2022 年 3 月 14 日
各 位
京 都 水 族 館

京都水族館「１０周年Ｙｅａｒ」がスタート
～開業から１０年で来館者数１,２００万人突破～
京都水族館（所在地：京都市下京区、館長：松本 克彦）は、開業 10 周年を迎え、本日
より 12 月 31 日（土）までの期間、記念ロゴマークを制作し、「10 周年 Year」として企画
展などさまざまな取り組みをしてまいりますのでお知らせします。

京都水族館外観

京都水族館 10 周年 記念ロゴマーク

当館は、2012 年 3 月 14 日（水）に開業し、10 年間で延べ 1,200 万人以上のお客さまに
ご来館いただきました。10 周年イヤーとなる 2022 年度は、過去を振り返る取り組みや、
これまで培った経験を生かした展示やイベントを展開します。また、2021 年 12 月に開始
したサステナビリティ推進プロジェクト「AQTION！（アクション）」を進化させ、水族館
だからこそ見えてくる地域環境などの課題に対して、未来を担うこどもたちや地域社会と
一緒により幅広く活動をしてまいります。
京都水族館は、京都市内初の内陸型大規模水族館として京都市民の憩いの場所「梅小路
公園」内に開業しました。“水と共につながる、いのち。”を展示コンセプトに、京都の鴨
川に生息するオオサンショウウオをはじめ、イルカやペンギン、アザラシのほか京都の希
少生物など約 250 種 15,000 点を、水といきものが循環する流れを再現した構成で展示して
います。
2018 年には、新たなコミュニケーションコンセプト「近づくと、もっと好きになる。
」を
設定し、お客さま、いきもの、スタッフの距離がもっと近くなる水族館づくりを目指した
企画展示やイベント、体験プログラムなどを多岐にわたり実施し、コミュニケーションが
生まれる水族館としても楽しんでいただいています。
2020 年 7 月には、コロナ禍による 3 カ月半にもおよぶ休館を経て、開業以来初となる大
規模リニューアルを行い、新展示エリア「クラゲワンダー」が誕生しました。飼育スタッ
フの繁殖技術の向上や研究の成果も実り、現在も西日本最多となる約 30 種 5,000 匹のクラ
ゲ展示で、日々お客さまにいきものの魅力をお伝えしています。
京都水族館はこれからも、
「水族館のある暮らし」を通じて、人々の心の豊かさを提供す
ることをミッションとして活動してまいります。
以
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1.ごあいさつ

京都水族館 館長 松本 克彦

おかげさまで、私たち京都水族館は本日、開業 10 周年を迎え
ました。
この間、天候や季節を問わず足をお運びいただいた 1,200 万人
以上ものお客さまにスタッフ一同心から感謝を申し上げます。ま
た、オオサンショウウオをはじめとするいきものの展示や、さま
ざまな企画、活動にご理解賜り、折に触れてご指導ご鞭撻いただ
いた産官学各領域の方々のご支援ご協力に、合わせて御礼申し上
げます。周囲の山、森林、川とともに発展し日本が誇るべき文化
が受け継がれている京都の地で、この先の未来も、地域の方々に

館長 松本 克彦

愛されご期待に添える水族館でありたいと思います。開業から培った経験、知見そして関
係各所とのネットワークを糧に、生物多様性の保全、教育および憩いと癒しの場づくりに
一層邁進しますので、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。
2. 10 周年を迎えた今後の取り組み予定
京都水族館では、10 周年イヤーとなる 2022 年 3 月 14 日（月）～2022 年 12 月 31 日（土）
の期間、10 年間で培った経験を生かしたさまざまな取り組みを実施してまいります。
「10 周年 Year」の第 1 弾は、10 年間の出来事をお客さまと共有していく企画展を 3 月下
旬より開催する予定です。さらに、オオサンショウウオにまつわる新しい展示や、これま
での調査・研究成果を生かした展示など、地域と連携した活動も予定しています。
また、未来のこどもたちへ伝え、残していくオリックス水族館株式会社のサステナビリ
ティ推進プロジェクト「AQTION！（アクション）
」を通じて、水族館だからこそできる地
球環境の課題に、より一層取り組んでまいります。
あわせて、公式 SNS などを通じて、いきものへの興味・関心をさまざまな角度で発信し、
皆さまに愛される水族館を目指してまいります。

