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2016年10月4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）では、2016年11月8日(火)から2017

年3月14日(火)までの期間、写真家・映画監督の蜷川実花氏の作品によって彩られた美しいクラ

ゲ展示ゾーンが登場しますのでお知らせします。

昨年に引き続き2回目となる蜷川実花氏とクラゲのコラボレーション展示は、壁と天井が約5,000

枚の鏡で囲まれた「クラゲ万華鏡トンネル」内の8個のクラゲ水槽に、新たに幅約4メートル、高

さ約1.5メートルの大型クラゲ水槽を含む 10個のクラゲ水槽が加わります。蜷川実花氏の制作し

た映像作品を投影したり写真を装飾することにより、『すみだ水族館』のクラゲ展示水槽18個すべ

てが蜷川実花氏の作品との幻想的なコラボレーション空間となります。期間中は同氏の作品がデザ

インされた特別バージョンの年間パスポートや、オリジナルポストカードも数量限定で販売します。

また、開業時よりクラゲの繁殖や研究活動に取り組んできた｢アクアラボ｣では、『すみだ水族館』

で生まれたクラゲの赤ちゃんが日々成長していく過程を観察する事ができます。クラゲの生態や特

徴を楽しみながら学べる体験プログラム｢クラゲ研究員｣の開催など、水族館ならではの科学的な視

点から、太古の時代より姿が変わらないとされるクラゲの神秘に迫ります。

さらに、期間限定でクラゲをテーマにした特別メニュー｢ふわふわクラゲソーダ｣や、イベント関

連グッズの販売も予定しています。

『すみだ水族館』でこの秋から始まる充実のクラゲイベントで、美しく神秘的なクラゲたちの魅

力にぜひ触れてみてください。

以上

クラゲ展示水槽18個すべてを蜷川実花の作品が彩る

蜷川実花とクラゲの新たなコラボレーション空間が出現！
2016年11月8日（火）～2017年3月14日（火）

～クラゲの不思議を学んで体験できるプログラムも同時開催～

＜本件に関するお問い合わせ先>

すみだ水族館 広報担当/恵土・近藤・守下

■TEL：03-5619-1284 ■MAIL：press-sumida@orix-aqua.co.jp
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【展示】新たに幅約4ｍの大型水槽もコラボレーション空間に！

展示場所：6F「クラゲ」ゾーン

展示期間：2016年11月8日(火)～2017年3月14日(火)

展示時間：終日開催

展示内容：幅約4メートル、高さ約1.5メートルの大型のクラゲ水

槽や、8種類のさまざまなクラゲを展示したU字型水槽

があるクラゲ展示ゾーンを、蜷川実花氏の映像作品や

写真で彩ります。大型水槽の圧倒的な美しさは必見で

す。

展示生物：ミズクラゲ、タコクラゲ、カラージェリーフィッシュ、

シロクラゲ、カブトクラゲ、アマクサクラゲ、

アカクラゲ、ギヤマンクラゲ、エボシクラゲ など

※展示生物は変更になる場合があります。

【展示】クラゲ万華鏡トンネルが幻想的な空間に！

展示場所：クラゲ万華鏡トンネル

展示期間：2016年11月8日(火)～2017年3月14日(火)

展示時間：終日開催(昼と夜で映像が変わります)

展示内容：壁と天井の3面が約5,000枚の鏡で囲まれた全長約50メ

ートルのスロープで、8つのクラゲ水槽と壁面に、蜷

川実花氏の映像作品を投影します。浮遊するクラゲと

照明、アロマ、そして蜷川実花氏の作品によって常に

表情を変えるトンネル内で、クラゲと一緒に鏡の中の

世界を漂っているような体験ができます。また、昼と

夜で投影する映像作品が変わり、違った雰囲気の空間

をお楽しみいただけます。

展示生物：ミズクラゲ カラージェリーフィッシュ など

※展示生物は変更になる場合があります。

【プロフィール】蜷川 実花（にながわ みか）／写真家・映画監督

木村伊兵衛写真賞ほか数々受賞。映画『さくらん』（2007）、『ヘルター

スケルター』（2012）監督。映像作品も多く手がける。

2008年、「蜷川実花展」が全国の美術館を巡回。2010年、Rizzol i N.Y.

