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2012年7月3日

各位

オリックス不動産株式会社

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、2012年5月にオープンした『すみ

だ水族館』（所在地：東京都墨田区 1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 5F ・ 6F）で、夏期（2012年７

月14日（土）～9月2日（日））に行うイベントおよび特別展示の概要をご案内いたします。

『すみだ水族館』は、「いのちのゆりかご ～水 そのはぐくみ～」をテーマに、館内での体験を通して、

「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。

オープン後初めて迎えるこの夏は、いきものたちや飼育スタッフをより身近に感じ、コミュニケーション

を楽しんでいただける内容が盛りだくさんです。

きらめく水と個性豊かな海の仲間たちをじっくり観察したり、スタッフとのやりとりを楽しみながら、発見や

感動に満ちたひとときをお過ごしいただける催しです。都会の真ん中で元気に暮らすいきものたちとふ

れあい、暑い夏にあざやかな思い出を刻んでみませんか。

『すみだ水族館の夏休み-なつやすみだ 2012-』

【親子で楽しむ夏期イベントおよび特別展示のお知らせ】

小笠原諸島からウミガメの赤ちゃんがやってくる！

会員限定「おやこでお泊り水族館」開催！…ほか

0

体験プログラム

1．小笠原諸島からアオウミガメの赤ちゃんがやってくる！

2．さかなで夏を感じよう。アクアギャラリーに「夏を感じるいきもの」が登場

3．夏休み特別プログラム！親子で夜の水族館へでかけよう。 「おやこでお泊り水族館」

【本件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 小平・久我・村木 TEL：03-5619-1284

＜お客様からのお問い合わせ先＞

すみだ水族館 TEL：03-5619-1821（9時～21時） FAX：03-5619-1254

公式ホームページ http://www.sumida-aquarium.com

〒131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 5F ・ 6F

展示

5．楽しみながら学べる、夏休み特別ワークショップを開催

6．オリジナルスタンプでデザインしよう 世界にひとつ 「アクアＴシャツ」

ショップ

7．各ショップに夏休み限定商品が勢揃い

4．夏の自由研究はすみだ水族館で！クラゲの不思議にせまる！ 「集まれ！キッズ研究員」

特別企画

※各イベント・プログラムの実施日時・内容は予告なく変更する場合があります。
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展示

1．小笠原諸島からアオウミガメの赤ちゃんがやってくる！

小笠原諸島は国内最大のアオウミガメの産卵地の一つとして有名です。

毎年、夏頃に多くの仔ガメが誕生します。生まれたばかりのアオウミガメの

赤ちゃんが『すみだ水族館』にやってきます。誕生したばかりのかわいい

アオウミガメが泳ぐ姿を是非ご覧ください。

展示期間（予定）：７月14日（土）～終了日未定

展示場所：タイドプールラボ

2．さかなで夏を感じよう。 アクアギャラリーに｢夏を感じるいきもの」が登場

まるで美術館のように小さな水槽が並ぶ、「ゆりかごの連なり Part2 小さな

仲間たち～アクアギャラリー～」に「夏を感じるいきもの」が登場いたします。

ヒメ「セミ」エビや「ユカタ」ハタなど夏を連想させる名前が付いたきものたちが

集合。今回もユニークなキャッチコピーとともにご覧ください。

展示期間：7月14日(土)～終了日未定

展示場所：ゆりかごの連なり Part2 小さな仲間たち ～アクアギャラリー～

展示生物：ヒメセミエビ、シモフリタナバタウオ、ゾウリエビ

ユカタハタ、アマノガワテンジクダイ、キンギョハナダイ

※ 展示生物は予定であり、変更の可能性があります。

アオウミガメの赤ちゃん （C) Club Noah

ふぁ

タイドプールラボ

ヒメセミエビ

※各イベント・プログラムの実施日時・内容は予告なく変更する場合があります。

アクアギャラリー

アクアギャラリー
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体験プログラム

3．夏休み特別プログラム！親子で夜の水族館へでかけよう。『おやこでお泊り水族館』

夏休みの特別プログラムとして、年間パスポート会員限定で「おやこでお泊り水族館」を開催いたします。

普段は入ることのできない、夜の水族館やバックヤード見学を親子で楽しもう。

開 催 日：8月4日（土）20時 受付開始予定

8月5日（日）開館前 現地解散

開催場所：すみだ水族館内（一部制限エリアあり）

対 象：親子（子どもは小学1年生～中学3年生）

（参加者のうち、最低 1名が2012年7月4日(水)時点で年間パスポート会員で

あれば申し込み可能)

