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2014年 5月 2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：田海 雅彦）は、2014年 4月 30日(水)に誕生したマ

ゼランペンギンの赤ちゃんの誕生をお祝いするイベント「 Solamachi Happy Penguins 」を 2014年 5月

22日(木)から 6月 30日(月)まで期間限定で開催しますので、お知らせします。 

 

『すみだ水族館』では、飼育しているマゼランペンギ

ン「カクテル」が 2014年3月 24日(月)に産卵し、人工

孵化を行ってまいりました。産卵より 36日後にあたる4

月 29日(火・祝)より、内側より卵殻を割る嘴打ち(はし

うち）が確認されたため、飼育スタッフが 24 時間体制

で見守る中、4月 30日(水)20時 30分頃に無事に孵化を

確認しました。現在、誕生したペンギンの赤ちゃんは育
いく

雛器
すうき

の中で飼育スタッフに育てられています。同じく、

カクテルが 3月 28日(金)に産卵した第 2卵目も、同様

に人工孵化を行っており数日中に孵化をする予定です。 

 

誕生したペンギンの赤ちゃんは、開業 2周年となる 5月 22日(木)より 6月 15日(日)までの期間限定で

一般公開します。赤ちゃんの誕生に合わせて、ペンギンの卵とほぼ同じ大きさの発泡スチロールを使った

ワークショップや、パソコンを使ってペンギンがデザインされているシールやポストカードを作るワーク

ショップを開催します。また、ペンギンカフェでは特別スイーツの販売や平日限定のモーニングセット「ペ

ンギンモーニング」を販売します。 

 

さらに、このたび、新たに東京スカイツリータウンの仲間となるペンギンの赤ちゃんの誕生をお祝いす

るため、5月2日(金)より11日(日)までの期間限定で日比谷花壇株式会社より、お母さんペンギンの「カ

クテル」に「母の日」に合わせてプレゼントされた、花で飾られたメッセージボード「フラワーメッセー

ジ」も公開します。 

 

生まれたばかりの赤ちゃんは、現在、体長約 15センチ・体重約 80グラムで、3ヶ月程で成鳥(体長 60

～70センチ)とほぼ変わらない大きさまで成長します。この時期にしか見ることができない生後間もない

かわいいペンギンの赤ちゃんの様子と、赤ちゃんの成長をやさしく見守る飼育スタッフの愛情をぜひ『す

みだ水族館』で感じてみてください。 

以 上 

 

 

    今年も、東京スカイツリータウン○Rでペンギンの赤ちゃんが誕生しました！ 

   『Solamachi Happy Penguins』を開催 
期間限定5月22日(木)から 6月30日(月)まで 

                         ＜本件に関するお問い合わせ先> 

                          すみだ水族館 広報室/村木    

                 ■TEL：03-5619-1284  ■MAIL：press-sumida@orix-aqua.co.jp 

誕生したペンギンの赤ちゃん 



  

 

                 

 

    

                                    2/3 

  

《 『 Solamachi Happy Penguins 』 概要 》 

開催期間： 2014年 5月 22日(木) ～ 6月 30日(月) 

      ※コンテンツ内容によって期間が異なります。 

開催場所：すみだ水族館内 各所 

開催内容： 

 

①《展示》ペンギンの赤ちゃん展示 

展示期間：2014年 5月 22日(木) ～ 6月 15日(日)   

展示時間：各日 13時 00分 ～ 18時 00分 

展示場所：6階 ペンギンのゆりかご 

展示生物：マゼランペンギンの赤ちゃん    

展示内容：4月 30日(水)に誕生したマゼランペンギンの赤ちゃんです。 

    「ペンギンのゆりかご」内での給餌や掃除など、飼育スタッフ 

     に育てられている様子をご覧いただけます。  

    ※赤ちゃんの状態によって展示内容が変更になる場合があります。 

 

 

②《展示》フラワーメッセージ 

展示期間：2014年 5月 2日(金) ～ 5月11日(日)   

展示場所：5階 すみだステージ 

展示内容：日比谷花壇株式会社よりペンギンの赤ちゃんの誕生をお祝い 

     したプレゼントが届きました。カーネーションなどの花で 

     彩られたメッセージボードを公開します。来場の記念に、 

     ご家族やご友人とボードの前で記念撮影をしてみてはいかが 

     でしょうか。 
  ※『日比谷花壇からのお祝いメッセージ』  

  誕生おめでとうございます！花とみどりの 日比谷花壇からの「フラワーメッセージ」 

 

