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2016年 1月 20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）は、2016年 1月 30日(土)から3月

14日(月)まで、音楽イベント「ペンギンと音楽の夜」などを行うイベント『恋する水族館。 Sweet

Penguins』を開催します。バレンタインデーやホワイトデーなど恋のイベントが盛り上がるこの時

期に、恋の季節真っただ中のマゼランペンギンたちの仲むつまじい姿をぜひご覧ください。

12月頃から恋の始まりを迎えた『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

これからは繁殖期に入ります。カップルで一緒に行動する時間が増えたり、お互いの身体をきれい

にし合ったりするなど、ペンギンたちの心温まる光景がますます多く見られるようになります。本

イベントは微笑ましいペンギンたちの恋する姿を見守ることで、来館した恋人たちも幸せな雰囲気

に包まれるイベントです。

期間中は、大きく２つの季節に分けてペンギンたちのラブストーリーを皆さまにお届けします。

バレンタインデーまでは女の子から男の子への恋をテーマに、その後ホワイトデーまでは男の子か

ら女の子への恋をテーマに、それぞれの期間で主役となるペンギンのカップルたちに焦点をあてま

す。どこか人間とも重なるようなペンギンたちのさまざまな恋模様は、この時期ならではの見どこ

ろです。さらに『Air Aroma Japan株式会社』とコラボし、バレンタインとホワイトデーにちなんだ

イベントを開催して館内の恋のムードを盛り上げます。バレンタイン期間にはオリジナルのチョコ

レートカクテルの販売やチョコのアロマキャンドルのプレゼント、ホワイトデー期間にはバラをモ

チーフにしたスペシャルドリンクの販売やバラのアロマグッズのプレゼントを企画しています。

また、毎週土日の 18時から 21時まで、恋するペンギンたちをより身近に感じることができる音

楽イベント「ペンギンと音楽の夜～Penguin Meets Music～」を開催します。ゲストアーティストに

よるライブや、飼育スタッフがペンギンたちの恋愛模様に触れながら“ペンギンたちの今”につい

て語りかける「ペンギンライブ」などを行う予定です。館内に流れる上質な音楽と幸せな雰囲気に

満ちたペンギンたちと共に、恋の予感にドキドキする幻想的な夜をお過ごしください。

以上

＜本件に関するお問い合わせ先>

すみだ水族館 広報室/恵土・近藤・守下

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

『すみだ水族館』が贈る恋の季節真っただ中のペンギンたちのラブストーリー

『恋する水族館。Sweet Penguins』を開催
【開催期間：2016年1月30日(土)～3月14日(月)】 毎週土日の夜には「ペンギンと音楽の夜～Penguin Meets Music～」を実施

仲むつまじいカップルのペンギンたち ペンギンと音楽の夜 (昨年の様子)チョコアロマキャンドルのイメージ
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■ 『恋する水族館。Sweet Penguins』 企画詳細

【イベント】 ｢ぺンギンと音楽の夜～Penguin Meets Music～」

開催期間：期間中の土日と3月14日(月)

開催時間：各日18時00分 ～ 21時00分

■ゲストアーティストによるライブ

開催内容：ペンギンたちの恋に満ちた幸せな雰囲気と共鳴する

ようなアーティストによるライブを行います。時折

ペンギンたちも鳴き声で演奏に加わり、館内は幻想

的な一体感に包まれます。

※birdや手嶌葵など豪華アーティストによるライブを

予定しています。

■「ペンギンライブ」

開 催 日：1月31日(日)、2月14日(日)、3月14日(月)

開催内容：日々ペンギンたちを近くで見守っている飼育スタッ

フが、1羽1羽の恋愛模様などに触れながら、リア

ルタイムに“ペンギンたちの今”を お客さまに語

りかけます。

■オリジナルビール「ペンギンビール」を販売

販売価格：600円(税込)

＜女性限定で半額の300円(税込)＞

商品内容：館内にPENGUIN BARを設置し、数量限定で『すみだ

水族館』オリジナルのクラフトビール「ペンギン

ビール」を販売します。墨田区の地ビールメーカー

「Virgo Beer(ヴィルゴビール)」とのコラボレー

ションビールです。

【展示】 写真アルバム「Sweet Penguins」

展示期間：2016年1月30日(土)～3月14日(月)

