2015 年 11 月 6 日
各 位
京 都 水 族 館

京都水族館でペンギンとクリスマスがコラボレーション！
ペンギンの卵が生まれたことをお祝いするイベント

『ハッピーペンギンクリスマス！』
～グッズ販売やアーティストライブ、イルミネーションなどクリスマスイベントも開催～
「京都水族館」（京都市下京区、館長：下村 実）は、ク
リスマスの季節に繁殖シーズンを迎える「ケープペンギ
ン」の卵が生まれたことをお祝いし、元気に成長すること
を願って、イルミネーションやツリーなどで彩られた館内
でさまざまなクリスマスイベントを開催する「ハッピーペン
ギンクリスマス！」を 2015 年 11 月 13 日（金）～12 月 25
日（金）の期間に開催しますのでお知らせします。
「ハッピーペンギンクリスマス！」では、 「ペンギンゾー
ン」で続々と生まれている「ケープペンギン」の卵からの
赤ちゃん誕生がより一層待ち遠しくなる展示やクリスマス
イベントをお楽しみいただけます。
現在「ペンギンゾーン」では巣箱の中で親鳥が交替で
卵を温めており、その様子を間近で観察いただけるほか、
「ペンギンたまごボード」では産卵情報や卵の生育状況、
親鳥の紹介や卵を守る様子などを飼育スタッフによる手
書きのメッセージや写真などで紹介します。そのほか館
長によるペンギンの卵の解説ツアーやペンギンのクリス
マスオーナメントが作れるワークショップ「ペンギンオー
ナメント」を開催するなどペンギンの卵が生まれたことをお祝いするとともに、クリスマスの雰囲気を盛り上げる展
示やイベントをお楽しみいただけます。
さらには「ハッピーペンギンクリスマス！with 太陽と星空のサーカス(※)」としてクリスマスマーケットの出展やア
ーティストによるクリスマスライブの開催、インスタレーション・コスチュームのアーティストによるニット素材を用いた
あたたかみが感じられるいきものや水をテーマとした作品の展示、「京の里山ゾーン」での光のインスタレーション
などクリスマスならではの催しも実施します。
この冬はペンギンの卵が生まれてにぎわう京都水族館で水族館ならではのペンギンとクリスマスのコラボレーシ
ョンイベントをぜひお楽しみください。
(※)太陽と星空のサーカス…大人も子供も楽しめるワークショップや選りすぐりのプロダクトマーケット、ライブパフォーマンスなどを開催するイベント。

＜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
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１．ペンギンの卵が生まれたことをお祝いする「ハッピーペンギンクリスマス！」

クリスマスの季節に繁殖シーズンを迎える京都水族館の「ケープペンギン」たち。 「ハッピーペンギンクリスマ
ス！」では、クリスマス仕様に彩られた「ペンギンゾーン」で「ケープペンギン」の卵が生まれたことをお祝いし、
赤ちゃんの誕生がより一層待ち遠しくなる展示やクリスマスイベントをお楽しみいただけます。巣箱の中で親鳥
が交替で卵を温めている様子を間近で観察いただけるほか、「ペンギンたまごボード」では産卵情報や卵の生
育状況、親鳥が卵を守る様子などを飼育スタッフによる手書きのメッセージや写真などで紹介します。また、特
別イベントとして館長によるペンギンの卵の解説ツアーを実施します。
■飼育スタッフによる成長日記「ペンギンたまごボード」
卵が生まれてから孵化する

■館長の解説ツアー「ペンギンのたまごってナンダ？」
幅 広 い 知 識 を持 つ 下 村 館

までのさまざまな様子を飼

長と一緒にペンギンの卵に

育スタッフによる手書きのメ

ついて学ぶ解説ツアーを開

ッセージや写真などでご紹

催。卵はどのくらいの期間で

介します。産卵情報や日々成長する卵の様子、孵化予

孵るの？卵の形の秘密とは？館長の話を聞きなが

定日、巣箱に巣材を運ぶ親鳥の姿や交替で卵を温め

ら不思議に思ったら何でも質問することができます。

ている様子など、赤ちゃんの誕生がより一層待ち遠しく

開催期間：2015 年 12 月 5 日・ 12 日・ 19 日の土曜

なります。

開催時間：14 時 00 分～(各回約 30 分)