  マゼランペンギンの2匹の赤ちゃんの誕生と親になったお父さんとお母さんへ 

  5/11の母の日に合わせて、日比谷花壇よりすみだ水族館にお祝いのフラワーメッセージを 

  プレゼントします。 

 

  産んでくれてありがとう。生まれてくれてありがとう。 

 

  日比谷花壇は母の日をつうじて、家族や親子、また人の繋がりを大切にし、 

  「ありがとう」の想いを伝えるみなさまを応援しています。 

  HIBIYA KADAN 

 

③《体験プログラム》たちあがれ！ペンギン 

開催期間：期間中の平日(月曜日～金曜日)   

開催時間：10時 00分 ～ 17時 00分(最終受付は 16時 30分) 

開催場所：5階 アクアアカデミー 

参加定員：各日 100人 

参加方法：当日受け付け 

開催内容：ペンギンの卵と同じ大きさの発泡スチロールに、目玉やくちばし 

     フリッパーを貼り付けてかわいいペンギンの赤ちゃんを作ろう。 

     指でつつくと、揺れながら立ち上がります。         

誕生した赤ちゃん 

Solamachi Happy Penguins 

フラワーメッセージ 

たちあがれ！ペンギン 
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④《体験プログラム》ペンギンメール 

開 催 日：期間中の休日(土曜日・日曜日)   

開催場所：5階 アクアアカデミー 

開催内容：自分でデザインしてオリジナルのペンギン絵ハガキを作ります。 

     完成したら、「すみだ水族館」に来た記念に大事な人に手紙を 

     送ってみてください。 

 

⑤《体験プログラム》Penguin Factory 

開 催 日：2014年 6月 7日(土)、8日(日)、14日(土)、15日(日) 

     6月 21日(土)、22日(日)、28日(土)、29日(日) 全 8日間   

開催場所：5階 ペンギンアカデミー 

開催内容：パソコンを使って、ペンギングッズを作ります。 

     自分で撮影した写真を用いて作るグッズは、「シール」 

    「カード」「フォトムービー」「図鑑」の 4種類です。 

 ※協力：株式会社 東芝、制作協力：日本マイクロソフト株式会社 

 

⑥《ペンギンカフェ》Happy Penguin Pudding 

販売期間：2014年 5月 3日(土・祝) ～ 6月 30日(月)   

販売場所：5階 ペンギンカフェ 

販売価格：350円(税込み) 

商品内容：雛が卵から孵った感動を再現したプリンです。濃厚な卵プリン 

 の上に、ミニシュークリームで作ったふわふわでポッテリかわ 

 いいペンギンをのせました。 

 

⑦《ペンギンカフェ》ペンギンモーニング 

販売期間：期間中の平日(月曜日 ～ 金曜日)   

販売時間：9時 00分 ～ 11時 00分 

販売場所：5階 ペンギンカフェ 

販売価格：100円(税込み) 

商品内容：ペンギンの誕生を記念して、平日限定のモーニングセットを販売 

     します。ペンギンモナカに包まれた、「磯部焼き」または「みたら 

     し団子」のどちらかと、ドリンクのセットで 100円というお得な 

     メニューです。 

 

⑧《東京ソラマチ》Solamachi Happy Penguins キャンペーン 

開 催 日：2014年 6月 2日(月) ～ 6月15日(日)   

開催場所：東京ソラマチ○R  

開催内容：東京ソラマチでは、ペンギンの赤ちゃん誕生を記念したペンギン 

          スイーツ・メニューなどのフェアや、すみだ水族館オリジナル 

          ペンギングッズが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施 

          予定です。 

           ※イベントなどの詳細につきましては、決定次第HPに掲載いたします。     

             (東京ソラマチ公式ホームページ) http://www.tokyo-solamachi.jp/ 

Happy Penguin Pudding 

ペンギンメール 

Penguin Factory 

ペンギンモーニング 
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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：山谷 佳之） 
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 
9：00 ～ 21：00 
※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  兼  支 配 人 田海 雅彦（たうみ まさひこ） 

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 

 


