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2017年1月17日
各位

すみだ水族館

『すみだ水族館』（所在地：東京都墨田区、館長：山内

將生）では、2017年1月28日(土)から3月14日(火)まで、

期間限定のクラゲ展示や、神秘的な生命を持つクラゲの魅

力に触れる体験プログラム、女性のキレイを応援するコラ

ボイベントの実施など、いつも頑張っている女性が心も身

体もゆったりと癒されるコンテンツをお届けする「ふわき

ゅん、クラゲまつり」を開催します。

イベント期間中、「蜷川実花×クラゲ」を開催中の「クラ

ゲ」展示ゾーンのU字型水槽には、バレンタインやホワイ

トデーにちなんで、チョコレートやキャンディーをイメー

ジした、ブラウンやホワイトなどのカラージェリーフィッ

シュを展示します。カラージェリーフィッシュはころんと

した丸いフォルムが特徴的な、女性からの人気も高いクラ

ゲです。蜷川実花氏の美しい作品に彩られた水槽が、新た

に展示されたふわふわと漂うクラゲと合わさり、一味違っ

た楽しみ方をしていただけます。

また、クラゲはどうやって生まれるのか、その神秘的な

生命のふしぎを解きあかす体験プログラム「みるみる！ク

ラゲライフ」も開催します。意外と知らないクラゲの生態

やその成長過程を飼育スタッフと学んだ後、実際に採取し

たクラゲの卵を専用の容器に入れて持ち帰り、7日間自

分の部屋で成長する様子を見守ることができます。水族

館でただクラゲを見るだけでなく、あなたの部屋でもクラ

ゲの神秘的な魅力にじっくりと浸れるひとときをお過ごし

ください。

さらに期間中は、女性のキレイを応援するさまざまなコ

ラボイベントも行います。ペンギンプール前で癒しのひと

時を過ごせるハンドマッサージや、香りでリラックスでき

るアロマ体験、そして女性の心をくすぐる見た目も華麗な

コラボカフェメニューを販売します。

いつも頑張っているあなたに水族館ならではの癒しをお

届けする、心も身体もキレイになれる『すみだ水族館』に

ぜひお越しください。

クラゲの神秘的な世界に浸って、心も身体もゆったり癒されるひとときを♪

「ふわきゅん、クラゲまつり」を開催！
～ハンドケアやアロマ体験など女性のキレイを応援するコラボも実施！心も身体ももっとキレイになろう～

＜本件に関するお問い合わせ先>

すみだ水族館 広報チーム/恵土・近藤・守下

■TEL：03-5619-1284 ■MAIL：press-sumida@orix-aqua.co.jp

女性のキレイを応援するさまざまなコラボイベントを実施

体験プログラム「みるみる！クラゲライフ」(イメージ)

○仮

ブラウンやホワイトのカラージェリーフィッシュ
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■「ふわきゅん、クラゲまつり」開催概要

１．展示・体験プログラム

(1) 【展示】 バレンタイン＆ホワイトデー期間限定のクラゲ展示が登場！
展示期間：2017年1月28日(土)～3月14日(火)

展示場所：6F「クラゲ」展示ゾーン

展示内容：「蜷川実花×クラゲ」開催中のU字型水槽8個

全てに、丸い形とはっきりした色が特徴的で女

性からの人気も高いクラゲ、カラージェリーフ

ィッシュを展示します。バレンタインやホワイ

トデーにちなんでチョコレートやキャンディー

をイメージした、ブラウンやホワイトなどのカ

ラージェリーフィッシュを展示します。

展示生物：カラージェリーフィッシュ

※展示生物は変更になる場合があります。

(2) 【女性限定体験プログラム】

まだ見ぬクラゲのふしぎに出会う 7日間！「みるみる！クラゲライフ」
開催期間：①2017年2月4日(土)、11日(土・祝)

②2017年2月25日(土)、3月4日(土)

③2017年3月11日(土)、3月18日(土)

