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2016 年 5 月 11 日

各 位

京 都 水 族 館

(※2)2016 年 7月 23 日～8 月 12 日、8月 16 日～31 日…10 時～20 時、8 月 13 日～15 日…8 時 30 分～21 時。

『イルカとスプラッシュ!!』を開催

＜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・津田

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

２０１６年夏限定の新感覚アトラクション
降下型巨大ウォーターカーテン(※1)とイルカのコラボレーションで

アトラクションで、幅約 15ｍの巨大ウォーターカーテンから流れ落ちる水とイルカのアクションがコラボレーション

し、ずぶぬれになってイルカとの水遊びをお楽しみいただける、夏の水族館ならではの新感覚ウォーターアトラ

クションプログラムです。

また、期間中は営業時間を延長(※2)し、18時から「夏の夜のすいぞくかん」を開催します。「夏の夜のすいぞく

かん」では、巨大ウォーターカーテンが描き出すさまざまな模様や文字「アクアサイン」を美しい照明による幻想

的な演出でお楽しみいただけるほか、スポットライトやムービングライトなどを使用した躍動的な光に包まれる夜

限定のイルカパフォーマンス「イルカ night LIVE きいて音(ネ)」などを開催します。

この夏は、京都水族館で夏の暑さを吹き飛ばす水族館ならではの水遊びをぜひお楽しみください。

(※1)幅約15mの「イルカスタジアム」の屋根に設置した約680本のノズルから大量の水が降下するアトラクション。コンピューター制御による時間差でさまざまな水のアートをお楽しみいただけます。

開催期間：２０１６年７月２３日(土)～８月３１日(水)

思いきりずぶぬれになって楽しめる水遊び

「京都水族館」（京都市下京区、館

長：下村 実）は、2016 年の夏の限定

イベントとして、巨大ウォーターカーテ

ン(※1)とイルカのコラボレーションによ

りずぶぬれになって水遊びを楽しめる

ウォーターアトラクションプログラム「イ

ルカとスプラッシュ!!」を 2016 年 7 月

23 日（土）～8 月 31 日（水）の期間に

開催しますので、お知らせします。ま

た同期間中、夜は美しい照明演出に

よる巨大ウォーターカーテンやイルカ

ナイトパフォーマンスをご覧いただけ

る「夏の夜のすいぞくかん」を開催しま

す。

「イルカとスプラッシュ!!」は、人気の

イルカパフォーマンス「イルカ LIVE き

いて音(ネ)」に引続き開催する夏限定
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１．夏限定のずぶぬれ体験！新感覚ウォーターアトラクションプログラム

「イルカとスプラッシュ!!」は、通常開催している人気のイルカパフォーマンス「イルカ LIVE きいて音(ネ)」に

引続き開催する 2016 年夏限定の新アトラクションプログラムで、イルカスタジアムの屋根に設置した幅約 15

ｍの巨大ウォーターカーテンから次々と形を変えながら流れ落ちる水とイルカがコラボレーションし、イルカの

近くで水しぶきを浴びながらずぶぬれになって楽しめる、これまでにない新感覚のウォーターアトラクション

プログラムです。

「スーパースプラッシュ!!エリア」では、あおむけのポーズを見せるイルカたちと同じポーズで寝転ぶと上か

ら巨大ウォーターカーテンの水やイルカのいたずらによる水しぶきが落ちてきたり、プールの中を泳ぐイルカ

や巨大ウォーターカーテンとの追いかけっこなど、夏の暑さを吹き飛ばす水遊びをイルカと一緒になってお

楽しみいただけます。

夏ならではの爽快なイルカパフォーマンスに加えて、参加して楽しめる京都水族館ならではの水遊びを着

替えをご用意の上ぜひ体験ください。

開催期間 ： 2016 年 7 月 23 日(土)～8 月 31 日（水） (スケジュールは決定次第 HP 等でお知らせします)

開催場所 ： イルカスタジアム

料 金 ： 無料(別途水族館への入場料が必要)

降下型巨大ウォーターカーテンとイルカがコラボした水遊び「イルカとスプラッシュ!!」

■「イルカとスプラッシュ!!」とあわせて楽しめる「イルカとスプラッシュ!!ところてん」でお腹も満足

販売期間：2016 年 7 月 23 日(土)～8 月 31 日（水）

販売場所：スタジアムカフェ

価 格：550 円(税込み)

巨大ウォーターカーテンをイメージした甘くて青いところてんと、スプラッシュを

イメージしたはじける食感が楽しい夏限定メニューです。
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美しく光り輝く夜限定のイルカパフォーマンス「イルカ nightLIVE

きいて音(ネ)」では、さまざまな LED 照明を使ったムービングライト

やスポットライトなどの光を駆使し、日中に開催している「イルカ

LIVE きいて音(ネ)」を昼とは違ったファンタジックな夜ならではの演

出でご覧いただけます。さまざまな色の光に溢れた空間の中、イル

カやトレーナー、パフォーマー「楽 rakuu」（ラクゥ）のコンサートさな

がらのライブアクションが興奮と感動を生み出します。

２．夜は幻想的な見どころが満載の「夏の夜のすいぞくかん」を開催

開催期間 ： 2016 年 7 月 23 日(土)～8 月 31 日（水） (スケジュールは決定次第 HP 等でお知らせします)

開催場所 ： イルカスタジアム

料 金 ： 無料(別途水族館への入場料が必要)

■夜限定のイルカパフォーマンス「イルカ night LIVE きいて音(ネ)」

■巨大ウォーターカーテンが幻想的にライトアップ

開催期間 ： 2016 年 7 月 23 日(土)～8 月 31 日（水）(スケジュールは決定次第 HP 等でお知らせします)

開催場所 ： イルカスタジアム

料 金 ： 無料(別途水族館への入場料が必要)

「夏の夜のすいぞくかん」では、巨大ウォーターカーテンが描き出すさまざまな模様や文字「アクアサイン」を

美しい照明による幻想的な演出でお楽しみいただけます。次から次へと現れては消える水のアートをお楽し

みください。

販売期間：2016 年 7 月 23 日(土)～8 月 31 日（水）

販売場所：スタジアムカフェ

価 格：600 円(税込み)

■幻想的な光の空間をさらに楽しめる光るかき氷「夏の夜のかき氷」

「夏の夜のすいぞくかん」をイメージした夜限定の光るかき氷。涼しげな

ブルーハワイテイストです。
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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時～18時
【夏休み営業時間変更のお知らせ】（2016年）

7月23日～8月12日、8月16日～31日 10時～20時

8月13日～15日 8時30分～21時

※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、オットセイ、アザラシ、ペンギン、京の海、さんご礁のいきもの、くらげ、え
び・かに、交流プラザ、イルカスタジアム、山紫水明、京の里山


