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2016年8月19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8月27日(土)から10月31

日(月)まで、スタジオジブリ（所在地：東京都小金井市、代表取締役社長：星野 康二）の最新作『レッ

ドタートル ある島の物語』の映画公開記念のコラボレーション企画として「ウミガメ展」を開催します

ので、お知らせします。

映画『レッドタートル ある島の物語』は、2016年9月17日(土)に公開予定で、「海」や「いのち」を

テーマに、人生の真実を描き出したアニメーション作品です。

本企画展は「いのちのゆりかご」をテーマにウミガメなどの海のいきものを展示する『すみだ水族館』

で映画の世界観を感じていただけるコラボレーションイベントとなっています。

『すみだ水族館』は、2012年より、毎年小笠原諸島で生まれたアオウミガメの赤ちゃんをお預かりし、

約1年間育て小笠原諸島の海へ放流する活動を続けてきました。今年は、小笠原で生まれたばかりのアオ

ウミガメの赤ちゃんと、名古屋港水族館で生まれたアカウミガメの赤ちゃんの 2種を比較しながら観察い

ただけます。アカウミガメの赤ちゃんがすみだ水族館に登場するのは今回が初めてとなります。

また、特別展示では、『レッドタートル ある島の物語』の魅力を、『すみだ水族館』の視点でとらえ紹

介します。映画の中で描かれたいきものたちについて実在のいきものと比較した解説を行います。また日

本初公開となる監督マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット氏自らの手による生き生きとしたスケッチや、映

画の各シーンのパネルを展示します。

その他、『すみだ水族館』で人気の、ウミガメをテーマとした体験プログラムを、大人限定の特別バー

ジョンとして開催します。

水族館とスタジオジブリ最新作のコラボレーションによる、新たな視点での企画展をぜひお楽しみくだ

さい。
以上

スタジオジブリ最新作『レッドタートル ある島の物語』公開記念コラボレーション企画

「ウミガメ展」を開催！アオウミガメとアカウミガメの赤ちゃん展示がスタート！

特別展示にて映画のスケッチを日本初公開

初公開の映画のスケッチ

画：マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット監督

＜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

＜映画『レッドタートル ある島の物語』に関するお問い合わせ>

東宝株式会社 宣伝部/石原

■TEL：03-3591-3511 ■MAIL：s_ishihara@toho.co.jp

アオウミガメの赤ちゃん

mailto:press-sumida@orix-aqua.co.jp
mailto:s_ishihara@toho.co.jp
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■『ウミガメ展』イベント概要

【展示】アオウミガメの赤ちゃん、アカウミガメの赤ちゃん

展示生物：アオウミガメの赤ちゃん

アカウミガメの赤ちゃん

展示期間：2016年8月27日(土)～10月31日(月)

展示時間：9時00分～21時00分

展示場所：5Fウミガメアカデミー

展示内容：この夏に生まれたアオウミガメの赤ちゃんと、アカウミ

ガメの赤ちゃんを展示します。展示ではパネルによって、

アオウミガメやアカウミガメの生態的特徴を紹介し、そ

れぞれのウミガメを比較しながら学ぶことができます。

【特別展示】「ある視点」すみだ水族館からみた、映画『レッドタートル ある島の物語』

展示期間：2016年8月27日(土)～10月31日(月)

展示時間：9時00分～21時00分

展示場所：6F 特別展示コーナー

展示内容：スタジオジブリ最新作『レッドタートル ある島の物語』

の魅力を、すみだ水族館の視点でとらえた紹介コーナーで

す。映画の中で描かれたいきものたちについて実在のいき

ものと比較した解説を行います。また日本初公開の監督マ

イケル・デュドク・ドゥ・ヴィット氏のスケッチや、映画の

各シーンのパネルを展示します。さらに、レッドタートル

と出会えるフォトロケーションで水中擬似体験を楽しむ

ことができます。 特別展示コーナー イメージ

アオウミガメの赤ちゃん

アカウミガメの赤ちゃん

フォトロケーション イメージ
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【体験プログラム】ウミガメをテーマとした 3つの大人向け体験プログラム

『すみだ水族館』で人気のウミガメをテーマとした体験プログラムを、

大人向けの特別バージョンで開催します。

①「ウミガメトーク」

開 催 日：2016年9月24日(土)、10月1日(土)、10月8日(土)

開催時間：各日18時00分～18時30分

参加対象：18歳以上

参 加 費：無料

参加定員：各回5組10名

参加方法：すみだ水族館公式ホームページで事前募集

開催内容：かわいいアオウミガメやアカウミガメの赤ちゃんをじっく

りと観察する大人向けのプログラムです。飼育スタッフか

らアオウミガメとアカウミガメの違いを聞いたり、ウミガ

メがごはんを食べる様子を間近で見ることができます。

②「小笠原アカデミー ～ゆうゆうオガサワラ～」

開 催 日：2016年9月26日(月)、10月26日(水)

