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2012 年 3 月 19 日 
各 位 

オリックス不動産株式会社 

東 武 鉄 道 株 式 会 社 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリックス不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：山谷 佳之）は、東武鉄道株式会社（本社：東京都

墨田区）が東京都墨田区業平橋・押上地区で 2012 年 5 月 22 日（火）にグランドオープンする東京スカイ

ツリータウン内に、同日オープンする都市型水族館『すみだ水族館』の施設概要および営業概要を決定

しましたのでお知らせします。 

『すみだ水族館』は、東京スカイツリータウン内の大

型集客施設としてオープンします。 

“いのちのゆりかご～水 そのはぐくみ～”をテーマに、

施設全体を「いのち」をはぐくむ「大きなゆりかご」として、

都市にいながら、「いきもののいのち」とそれをはぐくむ

「水」を体感していただける施設を目指しています。  

 
『すみだ水族館』は、いきものを見学するだけの水

族館に留まらず、展示はもちろんイベントや体験プロ

グラムなどを提供してまいります。 

 

さらに、オープンに先駆け、2012年4月1日より「年

間パスポートの先行販売」、「団体予約の先行受付」と

「法人会員の受付」を開始します。 

本日より『すみだ水族館』公式ホームページ

(http://www.sumida-aquarium.com)を公開し、2012

年 5 月 22 日の開業に向けコンテンツを順次追加して 

いく予定です。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2012 年 5 月 22 日（火）グランドオープン   

『すみだ水族館』 in 東京スカイツリータウン®

施設概要および営業概要を発表

【『すみだ水族館』に関するお問い合わせ先】 

オリックス不動産株式会社  

水族館事業部 田海、村木 

TEL．03-6414-7256 
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（１）展示概要について 

 

1. 水のきらめき ～自然水景～ 

 水を取り巻く自然の景色を株式会社アクアデザイ

ンアマノの協力により水槽に凝縮しました。よく見る

と、水草の表面からは、光合成によって酸素が小さ

な気泡となって発生し、水に揺れきらめいています。

水槽内のいきもの（魚やエビ・微生物）はこの酸素で

呼吸し、水草はいきものが放出する二酸化炭素で再

び光合成を行って酸素を放出します。この水槽の中

では、いきものが相互に関係し合いながらいのちの

循環を繰り返しています。小さな気泡のきらめき、こ 

の発見から「小さな大自然」を体感いただけます。 

 

◇展示生物： 

（水草）グロッソスティグマ、ボルビティス・ヒュデロッティー、ヘアーグラス、エキノドルス・アングスティフォ

リア、セイロン･ロターラ、ミクロソラム・ナローリーフ、アヌビアス・ナナ、クリプトコリネ・ペッチィ、バリスネリ

ア・ナナ、ルドウィジア・グランデュローサ ほか 

（魚類）カージナル・テトラ、レッドファントム・ルブラ、ブラックファントム・テトラ、ロージー・テトラ、エンペラ

ー・テトラ、ラスボラ・ヘテロモルファ、ラスボラ・エスペイ、レッドライントーピード・バルブ、ミクロゲオファー

グス・ラミレジー、プルッカー ほか 

 

○株式会社アクアデザインアマノ：自然から学んだ水草レイアウト「ネイチャーアクアリウム」を提唱。 

景観としての美しさと自然さながらの環境を両立させた水槽づくりを行っている。 

 

2. ゆりかごの連なり Ｐａｒｔ１ 水の記憶 ～クラゲ～ 

 大小様々な水槽の中に多数のクラゲが漂う空間は、

お客さまを「日常」から「非日常」の世界へ誘います。数

億年前から姿を変えていないと言われるクラゲの姿は

美しく幻想的で、なつかしい記憶を呼び覚まします。ま

た、併設された「アクアラボ」では、飼育設備やそこで

働く飼育スタッフがいきものの世話をする姿など、水族

館のゆりかご（バックヤード）を丸ごとご覧いただけます。

ここでは、飼育員がクラゲなどを幼生から育てている様

子を間近で見ることができ、クラゲという不思議ないき 

ものの生態を深く理解することができます。 

 

