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2018年10月1日 

  各 位 

 オリックス水族館株式会社                                                 

                                               

 

 

 

 

 

 

オリックス水族館が運営するすみだ水族館（所在地：東京都墨田区、館長：名倉 寿一）、京都水

族館（京都市下京区、館長：下村 実）では、2018年10月1日（月）から11月18日（日）まで

の期間、両館で生まれた11羽のペンギンでアイドルペンギンユニット「EDO-CCO（エドッコ）」、

「MIYA-CCO（ミヤッコ）」をそれぞれ結成し、そのセンターを決定する「LOVE推しペン超選挙」

を開催しますのでお知らせします。ペンギンのアイドルユニットが結成されるのは業界初となりま

す※1。 

期間中は、出羽するペンギンのプロフィールを公式ウェブサイトで紹介するほか、ペンギン各々

の Instagramアカウントを新設し、個性や魅力などの情報を存分に発信します。 

投票結果は獲得ポイント数によって決まります。出羽するペンギンの Instagramアカウントをフ

ォローすることで1ポイント、水族館内に設置された投票箱に投票（1回の来館につき1投票）す

ることで2ポイントがカウントされます。また、館内のカフェでは追加投票券がもらえる限定メニ

ューも登場します。 

最終的に一番獲得票が多かったペンギンは、両館で始動するアイドルペンギンユニット「EDO-

CCO」、「MIYA-CCO」のデビュー楽曲の中で、センターとしてメインボーカル※2 を務めます。結

果発表は11月21日(水)を予定しています。 

 

この秋は、出羽ペンギンたちの中から、あなたのお気に入りの推しペンを決めて投票してくださ

い。 

以 上 

 

※1 :2018年9月現在、（公社）日本動物園水族館協会に加盟する水族館（60館）において、初のアイドルペンギンユニット。オリ

ックス水族館㈱調べ。 

※2：楽曲のサビの部分にセンターに選ばれたペンギンの鳴き声の素材を使用。 

 

 

 

業界初※1！会いにいけるアイドルペンギンユニット 

「ＥＤＯ－ＣＣＯ（エドッコ）」 「ＭＩＹＡ－ＣＣＯ（ミヤッコ）」 

「ＬＯＶＥ推しペン超選挙」で、あなたの推しペンに投票！ 

１０月１日(月)～１１月１８日(日)ペンギン全羽、インスタ始めます 

「LOVE推しペン超選挙」 

＜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・守下           京都水族館 広報チーム/松本・前田 

        ■TEL：03-5619-1284                    ■TEL：075-354-3152  

■MAIL：press-sumida@orix-aqua.co.jp           ■MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp 
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【イベント】 「LOVE推しペン超選挙」 
開催期間：2018年10月1日（月）～11月18日（日） 

投票方法：①各推しペン Instagramのフォロー 

②両館で配布する投票券で直接投票 

優勝賞品：①デビューシングルのメインボーカルを担当 

②デビューシングルジャケットのセンターを獲得 

③各種グッズ化 ※グッズは11月23日（金）より販売予定 

U R L ：【すみだ水族館】http://www.sumida-aquarium.com/oshipen/ 

【京都水族館】http://www.kyoto-aquarium.com/oshipen/ 

 

開催内容：両館で生まれた11羽のペンギンから、あなたのお気に入りの1羽の   

“推しペン”を決めて投票してください。推しペンの Instagramアカ

ウントをフォローすることで 1 ポイント、館内に設置された投票箱

に投票することで2ポイントの投票としてカウントされます。 

 

【飲食】 すみだ水族館推しペン応援メニュー「LOVE推しペン超選挙フロート」 

販売期間：2018年10月1日（月）～11月18日（日） 

販売場所：すみだ水族館 5Fペンギンカフェ 

販売価格：650円（税込）  

販売内容：推しペンオリジナルストロータグがついたフロートです。 

11羽が羽につけているバンドのカラーにあわせて11種類    

の味のドリンクをご用意しました。ドリンク1杯につき、 

追加の投票券が 1枚付きます。 

 

【飲食】 京都水族館推しペン応援メニュー「LOVE推しペン超選挙カレー」 

販売期間：2018年10月1日（月）～11月18日（日） 

販売場所：京都水族館 2Fハーベストカフェ 

販売価格：930円（税込）  

販売内容： 出羽ペンギン11羽の名前が入った、魚のすり身でできたシ

ートをトッピングしたカレーです。1品につき、追加の投票

券が1枚付きます。 

 

 

【ショップ】  「EDO-CCO」「MIYA-CCO」初の公式グッズ 

販売期間：2018年10月1日（月）～11月18日（日） 

販売場所：すみだ水族館 出口ショップ 

京都水族館 ミュージアムショップ 

販売価格：380円（税込）  

販売内容：「EDO-CCO」「MIYA-CCO」初の公式グッズとなる、 

11羽の写真がプリントされたタブレット缶です。 

■ 「LOVE推しペン超選挙」 概要 

「LOVE推しペン超選挙」投票券 

「LOVE推しペン超選挙カレー」 

「LOVE推しペン超選挙フロート」 

「EDO-CCO」「MIYA-CCO」初の公式グッズ 

http://www.sumida-aquarium.com/oshipen/
http://www.kyoto-aquarium.com/oshipen/
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すみだ水族館アイドルペンギンユニット「EDO-CCO」メンバー紹介 
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京都水族館アイドルペンギンユニット「MIYA-CCO」メンバー紹介 
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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 
※2018年10月15日(月)は貸し切りイベントのため、営業時間を9時～16時半
とさせていただきます。（入場受付は15時半まで。） 

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 

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。東京スカイツリータウン○Rの駐
車場（30分ごとに350円（税込み））をご利用ください。 

館 長  名倉 寿一（なぐら としかず） 

備 考 

・全館禁煙 
・給湯シンクを備えた授乳室（計 2カ所）  
・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 

http://www.sumida-aquarium.com/
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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：高橋 豊典） 

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 
※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 