3.10 周年記念ロゴマーク 概要
京都水族館では開業当初より、京都の鴨川に生息するオ
オサンショウウオを展示しています。また、企画展や市内
小学校を対象とした出張授業など、オオサンショウウオを
題材としたさまざまな取り組みを実施してまいりました。
京都市民にとって身近な存在であり、京都水族館を代表す
るいきものであることから、10 周年のロゴマークのデザイ
ンに採用し、感謝の想いを込めた「Thanks」の文字を入れ
ました。期間中はポスターやグッズなどに使用してまいりま
す。

オオサンショウウオをデザインした
10 周年記念ロゴマーク

4. 10 周年に際していただいたお祝いのメッセージ
京都市長 門川 大作
京都市初の本格的な水族館として、また、日本初の内陸型大規模水族館
として開業された京都水族館が、10 周年の節目を迎えられましたことを
心からお慶び申し上げます。
貴水族館は、
「水と共につながる、いのち。」をコンセプトに、様々な多
彩ないきものの展示や触れ合いの場の創出、里山の再現などを通じて、
自然やいのちの大切さを学ぶことのできる機会を提供し続けておられま
す。さらに、創意に富んだ数々のお取組を展開され、地域にも、観光客
の皆様にも愛される施設へと成長されました。
子どもたちがいのちに触れることで、その大切さを実感し、環境への意識も高まります。
また、多くの人に笑顔と元気を届け、地域活性化にも多大な御尽力を賜っていることに、
改めて御礼申し上げる次第です。
貴水族館をはじめ、JR「梅小路京都西駅」
、京都市中央市場、商店街、寺社、大学など、多
彩な魅力が集積する京都駅西部エリア。コロナ禍の影響が続く中ですが、本市では、この
エリアの活力が京都全体の賑わいにつながるよう、力を尽くしてまいります。
結びに、京都水族館の今後ますますの御発展、並びに関係者の皆様の御健勝と御多幸を心
からお祈り申し上げます。
京都市教育長 稲田 新吾
開業 10 周年を心よりお慶び申し上げます。開業以来、京都市の子どもた
ちに大好評の移動水族館「クラゲ STUDIO」や、オオサンショウウオか
ら学ぶ環境学習の出張授業など、いのちの尊さや自然環境を身近に感じ、
興味関心を高める多彩な活動を展開いただいていることに、改めて深く
感謝申し上げます。京都の豊かな自然環境と、それに支えられた暮らし
や伝統・文化を今後も継承していくためには、子どもたち一人一人が生
物多様性の大切さを認識し、行動につなげることが重要であり、京都水
族館様との連携は大変心強い限りです。今後とも、さまざまなご支援、
ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
京都大学名誉教授・京都大学野生動物研究センター特任教授 幸島 司郎
開業 10 周年おめでとうございます。京都水族館さんとは、設立時の専門
家委員会以来のお付き合いです。開業に際しては、イルカ問題などを理由
に反対する声もありましたが、イルカ施設の改善や、オオサンショウウオ
をはじめとする地域の生物の展示など、動物福祉や環境教育への貢献に真
摯に取り組まれた結果、今では多くの皆さんに愛される水族館になられた
ことを大変嬉しく思っています。今後のますますのご発展を祈念しており
ます。
京都・梅小路みんながつながるプロジェクト 代表
西日本旅客鉄道株式会社理事 近畿統括本部京都支社長 若菜 真丈
京都水族館の開業 10 周年を心からお慶び申し上げます。
貴館では開業以来、「京都のみなさまに愛される水族館」をキーワード
に、地域の賑わい創出や回遊性の向上など、エリアの活性化のためにご
尽力をいただき、深く感謝いたします。今後もエリアの活性化に向けて、
引き続きお力添えをお願いいたしたく存じます。
貴館のこれまでの取組に敬意を表するとともに、今後のさらなる発展を
心からお祈り申し上げます。

【ご参考】10 年間の主な活動や取り組み
2012 年（開業）
・京都水族館 グランドオープン（3 月）
・累計入場者数が 250 万人突破（12 月）
・
「ケープペンギン」雛の人工育雛のようすを公開（12 月）
2013 年（1 周年）

