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2013 年 6月 21 日

各 位

オリックス不動産株式会社

0

■カフェ 「ドルフィンビックサンド」や「シュワシュワスプラッシュ」 など、夏限定メニューが登場

■ミュージアムショップ 読書感想文に最適！「イルカトレーナーのオススメ本」 販売

『京都水族館』でイルカに出会う夏休み！

ワークショップ 「世界に一つ！イルカのオリジナルサンバイザーをつくろう！」

■イルカパフォーマンス 「Hello！仲間のAKASHI」 夏バージョンがこの夏も登場

・ 「京のいきもの探検隊（東本願寺）」

7月 13日（土）～9月 1日（日）の期間に行う展示・イベントのお知らせ

イルカパフォーマンス 「Ｈｅｌｌｏ！仲間のＡＫＡＳＨＩ」夏バージョンがこの夏も登場

そのほか期間中の体験プログラム

・ 「京都水族館のオオサンショウウオ水槽のひみつ」

『京都水族館』でイルカに出会う夏休み！

・ 東京工科大協力 「つくって発見！ぼくの、わたしのオオサンショウウオ」

※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。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

京都水族館 広報室 奥村・久保田

TEL：075-354-3116 FAX：075-354-3152 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp

＜お客様からのお問い合わせ先＞

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

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

■ワークショップ 「世界に一つ！イルカのオリジナルサンバイザーをつくろう！」

※夏期営業時間延長のお知らせあ

３

【9：00～18：00】
7/13（土）～7/15（月）・ 7/20（土）・ 7/22（月）～7/26（金）

7/28（日）～8/2（金）・ 8/5（月）～8/9（金）・ 8/16（金）～8/21（水）

8/23（金）・ 8/26（月）～9/1（日）

【9：00～19：00】
8/10 （土）～8/15 （木）

イルカたちがお待ちしています

以 上

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 7月 13 日 （土）～9 月 1 日（日）の期間に行う展示・イベントの内容をご案内します。

mailto:press-kyoto@orix-aqua.co.jp
http://www.kyoto-aquarium.com
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■ イルカパフォーマンス 「Hello！仲間のAKASHI」 夏バージョンがこの夏も登場

■ ワークショップ 「世界に一つ！イルカのオリジナルサンバイザーをつくろう！」

イルカ型の台紙に模様や色を塗り、世界に一つだけのオリジナ

ルサンバイザーをつくってみよう。

実際にイルカを観察してみれば、たくさんの特徴を見つけられま

す。そして、完成したサンバイザーを着けて、みんなでイルカパフ

ォーマンスに参加すると、いつも以上にパフォーマンスを楽しめる

はずです。夏休みの最高の思い出づくりにぴったりのワークショッ

プをお楽しみください。

開催期間 ： 2013年7月13日（土）～9月1日（日）※8月19日（月）～23日（金）の期間は開催いたしません。

開催時間 ： 10 時 30 分～

受け付け場所 ：交流プラザ ワークショップスペース

参加対象 ： 3 歳以上 ※小学生未満は保護者同伴

参加料金 ： 無料

参加定員 ：各日 300名 （当日受け付け/定員になり次第終了）

イルカサンバイザーでパフォーマンスを盛り上げよう

開催期間 ： 2013年 7 月 13日（土）～9 月 1 日（日）

開催場所 ：イルカスタジアム

開催時間 ：公式ホームページをご覧ください http://www.kyoto-aquarium.com/show/index.html

イルカパフォーマンス「Hello！仲間の AKASHI」夏バージョンが、今年の夏も登場します。イルカプールか

ら客席最前列までの距離は約3メートル。空高くジャンプしたイルカたちから客席へ、豪快な水しぶきをプレ

ゼントします。

また、パフォーマンスの中ではイルカトレーナーとイルカがコミュニケーションを取りながら行う水中遊泳な

ど、夏バージョンならではの演出がいっぱいです。夏の暑さを吹き飛ばすパワーアップしたパフォーマンス

をお楽しみください。

爽快な水しぶきをあびて、夏の暑さを吹き飛ばそう

『京都水族館』 でイルカに出会う夏休み！
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■ カフェ 「ドルフィンビッグサンド」や「シュワシュワスプラッシュ」など、夏限定メニューが登場