展示場所：館内各所

展示内容：『すみだ水族館』で暮らしている、8組※のペンギン

のカップルたちのさまざまな写真を集めたアルバ

ムです。恋するペンギンたちを毎日近くで見守って

いる飼育スタッフだからこそ捉えることができた、

ここでしか見られない貴重な写真ばかりを集めま

した。ペンギンたちがどんなラブストーリーを紡い

でいるのか、ぜひご覧下さい。

「ペンギンライブ」イメージ

ゲストアーティストによるライブイメージ

※2016年1月時点でのカップル数です。
この後、増える可能性があります！ 「Sweet Penguins」イメージ

PENGUIN BARと「ペンギンビール」イメージ
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【体験プログラム】 「おやすみペンギンカップル」

開 催 日：2016年1月30日(土)～3月14日(月)

開催時間：月～金曜日 18時30分～19時00分

土･日曜日 20時00分～20時30分

※3月14日(月)のみ20時00分～20時30分

開催場所：すみだステージ、ペンギンプール周辺

参加対象：高校生以上の女性もしくはカップル限定

参加定員：10組20名様

開催内容：夜になり青いライトが灯った館内で、恋するペンギ

ンカップルたちを双眼鏡を使って観察するプログラ

ムです。カップルで寄り添うペンギンたちの幸せな

表情を、ゆっくりとお楽しみください。

【コラボイベント】 『すみだ水族館』 × 『air aroma』

■バレンタイン × air aroma

開催期間：2016年2月13日(土)、14日(日)

開催時間：18時00分～21時00分

①エントランスがオリジナルのチョコレートアロマ“choc

orange”の甘い香りの演出に変わります。

②オリジナルのチョコレートカクテル“choc orange

cocktail”を販売します。※2月14日(日)のみ

③ペンギンのカップル“マロン(オス)とバナナ(メス)”を見つ

けた各日先着20組のカップルに、“choc orange”のアロマ

キャンドルをプレゼントします。

■ホワイトデー × air aroma

開催期間：2016年3月12日(土)～14日(月)

開催時間：18時00分～21時00分

①エントランスがバラのアロマ“Rose”の華やかな香りの演出

に変わります。

②バラをモチーフにしたスペシャルドリンクを販売します。

※3月13日(日)、14日(月)のみ

③ペンギンのカップル“メロン(オス)とモミジ(メス)”を見つ

けた各日先着20組のカップルに、バラのアロマグッズを

プレゼントします。

「おやすみペンギンカップル」イメージ

Air Aroma Japan株式会社は、香りのブランディングという観点から世界 100

カ国以上で様々な香りの空間をプロデュースし、ソリューションを提供してい

る、香りマーケティングのパイオニアです。エアアロマ独自の技術「コールド

エア・ディフュージョン（冷風拡散技術）」で、香りの安全性や品質を保った

まま香りを拡散します。また、IFRA（国際香粧品香料協会）の厳格な国際基準

と規制を遵守し、品質・安全性管理を徹底、グローバル基準で安全性が確認さ

れたフレグランスのみを使用しています。

“choc orange”のアロマキャンドルイメージ

オリジナルチョコレートカクテルイメージ
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【ペンギンカフェ】 恋するチョコファウンテン

商 品 名：恋するチョコファウンテン

販売価格：600円(税込)

販売期間：2016年1月30日(土)～3月14日(月)の土日祝日

商品内容：冬の寒い季節にぴったりなチョコファウンテンが

水族館に登場!ペンギンやオットセイを眺めながら、

マシュマロやフルーツと温かいチョコレートを一緒

に楽しめます。ブドウで作られた可愛らしいペンギ

ンも添えられています。カップルでのシェアがおす

すめです。

【ペンギンカフェ】 マロンとバナナのペンギンカップルプレート

商 品 名：マロンとバナナのペンギンカップルプレート

販売価格：600円(税込)

販売期間：2016年1月30日(土)～2月14日(日)

商品内容：『すみだ水族館』で暮らすペンギンのカップル、オス

の「マロン」とメスの「バナナ」にちなんだケーキ

プレートです。マロンとバナナのカップケーキに、

ペンギンカップルのハート型ステンドグラスクッキー

（ハートの中をペンギンカップルの形に型抜き、型

に飴を入れて焼いたクッキー）を乗せました。｢マロ

ン｣と｢バナナ｣の仲の良さを感じられ、見た目も可愛

いプレートです。

マロンとバナナのペンギンカップルプレート

恋するチョコファウンテン
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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：松本 哲男）
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
9：00 ～ 21：00
※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

※2016年3月1日(火)～3月4日(金)の期間中、施設メンテナンスのため臨時休館いたします。

また、2016年2月29日(月)は、9時～16時(入場受付は15時まで)に営業時間を変更いたします。

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