◇展示生物：ミズクラゲ、タコクラゲ、カラージェリー、サカサクラゲなど 
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3. ゆりかごの連なり Ｐａｒｔ２ 小さな仲間たち ～アクアギャラリー～ 

小さないきものたちに焦点をあてた、まるで美術

館のように水槽が並ぶ「ゆりかごの連なり」。いきもの

たちの多様な姿やかたち、ユニークな生態などを、

それぞれに最適な「ゆりかご」でご覧いただけます。

至近距離で見るいのちが創り出す美しさに時が経つ

のを忘れてしまう、美しい空間を演出します。 

 

 

 

 

 

◇展示生物：ミズダコ、オウムガイ、ウミウシの仲間、ニッポンウミシダ、シロホシアカモエビ、コンゴウフグ、

ハリセンボン、バットフィッシュ、サクラダイ、オニダルマオコゼなど 

 

4. 光と水のはぐくみ ～サンゴ礁～ 

美しいサンゴ礁と、そこに集まるカラフルないきも

のたちが創り出す様々なシーンを、4 連の水槽でご

覧いただけます。4 つのスクエア型の水槽は 360 度

全方向から鑑賞ができるようになっており、見る面や

角度によって、いきものたちの全く異なる表情を楽し

むことができます。それぞれの水槽の間を歩くと、サ

ンゴ礁の美しさに圧倒され、まるで自分がサンゴ礁

のなかを水中散歩しているかのような錯覚を覚えま

す。また、『すみだ水族館』では沖縄のサンゴの苗を 

大きく育み、沖縄の海へ還す試みを計画していま  

す。 

 

◇展示生物：オオナガレハナサンゴ、ウスコモンサンゴ、キクメイシ、クサビライシ、スリバチサンゴ、ディス

クコーラル、ナガレハナサンゴ、ハナガササンゴ、バブルコーラル、カクレクマノミ、チンアナゴ、テングカ

ワハギ、ナンヨウハギ、キイロハギ、キイロサンゴハゼ、ベニゴンベ、サラサゴンベ、ベニシオマネキ、ニシ

キエビ、サンゴヤドカリの仲間など 
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□ここにも注目！ 『すみだ水族館』の魅力を支える小笠原村との協力関係 

『すみだ水族館』は、小笠原村と提携しており、【６．いのちのゆりかご･水の恵み ～東京大水槽

～】の監修など、より魅力的な水槽作りのために同村にご協力をお願いしています。 

また、今後は館内外で行うイベントや企画にご協力いただくなど、多岐に渡る協力関係を築いてい

く予定です。 

5. つながるいのち ～東京湾・東京諸島～                         

 5階と6階を結ぶ約50mのスロープでは、身近ないのちのゆ

りかごである東京の海、「東京湾」と「伊豆諸島から小笠原諸島ま

での島々の総称・東京諸島」に棲むいきものたちの姿をご覧い

ただけます。意外に知らない、東京の海。小笠原諸島の固有種

など個性豊かないきものたちの姿は、驚きと感動を呼び起こしま

す。いきものたちを見ながらスロープを下りていくと次のゾーン

【いのちのゆりかご･水の恵み ～東京大水槽～】があらわれま

す。また、ここでは小笠原で生まれた小さなウミガメを『すみだ水 

【画像提供：小笠原ダイビングセンター】         族館』のゆりかごで育み、小笠原の海に返す計画をしています。 

 

◇展示生物：アカエイ、マヒトデ、ハオコゼ、アミメハギ、クサフグ、メジナ、スズメダイ、カサゴ、メバル、オ

ガサワラヨシノボリ、オガサワラヌマエビ、アオウミガメなど 

 
6. いのちのゆりかご・水の恵み ～東京大水槽～ 

 彩の鮮やかな魚が群れをなして泳ぐ大水槽では、

雄大な海がいのちのゆりかごとして多様ないきもの

を育んでいることを実感していただけます。「東京諸

島」の海をテーマとして、小笠原村の協力により再現

した、濃く、深く、どこまでも青く透き通った水槽の色

を見ていると、水の恵みといきもののいのちの確か

な関係が感じられます。『すみだ水族館』にいながら

にして、約1,000km離れた世界自然遺産である小笠

原諸島の海の世界をご覧いただけます。 

 

