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「コニカミノルタプラネタリア TOKYO(以下:プラネタリア TOKYO)」、「コニカミノルタプラネタリウム“満

天” in Sunshine City」、「コニカミノルタプラネタリウム“天空” in 東京スカイツリータウン®」では、2020

年 12 月 22 日(火)より劇場版「美少女戦士セーラームーン Eternal」とのコラボレーション企画を実施いた

します。 

各館ロビーにて、劇場版「美少女戦士セーラームーン Eternal」の世界に触れられるウェルカムゾーンが登場

するほか、コラボレーションを記念した限定ノベルティプレゼント企画も実施。各館にて限定オリジナル商

品の販売も決定しました。また、「プラネタリア TOKYO」館内カフェ「Cafe Planetaria」ではコラボレー

ションメニューも販売いたします。 

2017 年に作品誕生 25 周年を迎えた世界的タイトルと、星々のきらめきを見つめ、届け続けてきたコニカミ

ノルタプラネタリウムの記念すべき初のコラボレーションにどうぞご期待ください。 

 

“月の光に導かれ、星空の下でめぐりあうー” ウェルカムコラボレーション！  
 
本コラボレーションは、各施設のロビーエリアや

ショップで楽しめる「ウェルカムコラボレーション」。

「プラネタリア TOKYO」、「プラネタリウム“満天”」、「プ

ラネタリウム“天空”」を劇場版「美少女戦士セーラー

ムーンEternal」の世界で彩ります。また、今後の追加

企画にもご注目ください。 

 
★描き下ろしイラストに彩られたコラボレーション！ 

今回のスペシャルなコラボレーションのために、新
たに描き下ろされたオリジナルイラストが制作され
ました。 
本コラボレーションのビジュアルとして各館に花を
添えているほか、描き下ろしイラストを使用した限
定オリジナルグッズも販売を予定しております。 
 

★ウェルカムゾーンの展開が決定！ 
ご来館のお客様へのウェルカムコラボレーションと

してスーパーセーラームーンが迎えるフォトブース

や、劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」の世

界に触れられる作品関連パネルなどが飾られます。 

 

 
★コラボ記念プレゼント企画 
「ルナたちを探して！」開催 
コニカミノルタプラネタリウム３館それぞれ

の館内のどこかにいる、３匹の猫、ルナ・アル

テミス・ダイアナが教えてくれるキーワードを

スタッフに伝えてくれた方に、劇場版「美少女

戦士セーラームーンEternal」限定スペシャルポ

ストカードをプレゼント！ 

※各館先着5000名様にプレゼント 

2021 年 1 月 8 日前編公開 劇場版「美少女戦士セーラームーン Eternal」 
× コニカミノルタプラネタリウム 初のコラボレーション企画開催！ 

2020年12月22日(火)よりコニカミノルタプラネタリウム3館で実施！ 

 

月の光に導かれ、星空の下でめぐりあうー 
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★「Cafe Planetaria」にてコラボレーションメニュー販売決定！ 
 

有楽町にある「プラネタリア TOKYO」併設の

カフェ「Cafe Planetaria」では、“星空を味わ

うカフェ”ならではの、キュートなメニューをご

用意いたしました。 

セーラー5戦士をイメージした美しく輝く

「ギャラクシードーナツ」(各600円＋税)ほか、

今しか出会えない、ドリンクメニュー、スイー

ツメニューをお楽しみいただけます。 

 

（左から、スーパーセーラージュピター、スーパーセーラーマーキュリー、

スーパーセーラームーン、スーパーセーラーマーズ、スーパーセーラー

ヴィーナス） 

 

●スーパーセーラームーンのライチミルク(800円＋税） 

三日月に見立てたレモンをのせたライチジュースとミルクのドリンク。 

ご自身で、ピンクグレープフルーツのシロップを注いで味の変化を楽しんでください。 

 

 

 

 

 

●「タキシード仮面のチョコレートラテ」(800円+税) 

タキシード仮面のイメージカラーを彷彿とさせたドリンク。 

マカデミアナッツとチョコレートを使用した飲みやすいラテです。 

 

 

 

 

●「スーパーセーラームーンパフェ」(1200円+税) 

甘酸っぱくて可愛い、戦士服カラーがかわいいパフェ。 

あまおういちごのアイスとパイナップルゼリーに三日月とリボンをトッピング。 

 

 

 

 

 

●「スーパーセーラーちびムーン♡スウィートBOX」(1100円+税) 

女の子の大好きを詰めたスイーツセット。ラズベリーのフルーツサンドと、ベ

リーを飾った焼き菓子で幸せなひとときを。 

 

 

 

●「乙女のベリータルト」(1000円+税) 

3種のベリーをのせたフルーツタルトにクライシス・ムーン・コンパクトのマカ

ロンがのった乙女のためのスイーツ。 
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また、コラボレーションを記念して、「Cafe Planetaria」の看板メニューである「惑星カクテルシリーズ」

のノンアルコールカクテル（各700円＋税）をご注文のお客様に【限定オリジナルコースター/3種】の

中から、いずれか1種をプレゼントいたします。※ランダム配布となります。 

 

(左から ネプチューン・プルート・サターン・ジュピター・マーズ・マーキュリー・ヴィーナス・ウラヌス) 