開催時間：各日19時10分～19時50分

参加対象：20歳以上

参 加 費：無料

参加定員：各回8組16名

参加方法：すみだ水族館公式ホームページで事前募集

開催内容：小笠原村観光局員とすみだ水族館の飼育スタッフによる小

笠原の自然・文化やウミガメに関する旬な話題を、特産品

であるラム酒を味わいながらお楽しみいただけます。まる

で小笠原にいるかのような、ゆうゆうとした時間を過ごす

大人向けプログラムです。

③「ブルーナイトダイビング」

開 催 日：イベント期間中毎週金曜日

※2016年9月23日(金)のみ非開催

開催時間：各日19時30分～19時45分

参加対象：18歳以上

参 加 費：無料

参加定員：各回4組8名

参加方法：館内インフォメーションにて当日受付

開催内容：小笠原諸島の海を再現した「東京大水槽」を双眼鏡を使っ

てじっくり観察するプログラムです。ウミガメが見ている

海のように、視界いっぱいに青い世界が広がります。魚た

ちのかわいらしい個性や性格について飼育スタッフならで

はの視点で解説し、いきものが身近に感じられます。

ウミガメトーク

小笠原アカデミー

～ゆうゆうオガサワラ～

ブルーナイトダイビング
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【体験プログラム】ウミガメの赤ちゃんの成長を楽しむ体験プログラム

「ウミガメカレンダー」

開 催 日：2016年10月1日(土)～10月31日(月)

開催時間：各日10時00分～16時00分

開催場所：すみだステージ下

参 加 費：無料

参加定員：各日200名 ※定員になり次第終了

開催内容：カレンダーにウミガメの甲羅スタンプを押して、ウミガメ

の顔や足の絵を描き、好きな色を塗ってオリジナルカレン

ダーが作れます。すみだ水族館で日々大きくなっていくウ

ミガメの赤ちゃんの成長記録も楽しむことができる体験

プログラムです。

【ペンギンカフェ】期間限定ウミガメメニュー

①「ウミガメパフェ」

販売期間：2016年8月27日(土)～10月31日(月)

販売時間：9時00分～21時00分

販売場所：5Fペンギンカフェ

販売価格：500円(税込)

販売内容：ウミガメが泳ぐ海をイメージした青いゼリーに、シーソル

ト味のかき氷、塩バニラソフトクリームを重ね、メロン味

のかわいいウミガメ練り切りとパインをのせました。爽や

かな味わいをお楽しみください。

②「ウミガメの赤ちゃんソフトクリーム」

販売期間：2016年8月27日(土)～10月31日(月)

販売時間：9時00分～21時00分

販売場所：5Fペンギンカフェ

販売価格：400円(税込)

販売内容：小笠原のシーソルトを使用した塩バニラソフトクリームに、

ウミガメの赤ちゃんの形をしたサクサクのサブレをトッピ

ングしました。

＜小笠原諸島とすみだ水族館＞
小笠原諸島は、その豊かな自然の価値が認められて 2011年6月に世界

自然遺産に登録されました。

すみだ水族館は、東京唯一の世界自然遺産である小笠原諸島の魅力を伝

えるため、2012年の開業時より小笠原村と提携し、展示づくりやイベン

トを行ってきました。小笠原諸島は国内最大のアオウミガメの産卵地の一

つで、現地での保全・放流活動が行われています。『すみだ水族館』は小

笠原の活動に賛同し、お客さまにかわいらしい姿や希少性を伝えるため、

2012年より、毎年小笠原諸島で生まれたアオウミガメの赤ちゃんをお預

かりし、約1年間育て小笠原諸島の海へ放流する活動を続けています。

世界自然遺産 小笠原諸島

ウミガメパフェ

ウミガメの赤ちゃんソフトクリーム

ウミガメカレンダー
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＜スタジオジブリ最新作『レッドタートル ある島の物語』概要＞
構想10年、制作8年 スタジオジブリ最新作が、フランスからやってくる！
スタジオジブリ初の海外との共同製作による作品で、オランダ出身のマイケ
ル・デュドク・ドゥ・ヴィットが監督を務める。高畑勲がアーティスティッ

ク・プロデューサーとして携わる。第69回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門
特別賞を受賞。
2016年9月17日（土） 全国ロードショー

原作・脚本・監督：マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット
脚本：パスカル・フェラン
アーティスティック・プロデューサー：高畑 勲
音楽：ローラン・ペレズ・デル・マール
製作：スタジオジブリ、ワイルドバンチ
配給：東宝

施設概要

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

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