◇展示生物：ミナミイスズミ、クマザサハナムロ、ウメイロモドキ、ロクセンスズメダイ、ユメウメイロ、ヨスジフ

エダイ、ハタタテダイ、ノコギリダイ、ヒブダイ、アカハタ、ユカタハタ、アカヒメジ、オジサン、ネズミフグ、ハ

リセンボン、ハナミノカサゴ、ヤマブキベラ、ホウセキキントキ、フタスジタマガシラ、ユウゼン、ニセゴイシ

ウツボ、アオウミガメ、マダラトビエイ、ウシバナトビエイなど 
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7. 水といのちの戯れ ～ペンギン・オットセイ～ 

 水量約 350 トンの国内最大級※の屋内開放のプール

型水槽。大きなゆりかご型のこの水槽で育まれるペン

ギン、オットセイの生態を間近で見ることで、お子さまを

はじめとするお客さまに、「いきもののいのち」を感じ、

学んでいただけるゾーンです。二層吹き抜けの空間に

加え、お客さまといきものの距離を極力近づけた展示

空間では、環境にも配慮した LED 照明を使用し、1 日

の時間の変化を演出します。昼は自然光に近い明かり

で元気な姿を、夜は薄暗い照明で寝ている姿のペン 

ギン、オットセイをご覧いただけます。 

 

◇展示生物：マゼランペンギン、ミナミアメリカオットセイ 

 

(※)オリックス不動産株式会社調べ。 

 

 

□ここにも注目！プール型水槽へ空からの視点でアプローチ 『スパイラルスロープ』  

今までの水族館では見たこともない『すみだ水族館』ならではの仕掛け、

「スパイラルスロープ」。5 階と 6 階の吹き抜け部分に架けられた象徴的

な曲線を描くスロープは、大きなゆりかごをイメージしたプール型水槽

の頭上に大きくせり出し、真上からペンギンとオットセイを見ることができ

ます。スロープの途中でペンギンやオットセイとの距離が最接近し、飼

育員とペンギンやオットセイとの生き生きとしたコミュニケーションの様子

を目の前でご覧いただけます。 

 

 

 

 

※展示生物は変更になることがあります。使用している CG 画像は全てイメージです。 
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水族館の新しいあり方を提案 

                 

■完全人工海水 

『すみだ水族館』は、大成建設株式会社の人工海水製造システムにより、水槽内の水の完全人工海水

化（注：淡水は除く）を実現しました。これは、オリックス不動産が運営する京都水族館（京都府京都市下京

区観喜寺町35-1、2012年3月14日開業）に次いで国内で2番目、関東では初の施設です。内陸型水族

館の課題であった、大型車両による海水運搬時に発生する CO2 の発生を抑え、さらに年間を通して一定

の水質を維持できるため、水槽内の生物にとっても快適な環境を提供することが可能になりました。 

 

■自由導線 

東京スカイツリータウン®ウエストヤードの 5 階と 6 階の 2 層からなる『すみだ水族館』。上下フロアのつ

ながりは、3 つのルートから成り、それぞれに楽しみ方が異なります。決められた順路は無く、何度も行き

来し、心行くまで水族館内を回遊し、さまざまな角度や視点で水槽を鑑賞することができます。お客さま一

人ひとりがそれぞれの楽しみ方で鑑賞いただけます。 

 

