2014 年 2 月 10 日
各位
京 都 水 族 館

京都水族館で初めて産まれた哺乳類
ミナミアメリカオットセイ「ひいな」１歳のバースデーイベント

「京都水族館のひいな祭」を開催
～イベント期間中は毎日先着100名にオリジナルポストカードセットをプレゼント～
京都水族館（京都市下京区 館長：榊原茂）は、
2014 年 2 月 22 日（土）～3 月 12 日（水）までの期
間、昨年 3 月 12 日（火）に産まれたミナミアメリカオ
ットセイの赤ちゃん「ひいな」が無事に１歳の誕生
日を迎えることを記念したバースデーイベント「京
都水族館のひいな祭」を開催します。
京都水族館では、「ひいな」１歳の誕生日を祝

産まれた直後の「ひいな」

して、名前の由来でもある「ひいなまつり」を開催
している市比賣（いちひめ）神社のご協力のもと、
「ひいな」の成長を祈願するご祈祷や、オットセイ
のお散歩イベントを開催します。また、館内のカ
フェでも「ひいな祭パフェ」や桃の風味が爽やか
な「ひいなソフト」など、この時期にしか味わうこと
ができない飲食メニューもお楽しみいただけます。
生後約 11 か月でこんなに大きくなりました。

国内での「ミナミアメリカオットセイ」の飼育数は少なく、繁殖事例も多くはありません。「ひい
な」の 1 年間の成長を、バースデーイベントを通してぜひご覧ください。

1． ひいなの成長をご祈祷する「京都水族館のひいな祭」を開催
2． 来館特典 「ひいなポストカードセット」プレゼント
3． 期間限定で「ひいな誕生日バージョン」の入場チケットが登場
4． ひいな成長記録をパネル展示
5．「ひいな祭パフェ」など限定メニューを販売
以上
【本件に関するお問い合わせ先】
京都水族館 広報担当 奥村・関 TEL：075-354-3116 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/
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１．ひいなバースデーイベント「京都水族館のひいな祭」
1

ひいなの成長祈願祭

「ひいな」の名前の由来である、
「ひいなまつり」
を開催している市比賣（いちひめ）神社のご協力のも
と、「ひいな」の今後の健やかな成長を祈願したご祈祷
しょう

や、管楽器の笙や笛の演奏に合わせて鮮やかな色の
着物を着た三人官女の舞を披露します。また、「ひい
な」が産まれたときから大切に見守ってきた飼育スタッ
フが、これまでの成長過程などについて解説を実施し

①ひいなの成長祈願祭イメージ

ます。
②オットセイのお散歩
普段はアクリル越しにしか見ることができないオ
ットセイたちがプールの外へ登場します 。「かいじ
ゅうゾーン」で、間近に見るオットセイの愛らしい
表情がご覧になれます。
②オットセイのお散歩イメージ

日 程：2014 年 3 月 9 日（日）
時 間：①ひいなの成長祈願祭 11:30～

※約 15 分間

②オットセイのお散歩 1 回目：11:45～

2 回目：14:00～

※各回約 10 分間

場 所：かいじゅうゾーン
※いきものの体調などにより時間・内容を変更する場合があります。

２．来館特典 毎日先着 100 名に
「ひいなポストカードセット」プレゼント
イベント期間中に京都水族館にご来館いただく
と、毎日先着 100 名に京都水族館オリジナルの「ひ
いなポストカードセット」をプレゼントします。
母親のラズに寄り添っている姿など、生後約３か
月頃の甘えん坊の姿がプリントされたポストカー
ドです。ポストカードの写真から現在のひいなの
姿を見比べて、その成長ぶりを観察してみてくだ
オットセイのイラストが入った封筒付きです。

さい。
期

間：2014 年 2 月 22 日（土）～3 月 12 日（水）

時

間：9:00～

※定員に達し次第終了

配布場所：１階 エントランスゲート
定

員：各日先着 100 名

2/5

３．「ひいな誕生日バージョン」の入場チケットが登場

期間限定のチケットデザイン全 5 種類

※画像はイメージです。

入場チケットが、イベント開催期間限定で「ひいな誕生日バージョン」に変わります。ひ
な祭りをイメージして桃の花をあしらったポップなデザインで、全５種類登場します。どの
デザインがプリントされているチケットが発券されるかは、当日のお楽しみです。

４．ひいなの成長記録をパネル展示
ひいなが誕生してからこれまでの約 1 年間の
成長記録をパネルやサイネージを使って紹介
します。産まれた直後は体重約 5.4 ㎏・体長約
40 ㎝だった体も、すくすくと成長して今では
体重約 18.8kg ・体長約 89 ㎝（2014 年 2 月 6
日時点）にまで大きくなりました。
さまざまな表情を見せてくれる「ひいな」の成
長ぶりを、ぜひご覧ください。

写真上：産まれた直後
写真下：生後約 11 か月

５．「ひいな祭パフェ」など限定メニューを販売
1

ひいな祭パフェ

クリーミーな２種類（抹茶・牛乳）のプリンに後味
爽やかな桃のソフトクリームを乗せた期間限定のパ
フェです。トッピングに、歯ごたえのある黄桃とサ
クサクした食感が楽しいぶぶあられを添え、抹茶プ
リン（緑色）、牛乳プリン（白色）、桃のソフトクリ
ーム（ピンク色）でひし餅を表現しました。
甘さ控えめの爽やかな風味のパフェです。

価格: 450 円（税込み） 販売場所: かいじゅうカフェ
販売期間: 2014 年 2 月 22 日（土）～2014 年 3 月 12 日（水）
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②ひいなソフト
春らしい鮮やかなピンク色で桃果汁をたっぷりと使
用した濃厚なソフトクリームです。小さいお子さまや
女性向けのミニサイズで、
「ひいな」の名前にちなん
だお手頃価格です。

価格: 117 円（税込み）
販売場所: かいじゅうカフェ
可愛いミニサイズのソフトクリームです。

販売期間: 2014 年 2 月 22 日（土）～
2014 年 3 月 12 日（水）
※女性限定販売の商品です。
③桃のスムージー
のどごしがすっきりとするスムージーに、甘さ控え
めのホイップクリームをたっぷり乗せて、舌触りを
まろやかに仕上げました。やわらかなりんごの果肉
の酸味と甘味が口の中いっぱいに広がる、ジューシ
ーな一品です。
価格: 350 円（税込み）
販売場所: かいじゅうカフェ

甘酸っぱくも爽やかな味わいを

販売期間: 2014 年 2 月 22 日（土）～

お楽しみください。

2014 年 3 月 12 日（水）
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【 施設概要 】
施設名称

京都水族館

運営会社
場所

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）
京都市下京区観喜寺町 35-1（梅小路公園内）
9：00～17：00

営業時間

休館日

※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

なし（年中無休）
※施設点検、気象状況などで臨時休業あり

【個人のお客様】

一般料金

大人

高校生

中・小学生

2,000円

1,500円

1,000円

幼児
（3歳以上）

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
料金（税込）

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

1,200円

720円

500円

園児
（0歳から有料）

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

館内構成

＜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

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 広報担当 奥村・関 TEL：075-354-3116 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/
〒600-8835 京都市下京区観喜寺町 35-1（梅小路公園内）
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