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2016 年 4 月 8 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 広報チーム 蔵敷･楠

TEL：075-354-3116 FAX：075-354-3152 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp

４周年記念リニューアル第１弾 京都の海を再現した

新エリア「京の海」が誕生、アマダイ・ハモなどを展示

「京都水族館」（京都市下京区、館長：下村 実）は、開業4周年記念リニューアル第1弾として、大水槽を京都

の海を再現した水槽にリニューアルし、アマダイやハモなどの京都にゆかりのあるいきものを展示する新エリア

「京の海」を 2016 年 4 月 20 日（水）にオープンしますのでお知らせします。

新エリア「京の海」は、天橋立の内海(阿蘇海)で漁獲される「金樽イワシ」で有名なマイワシの群れなど約 50 種

11,000 点が泳ぐ京都の海を再現した大水槽や、京料理の高級食材として知られるアマダイ、京の夏の風物詩と

して親しまれるハモの展示など、多種多様で京都の食文化にも関わりが深いいきものたちをよりじっくりとご覧い

ただける内容に一新します。

また、新エリア「京の海」の誕生を記念して「さかなクン」によるオープニングイベントを開催します。さかなクン自

ら京都の海で乗船し採集したアマダイをオープン当日水槽に展示し、水槽完成を盛り上げる予定です。

さらに、館内サインや入場チケット、年間パスポートなどが和を感じさせる水彩画のデザインに生まれ変わるほ

か、スタッフユニフォームも緑豊かな京都をイメージしたデザインへと一新します。

この春はより京都らしく生まれ変わった京都水族館にぜひ足をお運びいただきお楽しみください。

～ユニフォーム・館内サインを一新、「さかなクン」によるイベント開催～

京都の海を再現した大水槽

京都の食文化にも関わりの深いアカアマダイ

「さかなクン」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%96%99%E7%90%86
mailto:press-kyoto@orix-aqua.co.jp
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１．４周年記念リニューアル第１弾 京都の海を再現した新エリア「京の海」

■豊かな京都の海を再現した大水槽

大水槽では、内陸型水族館としては大規模の幅15m、

深さ6ｍ、水量約500tのスケールに天橋立の内海(阿蘇

海)で漁獲される「金樽イワシ」でも有名なマイワシの群

れをはじめ、コブダイやホシエイなど大型の魚類など約

50種11,000点が悠々と泳ぎ、京の海の豊かな海中風景

を一望できる内容へと生まれ変わります。

「ぐじ」と呼ばれ京料理の高級食材として京都の食文

化にも関わりが深く、鮮やかなピンク色の体色が目を

引くアカアマダイや、京の夏の風物詩として知られるハ

モなどを展示します。また、秋～冬にかけて漁獲され

るアンコウなど京の海の豊かさを象徴するいきものたち

を季節ごとに展示し、四季の移り変わりとともに間近で

その姿や生態をご覧いただけます。

「京の海」の情報発信拠点となるスペース「京の海アカデミー」が

新登場。飼育スタッフが更新する情報や開催されるワークショップ

などを通じて、京都の海のいきものを色々な視点から観察し、身

近に感じることができます。京の海で漁獲されたダイオウイカの乾

燥標本も登場し、通常サイズのイカや人と比べるとその大きさを体

感することができます。

また、5 月 1 日(日)からは「京の川」にて「京の川アカデミー」もオ

ープンし、オオサンショウウオを中心に情報発信を行います。

■京都の食文化にも関わりの深いアマダイ・ハモなどを展示

京都の海の豊かさを丸ごと展示する大水槽

展示開始日 ： 2016 年 4 月 20 日(水)～

展示場所 ： 「京の海」1～2階(大水槽)

展示生物 ： 約 50 種 11,000 点 マイワシ、コブダイ、ホシエイ、アカエイ、ドチザメ、ネコザメ など

２．「京の海」の情報発信拠点スペース「京の海アカデミー」

展示開始日 ： 2016 年 4 月 20 日(水)～

展示場所 ： 「京の海」2 階

展示生物 ： 約 20 種 50 点 アカアマダイ、ハモ、アンコウ、マダイ、ミズダコ、 など

京料理の高級食材「ぐじ」と呼ばれるアカアマダイ

「京の海アカデミー」では京の海で漁獲されたダイオウイカの乾燥

標本が登場 (※上：搬入時、下：乾燥標本通常サイズとの比較)

展示開始日： 2016 年 4 月 20 日(水)～

※「京の川アカデミー」は 5月 1 日(日)からオープン

展示場所 ： 「京の海」2 階

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%96%99%E7%90%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%96%99%E7%90%86
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３．「さかなクン」による「京の海」誕生記念オープニングイベントを開催

新エリア「京の海」の誕生を記念して「さかなクン」によるオープニングイ

ベントを開催します。

当日は、さかなクン自ら事前に京都の海に漁に出かけて採集したアマ

ダイを水槽に展示することで「京の海」が完成となり、新水槽のオープン

となります。

ほかに下村実館長とのトークセッションや、お客さまをお迎えしてのグリ

ーティングタイムなど、オープニングを盛り上げます。

開 催 日 ： 2016 年 4 月 20 日（水）

開催時間 ： 11 時 00 分～(予定)

開催場所 ： 「京の海」 ほか

館内の案内サインやいきもの紹介パ

ネルを京都らしい和のイメージを感じ

させる水彩画のデザインに一新しま

す。

細部まで詳細に描かれたいきものの

イラストでよりわかりやすく館内やい

きものの様子をお知らせします。

４．【リニューアル記念】館内サイン・いきもの紹介パネル、入場チケット・年間

パスポート・リーフレット、ユニフォームのデザインを一新

入場チケットや年間パスポート、リーフレットのデザインも館内サインなどと同じく水彩画のデザインによるオオ

サンショウウオなどのオリジナルイラストに変わります。各種パターンがあり、京都水族館らしく目にも楽しいデ

ザインとなります。

水彩画のデザインによる案内サインや紹介パネル

リーフレット(オオサンショウウオ)入場チケット(ハモ)

■館内サイン・いきもの紹介パネル

■入場チケット・年間パスポート・リーフレット
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4 周年リニューアルを記念してより京都らしさを模索したユニフォームへとデザインを一新します。

「セブンユニフォーム」の協力のもと、同社のユニフォームブランド「HAKUÏ」のデザイナー小野塚秋良氏がデ

ザインした新ユニフォームのテーマカラーは「緑」。三方を山に囲まれた緑豊かな京都において、川や里山な

ど自然あふれる展示からイメージした新デザインは「京都にある水族館」を体現しています。

「京都水族館を代表するいきものであるオオサンショウウオをテーマに、ラガーシャツをコーディネートして、ラ

ギッド(無骨さをかっこいいとするファッション用語)な楽しい印象をデザインしました。」(小野塚秋良氏談)

様々な展示エリアを楽しむことができる水族館内だからこそ、スタッフがお客さまの誘導をしやすいよう視認性

にも工夫を凝らし、水族館の現場にもお客さまにも喜ばれる新しいユニフォームです。

新ユニフォームパターン 左から カフェスタッフ、ミュージアムショップスタッフ、飼育スタッフ(男女)、運営スタッフ

緑の多い館内展示ともマッチするデザイン

現場での機能性にも優れ個性的

■ユニフォーム
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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

10：00～18：00
※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「東寺・梅小路エクスプレス」が運行

●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

●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
※上記ゾーン名称は現時点のものです。

【施設概要】