から写真集を出版、世界各国で話題に。

2016年、台湾の現代美術館（MOCA Taipei）にて大規模な個展を開催し、

同館の動員記録を大きく更新した。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事就任。

公式ホームページ：ninamika.com

【コメント】

去年ご一緒させていただいたすみだ水族館のくらげと今年もご一緒できることになりました。

前回好評だったくらげ万華鏡トンネルに加えて、今回新たにくらげ大水槽への映像と写真投影を

行う予定です。

今まさに新しい映像を作成途中で私も完成が楽しみです。ぜひ遊びにいらして下さい。

クラゲゾーン(イメージ)

仮

クラゲ万華鏡トンネル
（昨年開催の様子）

http://ninamika.com/
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【体験プログラム】作ったクラゲを投影して遊ぼう！「クラゲうつし」

タイトル：「クラゲうつし」

開催期間：2016年11月8日(火)～2017年1月9日(月・祝)

開催時間：10時00分～16時00分(最終受付15時30分まで)

開催場所：すみだステージ

参加対象：3歳以上

参加方法：当日受付

参加料金：無料

参加定員：各日200名 ※定員になり次第終了

開催内容：透明な体でふわふわと漂う、不思議なクラゲ。半透明

の素材を使って好きな色やかたちの自分だけのクラゲ

を作ります。作ったクラゲは光を当てて壁面の大きな

スクリーンに投影し、自由に動かして遊ぶことができ

ます。

【体験プログラム】クラゲの不思議に迫る「クラゲ研究員」

タイトル：「クラゲ研究員」

開催期間：2016年12月26日(月)、12月27日(火)

開催時間：11時00分～12時00分

参加対象：小学校3年生～6年生

参加方法：すみだ水族館公式ホームページで事前募集

参加料金：無料

参加定員：各回6名

開催内容：飼育スタッフと同じ白衣を着て、クラゲについて研究

するプログラムです。クラゲの体の仕組みを学んだり、

クラゲにゴハンをあげたりする体験を通じて、クラゲ

をより身近に感じることができます。

【体験プログラム】大人限定!夜の水族館でクラゲ観察「ふわふわクラゲ」

タイトル：「ふわふわクラゲ」

開催期間：2016年11月18日(金)～12月16日(金)までの金曜日

開催時間：19時45分～(約20分間)

参加対象：18歳以上

参加方法：すみだ水族館公式ホームページで事前募集

参加料金：無料

参加定員：各回10名

開催内容：ビンに入った自分だけのクラゲ“マイクラゲ”を、ペ

ンライトを使ってじっくりと観察します。飼育スタッ

フと一緒にクラゲの不思議な生態に触れながら、夜の

水族館でふわふわ漂うクラゲに癒されましょう。

クラゲ研究員

ふわふわクラゲ

クラゲうつし
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【特別メニュー】｢ふわふわクラゲソーダ｣

商 品 名：ふわふわクラゲソーダ

販売期間：2016年11月8日(火)～2017年3月14日(火)

販売場所：5Fペンギンカフェ

販売料金：各500円(税込) ※アルコール入りは550円(税込)

内 容：ふわふわしたクラゲをイメージしたわたあめが乗っ

た、ピーチ味のゼリー入りのソーダです。大人向けと

してアルコール入りも販売します。クラゲ万華鏡トン

ネルの展示空間に合わせて、夜の時間帯は色がピンク

からブルーへ変更となります。

【キャンペーン】数量限定！オリジナルポストカード販売

販売期間：2016年11月8日(火)～2017年3月14日(火)

販売時間：終日

販売価格：各216円(税込み)

販売場所：5Fショップ

デザイン：6種類

内 容：昨年も大好評だったオリジナルポストカードの本イベ

ントバージョンを販売します。その他、ショップ内に

特設コーナーを設け、蜷川実花氏のグッズを販売する

予定です。

※販売枚数に達しますと、期間中でも販売を終了させ

て頂きます。

【キャンペーン】オリジナル年間パスポート期間限定販売

販売期間：2016年11月8日(火)～2017年3月14日(火)

※2017年1月1日(日・祝)以降は、デザインが2017年版

へと変更となります。

※販売枚数に達しますと、期間中でも販売を終了させ

て頂きます。

販売時間：9時00分～20時00分

販売場所：チケット窓口

■アクアラボ
『アクアラボ』では、開業時よりさまざまな種類のクラゲの

飼育を通じて、クラゲの繁殖や研究に取り組んできました。

飼育スタッフがクラゲの飼育作業をする様子や専門的な飼育

設備などが間近でご覧いただけるほか、飼育スタッフに気軽

に質問したり、詳しい解説を聞くなどコミュニケーションを

とることも可能です。すみだ水族館で生まれたクラゲの赤ち

ゃんが成体になり、展示水槽へ移るまでの過程を、段階的に

観察できる常設展示ゾーンです。
アクアラボ

(右)ふわふわクラゲソーダ ピンク
(左)ふわふわクラゲソーダ ブルー

オリジナルポストカード（イメージ）

年間パスポート(イメージ)
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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