① ドルフィンビッグサンド

かわいいイルカ形のふわふわバンズは、なんと約25ｃｍのビ

ックサイズ！中には、ゆでタマゴとマヨネーズの相性抜群のタ

マゴサラダをたっぷりとサンドしたボリュームたっぷりの一品で

す。イルカパフォーマンスのお供にどうぞ。

販売期間 ： 2013 年 7月 13 日（土）～9 月 1 日（日）

販売場所 ： スタジアムカフェ

販売価格 ： 550 円（税込）

② シュワシュワスプラッシュ

イルカプールのブルーと入道雲の白をイメージした冷たいス

イーツです。スプラッシュのはじける様子を炭酸が入ったスム

ージーで表現しました。バニラソフトには、口の中ではじけるパ

チパチキャンディもトッピング。爽やかなスイーツは夏にぴった

りです。

販売期間 ： 2013年 7月 13 日（土）～9 月 1 日（日）

販売場所 ： スタジアムカフェ

販売価格 ： 450円（税込）

■ ミュージアムショップ 読書感想文に最適！「イルカトレーナーのオススメ本」を販売

京都水族館で働くイルカトレーナーたちが、それぞれ心に残って

いるとっておきのオススメ本をご紹介します。

小さい頃に読んで感動した本、今でも勉強のため読んでいる本

など、イルカトレーナーそれぞれが、｢皆さまにもぜひ、読んで欲し

い！｣と思うオススメ本の中から、より抜きの約 20 冊を期間限定で

販売します。

イルカトレーナーのオススメ本で、夏休みの宿題「読書感想文」を

書いてみてはいかがでしょうか。

販売開始 ： 2013 年 7 月 13 日（土）より

販売場所 ： ミュージアムショップ

ほどよい甘さとシュワシュワの口どけが

新感覚のスイーツです

開放的なイルカスタジアムでお召し上がりください

私たちがオススメしています

お気に入りの 1 冊を見つけてください

（写真はイメージです）



4/6

そのほか期間中の体験プログラム

● 「京のいきもの探検隊（東本願寺）」

京都水族館が実施する「京のいきもの探検隊」は、自然

豊かな生態系が多く残る神苑等の中で、歴史やいきものに

ついて、再発見していただくプログラムです。

第 4 回目は、真宗大谷派｢東本願寺（京都市下京区）｣の

ご協力のもと、東本願寺の歴史や、境内などに棲むいきも

のについて学び、東本願寺の飛地境内地である渉成園（し

ょうせいえん）の印月池（いんげつち）を中心に、飼育スタッ

フと一緒に採集を行います。また、採集したいきものの種類

を調べたり、体長・体重の測定も行います。

本プログラムを通して、京都の自然の豊かさや歴史につ

いて、体験しながら学ぶことができます。

開催日時 ： 2013年 8 月 3 日（土） 10 時 00 分～12時 30分

参加対象 ： 小学生または中学生とその保護者

参加料金 ： 700 円 参加定員 ： 20名

申込方法 ：事前申し込み（2013 年 7 月 1 日（月）よりお申し込み開始）

申込方法 ： ※お申し込み多数の場合は抽選となります

申込方法 ： ※お申し込み方法等の詳細は 7 月 1 日（月）の『京都水族館』公式ホームページをご覧ください

オオサンショウウオが泳ぐ取っ手つきのオリジナル水槽

京都水族館の「京の川ゾーン」には、たくさんのオオサンショウウオ

が暮らしています。その展示水槽は、飼育スタッフによってオオサン

ショウウオが暮らしやすいように様々な工夫を行っています。

このワークショップでは、京都水族館のオオサンショウウオが暮らす

環境や、水槽の工夫などを楽しく学びながら、オリジナルの水槽を作

ることができます。

開催期間 ： 2013年 7 月 15 日（月）～8 月 30 日（金） ※8 月 20日は開催いたしません。

開催時間 ： 10時 30 分～ 開催場所 ：交流プラザ ワークショップスペース

参加対象 ： 6 歳以上 参加料金 ： 無料

参加定員 ：各日 150 名 （定員になり次第終了） 申込方法 ：当日受け付け

● 「京都水族館のオオサンショウウオ水槽のひみつ」

御影堂（ごえいどう）

印月池（いんげつち）侵雪橋（しんせつきょう）

【これまでの実施場所】

①平安神宮（京都市左京区）

②清水寺（京都市東山区）

③醍醐寺（京都市伏見区）
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※京都水族館が実施している『オオサンショウウオプロジェクト』では、もの作りを通じてオオサンショウウオの生態

や行動、またオオサンショウウオが暮らす環境について学んでいただけるワークショップを1年間を通して実施して

います。

開催期間 ： 2013 年 8月 31 日（土）・ 9月 1 日（日）

開催時間 ： ①10 時 30分～ ②11 時 30 分～ ③13時 30 分～ ④14 時 30分～ ⑤15時 30 分～

開催時間 ： ※1回あたり約 45分

開催場所 ： 交流プラザ ワークショップスペース

参加対象 ： 6 歳以上

参加料金 ： 無料

参加定員 ：各回 20 名

申込方法 ：当日受け付け 先着順

※企画協力 ： 東京工科大学 bee プロジェクト/甲南女子学メディア表現学科八尾ゼミ

「東京工科大学 bee プロジェクト」とは、東京工科大学デザイン学部の学生による、自然環境と生物をテーマに、子供たちと

一緒に学ぶための教材制作、ワークショップの企画や開発などを通して「学びのためのデザイン」をコンセプトに行っている

活動です。

http://www2.teu.ac.jp/aqua/bee/

● 「つくって発見！ぼくの、わたしのオオサンショウウオ」

生態に謎の多いオオサンショウウオの体について学んでいただくプ

ログラムです。世界最大級の両生類といわれるオオサンショウウオは、

とても特徴的な体つきをしています。手の指は何本あるかな？目はど

こについているかな？爪はあるの？など、オオサンショウウオの不思

議な生態を、オリエンテーションを交えてみんなで考えます。

特徴を見つけたら、ペーパークラフトに色を塗り、オリジナルの模型

を作成してみます。オオサンショウウオの新たな発見が見つかるはず

です。

オオサンショウウオの特徴をたくさん見つけよう
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【 施設概要 】

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

※事前の予約なく団体でご来館いただいた場合、ご入場を調整させていただくことがござ

います

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

※学級の行事としてのご入場に際しての適用となります

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）

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

＜本件に関するお問い合わせ先＞

京都水族館 広報室 奥村・久保田

TEL：075-354-3116 FAX：075-354-3152 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp

＜お客様からのお問い合わせ先＞

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

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

mailto:press-kyoto@orix-aqua.co.jp
http://www.kyoto-aquarium.com