※一組3名様まで

※未成年のみの応募は不可

※小・中学生を含まないグループの応募は不可

参 加 費：大人7,500円（税込）、小・中学生6,500円（税込）

※年間パスポート会員ご本人様は 1,000円引き

参加方法：7月5日(木)よりお申し込み受付開始

※応募者多数の場合は抽選

※詳しくは、7月5日以降の公式ホームページをご覧ください。

定 員：40名（最少催行人数30名）

内 容：1日目 バックヤードツアー、ナイトツアー

2日目 朝食、解散

4．夏の自由研究は、すみだ水族館で。クラゲの不思議にせまる！「集まれ！キッズ研究員」

クラゲに心臓はあるの？クラゲって何を食べるの？クラゲってどうやって生まれるの？といったクラゲの

不思議を飼育体験を通じて学ぶ特別プログラムです。

開催日 ：8月1日(水)、8月8日(水)、8月22日(水)、8月29日(水)

開催場所：アクアラボ

対 象：小学3年生～小学6年生の年間パスポート会員

参 加 費：無料

参加方法：7月5日(木)よりお申し込み受付開始

※応募者多数の場合は抽選

※詳しくは、7月5日以降の公式ホームページをご覧ください。

定 員：各日6名

内 容：クラゲにえさをあげたり、水槽の水を換えたりといった飼育体験

を通じてクラゲの生態を理解し、生き物への興味を高めて頂く

プログラムです。アクアラボで実際に飼育スタッフと一緒にクラ

ゲの研究をします。

夜のペンギンプール

予備水槽室（バックヤード）

キッズ研究員（イメージ）

アクアラボ

※各イベント・プログラムの実施日時・内容は予告なく変更する場合があります。
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5．楽しみながら学べる、夏休み特別ワークショップを開催

