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2016 年 7 月 19 日

各 位

京都水族館

京都市交通局

公立大学法人京都市立芸術大学

『すいすいスタンプラリー』を開催

京都水族館×京都市交通局×京都市立芸術大学

京都水族館(京都市下京区 館長：下村 実）、京都市交通局（京都市右京区 局長：山本 耕治）、京都市

立芸術大学（京都市西京区 学長：鷲田 清一）は、2016 年 8 月 6 日(土)～8 月 12 日(金)の期間、産官学連

携イベント第 5 弾として「京の七夕」開催にあわせて会場などを巡る『すいすいスタンプラリー』を開催

しますのでお知らせします。

京都水族館では 20１3 年より、京都市交通局、京都市立芸術大学と連携し、公共交通の利用促進と京都な

らではの文化によるまちの賑わい創出に向けた取り組みを行っています。

第5弾となる本イベントでは、今年7回目を迎える京都の夏の風物詩「京の七夕」と連携し、堀川会場や鴨川

会場、今年初登場となる梅小路公園会場(京都水族館)、京都市営地下鉄の駅に設置したスタンプを集めると、

先着 1,500 名様にオリジナルてぬぐいをお渡しするほか、ダブルチャンスとして抽選で「京都水族館年間パス

ポート」などのすてきな賞品が当たる『すいすいスタンプラリー』を開催します。

本イベントにおける台紙・スタンプ・オリジナルてぬぐいのイラストは、京都市立芸術大学生によるデザインで、

京都水族館のイルカがモチーフとなっており、イベント開催期間中は京都水族館にて同大学生による海のい

きものをテーマにデザインされた浴衣の展示も行います。

この機会に、京都市バス・地下鉄をご利用の上、夏の雰囲気で賑わう「京の七夕」や京都水族館に足をお運

びいただき、京都のまちの魅力を体験ください。

産官学連携イベント第５弾 ～京の七夕２０１６連携企画～

『すいすいスタンプラリー』の夏らしいうちわ型台紙
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必須ポイント

（3個）

堀川会場(案内所付近)または鴨川会場(案内所付近)

梅小路公園会場［京都水族館(エントランス)］

地下鉄駅(三条京阪駅または二条城前駅または東山駅改札付近)

選択ポイント

（1個）

堀川会場(案内所付近)※、鴨川会場(案内所付近)※、二条城会場

(入城入口付近)、北野天満宮北野紙屋川会場(社務所受付付近)、岡

崎会場(本部付近)、地下鉄駅(三条京阪駅・二条城前駅・東山駅改

札付近)※ ※必須ポイントで押印していない箇所であること。

Ａ賞 京都水族館年間パスポート 1 名

Ｂ賞 京都水族館ペア招待券 1 名

Ｃ賞 イルカぬいぐるみＬサイズ 2 名

Ｄ賞 オリジナルイルカマグカップ 3 名

Ｅ賞 トラフィカ京カード（3,300 円分） 1 名

Ｆ賞 トラフィカ京カード（1,100 円分） 5 名

１．すいすいスタンプラリー

「京の七夕」会場や京都市営地下鉄駅に設置されるスタンプポイントの中から必須ポイント 3 ヵ所、選択ポイン

ト 1 ヵ所の計 4つのスタンプを集めると、先着 1,500 名様に京都市立芸術大学生がデザインしたオリジナルてぬ

ぐいをプレゼントします。

さらに、ゴールポイントで配布する応募用紙に必要事項を記入し投函いただくと、抽選ですてきな賞品をプレ

ゼントします。

※スタンプ設置時間は、堀川会場、鴨川会場、二条城会場が 19 時 00 分から 21 時 30

分、北野天満宮北野紙屋川会場、岡崎会場が 19 時 00 分から 21 時 00 分、梅小路公

園会場［京都水族館(エントランス)］が 10 時 00 分から 20 時 00 分です。

（注）岡崎会場のスタンプ設置期間は11 日および 12 日のみです。

【ゴールポイント】

・梅小路公園会場［京都水族館(エントランス)］ 取扱時間：10 時 00 分から 20 時 00 分

・市バス・地下鉄烏丸御池駅案内所（地下鉄烏丸御池駅構内）

取扱時間：7 時 30分から 19 時 30 分

期 間 ： 2016 年 8 月 6 日(土)～8 月 12 日(金)

参加方法 ： ①京都水族館，市バス車内で配布のうちわ型の台紙，または京の七夕会場で配布され

る京の七夕散策マップを入手します。

②全 9ヵ所に設置しているスタンプのうち必須ポイント 3 ヵ所、選択ポイント 1 ヵ所

の計 4 ヵ所を回り、スタンプ台紙にスタンプを押します。

③以下のいずれかのゴールポイントにスタンプ台紙を持参いただくと、

先着 1,500 名様にオリジナルてぬぐいをプレゼントします。

④さらにダブルチャンス賞として、ゴールポイントで配布する応募用紙に必要事項を記入し

応募箱に投函いただくと、抽選で素敵な賞品をプレゼントします。

【スタンプポイント】
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イベント開催期間中、京都水族館にて京都市立芸術大学生による「海のいきもの」をテーマにデザインした浴

衣を展示します。

開 催 日： 2016 年 8 月 6 日(土)～8 月 12 日(金)

時 間： 京都水族館の営業時間に準ずる

場 所： 京都水族館 エントランス

２．海のいきものをテーマにデザインした浴衣の展示

●京都水族館に関するお問い合わせ

京都水族館 広報チーム 075-354-3116

●スタンプラリー、市バス・地下鉄の利用方法に関するお問い合わせ

京都市交通局 自動車部営業課 075-863-5161

高速鉄道部営業課 075-863-5218

●デザインに関するお問い合わせ

京都市立芸術大学 連携推進課（事業推進担当） 075-334-2204

【お問い合わせ】

※応募はお一人様 1枚とさせていただきます。

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

京都水族館年間パスポート 京都水族館ペア招待券 イルカぬいぐるみＬサイズ オリジナルイルカマグカップ トラフィカ京カード
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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