グランドオープン当日のようす

・
「ミナミアメリカオットセイ」赤ちゃん誕生（3 月）
・京都府天然記念物「オヤニラミ」産卵、孵化に成功（3 月）
・
「京の里山教室」始動（4 月）
2014 年（2 周年）
・ペンギン 44 羽、京都の通り名にちなんだ名前を決定（3 月）
・2 年連続「ミナミアメリカオットセイ」赤ちゃん誕生（6 月）
・
「タンゴスジシマドジョウ」の繁殖に国内で初成功（6 月）
・累計来場者数が 500 万人を突破（12 月）
ミナミアメリカオットセイの赤ちゃん

2015 年（3 周年）
・京都市動物園、京都府立植物園との 3 園館連携事業を始動（3 月）
・3 年連続「ミナミアメリカオットセイ」赤ちゃん 2 頭誕生（6 月）
2016 年（4 周年）
・開業 4 周年記念リニューアル「京の海」が誕生（4 月）
・夏限定特設エリア「ゾウガメパーク」が新登場（7 月）
・4 年連続「ミナミアメリカオットセイ」赤ちゃん 2 頭誕生
（7 月）
「京の海」大水槽

2017 年（5 周年）
・開業 5 周年記念 「さあ、ごはん！」をスタート（2 月）
・夜 8 時までの延長営業「夜のすいぞくかん」スタート（4 月）
・6 年連続「ケープペンギン」雛誕生（11 月）
2018 年（6 周年）
・9 月 9 日を「オオサンショウウオの日」として認定（4 月）
・公式 Twitter のフォロワー数が 30 万人を突破（5 月）
・劇場型の新イルカパフォーマンス
「ラ・ラ・フィンサーカス」開始（7 月）

「オオサンショウウオの日」認定

2019 年（7 周年）
・
「ペンギン相関図 2020」を展示（10 月）
・イルカを見ながらリラックスするプログラム「海豚瞑想」期間限定で実施（11 月）

2020 年（8 周年）
・コロナ禍による、107 日間の臨時休館（2 月～6 月）
・臨時休館中の「無観客イルカパフォーマンス」Twitter
ライブ中継に 200 万回以上の視聴者数を記録（5 月）
・クラゲ新展示エリア「クラゲワンダー」公開（7 月）
・イルカの新パフォーマンス「YEAH!!」始動（7 月）

新展示エリア「クラゲワンダー」

2021 年（9 周年）
・小学生対象の「出張授業」を初のオンライン開催（1 月）
・ハンドウイルカの「キア」が初の出産（8 月）
・参加型ライブ水族館「まいにち水族館」開始（9 月）
ハンドウイルカ「キア」
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京都水族館
KYOTO AQUARIUM
オリックス不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：深谷 敏成）
オリックス水族館株式会社（本店：東京都港区、社長：似内 隆晃）
松本 克彦（まつもと かつひこ）
2012 年 3 月 14 日（水）
京都市下京区観喜寺町 35-1（梅小路公園内）
午前10時00分～午後5時00分
※一部の土・日・祝日・特定日は午後8時00分まで
※入場受付は閉館の1時間前まで
※日による変更あり。詳細は、営業カレンダーをご覧ください。
※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
※入館には人数制限を設けており、混雑状況により整理券を配布させていただく
場合がございます。
なし（年中無休)※水族館のメンテナンスや気象状況による臨時休業あり
https://www.kyoto-aquarium.com
【個人のお客さま】
中・小
幼児
大人
高校生
学生
（3歳以上）
一般料金
2,200円
1,700円
1,100円
700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
4,400円
3,400円
2,200円
1,400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。
料金（税込み） ※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】
大人（大学
中・小学
幼児
高校生
一般団体
生含む）
生
（3歳以上）
（20名以上）
2,000円
1,500円
1,000円
600円
大人（大学
幼児
中・小学
学校団体
生・保護者
高校生
（0歳から
生
※引率の教員の方は無料
含む）
有料）
（一部上限あり）
1,300円
1,000円
700円
400円
※学校の行事としてのご入場に際しての適用

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「梅小路京都西」駅より東へ徒歩約 7 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」下車、
京阪京都交通で約 5 分「七条大宮･京都水族館前」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」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」
・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」
・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」
・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」

備

・全館禁煙
・給湯シンクを備えた授乳室（計 3 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

考

