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2013 年 2月 13 日

各 位

オリックス不動産株式会社

色とりどりのハナダイで、水中世界のお花畑を表現します

体側（たいそく）の模様が桜の花びらを思わせるサクラダイ

期間 ： 2013 年 3 月 1 日（金）～4 月 26 日（金） 場所 ： 海洋ゾーン内「さんごの海」
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3. カフェ～京にんじんのソフトクリームなど、期間限定メニューが登場～

※各展示、体験プログラム、ショップ情報の内容・日時は予告なく変更する場合があります。

4. ミュージアムショップ～さくらまんじゅう、聖護院八ッ橋「聖水菓」を販売～

＜お客様からのお問い合わせ先＞

公式ホームページ http://www.kyoto-aquarium.com/

京都水族館 TEL：075-354-3130（9時～17時） FAX：075-354-3170

京都水族館 広報担当 橋本・奥村・久保田 TEL：075-354-3116 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

〒600-8835 京都市下京区観喜寺町 35-1（梅小路公園内）

春色の京都水族館 （3月1日～4月26日）

展示
1. 企画展示 「さんごの海にすむ ハナダイのなかまたち」

企画展示 「さんごの海にすむハナダイのなかまたち」

サンゴ礁の海にすむ、花のように美しい色をした 12 種のハナダイを展示

オリックス不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：山谷佳之）

は、『京都水族館』（京都市下京区）にて 2013 年 3 月 1 日 （金）～

4 月 26日（金）の期間に行う展示・イベントの内容をご案内します。

「さんごの海にすむハナダイのなかまたち」では

「春色の京都水族館」をテーマに、桜色・スミレ色・橙色など、花

のように美しい色をした 12種約 100点のハナダイを展示。さらに、

ハナダイを題材にしたちぎり絵カードを作るワークショップを開催し

ます。ショップにおいても、春らしく明るい色使いをした商品が登場

します。

～花のように美しい色をした、12 種約 100 点のハナダイを展示～

体験プログラム

そのほか、ハナダイを題材にしたちぎり絵のワークショップを開催

花のように美しい色をしたハナダイを展示

2. ワークショップ 「春色ハナダイ♪ちぎり絵カード」

～鮮やかな色が印象的なハナダイのポストカード作り体験～

シ ョ ップ

展示

1. 企画展示 「 さんごの海にすむハナダイのなかまたち」

(写真＝ケラマハナダイ ）

3 月を迎えると寒さも徐々に和らぎ、梅や桃、そして桜の花が咲き

ようやく春がやってきます。京都の寺社や公園では、桜祭りやライト

アップも催され、さまざまな所で春爛漫を味わうことができます。

京都水族館では、桜色・スミレ色・橙色など、花のように美しい色

をした 12 種約 100 点のハナダイを展示し、サンゴ礁の海に咲くお

花畑を表現します。水中世界で春を感じていただけます。

展示生物 ： サクラダイ、スミレナガハナダイ、ケラマハナダイ、スジハナダイ、キンギョハナダイなど、12 種約 100 点

http://www.kyoto-aquarium.com
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ふわふわのバンズ

