2014 年 10 月 1 日
各位
京都水族館
京都市交通局
公立大学法人京都市立芸術大学

京都水族館×京都市交通局×京都市立芸術大学
産官学連携イベント第三弾開催

『市バス「岡崎⇔梅小路エクスプレス」に乗って
京都水族館・岡崎公園各施設へ行こう』
京都水族館(京都市下京区 館長：下村 実）、
京都市交通局（京都市右京区）、公立大学法人京
都市立芸術大学（京都市西京区、以下「京都市立
芸術大学」）は、2014 年 10 月 11 日（土）～11 月 16
日（日）の期間、産官学連携イベント第三弾として、
『市バス「岡崎⇔梅小路エクスプレス」に乗って京都
水族館・岡崎公園各施設へ行こう』を開催しますの
でお知らせします。
本イベントは、2014 年 3 月に運行を開始した、市
バス「岡崎・東山・梅小路エクスプレス」系統で行け
る岡崎エリアの施設（京都市美術館、京都市動物
園、京都府立図書館）、および梅小路エリアの施設
（京都水族館、緑の館）計 5 箇所に掲示されている
キーワードを集めてひとつの言葉を完成させる、キ
ーワードラリーです。キーワードを完成した方のうち
先着 1,000 名さまには「オオさんショウさん（※）オリジナルシール」をプレゼントします。また必要事
項を記入の上、ご応募いただくと抽選で計 40 名さまにすてきな商品が当たります。
さらに、上記期間中は、本イベントの関連取組みとして京都府立図書館で、京都市立芸術大学
の大学院生による「梅小路公園・岡崎公園スケッチ展」が開催されます。ぜひ、この機会に市バス
「岡崎・東山・梅小路エクスプレス」系統をご利用の上、京都水族館のある梅小路エリアや岡崎エリ
アに足をお運びいただき、京都市内各地の新たな魅力を発見ください。

以 上

(※)「オオさんショウさん」とは…産官学連携の取組みから生まれた「オオサンショウウオ」のキャラクターです。

【産官学連携イベント第三弾について】
１．京都水族館年間パスポートなど、すてきな賞品が抽選で計 40 名さまに当たる！
「キーワードラリー」
２．梅小路公園で、市バス車両の展示や運転手の制服着用体験を実施
「京都市交通局の PR イベント」
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１．キーワードラリー
岡崎エリアの施設（京都市美術館、京都市動物園、京都府立図書館）、および梅小路エリアの
施設（京都水族館、緑の館）計 5 箇所に掲示されているキーワードを集めてひとつの言葉を完成
させると、先着 1,000 名さまに「オオさんショウさんオリジナルシール」をプレゼントします。さらに、
キーワードがそろった応募用紙に必要事項を記入の上、ご応募いただくと抽選で計 40 名さまに
すてきな賞品が当たります。ぜひ、お楽しみください。
期

間： 2014 年 10 月 11 日（土）～11 月 16 日（日）

参加方法： ステップ１：「チラシを手に入れよう！」
【応募用紙のチラシ配布場所】
京都水族館内、京都市バス車内、京都市営地下鉄駅構内、市バス・地下鉄案内所、
京都市美術館、京都市動物園、京都府立図書館、緑の館
ステップ２：「キーワードを集めてオリジナルグッズをゲットしよう！」
岡崎エリアの施設（京都市美術館、京都市動物園、京
都府立図書館）、および梅小路エリアの施設（京都水
族館、緑の館）計 5 箇所に掲示されているキーワードを
集めて、ひとつの言葉を完成させ、交換場所（京都水
族館、市バス・地下鉄京都駅前案内所、京都市美術
館）でご提示いただくと、先着 1，000 名さまに「オオさ
んショウさんオリジナルシール」をプレゼントします。
「オオさんショウさんの
オリジナルシール」※イメージ

