2015 年 9 月 9 日
各位
京都水族館

エンターテインメントと水族館がコラボレーション

京都国際映画祭 2015×京都水族館
～アート作品展示やよしもと芸人とのコラボレーション企画を開催～
「京都水族館」（京都市下京区、館長：下村 実）と、京都国際
映画祭実行委員会（実行委員長 映画監督 中島貞夫氏）は、
京都国際映画祭 2015 を通して京都の街の活性化に取組むべく、
さまざまな共同イベントを 2015 年 10 月 1 日（木）～10 月 18 日
（日）の期間に開催しますのでお知らせします。
京都国際映画祭 2015 は、映画のみならず、アートパフォーマ
ンス、工芸、演芸などあらゆる分野を対象として京都から世界に
文化を発信するイベントです。
今回、京都水族館では京都国際映画祭 2015 とのコラボレーシ
ョン会場として、アート作品の展示やよしもと芸人とのコラボレーション企画を開催します。
京都水族館内でのアート作品の展示では、アーティストによる立体造形作品の展示や映像作品の上映など
が行われ、水族館と美術館との融合をお楽しみいただけます。
また、子どもたちが自由に空想して描いた海のいきもののイラストを募集・展示するコンテスト企画『空想すい
ぞくかんグランプリ』がスタートしており、審査委員長を京都出身のよしもと芸人、サバンナ・八木が務めていま
す。そのほか「イルカスタジアム」では、特別イベントとしてイルカとよしもと人気芸人とのコラボレーションパフォ
ーマンス『爆笑！よしもとイルカパフォーマンス』を開催します。
さらに、熱狂的なファンを持つフィギュアメーカー「海洋堂」の京都水族館限定フィギュアなどの展示を行う
『KAIYODO 水族館』や、「海洋堂」の魅力に吉本新喜劇メンバーが迫るプレミアムなトークショーなども実施し
ます。
国際都市京都で開催される期間限定の京都国際映画祭 2015 と京都水族館とのコラボレーション企画をぜひ
お楽しみください。
京都国際映画祭 2015 開催概要
名 称

京都国際映画祭 2015（KYOTO INTERNATIONAL FILM AND ART FESTIVAL 2015）

会 期

2015 年 10 月 15 日（木）～18 日（日）

会 場

よしもと祗園花月、大江能楽堂、京都市役所前広場、元・立誠小学校、祇園甲部歌舞練場 ほか

主 催

京都国際映画祭実行委員会

運 営

株式会社きょうのよしもと

支 援

京都市

H P

http://kiff.kyoto.jp/

※よしもと祗園花月、祇園甲部歌舞練場の「祇」はネに氏

※株式会社きょうのよしもとは、京都国際映画祭実行委員会より映画祭業務の運営委託を受けた会社です。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
京都水族館 広報室 山本・蔵敷･辻野・小山
TEL：075-354-3116 FAX：075-354-3152 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp
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■京都国際映画祭 2015×京都水族館コラボレーション企画
１．コンテスト企画『空想すいぞくかんグランプリ』
子どもたちが自由に空想する魚や海のいきもののイラストを募集し、京都水族館内で展示を行うコン
テスト企画です。審査委員長には、よしもと芸人を代表する「ブラジルの人、聞こえますか～？」な
ど数々の想像力あふれるギャグを持ち、京都出身で自身も独創的な絵を描き、想像上の怪獣のイラス
トをまとめた本も出版しているサバンナ・八木が務めます。
また、子どもたちから公募するほかにイラストが得意なよしもと芸人も特別エントリーし、10 月 1
日(木)からは応募作品の館内展示とあわせて優秀賞などの発表を行います。

でんしゃうつぼ
審査委員長

空想の魚や海のいきもののイラスト(イメージ)

サバンナ・八木

募集期間：2015 年 8 月 1 日（土）～9 月 30 日（水）※館内展示期間は 10 月 1 日（木）～31 日（土）

２．淀川テクニック「ゴミの生き物たち」
拾ったゴミや漂流物などを再利用して制作すること
で知られるアートユニット「淀川テクニック」の大型作
品『さざれ魚』のほか、複数の作品を京都水族館内
に展示します。
展示期間：2015 年 10 月 2 日（金）～18 日（日）
「淀川テクニック」によるゴミを再利用した大型作品『さざれ魚』
©Yodogawa Technique Courtesy of YUKARI ART

３．高木正勝の映像作品の上映
自ら撮影した映像の加工やアニメーションによる映
像制作とピアノやコンピュータを使った音楽制作の
両方を手掛ける現代アーティスト高木正勝による、
『girls』『light pool』『Ymene』など映像作品を上映し、
京都水族館の空間に独特の雰囲気を醸し出します。
協力：山本現代
展示期間：2015 年 10 月 2 日（金）～18 日（日）

高木正勝による独特の雰囲気を醸し出す映像作品
©Masakatsu TAKAGI Courtesy of YAMAMOTO GENDAI
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４．海洋堂『KAIYODO 水族館』
熱狂的なファンを持つ食玩やカプセルトイ、フィギュアの造形企画製
作・販売を行う「海洋堂」とのコラボレーション展示企画。京都水族館限
定フィギュアをはじめ、6m 以上にもなる潜水艦『ローレライ』の撮影用プ
ロップや「海洋堂」ならではの食玩、ジオラマの展示なども行います。
潜水艦「ローレライ」
(c)2004 フジテレビジョン・東宝・関西テレビ放送・キングレコード (c)KAIYODO

展示期間：2015 年 10 月 2 日（金）～31 日（土）（予定）

５．京都水族館×海洋堂×吉本新喜劇 プレミアムトークショー
熱狂的なファンを持つ日本有数のフィギュアメーカ
ー「海洋堂」の魅力に吉本新喜劇メンバーが迫るプ
レミアムなトークショーを開催。
開催日

：2015 年 10 月 4 日（日）

開催時間 ：16 時 00 分～(予定)
出演者

：宮脇修一（海洋堂代表取締役社長）、
池乃めだか、島田珠代

宮脇修一(海洋堂代表取締役社長）

池乃めだか

島田珠代

６．イルカとよしもと芸人のコラボレーションパフォーマンス『爆笑！よしもとイルカパフォーマンス』
京都水族館の「イルカスタジアム」を舞台にすっちーや吉田裕、バンビーノといったよしもとの人気芸人が登場
し、イルカとよしもと芸人によるスペシャルパフォーマンスをお楽しみいただけます。

イルカパフォーマンス(イメージ)

開催日

すっちー

吉田裕

：2015 年 10 月 10 日（土）

開催時間：①11 時 30 分～ ②14 時 00 分～（予定）
出演者

：すっちー、吉田裕、バンビーノ

＜京都水族館に関するお問い合わせ先＞
京都水族館 広報室 山本・蔵敷･辻野・小山
TEL：075-354-3116 FAX：075-354-3152 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp
＜京都国際映画祭 2015 に関するお問い合わせ先＞
株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー プロモーションセンター
担当：永井・石井・村上
TEL 06-6643-7799 / 090-7230-5665(村上) email: murakami.satoshi@yoshimoto.co.jp
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バンビーノ

【 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：松本 哲男）
オリックス水族館株式会社（本社：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）
10：00～20：00

営業時間

休館日

※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）

1,850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

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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