 

※コラボ期間限定で、全ての「惑星カ

クテル」がノンアルコールでお楽しみ

いただけます。 

※期間中、ネプチューン、サターン、

マーズ、ヴィーナスは、通常のアル

コールを含む「カクテル」のご提供も

ございますが【限定オリジナルコース

ター】プレゼント対象外です。 

 
【Cafe Planetaria】 

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/cafe/ 

 

 

劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」× コニカミノルタプラネタリウムコラボレーション企画 

★日程：2020年12月22日(火)～2021年3月17日(水) 

★実施施設： 

・コニカミノルタプラネタリア TOKYO /有楽町 

・コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City /池袋 

・コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン® /押上 

 

※施設をご利用にあたってのご注意 

・「Cafe Planetaria」は、「コニカミノルタプラネタリア TOKYO」館内併設のカフェです。カフェのみでも

ご利用いただけます。 

・3館併設ショップは、ショップのみでもご利用いただけます。 

・「コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City」のロビーへご入場の際には、鑑賞券のご購入が 

 必要です。予めご了承ください。 

・プラネタリウムでの映像作品の上映はございません。 

 

 

 

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/cafe/
https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/cafe/
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【ご入場に際してのプラネタリウム作品鑑賞券のご購入の有無】 

 ウェルカムゾーン（ロビー） ショップ カフェ 

プラネタリア TOKYKO 入場無料 入場無料 入場無料 

プラネタリウム“満天” 鑑賞券必要 入場無料  

プラネタリウム“天空” 入場無料 入場無料  

 

 

●劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」概要 

月の光に導かれ またあなたとめぐりあう。 

女の子が華麗に変身！“戦う愛の物語”世界中を夢中にさせ社会現象を巻き起こした伝説の

少女漫画「美少女戦士セーラームーン」が25年の時を経て劇場に帰ってくる！ 

かなえたい夢。なりたい自分。前世からの因縁。「願い」を胸に、迷い、考え、運命を切

り開き、仲間と共に成長する戦士たちの姿と、ちびうさとエリオスの淡い初恋を描いた

《デッド・ムーン編》が、前後編二部作で映画化！ 

原作者・武内直子を総監修に迎え、監督は今千秋が務める。キャラクターデザインは、

90年代アニメシリーズでもデザイン・作画監督を担当した只野和子が再び担い、セー

ラームーンアニメーションの原点がよみがえる！ 

 

【作品情報】 

■タイトル：劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」《前編》／劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」《後

編》 

■公開日：《前編》2021年1月８日(金)  《後編》2021年2月11日(木・祝)ROADSHOW  

■キャスト：三石琴乃 金元寿子 佐藤利奈 小清水亜美 伊藤 静 福圓美里 野島健児 

皆川純子 大原さやか 前田 愛 藤井ゆきよ 広橋 涼 村田太志 中川翔子 松岡禎丞 

渡辺直美 菜々緒 

■スタッフ：原作・総監修／武内直子 

      監督／今 千秋  脚本／筆安一幸  キャラクターデザイン／只野和子  音楽／高梨康治 

      アニメーション制作：東映アニメーション／スタジオディーン 配給／東映 

■主題歌：「月色Chainon(シェノン)」  

ももいろクローバーＺ with セーラームーン（CV:三石琴乃）＆セーラーマーキュリー（CV:金元寿子）＆セーラーマー

ズ（CV:佐藤利奈）＆セーラージュピター（CV:小清水亜美）＆セーラーヴィーナス（CV:伊藤 静）  

作詞：白薔薇sumire 作曲：小坂明子 編曲：月蝕會議 

■映画公式HP：sailormoon-movie.jp  ■映画公式Twitter：＠sailor_movie 

■劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」製作委員会   

 ©武内直子・PNP／劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」製作委員会  
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【コニカミノルタプラネタリア TOKYO】 

東京都千代田区有楽町2丁目5-1 有楽町マリオン 9階 

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/ 

※2021年1月1日は休館日となります。 

 

 

【コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City】 

東京都豊島区東池袋3-1-3 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 

https://planetarium.konicaminolta.jp/manten/ 

 

 

 

【コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン®】 

東京都墨田区押上1丁目1番2号 東京スカイツリータウン・イーストヤード7階 

https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/ 

 

 

【施設名称表記上のお願い】 

見出し、本文などで、施設名称が長すぎて入りきらない場合、次の優先順位で省略形をお使いください。 

 

★「コニカミノルタプラネタリア TOKYO」 

(略)プラネタリア TOKYO 

※「プラネタリア」と「TOKYO」の間には半角スペースが必要です。 

 

★「コニカミノルタプラネタリウム“天空”/“満天”」 

(略1) コニカミノルタプラネタリウム“天空”/“満天” 

(略2) プラネタリウム“天空”/“満天” 

※文章中に繰り返しで出てくる場合は、2回目以降は “天空”/“満天” と記述していただいて構いません。 

「」 は使わず、全角クォーテーションマーク “” をお使いください。 
 

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/
https://planetarium.konicaminolta.jp/manten/
https://planetarium.konicaminolta.jp/manten/
https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/
https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/