、肉厚の手ごねハンバ ーグ、シャキ

シャキのたけのこ水煮、ほ のかに香

ｚ

は糸きりかつお、ソースは和 風お

ろし

対象 ： 3 歳以上 ※小学生未満は保護者同伴

価格 ： 450 円（税込） 期間 ： 3 月 1 日（金）～4 月 26日（金） 山紫水明カフェで販売

価格 ： 350 円（税込） 期間 ： 3 月 1 日（金）～4 月 26 日（金） 山紫水明カフェで販売

ポストカードの完成イメージ

公式ホームページ http://www.kyoto-aquarium.com/

体験プログラム

2. ワークショップ 「春色ハナダイ♪ちぎり絵カード」

ハナダイを題材にしたちぎり絵を楽しみ、一枚のポストカードを

完成させるワークショップを催します。

鮮やかな色が印象的なハナダイですが、オスとメスで色や模様

が大きく異なるという特徴があります。ちぎり絵を通じ、オスとメスの

違いを楽しみながら学ぶことができます。 「春色ハナダイ♪ちぎり絵カード」

「スミレナガハナダイ」

左の写真がオス、右の写真がメスです

開催日 ： 2013 年 3 月 1 日（金）～3 月 29 日（金）

時間 ： 10 時 30 分～ ※1 回あたり約 10～15 分

場所 ： ただし、3 月 23日（土）～3 月 29 日（金）は、12 時 30 分に終了

定員 ： 平日 200 名／土日祝日 300 名 ※定員になり次第終了

申込方法 ： 交流プラザにて当日受付

ショップ

3. カフェ～京にんじんのソフトクリームなど、期間限定メニューが登場～

京都水族館 広報担当 橋本・奥村・久保田 TEL：075-354-3116 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp

京都水族館 TEL：075-354-3130（9時～17時） FAX：075-354-3170

＜お客様からのお問い合わせ先＞

〒600-8835 京都市下京区観喜寺町 35-1（梅小路公園内）

【本件に関するお問い合わせ先】

4. ミュージアムショップ～さくらまんじゅう、聖護院八ッ橋「聖水菓」を販売～

京にんじんを素材に使用したソフトクリームです。京にんじんの持つ鮮やかな紅

色の美しさと、自然な味わいをお楽しみいただけます。

①京野菜ソフトクリーム（京にんじん）

②たけのこバーガー

③さくら漬ドッグ

ふわふわのバンズの中に、和風ソース味の手ごねハンバーグ、そして春野

菜のたけのこをはさみました。ボリューム感たっぷりの、季節の一品です。

色鮮やかなさくら漬タルタルソースをはさんだホットドッグです。柔らかいパ

ン、パリパリのソーセージに、歯ごたえのあるさくら漬がアクセントを与えます。

価格 ： 350 円（税込） 期間 ： 3 月 1 日（金）～4 月 26 日（金） 山紫水明カフェで販売

①さくらまんじゅう（こしあん入） ②聖護院八ッ橋「聖水菓（さくら）」

生地に桜の葉を練りこんだ

桜色のおまんじゅう。春の季

節にぴったりの一品です。

薄いピンク色の餡の中に刻ん

だ桜の葉が入った八ッ橋です。

桜の葉がほのかに香ります。

価格 ： ①700円（税込） ②530円（税込） 販売開始日 ： 3 月 1 日（金） ミュージアムショップで販売

オスとメスで色・模様が異なる

料金 ： 100 円（税込）

場所 ： 交流プラザ ワークショップスペース

http://www.kyoto-aquarium.com
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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：山谷 佳之）

場所 京都市下京区観喜寺町 35-1（梅小路公園内）

営業時間

9：00～17：00
※ただし、GW、夏休み、年末年始は変更あり

※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 高校生 中・小学生
幼児

（3歳以上）

一般料金 2,000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になります

年間パスポート 4,000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） 1,800円 1,350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

土日祝は京都市バス「水族館シャトル」が運行（乗車時間約 5 分）

●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

土日祝は京都市バス「水族館･東山ライン」が運行（乗車時間約 9 分）

●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
京の川ゾーン、かいじゅうゾーン、ペンギンゾーン、大水槽、海洋ゾーン、交流プ
ラザ、イルカスタジアム、山紫水明ゾーン、京の里山ゾーン

京都水族館 広報担当 橋本・奥村・久保田 TEL：075-354-3116 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp

京都水族館 TEL：075-354-3130（9時～17時） FAX：075-354-3170

＜お客様からのお問い合わせ先＞

〒600-8835 京都市下京区観喜寺町 35-1（梅小路公園内）

＜お客様からのお問い合わせ先＞

公式ホームページ http://www.kyoto-aquarium.com/

http://www.kyoto-aquarium.com

