2015 年 3 月 5 日
各位
京都水族館

『京都水族館』開業３周年記念イベント

『京都水族館まつり』を開催
～1 日限定で「オオサンショウウオと音楽の夜」を初開催～
『京都水族館』
（京都市下京区、館長：下村 実）
は、開業3周年を記念して開業日である2015年3月
14日(土)に1日限定イベント『京都水族館まつり』
を開催しますので、お知らせします。
『京都水族館まつり』では、3 周年の感謝を込
めて京都水族館で大人気のオオサンショウウオを
テーマとしたイベントやワークショップなどを開
催し、館内がお祭りムードに包まれます。
初開催となる「オオサンショウウオと音楽の夜」
では、アーティスト「Chima(チマ)」(※)による朗
読やライブ演奏で夜に活動が始まるオオサンショ
ウウオの穏やかな目覚めを促す演奏会を開催しま
す。昼間とは違った「京の川ゾーン」の雰囲気の
中でオオサンショウウオの微かな呼吸の音にも耳
を澄まし、柔らかな光の中で音を感じながらドリ
ンクを片手にのんびりと夜の時間をお楽しみくだ
さい。また、飼育スタッフが夜ならではのオオサ
ンショウウオの見所を紹介する「オオサンショウウオライブ」や、館長がオオサンショウウオの歴史
や人との関わりをお話する「館長によるトークライブ」も同時開催します。
「京の里山ゾーン」では「京の里山まつり」を開催します。わたあめや焼きそば、ヨーヨー釣りな
ど祭りの定番メニューのほか、京都でこだわりの豆腐を作る「男前豆腐店」とのコラボレーションに
よる湯豆腐 3000 食を先着順で無料配布します。さらには移動水族館「京都水族館クラゲ STUDIO」も
特別出展し、日中だけでなく日が落ちてからも、ライトに照らされる美しいクラゲの様子など賑やか
な雰囲気をお楽しみいただけます。
ワークショップ「虹色オオサンショウウオランプ」では、7 色に変化する LED 電球を使ってオリジ
ナルのランプを作ることができます。日没後は作ったランプを「京の里山ゾーン」に並べて約 5m の
巨大なオオサンショウウオを協力して作る「みんなでつくろう！光る巨大オオサンショウウオ」を実
施します。このほか、館内カフェやミュージアムショップでも 3 周年を記念したメニューやグッズが
登場します。3 周年のお祝いムードに包まれる京都水族館でぜひ楽しい時間をお過ごしください。
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(※)「オオサンショウウオと音楽の夜」アーティスト 『Chima(チマ)』
大阪出身のシンガーソングライター。北海道好きが高じて大学進学を機に
移り住み音楽活動をスタート。2010 年に 1st single『ココカラ…/止まら
ぬストーリー』を、2011 年には mini album『鈴蘭』をリリースし、北海道

アーティスト画像使用可？

の空の様に透明感のある声と心地よい空間に吸い込まれる様な唄と素朴さ
の中に表現された繊細な音で聴いた者を魅了 。「FM ROCK KIDS NAKED」
(AIR-G’)のパーソナリティやテレビ番組のナレーション、Galileo Galilei
のアルバムにコーラス参加する等、多岐に渡り活動中。

以 上

■営業時間変更のお知らせ
2015 年 3 月 23 日（月）より営業時間を変更します。
【変更前】 9 時 00 分～17 時 00 分
【変更後】 10 時 00 分～20 時 00 分
※最終入館は閉館の 1 時間前まで
※季節や貸切営業等により営業時間を変更する場合あり

＜本件に関するお問い合わせ先＞
京都水族館 広報室 蔵敷･楠・前田・名倉
TEL：075-354-3116 FAX：075-354-3152 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp
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１．オオサンショウウオと過ごす静かでのんびりした特別な夜の時間
「オオサンショウウオと音楽の夜」

のんびりと夜の時間を楽しむ「オオサンショウウオと音楽の夜」
開催日

：2015 年 3 月 14 日（土）

開催場所：「京の川ゾーン」
開催時間：17 時 30 分～20 時 00 分(最終入場 19 時)
A.「アーティスト(Chima)によるライブ演奏」＋「オオサンショウウオライブ」
①18 時 00 分～18 時 30 分

②19 時 00 分～19 時 30 分

B.「館長によるトークライブ」
19 時 30 分～20 時 00 分
料

金：無料(別途入場料のみ必要です)

