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2015 年 12 月 25 日

各 位

京 都 水 族 館

【施設概要】

えびす♪」の京都に伝わるわらべ唄から名前を付けています。

「ハッピーペンギンベイビーズ！」を開催
～赤ちゃんペンギン体重測定の特別公開と「ペンギンペタペタタイム」も期間限定で開催～

＜本件に関するお問い合わせ先＞

京都水族館 広報チーム 蔵敷･辻野・小山・楠

TEL：075-354-3116 FAX：075-354-3152 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp

「ケープペンギン」の赤ちゃん誕生記念イベント

「ハッピーペンギンベイビーズ！」では、赤ちゃんの健康管

理のために行う体重測定の様子を特別に公開し、赤ちゃんの

成長を実感していただきながら、間近でその愛らしい姿をご

覧いただけます。また、飼育スタッフと一緒に赤ちゃんや親鳥

を観察して、様々なエピソードを聞くことができます。

そのほか、赤ちゃんが新しく仲間として加わった「ペンギンゾ

ーン」の仲間たちをよく知っていただけるよう、過去に開催して

いた人気プログラム「ペンギンペタペタタイム(※1)」を期間限

定で開催します。すぐ側にペンギンたちの息づかいを感じな

がら、京都の通り名から付いた名前(※2)や恋愛事情などを飼

育スタッフがお話します。赤ちゃんの兄弟(姉妹)ペンギンも登

場するかもしれません。

ペンギンの赤ちゃん誕生でにぎわう京都水族館でこの時期

ならではの愛らしい姿やイベントをぜひお楽しみください。

ギンゾーンを囲むスロープをペタペタとお散歩するプログラム。

「京都水族館」（京都市下京区、館長：下村

実）は、2015 年 11 月 16 日（月）に今季初となる

「ケープペンギン」の赤ちゃんが誕生して以降も

たくさんの赤ちゃんが誕生していることをお祝い

して、2016年 1月 10日（日）～3月 13日（日）の

期間に赤ちゃん誕生記念イベント「ハッピーペン

ギンベイビーズ！」を開催しますのでお知らせし

ます。

現在「ペンギンゾーン」では、巣箱の中で赤ち

ゃんが親鳥に守られながらすくすく成長している

様子を展示通路からのぞき込んでご覧いただく

ことができます。

続々と誕生している「ケープペンギン」の赤ちゃんたち

大きくなったかな？赤ちゃんペンギン体重測定を特別公開

(※1)ペンギンペタペタタイム…ペンギンたちの好奇心に任せて自由に行動をさせることを目的にペン

(※2)京都の通り名から付いた名前…京都で愛される存在になってほしいという思いのもと「まるたけ

赤ちゃん誕生をお祝いして「ペンギンペタペタタイム」を開催

mailto:press-kyoto@orix-aqua.co.jp


2/4

赤ちゃんやペンギンたちを間近に観察できる展示やイベントを開催

「ケープペンギン」の赤ちゃん誕生をお祝いする「ハッピーペンギンベイビーズ！」

【 土日祝限定！「赤ちゃんペンギン体重測定特別公開」 】

赤ちゃんの健康管理のため定期的に行っている体重測定の様

子を特別に公開します。

飼育スタッフに抱えられて体重計に乗る様子や、日々増える体

重から赤ちゃんの成長を実感することができます。ふわふわとし

た赤ちゃん特有の羽「綿羽(めんう)」に包まれた愛らしい姿を間

近でご覧いただけます

開催期間：2016 年 1 月 10 日（日）～3 月 13 日（日）の土日祝

※雨天中止、赤ちゃんの状態等によって予告なく中止する場合があります。

開催時間：13 時 50 分～13 時 55 分 (約 5 分間)

※1 月 10 日（日）のみ 15 時 20 分～15 時 25 分

開催場所：「ペンギンゾーン」2 階スロープ

飼育スタッフの目線で赤ちゃんを観察しよう

赤ちゃんの成長を実感できる体重測定を特別公開

【 平日限定！飼育スタッフと一緒に「観察タイム」 】

飼育スタッフと一緒にペンギンの飼育担当になった気分で展示通路

から赤ちゃんや親鳥の様子を観察します。餌を食べているか、排便

はしているかなど、飼育において大事なポイントをお教えします。

開催期間：2016 年 1 月 10 日（日）～3 月 13 日（日）の平日

開催時間：14 時 50 分～15 時 00 分 (約 10 分間)

開催場所：「ペンギンゾーン」2 階スロープ

【 飼育スタッフがガラス面に描く「ペンギンの赤ちゃん成長記録」 】

赤ちゃんを育てているのは親鳥ですが、飼育スタッフも日々赤ちゃんの様

子を観察し、お世話している「もうひとりの親」ともいうべき存在。毎日成長

する赤ちゃんの様子や個性、親鳥へのメッセージやどんなペンギンに育っ

て欲しいかなど、赤ちゃんの成長記録を巣箱のガラス面へ思いのままに

綴ります。読みながら赤ちゃんや親鳥の様子を見ると、飼育スタッフの熱

い思いが感じられるかもしれません。

飼育スタッフが綴る赤ちゃんの成長記録

開催期間：2016 年 1 月 10 日（日）～3 月 13 日（日）

開催場所：「ペンギンゾーン」2 階スロープ
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開催期間：2016 年 1 月 10 日（日）～3 月 13 日（日）