①ぼくのペンギン、わたしのペンギン。－つくって発見！実物大ペンギン。

ペンギンの正面と側面の実物大のイラストを 2枚組み合わせて、実物大のペンギン模型を作ってもらう

プログラムです。作ったペンギンの模型を並べて、ペンギンの大きさを実感してみましょう。

ペンギンを詳しく観察して、自分でイラストを描き、模型を作るという過程を

通じて、くちばしやフリッパー（翼）の役割など、ペンギンのことをより深く知

ることができます。

（ワークショップは、東京工科大学デザイン学部の協力で行っています。）

開 催 日：8月22日（水）・ 8月23日（木）

開催場所：アクアアカデミー

対 象：小学3年生～小学6年生

参 加 費：無料

参加方法：7月20日(金)よりお申し込み受付開始

※応募者多数の場合は抽選

※詳しくは7月20日以降の公式ホームページをご覧ください。

定 員：各日10名

②ペンで描いた魚の絵がモニターの水槽の中で泳ぎ出す！ 「らくがき水族館」

水族館にいるたくさんのおさかなを見たあとで、お父さんやお母さんと一緒に 2匹のおさかなの絵を描

きます。出来あがったその絵を専用モニターの上に置くと、なんと吸い込まれて、モニターの中で 2匹の

おさかなが泳ぎだします。形や使った色によって動きや2匹の相性が変化するので、見て楽しい、描いて

楽しい、親子で楽しめるプログラムです。

開 催 日：8月24日（金）～9月2日（日）

開催場所：アクアアカデミー

対 象：親子（子どもは 5歳～小学6年生）

参 加 費：無料

参加方法：当日申し込み ※参加者多数の場合は整理券配布

定 員:各日250組500名

「らくがき水族館」とは？

電通のクリエーティブユニット「汐留イノベーションスタジオ」と「AnyScan＊」技術を開発した

「ココノヱ」が共同制作したデジタルコンテンツ。この技術を同様に利用した「撃墜王」は、

2011年に開催された、第15回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門において、審

査委員会推薦作品に選ばれています。

＊絵をスキャンし、瞬時に解析、その色や形、大きさなどで、絵にアニメーションをつけて、

モニターに出力するシステム。

マゼランペンギン

※各イベント・プログラムの実施日時・内容は予告なく変更する場合があります。

完成イメージ

らくがき水族館（イメージ）

×
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特別企画

6．オリジナルスタンプでデザインしよう 世界にひとつ「アクアＴシャツ」

すみだ水族館に暮らすいきものの中からペンギン・シロワニなど 11種類を選んで、その姿を 12個のリ

アルタッチの美しいスタンプ「アクアスタンプ」にしました。白いＴシャツにペタペタとアクアスタンプを押し

て、自分だけのＴシャツをデザインしてみましょう。世界にたった一つのクールなＴシャツは、夏の装いに

もぴったり。すみだ水族館のスタッフもアクアＴシャツを着用するので、お気に入りのデザインを参考にし

てみましょう。

また、スタンプになったそれぞれのいきものが、どの水槽でどんなふうに暮らしているかも是非探してみ

てください。きっとこれまでとは違ういきものの見方をお楽しみいただけるでしょう。

開催日 ：7月14日（土）～8月21日（火）

実施場所：アクアアカデミー

対 象：親子（子どもは 5歳～小学6年生）

参 加 費：500円/名(税込)

参加方法：当日のお申し込み

定 員：各日100名（先着順）

アクアＴシャツ（イメージ①）

※各イベント・プログラムの実施日時・内容は予告なく変更する場合があります。

アクアＴシャツ（イメージ②）
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ショップ情報

7．各ショップに夏休み限定商品が勢揃い

①ショップ

アクアスタンプのデザイン商品や「夏休みの宿題お助けコーナー」など、今日の思い出を心に刻んでい

ただけるラインナップです。

・アクアスタンプの親子トートバック

アクアスタンプでデザインされたトートバックです。親子サイズでの販売。

他には、スタンプパッケージのクッキーも同時発売。

商品名：アクアスタンプパッケージ親子トートバック

価格(全て税込)：(親バック）1,600円 (子バック)1,400円

・「夏休みの宿題お助けコーナー」

『すみだ水族館』は夏休みの宿題を応援します。飼育スタッフが幼少時好き

だった絵本や、役立つ図鑑、おススメ研究キットなどをご紹介します。

絵本各種販売(全て税込)：各800円～1,800円 （予定）

図鑑各種販売(全て税込)：各1,500円～3,000円 （予定）

研究キット各種販売(全て税込)：各1,000円～2,000円 （予定）

②ペンギンカフェ

ペンギンカフェに暑さを吹き飛ばす、夏限定メニューが登場です。

・ペンギンフローズンパフェ

暑い夏にぴったりのメニュー。ブルーハワイのカキ氷の上に、塩バニラソフトクリームを浮かべてサ

ッパリと。

商品名：ペンギンフローズンパフェ

価格：500円(税込)

・金魚カクテル

夏の風物詩・金魚をモチーフにしたカクテル。紫蘇と唐辛子でスッキリと。

商品名：金魚カクテル

価格：600円(税込)

③フォトスタジオ

アクアＴシャツで写真を撮影したお客さまに、『すみだ水族館』オリジナルの缶バッジをプレゼント。

オシャレなアクアＴシャツを着て、親子でポーズを決めてみよう！

発売期間：7月14日(土)～9月2日(日)

価格(全て税込)：1,500円（1ポーズ）、2000円（2ポーズ)

※各イベント・プログラムの実施日時・内容は予告なく変更する場合があります。

ペンギンフローズンパフェ 金魚カクテル

絵本各種

親子トートバック（イメージ）

アクアＴシャツを着て撮影
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施設概要

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1-1-2 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
※7月28日(土)の営業時間は9：00～20：00(最終入場は19：00)

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

料 金
（ 消 費 税 込 み ）

【個人のお客さま】

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
※中学生、高校生の方は、チケット売り場で生徒手帳の提示が必要
※障がい者手帳をご提示の方とご同伴の方（1名）は、一般料金の半額
年間パスポート 4,000円 3,000円 2,000円 1,200円
※中学生、高校生の方は、チケット売り場で生徒手帳の提示が必要
※障がい者手帳をご提示の方は、年会費が半額。
【団体のお客さま】
一般団体（20名様以上） 1,800円 1,350円 900円 540円

学校団体
※引率の教員の方は無
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 600円 360円
※学校の行事としてのご入場に際しての適用

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

備 考

・全館禁煙
・給湯シンクを備えた授乳室（計2ヶ所）
・おむつ替えコーナー（計8台）
・盲導犬などの介助犬の同伴可能