※2週連続、2回完結のプログラムです。

開催時間：19時00分～(約30分間)

開催場所：6F アクアラボ

参加対象：18歳以上の女性

参加方法：すみだ水族館公式ホームページで事前募集

参加定員：各回6名

参加料金：1,000円

※入場料は別途必要となります。2回完結のプログラム

のため年間パスポートのご購入がおすすめです。

開催内容：クラゲはどうやって生まれるのか、その神秘的な

生命のふしぎを解きあかす体験プログラムです。

クラゲの生態や成長過程を飼育スタッフと一

緒に学んだ後、実際に採取したクラゲの卵を専

用の容器に入れて持ち帰り、7日間自分の部屋

で成長を見守ることができます。7日後に、水

族館に持ち寄ってみんなで成長の様子を語り

合います。あなたの部屋でもクラゲの神秘的な

魅力に浸れるひとときをお過ごしください。

○仮

○仮

カラージェリーフィッシュ

みるみる！クラゲライフ

U字型水槽 8個全てがカラージェリーフィッシュの展示に
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(3) 【体験プログラム】 ラボで成長中のクラゲにゴハンをあげよう！ 「ぱくぱくクラゲ」

開催期間：2017年1月28日(土)～3月14日(火)までの日曜日

開催時間：18時30分～(約10分間)

開催場所：6F アクアラボ

参加対象：18歳以上

参加方法：当日受付

参加料金：500円 ※入場料は別途必要となります。

参加定員：各回5名

開催内容：飼育スタッフがクラゲの飼育作業を行っている

アクアラボの中で、女性飼育スタッフと一緒に

さまざまなクラゲを観察したり、アクアラボで

育っているまだ小さなクラゲにゴハンをあげる

ことができます。クラゲのゴハンは何？どのよ

うに与えているの？など、クラゲのゴハンに関

する疑問にもお答えします。

(4) 【体験プログラム】 夜の水族館で癒しのクラゲ観察 「ふわふわクラゲ」

開催期間：2017年1月28日(土)～3月14日(火)までの金曜日

開催時間：19時30分～(約20分間)

開催場所：すみだステージ

参加対象：18歳以上

参加方法：すみだ水族館公式ホームページで事前募集

参加料金：無料 ※入場料は別途必要となります。

参加定員：各回8組16名

開催内容：ビンに入った自分だけのクラゲ“マイクラゲ”

を、ペンライトを使ってじっくりと観察します。

飼育スタッフと一緒にクラゲの不思議な生態に

触れながら、夜の水族館でふわふわ漂うクラゲ

と共に癒しのひとときをお過ごしください。

○仮

「ふわふわクラゲ」体験イメージ

○仮

小さなクラゲにゴハンをあげられます

○仮
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２．各種コラボレーションイベント

(1) 【すみだ水族館×POLA】 「ペンギンも人間も、手を繋いでみんな HAPPY」

① 「愛のハンドトリートメント」
開催期間：2017年1月28日(土)～3月14日(火)までの金曜日

と1月31日(火)、2月14日(火)、3月14日(火)

開催時間：①14時00分～15時00分 ②15時00分～16時00分

③18時00分～19時00分 ④19時00分～20時00分

※所要時間は約 15分です。

参加確定後、詳細なスタート時間をお伝えします。

開催場所：5F ペンギンプール前

参加対象：18歳以上の女性

参加方法：すみだ水族館公式ホームページで事前予約

※応募者多数の場合は抽選

参加料金：無料 ※入場料は別途必要となります。

参加定員：各回 6名

開催内容：『すみだ水族館』のマゼランペンギンたちは春の産卵に向けて

これから繁殖期に入り、ペンギンカップルたちの仲むつまじい

光景がますます多く見られるようになります。そんなペンギン

カップルたちを眺められるペンギンプール前で、「POLA」のエ

ステティシャンによるハンドトリートメントを開催します。ま

た、この時期ならではのペンギンカップルたちの微笑ましいラ

ブストーリーも聞くことができます。

さらに、参加者限定で「POLA」のフェイシャルマッサージクー

ポンをプレゼントします。

② 「愛のペンギンQ」
開催期間：2017年1月28日(土)～3月14日(火)