①平日：12 時 30 分～13 時 00 分のうち約 5分間

②土日祝：12 時 15 分～12 時 45 分のうち約 5 分間

※ペンギンの状態などにより予告なく中止になる場合があります。

※ペンギンに触ることはできません。

開催場所：「ペンギンゾーン」2 階スロープ

【 人気プログラム「ペンギンペタペタタイム」を期間限定開催 】

赤ちゃんが新しく仲間として加わった「ペンギンゾーン」の

仲間たちをよく知っていただけるよう、過去に開催してい

た人気プログラム「ペンギンペタペタタイム」を期間限定で

開催します。ペンギンたちが「ペンギンゾーン」を飛び出し、

自由気ままにペタペタとお散歩する姿をご覧いただきな

がら、京都の通り名から付いた名前や特徴、性格、今季

の繁殖シーズンにまつわる恋愛事情などを飼育スタッフ

から直接話を聞くことができます。

誕生した赤ちゃんの兄弟(姉妹)ペンギンも登場するかもし

れません。

「ペンギンゾーン」を飛び出しペタペタとお散歩

※プレスリリース内の画像はイメージであり、実際のものとは異なる場合があります。



4/4

施設名称 京都水族館

運営会社 オリックス不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：松本 哲男）

運営業務
受託会社

オリックス水族館株式会社（本店：東京都港区、社長：三坂 伸也）

場所 京都市下京区観喜寺町 35-1（梅小路公園内）

営業時間

10：00～20：00

※ただし、GW、夏休み、年末年始は変更あり

※入場受け付けは閉館の1時間前まで

※チケットおよび年間パスポートの購入・手続きの受け付けは閉館の1時間前まで

※気象状況および貸切営業等により営業時間を変更する場合あり

休館日
なし（年中無休）
※施設点検、気象状況などで臨時休業あり

料金（税込）

【個人のお客様】

大人
大学・
高校生

中・小学生
幼児

（3歳以上）

一般料金 2,050円 1,550円 1,000円 600円

※中学生、高校生、大学生の方は、チケット売り場で生徒手帳をご提示ください。

※障がい者手帳をご提示の方とご同伴者（1名様）は、入場料金が一般料金の半額（一円単位

は四捨五入）になります。

年間パスポート 4,100円 3,100円 2,000円 1,200円

※中学生、高校生、大学生の方は、チケット売り場で生徒手帳をご提示ください。

※障がい者手帳をご提示の方は、年会費が半額となります。

【団体のお客様】

一般団体（20名様以上） 1,850円 1,400円 900円 540円

※事前のご予約なく団体でご来館いただいた場合、一般の列にお並びいただくことや、

混雑状況によりご入場をお断りする場合があります。

学校団体
※引率教員の方は無料

（一部上限あり）

保護者・

高校生以上
中学生 小学生

園児
（0歳から有料）

1,200円 720円 500円 360円

※学校の行事としてのご入場に際して適用をいたします。

アクセス

＜徒歩の方＞

●「京都」駅中央口より西へ徒歩約 15 分

●JR 山陰本線「丹波口」駅より南へ徒歩約 15 分

＜バスをご利用の方＞

●「京都」駅より、京都市バスで約 8分「七条大宮･京都水族館前」停下車、京阪京都交通

で約 5分「七条大宮･京都水族館前」停下車、または西日本 JR バスで約 5分「七条大宮・

京都水族館前」停下車

土日祝は京都市バス「水族館シャトル」「水族館・東山ライン」「東寺・水族館・西本願寺

EXPRESS」「岡崎・東山・梅小路 Express」が運行（乗車時間約 5分）

●阪急「大宮」駅より、京都市バスで約 8分「七条大宮･京都水族館前」停下車

●阪急「桂」駅より、京阪京都交通で約 16 分「七条大宮･京都水族館前」停下車

●京阪「七条」駅より、京都市バスで約 14 分「七条大宮･京都水族館前」停下車

土日祝は京都市バス「水族館･東山ライン」が運行（乗車時間約 9 分）

●地下鉄・ JR「二条」駅より、京都市バスで約 13 分「七条大宮･京都水族館前」停下車

館内構成
京の川ゾーン、かいじゅうゾーン、ペンギンゾーン、大水槽、海洋ゾーン、交流プ
ラザ、イルカスタジアム、山紫水明ゾーン、京の里山ゾーン

2015年 12月 1日(火)～2016年 2月 29日(月)の期間の営業時間は 10時～18時です。

冬期営業時間変更のお知らせ

【施設概要】

2016 年 2 月 1日(月)～2016 年 2 月 5(金)は館内メンテナンスのため休館日となります。

休館日のお知らせ