開催期間：2015 年 11 月 13 日（金）～12 月 25 日（金）

開催場所：「ペンギンゾーン」ほか

開催場所：「ペンギンゾーン」特設スペース

参加方法：決定次第ホームページでお知らせします。

■ペンギンのクリスマスオーナメントが作れるスペシャルワークショップ「ペンギンオーナメント」
卵の形をした真っ白なボールにくちばしや目、ペンギン
の赤ちゃん特有のグレーの羽毛の色などを自由にデコ
レーションしてペンギンのオリジナルクリスマスオーナメン
トを作ることができるスペシャルワークショップ。
ペンギンの赤ちゃんの誕生と成長を願って「かいじゅうゾ
ーン」に設置したクリスマスツリーに飾ることができます。

1 羽 1 羽表情も違うオリジナルのペンギンオーナメント

開催期間：2015 年 11 月 13 日（金）～12 月 25 日（金）
開催時間：11 時 00 分～15 時 00 分(各日先着 100 名、なくなり次第終了)
開催場所：「ペンギンゾーン」1 階特設スペース
料

金：無料 (京都水族館の入場料に含む)
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赤ちゃん誕生を願ってクリスマスツリーに飾ろう

２．「ハッピーペンギンクリスマス！with 太陽と星空のサーカス」
■クリスマスマーケット
「ハッピーペンギンクリスマス！」をテーマにクリスマスギフトにもぴ
ったりなグッズを「かいじゅうゾーン」特設スペースにて販売します。
そのほかワークショップなども開催します。
開催期間：2015 年 12 月 12 日（土）・ 13 日（日）
開催時間：10 時 00 分～20 時 00 分 (最終入場 19 時 00 分)
開催場所：「かいじゅうゾーン」特設スペース ほか
さまざまなグッズがそろうマーケット(イメージ)

■「星空の楽団クリスマスアーティストライブ」 ＆ 「アイリッシュミュージックパーティー」
「星空の楽団クリスマスアーティストライブ」では
アーティストによるペンギンの卵が生まれたことを
お祝いするクリスマスライブパフォーマンスを開
催します。また、アイリッシュミュージックパーティ
ー(※)ではギターやアコーディオン、ハーモニカ
などさまざまな楽器が奏でるアイルランドの音楽
をお楽しみいただけるほか、クリスマススの雰囲
気で盛り上がる館内をパレードし、いきものたち
と音楽がコラボレーションします。
アイリッシュミュージックパーティー(イメージ)
(※)アイリッシュミュージックパーティー(Irish Music Party)…アイルランドの音楽、アイリッシュミュージックを楽しめるイベント。友達や恋人と食事やドリンクを楽しみ
ながら耳を傾けたり、踊ったり、思い思いに過ごすことができる。

開催期間：2015 年 12 月 12 日（土）・ 13 日（日）
開催時間：詳細が決定次第ホームページ等でお知らせします。
開催場所：「大水槽」1 階特設スペース ほか

■クリスティーナクリナ インスタレーション
糸を使ったインスタレーション・コスチュームのアーティスト「クリス
ティーナクリナ」が「水」をテーマに作品を展示。ニット素材ならで
はのあたたかみが感じられるいきものや水を表現した作品は、白
い糸がいきものと人、そして地球のすべてが水でつながっている
というメッセージが込められています。
Kuristina culina（クリスティーナクリナ） プロフィール
東京と富山を活動拠点に糸をはじめ紐になりえるものを用い、さまざまな色・質感・
密度を編み重ねインスタレーション・コスチュームを制作。人間について考えること、
クリスティーナクリナ作品イメージ

宇宙を一つの生命体として想像することを制作の起点としている。

開催期間：2015 年 12 月 4 日（金）～12 月 25 日（金）
開催場所：「大水槽」1 階特設スペース ほか
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■「京の里山ゾーン」光のインスタレーション 「101 のペンギン」