■いきものとの距離・スタッフとの距離が近い！ 

国内最大級のプール型水槽では、間近でペンギンやオットセイをご覧いただけます。また、バックヤー

ドをお見せするゾーンも設け、飼育の現場をご覧いただくこともできます。スタッフとのコミュニケーション

ももちろん大歓迎です。飼育スタッフとお客さまとの隔たりもなくし丁寧にご説明します。お客さま、いきも

の、スタッフが、空気を通してつながっている感覚を体感いただけます。 
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すみだ水族館フロアマップ 

 

1. 水のきらめき ～自然水景～ 

2. ゆりかごの連なり Ｐａｒｔ１ 水の記憶 ～クラゲ～ 

3. ゆりかごの連なり Ｐａｒｔ２ 小さな仲間たち ～アクアギャラリー～ 

4. 光と水のはぐくみ ～サンゴ礁～ 

5. つながるいのち ～東京湾・東京諸島～ 

6. いのちのゆりかご・水の恵み ～東京大水槽～ 

 
6. いのちのゆりかご・水の恵み ～東京大水槽～ 

7. 水といのちの戯れ ～ペンギン～ 

8. 水といのちの戯れ ～オットセイ～ 
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（２）営業概要について 

すみだ水族館は、5 月 22 日の開業にむけて営業概要を決定いたしました。一般料金の区分は、「大

人」「高校生」「中・小学生」「幼児（3 歳以上）」にそれぞれ分かれており、営業時間は 9：00 から 21：00まで

といたします。 

 

〔営業概要〕 

■一般料金   

             

大人 高校生 中・小学生 幼児（3歳以上）

2,000円 1,500円 1,000円 600円
 

■営業時間      9：00～21：00   ※入場受付は閉館の 1 時間前まで 

                         ※季節による変動あり 

                         ※開業日（5 月22 日）の営業時間は変更の可能性あり 

■休館日        なし（年中無休） ※施設点検等で臨時休業あり 

■場所         東京都墨田区押上一丁目 1 番2 号 東京スカイツリータウン・ソラマチ 5F・6F 

■アクセス       ・東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー」駅 すぐ 

              ・東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線・京成押上線・都営地下鉄浅草線 

              「押上（スカイツリー前）」駅 すぐ 

■お問い合せ     TEL：03-5619-1821（代表）（4 月 1 日（日）10：00 より開線予定） 
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（３）年間パスポートの先行販売 

すみだ水族館は、4月1日（日）から、松屋浅草の特設会場で年間パスポートの先行販売を実施いたし

ます。年間パスポートは、通常の2回分の入場料金で、1年間に何回でもご入場いただけるお得なパスポ

ートです。3 歳から大人の方までどなたでもご購入いただけます。 

 

〔年間パスポート〕 

■年会費      

大人 高校生 中・小学生 幼児（3歳以上）

4,000円 3,000円 2,000円 1,200円

 

〔先行販売概要〕 

■販売期間     2012年4月1日から2012年5月20日まで 

■受付時間     10：00～17：30 

■受付場所     松屋浅草 1階北口特設会場（住所：東京都台東区花川戸一丁目4番1号） 

■申込方法     ・所定の申込用紙に必要事項（氏名、住所、生年月日等）をご記入いただきます。 

  ・当日、ご本人様の顔写真を撮影させていただき、カードを発行いたします。 

■販売特典     ①本期間内にご購入いただいた会員様に当館オリジナル「ネックストラップホルダ 

ー」をプレゼントいたします。 

②本期間内にご購入いただいた場合、1年間の有効期限がプラス1ヶ月の1年1ヶ月に 

延長されます。 

※本期間内にご購入いただいた会員様の有効期限が2012年5月22日～2013年6  

  月21日となります。 

■お問い合わせ  〒131-0045 東京都墨田区押上一丁目1番2号 東京スカイツリータウン・ソラマチ 

5F・6F 

年間パスポート担当 TEL：03-5619-1821 （4 月1 日（日）10：00 より開線予定） 
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（４）団体予約の先行受付 

20名様以上の一般団体および学校団体を対象とする団体料金を以下のとおりとし、4月1日より事前予

約の受付を開始いたします。 

 

■入場料金（消費税込み、料金はお一人様当たり）      

区分 大人 高校生 中・小学生 幼児(3歳以上)