開催内容：アーティスト「Chima(チマ)」(※)による朗読やライブ演奏で夜に活動が始まるオオサン
ショウウオの穏やかな目覚めを促す演奏会を開催します。昼間とは違った「京の川ゾー
ン」の雰囲気の中でオオサンショウウオの微かな呼吸の音にも耳を澄まし、柔らかな光
の中で音を感じながらドリンクを片手にのんびりと夜の時間をお楽しみください。また、
飼育スタッフが夜ならではのオオサンショウウオの見所を紹介する「オオサンショウウ
オライブ」や、館長がオオサンショウウオの歴史や人との関わりをお話する「館長によ
るトークライブ」も同時開催します。
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２．「京の里山ゾーン」が 3 周年の盛り上がりでお祭りムードに大変身
心を込めたおもてなし「京の里山まつり」
開催日

：2015 年 3 月 14 日（土）

開催場所：「山紫水明ゾーン」
「京の里山ゾーン」
※雨天の場合は「山紫水明ゾーン」屋外デッキ
のみで実施
開催時間：9 時 00 分～20 時 00 分
※焼きそばの販売、「男前豆腐店」とのコラボレ
ーションによる湯豆腐の無料配布は 18 時まで
「京都水族館クラゲ STUDIO」

(湯豆腐はなくなり次第終了)
開催内容：わたあめや焼きそば、ヨーヨー釣りなど祭りの
定番メニューのほか、京都でこだわりの豆腐を
作る「男前豆腐店」とのコラボレーションによ

大人気「男前豆腐店」の湯豆腐を無料配布

る湯豆腐 3,000 食を先着順で無料配布します。
さらには移動水族館「京都水族館クラゲ STUDIO」
も特別出展し、日中だけでなく日が落ちてから
も、ライトに照らされる美しいクラゲの様子な
ど賑やかな雰囲気をお楽しみいただけます。

ヨーヨーや焼きそばなど祭りの定番メニュー

３．
「京の里山ゾーン」に巨大なオオサンショウウオが浮かび上がる！
ワークショップ「虹色オオサンショウウオランプ」
「みんなでつくろう！光る巨大オオサンショウウオ」
開催日

：2015 年 3 月 14 日（土）

開催場所：①「交流プラザ」
②「京の里山ゾーン」
※雨天の場合は「山紫水明ゾーン」屋外デッキで実施
開催時間：①「虹色オオサンショウウオランプ」
9 時 00 分～17 時 00 分
②「みんなでつくろう！光る巨大オオサンショウウオ」

虹色に光るオリジナルのランプ

17 時 30 分～20 時 00 分(最終受付時間 19 時 30 分)
料

金：無料(別途入場料のみ必要です)

開催内容：「虹色オオサンショウウオランプ」では、7 色に変化する
LED 電球を使ってオリジナルのランプを作ることができ
ます。日没後は「京の里山ゾーン」に作ったランプを並べ
光の巨大オオサンショウウオ

て約 5m の巨大なオオサンショウウオを協力して作る「み
んなでつくろう！光る巨大オオサンショウウオ」を実施し
ます。
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４．３周年記念特別メニュー＆グッズが登場
①「3 周年記念オオサンショウウオソフトクリーム」
画像挿入

可愛いオオサンショウウオの形をしたクッキーをトッピン
グしたボリュームたっぷりのソフトクリームです。
販売期間：2015 年 3 月 14 日（土）～4 月 24 日（金）
販売場所：ハーベストカフェ
価

格：300 円(税込み)

②「3 周年記念オオサンショウウオ特別セット」
ミュージアムショップで人気のオオサンショウウオグッズ
の特別セット（4,000 円相当）を 3 周年とオオサンショウウ
オの 3 に因み、3,333 円の特別価格で販売します。
販売期間：2015 年 3 月 14 日（土）～4 月 24 日（金）
販売場所：ミュージアムショップ
価

格：3,333 円(税込み)

内

容：オオサンショウウオぬいぐるみ LL、オオさんシ
ョウさんノート・ボールペン・八ッ橋

※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ります。
※イベントの実施日時・内容は予告なく変更する場合があります。実際の詳細については
京都水族館ホームページをご確認ください。
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【 施設概要 】
施設名称

京都水族館

運営会社
運営業務
受託会社
場所

オリックス不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：益子 哲郎）

営業時間

休館日

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）
京都市下京区観喜寺町 35-1（梅小路公園内）
9：00～17：00
※2015年3月23日（月）より営業時間を10：00～20：00に変更します。
※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

なし（年中無休）
※施設点検、気象状況などで臨時休業あり

【個人のお客様】
大人
一般料金

2,050円

大学・
高校生
1,550円

幼児

中・小学生

（3歳以上）

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
料金（税込）

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）

1,800円

1,350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

1,200円

720円

500円

園児
（0歳から有料）

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
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