開催場所：5F ペンギンプール前

参加料金：無料 ※入場料は別途必要となります。

開催内容：『すみだ水族館』の恋するペンギンたちにまつわるクイズにチ

ャレンジし、全問正解した方に応募用紙を渡します。抽選で100

名さまに「ポーラ ザ ハンドクリーム」をプレゼントします。

※当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせていただきます。

(2) 【すみだ水族館×Air Aroma】

アロマが香るオリジナルコースターを作ってみよう♪ 「ゆらゆらクラゲコースター」
開催期間：2017年1月28日(土)～3月14日(火)

開催時間：10時00分～16時00分 (最終受付15時30分)

開催場所：5F アクアアカデミー

参加対象：3歳以上

参加方法：当日受付

参加料金：無料 ※入場料は別途必要となります。

参加定員：各日200名 ※定員になり次第終了

開催内容：コースターに好きなクラゲのスタンプを押し、色鉛筆で色をつ

けて、自分だけのオリジナルのコースターを作ることができま

す。「クラゲ万華鏡トンネル」で香る華やかで幸福感あふれる

フレグランス「Floating Flower」をコースターにつけてお持

仲むつまじいカップルのペンギンたち

「ポーラ ザ ハンドクリーム」

「ゆらゆらクラゲコースター」イメージ

ハンドトリートメントイメージ

ち帰りいただくこともできます。
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(3)【すみだ水族館×日比谷花壇】

①ペンギンカップル診断
開催期間：2017年1月28日(土)～3月14日(火)

開催場所：すみだステージ

開催内容：日比谷花壇の花で華やかに装飾されたオリジナル

の「ペンギンカップル診断」を設置します。「ペン

ギンカップル診断」では、カップルにちなんだ質

問に答え、お客さまと似た『すみだ水族館』のペ

ンギンカップルのタイプを診断しお楽しみいただ

けます。

②日比谷花壇監修 フラワーカフェメニュー 「ローズティラミス」
販売期間：2017年1月28日(土)～3月14日(火)

販売価格：800円(税込)

販 売 数：各日限定10食

販売場所：5F ペンギンカフェ

商品内容：日比谷花壇の花を感じるスイーツ「ヒビヤカダン

スイーツ」で使用されている香り高い希少な食用

バラ「さ姫」のローズシロップを使い、皿の上に

咲く一輪のバラをイメージして作ったティラミス

です。女性の心をくすぐる、見た目も華麗な一皿

となりました。

３．好評開催中！ 「蜷川実花×クラゲ」
【展示】 幅約4mの大型水槽もコラボレーション空間になって登場！
展示場所：6F「クラゲ」展示ゾーン、クラゲ万華鏡トンネル

展示期間：2016年11月8日(火)～2017年3月14日(火)

展示内容：幅約4メートル、高さ約1.5メートルの大型のクラ

ゲ水槽やU字型水槽が並ぶ「クラゲ」展示ゾーンと、

壁と天井の3面が約5,000枚の鏡で囲まれた全長約

50メートルの「クラゲ万華鏡トンネル」を、蜷川

実花氏の映像作品や写真で彩ります。

展示生物：ミズクラゲ、カラージェリーフィッシュなど

※展示生物は変更になる場合があります。 6F ｢クラゲ」展示ゾーン

「ローズティラミス」イメージ

「ペンギンカップル診断」イメージ
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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：高橋 豊典）
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時00分 ～ 21時00分
※入場受付は閉館の1時間前まで
※季節による変更あり

休 館 日
なし（年中無休)※水族館のメンテナンスやイベント等による臨時休業あり

※2017年2月16日(木)は、施設メンテナンスのため臨時休館いたします。

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 2,050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 4,100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） 1,850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。

館 長 山内 將生（やまうち まさお）

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


