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2015 年 8 月 25 日

各 位

京 都 水 族 館

＜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

ロックバンド『くるり』×『京都水族館』
野外音楽イベント「京都音楽博覧会2015 in 梅小路公園」

『京都水族館』（京都市下京区、館長：下村 実）は、2015

年9月20日（日）に梅小路公園で開催される「京都音楽博覧

会 2015 in 梅小路公園」に出演する京都出身のロックバンド

『くるり』とのコラボレーション企画として、『くるり』の音楽に合

わせたイルカパフォーマンスやラジオ番組の公開収録などを

お楽しみいただける 1,000 人限定の特別イベント『京都音楽

博覧会 presents Quruli aQuarium』〜京都音楽博覧会公開

打ち上げ〜を開催しますので、お知らせします。

「京都音楽博覧会 2015 in 梅小路公園」は、京都の新しい

音楽文化を発信するべく 2007 年から毎年梅小路公園にて

開催されている野外音楽イベントで、今年は 2015 年 9 月 20

日（日）に開催が予定されています。

今回、「京都音楽博覧会 2015 in 梅小路公園」に出演する

『くるり』と、会場となる梅小路公園内にある『京都水族館』は、

夜の水族館という幻想的な空間で『くるり』の音楽と共に特別

な時間を過ごしていただきたいという思いから、京都音楽博

1,000 人限定 一夜限りのコラボレーションイベントを開催

ロックバンド「くるり」

覧会の興奮をそのままに一夜限りのコラボレーションイベント『京都音楽博覧会 presents Quruli aQuarium』〜

京都音楽博覧会公開打ち上げ〜を開催します。

本イベントでは、京都水族館の「イルカスタジアム」にて『くるり』の音楽に合わせたスペシャルイルカパフォー

マンスを開催するほか、『くるり』が出演するラジオ番組α-STATION「FLAG RADIO」の公開収録も行います。

さらにはプレゼントが当たる抽選会など、一夜限りの特別な時間をお楽しみいただけます。

そして、本イベント開催についての公開記者会見を 2015 年 8 月 29 日(日）に『京都水族館』で開催し、「ニコ

ニコ生放送」によるネット生中継も行います。

京都音楽博覧会を楽しんだ後に京都水族館で『くるり』と特別な夜を過ごすことのできる 1,000 人限定のコラ

ボレーションイベント『京都音楽博覧会 presents Quruli aQuarium』〜京都音楽博覧会公開打ち上げ〜にぜひ

お越しください。

～公開記者会見を『京都水族館』からネット生中継～
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■ 『京都音楽博覧会 presents Quruli aQuarium』〜京都音楽博覧会公開打ち上げ〜 概要

１．開催日時

2015 年 9 月 20 日（日） 開場 20：00 閉場 22：00

２．開催場所

京都水族館（京都市下京区観喜寺町 35-1（梅小路公園内))

３．開催スケジュール

20 時 30 分～ FLAG RADIO 公開収録開始、進行 DJ と『くるり』登場

20 時 35 分～ スペシャルイルカパフォーマンス（『くるり』の音楽に合わせた一夜限りのイルカパフォーマンス）

20 時 55 分～ 京都音楽博覧会出演者と『くるり』によるセッション

プレゼント抽選会

21 時 45 分～ 公開収録終了、挨拶

22 時 00 分 閉場

４．チケット料金

3,500 円（税込み）全席指定 ※1 ドリンク付き

※3歳以上はチケットが必要（2 歳以下は保護者膝上にて観覧可能。座席が必要な場合はチケットが必要）

５．チケット購入

一般発売 ： 2015 年 8 月 30 日（日） 10 時より各プレイガイドにて発売開始

※京都水族館でのチケット販売はありません。

※お問い合わせ YUMEBANCHI TEL : 06-6341-3525

■ 『京都音楽博覧会 presents Quruli aQuarium』〜京都音楽博覧会公開打ち上げ〜 公開記者会見

１．開催日時

2015 年 8 月 29 日（土） 15：00～16：00 (予定)

２．開催場所

京都水族館 1 階大水槽前

３．開催スケジュール

15 時 00 分～ 公開記者会見開始（「ニコニコ生放送」によるネット生中継スタート）

15 時 15 分～ 『くるり』と京都水族館について、「京都音楽博覧会 2015 in 梅小路公園」への意気込み、

京都への思い など

15 時 40 分～ 『くるり』新曲発表

16 時 00 分 終了

コラボレーションイベント開催の公開記者会見を、京都水族館1階大水槽前で開催します。『くるり』が「京都音

楽博覧会2015 in 梅小路公園」への意気込みや京都への思いを生で語るほか、その様子を「ニコニコ生放送」

でネット生中継します。
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2016 年にバンド結成 20 周年を迎えるくるり。長きにわたる活動の中で進化してきたくるりが結成から 20

年を迎えるにあたり、今あえて過去を振り返ったうえで、これからを創っていくという意思が込められたコ

ンセプトライブを今年 4 月よりスタート。1st アルバム『さよならストレンジャー』、2nd アルバム『図鑑』の再

現ライブとして『NOW AND THEN vol.1』を開催し、大きな話題となった。そして、11 月からは待望の第 2

弾がスタート。数多くのアーティストにも影響を与えた 3rd アルバム『TEAM ROCK』＆4th アルバム『THE

WORLD IS MINE』の再現ライブツアーとなる今回は、東京、大阪のみの開催となったvol.1からスケール

アップし、11 月 2日（月）鹿児島CAPARVO HALL より 11月 28日（土）大阪 Zepp Namba まで、全国 12

都市 13 公演で開催。

New Single 『ふたつの世界』 2015 年 9 月 16 日 Release

※NHK E テレ アニメ「境界の RINNE」エンディングテーマ

〇初回限定盤 \1,850＋税／VIZL-878 「ふたつの世界」7 曲入り ＆

「NOW AND THEN DISC」（NOW AND THEN vol.1 のライブテイクを 14 曲収録）封入

〇通 常 盤 \1,000＋税／VICL-37101 「ふたつの世界」7 曲入り

京都音楽博覧会 2015 in 梅小路公園

くるり 20th ANNIVERSARY 「NOW AND THEN vol.2」

公演 日：2015 年 9 月 20 日（日） 開場：10 時 30 分 開演：12 時 00 分

場 所：京都・梅小路公園 芝生広場（JR ・近鉄・地下鉄京都駅より徒歩 15 分）

出 演：くるり、高野寛、indigo la End、Cosmo Sheldrake、八代亜紀、Antonio Loureiro、

ましまろ

チケット：￥8,888（税込）自由 プレイガイドにて一般発売中

京都音楽博覧会ホームページ http://kyotoonpaku.net/2015/
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【 施設概要 】

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