一般団体 1,800円 1,350円 900円 540円

 ※20名様以上かつ一括精算時に適用いたします。 

       

区分 保護者・高校生以上 中学生 小学生
園児

（0歳から有料）

学校団体 1,200円 720円 600円 360円

 ※学校の行事としてのご入場に際しての適用となります。 

 

(ご参考：<一般入場料金（消費税込み）>) 

区分 大人 高校生 中・小学生 幼児（3歳以上）

一般料金 2,000円 1,500円 1,000円 600円

 

■申込方法   ①当館ホームページに添付の申込書を出力のうえご記入いただき、郵送にてお申し込 

みください。(申込書は4月1日より公開予定) 

②お電話の場合は、団体予約専用電話番号よりお申し込みください。 

※当館窓口での受付は5月22日のオープン日から開始いたしますので、ご注意くだ 

さい。 

■適用開始日  一般団体、学校団体ともに6月1日からのご案内とさせていただきます。 

■下見について 

・下見をご希望の場合は、事前にご予約をお願いいたします。 

・下見のご予約は、4月1日から受付を開始いたします。 

・下見は、6月1日からのご案内とさせていただきます。 

・団体予約の人数により、下見人数に制限がございます。 

・一般団体の下見については、20名様以上のご予約がある場合に限らせていただきま 

す。 

・ご予約人数に応じて、無料でご見学いただける方の人数が変わります。 

・ご来場は、徒歩または公共交通機関をご利用ください。 

■お問い合わせ／申込先 

〒131-0045 東京都墨田区押上一丁目1番2号 東京スカイツリータウン・ソラマチ 

5F・6F 

団体予約専用 TEL：03-5619-1272   

（4 月1 日（日）10：00 より開線予定） 
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（５）すみだ水族館サポーター(法人会員)の受付 

すみだ水族館では、館内での生態展示などとともに、館内外にて行われる各種ワークショップなどを通

じて地域の自然や、環境、そして人と生き物のつながりの大切さを学ぶことができる活動を行ってまいりま

す。 

これらの活動を永く育んでいくために、当館の活動にご賛同いただける法人の方々を対象とした「すみ

だ水族館サポーター(法人会員)」を、4月1日より募集いたします。 

 

■名称     すみだ水族館サポーター(法人会員) 

■会員資格  当館の活動趣旨に賛同していただける全ての法人 

■申込金    1口 300,000円 

■期間     3年間 

■会員特典 

①館内壁面に社名・団体名が明記されたプレートを3年間掲示いたします。 

②当館ホームページ内に社名・団体名を明記いたします。 

貴社ホームページへの誘導(ウェブリンク設定)も行います。 

③年一回当館の「年次活動報告書」を送付いたします。「年次活動報告書」にも社名記 

載いたします。 

④無料ご招待券を90枚(30枚／年)贈呈いたします。 

⑤ご入場割引券を450枚(150枚／年)贈呈いたします。 

■手続方法   当館ホームページに添付の申込書を出力、ご記入のうえ、郵送にてお申し込みくださ

い。 

なお、定員に達した場合はご加入をお断りする場合もございますので、予めご了承くだ

さい。 

■お問合せ   〒131-0045 東京都墨田区押上一丁目1番2号 東京スカイツリータウン・ソラマチ  

5F・6F 

すみだ水族館サポーター担当  TEL：03-5619-1284   

（4 月1 日（日）10：00 より開線予定） 
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【参考】 「東京スカイツリータウン®」施設概要 

敷 地 面 積： 約 36,900㎡ 

建物延床面積： 約230,000㎡ 

建 物 規 模： 地上31階、地下3階 

主 要 用 途： 電波塔、展示場（展望台）、商業施設、水族館、ドームシアター、オフィス、 

地域冷暖房施設、駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©TOKYO-SKYTREETOWN 

©TOKYO-SKYTREETOWN

△東京スカイツリータウン ゾーニング図 

△東京スカイツリータウン 全体鳥瞰図 

東武スカイツリーライン 

東京メトロ半蔵門線 

京成押上線 

都営浅草線 

押上(スカイツリー前)駅 

 