（お一人さま 1 枚限り）
ステップ３：「Ｗチャンスにエントリーしよう！」

さらに、応募用紙に必要事項を記入して、京都水族館、京都市バス・京都市営
地下鉄京都駅前案内所、京都市美術館でご応募いただくと、抽選で計 40 名さま
にすてきな賞品が当たります。
＜「オオさんショウさんオリジナルシール」交換、W チャンス応募時間について＞
※京都水族館総合案内は、9 時 00 分～17 時 00 分
※市バス・地下鉄京都駅前案内所は、7 時 30 分～19 時 30 分
※京都市美術館は、9 時 00 分～17 時 00 分 休館日：月曜日（祝日の場合は開館）

賞

品： 応募者の中から抽選で、計 40 名さまに以下の賞品をプレゼントします。
※応募はお一人さま 1 枚とさせていただきます。
※当選者の発表は，賞品の発送をもって代えさせていただきます。
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賞品

当選人数

Ａ賞 京都水族館 年間パスポート

1名

Ｂ賞 市バスランチボックス＆箸・箸箱セット

3名

Ｃ賞 オオさん・ショウさん ぬいぐるみ（ペア）

3名

Ｄ賞 京都水族館 招待券

3名

Ｅ賞 京都市美術館オリジナルグッズ
このしま おうこく

かんげつ

つちだ ばくせん

あさがお

一筆せん（小型便箋）（木島桜谷「寒月」、土田麦僊「朝顔」セット）

10 名

Ｆ賞 トラフィカ京カード（500 円券）

10 名

Ｇ賞 市バス・京都バス一日乗車券カード

10 名

２．京都市交通局の PR イベント
『市バス「岡崎⇔梅小路エクスプレス」に乗って京都水族館・岡崎公園
各施設へ行こう』の開催初日には、梅小路公園にて市バス車両の展示
や、お子さまを対象にした市バス・地下鉄運転手の制服（上着・帽子）着
用体験を実施します。このほか、先着 100 名さまに「オオさんショウさん
のサイン入りオリジナルポストカード」をプレゼントします。またイベント当
日は、オオさんショウさんだけでなく、市バスのマスコットキャラクター「京
ちゃん」、地下鉄のマスコットキャラクター「都くん」も会場に遊びに来てイ
ベントを盛り上げます。ぜひ市バス「岡崎・東山・梅小路エクスプレス」系
統をご利用の上、梅小路公園にお越しください。
開 催 日： 2014 年 10 月 11 日（土） 10 時 00 分～12 時 00 分
場

所： 梅小路公園 中央広場

料

金： 無料

「オオさんショウさんの
オリジナルポストカード」

※少雨決行

【産官学連携の取組みについて】
2013 年 7 月京都市立芸術大学の大学院生が、京都駅と京都水族館を結ぶ市バス「水族館シャトル」のラッピングを
デザインしたことをきっかけに、京都水族館・京都市交通局・京都市立芸術大学が公共交通の利用促進と京都の街
の賑わい創出に向けた取り組みを開始し、これまでスタンプラリーなどのイベントを開催しました。今後も三者そ
れぞれの特性を生かした取組みを展開してまいります。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
京都水族館 広報室
〔電話〕 075-354-3116

午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分（年中無休）

＜キーワードラリー、市バスの利用方法に関する問い合わせ先＞
京都市交通局 自動車部営業課
〔電話〕 075-863-5161

午前 8 時 45 分～午後 5 時 30 分（土日祝除く）
＜京都市立芸術大学の大学院生による

「梅小路公園・岡崎公園スケッチ展」に関する問い合わせ先＞
公立大学法人 京都市立芸術大学 連携事業課（事業推進担当）
〔電話〕 075-334-2204

午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（土日祝除く）
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【 施設概要 】
施設名称

京都水族館

運営会社
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）
京都市下京区観喜寺町 35-1（梅小路公園内）
9：00～17：00

営業時間

※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
※気象状況等により営業時間を変更する場合あり

なし（年中無休）

休館日

※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

＜本件に関するお問い合わせ先＞
京都水族館 広報室 関・名倉・蔵敷・楠
TEL：075-354-3116 FAX：075-354-3152 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp
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