(非課税)が発生します。
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錦通ショーケース

サイズ W1,740㎜×H2,450㎜

錦通ショーケース 広告媒体費 ※税別

500,000円 / 月

施工費が別途発生します。



広告媒体
Advertising media

B1Fグランドキャニオン広場正面行燈

グランドキャニオン広場正面行燈 広告媒体費 ※税別

500,000円 / 月

施工費が別途発生します。

サイズ W2,355㎜×H1,355㎜

B1Fグランドキャニオン広場壁画上R壁面

サイズ

グランドキャニオン壁画上R壁面 広告媒体費 ※税別

1,000,000円 / 月

施工費が別途発生します。

W14,650㎜×H1,600㎜
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丸柱ラッピング

丸柱ラッピング 広告媒体費 ※税別

500,000円 / 月

上記は1本の料金です。施工費が別途発生します。

※3本まで装飾が可能です。



広告媒体
Advertising media

ポスター掲出

サイズ

ポスター 掲出費 ※税別

30,000円 / 月

3,000円 / 日

1枠あたりの料金です。掲出場所はご相談ください。

A1サイズ W594×H841mm

※全ての価格に代理店マージンは含まれておりません。
※イベントスペース、広告媒体共に決定優先とさせていただいております。
※この他にも広告媒体が複数ございます。お気軽にお問合せください。
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地下鉄8番出入り口行燈

サイズ

地下鉄8番出入り口行燈 広告媒体費 ※税別

500,000円 / 月

施工費が別途発生します。

W1,765㎜×H1,243㎜



広告媒体
Advertising media

SUNSHINE SAKAE壁面モニター

B1Fグランドキャニオン広場大型モニター

サイズ 大津通側：W6,000㎜×H5,000㎜
錦通側：W5,000㎜×H4,000㎜

大津通・錦通壁面モニター 広告媒体費 ※税別

800,000円 / 月

大津通・錦通に各1モニターずつございます。(右写真黄色箇所)
15秒×2,000本放映保障。※使用状況により料金が異なります。

大津通側モニターで動画を放映する場合は、名古屋市への
屋外広告物審査が必要です。

大型モニター 広告媒体費 ※税別

800,000円 / 月

15秒×2,000本放映保障。右写真黄色箇所に表示されます。

SUNSHINE SAKAE館内モニター

サイズ

館内モニター 広告媒体費 ※税別

400,000円 / 月

使用状況により料金が異なります。右写真黄色箇所に表示されます。

W870㎜×H894㎜

サイズ W2,350㎜×H1,320㎜

SUNSHINE SAKAEの壁面モニターやB1Fグランドキャニオン広場大型モニター、
館内各所にあるモニターなど、様々な映像媒体も併せてご利用いただけます。

50,000円 / 1日

放映内容・放映時間等の詳細はご相談ください。
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その他

SUNSHINE SAKAEのイベントスペースご利用時に合わせて備品をご使用いただけます。
数量等の詳細はお問い合わせください。

Other

備品リスト

京楽エンタテインメント・リテイルズ株式会社
事業開発部 営業推進課 イベントスペース・広告媒体担当

〒450-0002 名古屋市中区錦3-25-11 日生村瀬ビル3F
TEL:052-955-3211  FAX：052-955-3220

<お問い合わせ先>

イベントスペース・広告媒体については、下記連絡先までお気軽にお問合せください。
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■備品名：ステージ
■サイズ：
横2,400㎜×縦1,200㎜
高さ400㎜

■所有数：9台
■料金：5,000円 / 1台

■備品名：PA
■マイク：ワイヤレス8本
■所有数：1台
■料金：30,000円

※オペレーター別 ※スピーカー2台あり

■備品名：簡易PA
■マイク：有線1本

ワイヤレス2本
■所有数：1台
■料金：5,000円

■備品名：照明
■所有数：1台
■料金：30,000円
※オペレーター別

■備品名：目隠しパネル
■サイズ：
横900mm×縦1790ｍｍ

■所有数：8枚
■料金：2,000円 / 1枚

■備品名：長机
■所有数：3脚
■料金：500円 / 1脚

■備品名：イス
■所有数：11脚
■料金：500円 / 1脚

■備品名：L字スタンド
■所有数：5本
■料金：500円 / 1本

■備品名：プラ柵
■所有数：25本
■料金：1,000円 / 1本

■備品名：ベルトパーテーション
■所有数：10本
■料金：1,000円 / 1本

■備品名：トランシーバー
■所有数：12機
■料金：3,000円 / 1機

■控室
■所有数：1室
■料金：3,000円

※1日の使用料金です。
※料金は全て税別での表記となっております。
※日程によっては、貸し出し可能数が変動している場合もございます。詳細はお問い合わせください。