とうきょうスカイツリー駅 

東京スカイツリー® 

スカイアリーナ 

ドームシアター 

商業施設(東京ソラマチ) 

水族館 

東京スカイツリーイーストタワー 

商業施設(東京ソラマチ) 
東武スカイツリーライン 
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【『すみだ水族館』全体概要】  

施 設 名 称 すみだ水族館 
英 名 SUMIDA  AQUARIUM 
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：山谷 佳之） 
開 業 日 2012 年5 月22 日（火）  
場 所 東京都墨田区押上一丁目1 番 2 号 東京スカイツリータウン・ソラマチ 5F・6F 
営 業 時 間 9：00～21：00 

※入場受付は閉館の1時間前まで 
※季節による変更あり 
※開業日（5月22日）の営業時間は変更の可能性あり 

休 館 日 なし（年中無休） ※施設点検等で臨時休業あり 
公 式 ホ ー ム ペ ー ジ http://www.sumida-aquarium.com 

【個人のお客様】 
 大人 

 
高校生 中・小学生 幼児 

（3歳以上） 
一般料金 2,000円 1,500円 1,000円 600円 
年間パスポート 4,000円 3,000円 2,000円 1,200円 
※障害者手帳をご提示の方は、一般料金および年間パスポートが半額になりま

す。ご同伴者（1名様）は、一般料金が半額になります。 
※中学生、高校生の方は、チケット売り場で生徒手帳をご提示ください 
【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 

保護者・
高校生 
以上 

中学生 小学生 園児 
（0歳から有

料） 

学校団体 
※引率の教員の方は無
料 

（一部上限あり） 1,200円 720円 600円 360円 

料 金 
（ 消 費 税 込 み ） 

※学校の行事としてのご入場に際しての適用となります 
ア ク セ ス ・東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー」駅 すぐ 

・東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線・京成押上線・都営地下鉄浅草線
「押上（スカイツリー前）」駅 すぐ 
※当館には、専用の駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

支 配 人 田海 雅彦（たうみ まさひこ） 
初 年 度 来 館 者 数 （ 見 込 ） 約 175 万人 

 

【『すみだ水族館』建物概要】 

 

【事業概要】 

事  業  主  体 オリックス不動産株式会社 

設         計 大成建設株式会社 

施         工 大成建設・東武谷内田建設共同企業体 

 
 
 
 
 
 
 

契 約 面 積 7,859.81㎡（バックヤードを含む） 

構 造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 

総 水 量 約700ｔ 
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【会社概要】 

運営会社 オリックス不動産株式会社 

本社所在地 東京都港区赤坂二丁目3番5号 赤坂スターゲートプラザ 

設立 1999年3月11日 

代表者 代表取締役社長  山谷 佳之（やまや よしゆき） 

決算期 3月（年1回） 

住宅開発事業部門 マンション・戸建て住宅等の開発、分譲 

オフィス・住宅・商業施設・物流施設等の投資企画商
品の開発、購入 

オフィス・住宅・商業施設・物流施設等のリーシング、
バリューアップ、売却およびアセットマネジメント業務

海外不動産への投資 

不動産事業再生および不動産M&A 

不動産投資事業部門 

ファンド向け賃貸不動産の開発、購入 

高齢者住宅の開発、運営 

ホテル・旅館の事業再生 

事業内容 

運営事業部門 

ホテル・ゴルフ場・研修所・水族館の運営、管理 

 

運営業務受託会社 オリックス水族館株式会社 

本社所在地 東京都港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービル 

設立 2011年4月1日 

代表者 代表取締役社長  森川 悦明（もりかわ えつあき） 

決算期 3月（年1回） 

水族館の企画、運営、管理 

物販、飲食店の企画、運営、管理 

事業内容 

体験学習等教育関連プログラムの企画、運営 

 

 