鏡面素材で作られた 101 羽のペンギン

ペンギンが遊ぶ姿を見つけて楽しもう

「新しく生まれるペンギンのいのちは一つ一つのいのちが合わさった結晶」をコンセプトに、全部で 101 羽のペ
ンギンたちが「京の里山ゾーン」で遊ぶ姿を探してお楽しみいただけます。鏡面素材で作られたペンギンたち
が昼は太陽の光によって自然に溶け込み、夜はイルミネーションになって幻想的な空間に包みこむなど、視覚
効果によって不思議な光景を生み出す様子をご覧いただけます。
開催期間：2015 年 12 月 4 日（金）～

ｐｐｐ プロフィール

開催時間：10 時 00 分～

子どもに向けた未来の遊びを提案しているクリエイティブチーム。
新しい視点から遊びにアプローチし、体験やコミュニケーションをデザインし、
インスタレーションでは多数の賞を受賞している。

開催場所：「京の里山ゾーン」

３．エントランスアプローチを彩るイルミネーションとクリスマス限定メニュー
■エントランスアプローチイルミネーション
「バブルリング」(※)をテーマに、イルカのモチーフや
バブルリングにたわむれるいきものをイメージした光
の装飾が水族館へといざないます。
(※)バブルリング…水中で泡がドーナツ状(リング状)になったもの。

開催期間：2015 年 1１月 13 日（金）～
開催時間：17 時 00 分～
冬空に美しく輝く光のバブルリングイルミネーション

開催場所：エントランスアプローチ

■クリスマス限定メニュー「ペンギンスノードーム」
スノードームをイメージしたグリーンアップル味のクリスマス限
定ドリンク。ふわふわ舞うココナッツパウダーの雪の中に はブ
ドウでできたペンギンとクリスマスカラーのチェリーが入って
います。
販売期間：2015 年 12 月 4 日（金）～12 月 25 日（金）
販売場所：ハーベストカフェ
価

格：ノンアルコール 500 円(税込み)
アルコール 600 円(税込み)
クリスマスらしい見た目が楽しい「ペンギンスノードーム」
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４．オオサンショウウオグッズにクリスマス商品やディスプレイが登場
■マフラー付きオオサンショウウオぬいぐるみ
オオサンショウウオぬいぐるみのクリスマス限
定商品。オオサンショウウオ柄の刺繍が入った
クリスマスらしいオリジナルマフラーを首に巻
いたオオサンショウウオぬいぐるみは通常販
売していない特別サイズの約 130cm。50 個限
定販売です。
販売開始日：2015 年 11 月 13 日（金）～
販売場所 ：「ミュージアムショップ」 (※50 個限定販売・完売次第販売終了)
販売価格 ：13,000 円（税込み）
■オオサンショウウオぬいぐるみスリッパ
オオサンショウウオぬいぐるみがスリッパになって新登場。
肌触りのよいふわふわの生地で冬にぴったりのアイテムです。
販売開始日：2015 年 11 月 13 日（金）～
販売場所

：「ミュージアムショップ」(※フリーサイズ・男女兼用)

販売価格

：2,500 円（税込み）

■オオサンショウウオぬいぐるみツリー
オオサンショウウオぬいぐるみを 100 個以
上装飾した「オオサンショウウオぬいぐる
みツリー」をミュージアムショップに展示し
ます。今年のテーマは着物の生地をガー
ランド(素材をつなげて網状にしたもの)に
見立てた「THE KYOTO MIX」。
クリスマスツリー専用の緑色のオオサンシ
ョウウオぬいぐるみ(非売品)も使用しイン
パクトのあるクリスマスツリーに仕上げまし
た。

今年のテーマは「THE KYOTO MIX」

展示開始日：2015 年 11 月 13 日（金）～12 月 25 日(金)
展示場所 ：「ミュージアムショップ」
※「オオサンショウウオぬいぐるみツリー」は展示物です。
「オオサンショウウオぬいぐるみツリー」(画像は昨年)

※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。
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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：松本 哲男）
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）
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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