
  

 

                 

 

   

                                    1/6 

  

2015年11月5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）は、『すみだ水族館』のマゼラン   

  ペンギンたちの恋のストーリーが始まる 12月にちなんで、2015年12月1日(火)から2015年12 

  月25日(金)の期間中、「『恋する水族館。』クリスマス 2015」を開催しますのでお知らせします。期 

  間中、12月23日(水・祝)から12月25日(金)は18時から21時まで、新日本フィルハーモニー交 

  響楽団(以下、新日本フィル)の弦楽器のアンサンブルによる演奏会や、プロジェクションマッピン  

  グ「Penguin Candy(ペンギンキャンディ)」の特別投影を行う「ペンギンと音楽の夜」を行います。 

   マゼランペンギンたちにとって、12月は恋の始まりの 

  季節であり、カップルの絆がより強まる時期でもありま 

  す。「『恋する水族館。』クリスマス 2015」は、恋の予感に 

    満ちた12月の『すみだ水族館』で、ペンギンたちととも 

    にクリスマスのひと時を楽しめるイベントです。  

   「ペンギンと音楽の夜」では、各日 18時より館内で 

  DJによるパフォーマンスが始まり、クリスマスをイメー 

  ジした音楽が流れます。その後、ゲストアーティストの 

  新日本フィルによるクリスマスソングの生演奏が行われ、 

  時折ペンギンたちの鳴き声も加わって美しい旋律を奏で 

  ます。さらに、ペンギンプールを 5,000のキャンディカ 

  ラーの光で満たすプロジェクションマッピング「Penguin 

   Candy」を3日間限定で投影します。「Penguin Candy」は 

    ペンギンたちの好奇心を刺激し、お客さまも楽しめる特 

    別なプログラムです。また、「ペンギンと音楽の夜」開催 

    期間中は、『すみだ水族館』オリジナルクラフトビール 

   「ペンギンエール」を販売します。クリスマス限定メニュ 

    ーやドリンクと共に、いきものたちと弦楽器の幻想的な 

    ハーモニーが響く夜の水族館をお楽しみください。 

   そのほか、12月1日(火)からはミズクラゲの水槽に 

  クリスマスの特別ライティングを施す「クラゲのメリー 

  クリスマス」を開催します。“レッド＆グリーン”と、 

  “シャンパンゴールド”の２つのライトアップで彩られ 

  たミズクラゲ水槽で皆さまをお出迎えします。  

                                           以上  

 

   

           ＜本件に関するお問い合わせ先> 

             すみだ水族館 広報室/恵土・近藤・守下    

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

「『恋する水族館。』クリスマス 2015」を開催 
12月23日(水・祝)～25日(金)は新日本フィルハーモニー交響楽団といきものが奏でる演奏会と 

日本最大級※のペンギンプールを 5,000のキャンディカラーの光で満たすプロジェクションマッピングを実施 

  ペンギンと音楽の夜（昨年の様子） 

ペンギンたちの寄り添う姿が多く見られます 

※ オリックス不動産株式会社調べ。 

  Penguin Candy 
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■「『恋する水族館。』クリスマス２０１５」 企画詳細 
 
【イベント】ペンギンと弦楽器の音色が奏でるクリスマス限定演奏会「ペンギンと音楽の夜」 
 イベント名：「ペンギンと音楽の夜」 

 開催期間：2015年12月23日(水・祝)～12月25日(金) 

 開催時間：各日18時 00分 ～ 21時00分 

 開催内容：①新日本フィルハーモニー交響楽団による生演奏 

       ペンギンたちが寝る準備を始める夜の水族館で、 

        クリスマスソングの演奏会を行います。時折、 

       ペンギンたちも鳴き声で演奏に加わり演奏会を 

       盛り上げます。ペンギンたちと一緒に心地よい 

       音楽を聴きながら、幻想的な一夜をお過ごしい 

       ただけます。 

      ②ＤＪによるパフォーマンス 

      ③飼育スタッフによる「ペンギンライブ」 

       日々ペンギンたちを近くで見守っている飼育ス 

       タッフが、一羽一羽の性格や恋愛模様に触れな 

       がら、リアルタイムに“ペンギンたちの今”を 

       お客さまに語りかけます。        

      ④プロジェクションマッピング「Penguin Candy」 

       2015年 3月～7月に期間限定で開催していたプ 

       ロジェクションマッピング「Penguin Candy」を、 

           「ペンギンと音楽の夜」の３日間のみ特別に投影 

       します。日本最大級の屋内開放型ペンギンプー 

       ルの全面で行う光の演出により、48羽のペンギ 

       ンたちの生態本来の動きを引き出す新しい手法 

       の行動展示を目指したコンテンツです。映像・ 

       音楽・光とペンギンたちとのコラボレーション 

       が、『すみだ水族館』のクリスマスを彩ります。 

      ⑤オリジナルビール「ペンギンエール」を販売 

       イベント開催中は、すみだステージ横に PENGUIN 

              BARを設置し、『すみだ水族館』オリジナルのク 

       ラフトビール「ペンギンエール」を販売します。 

       墨田区の地ビールメーカー「Virgo Beer(ヴィル 

       ゴビール)」とのコラボレーションビールです。 

       ＜販売価格：600円(税込)＞ 

       ※女性限定で、半額の 300円(税込)で販売します 

      

 
 
 
 
 
 

ペンギンと音楽の夜 (昨年の様子) 

Penguin Candy 

PENGUIN BARと「ペンギンエール」 

    (前回の様子) 

ペンギンライブイメージ 
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【展示】ペンギンルーム 
 開催期間：2015年12月1日(火)～12月22日(火) 

      ※12月23日(水・祝)～25日(金)は除く 

 開催時間：終日開催 

 開催場所：すみだステージ 

 開催内容：「ペンギンルーム」は、かわいいマゼランペンギン 

      のぬいぐるみと遊べるプレイスペースです。『すみ 

      だ水族館』で飼育している数と同じ 48体のペンギ 

      ンのぬいぐるみと一緒に自由に遊べます。 

 
 

【展示】クラゲのメリークリスマス 

 展示期間：2015年12月1日(火)～12月25日(金)  

 展示時間：終日開催      

 展示場所：ミズクラゲ水槽 

 開催内容：ミズクラゲの水槽に、期間限定でクリスマスの特別 

      ライティングを施します。クリスマスシーズンにな 

      ると街中にあふれるクリスマスカラー“レッド＆グ 

      リーン”、きらめくイルミネーションをイメージさ 

      せる“シャンパンゴールド”の２つのシーンをお楽 

      しみいただけます。また、水槽にはクリスマスの装 

      飾も行い、フォトスポットとしてもおすすめです。 

       

     

 

                                  

                              

【ワークショップ】ペンギンとクラゲのツリー 

 展示期間：2015年12月1日(火)～12月25日(金)  

 展示時間：9時00分～19時00分(最終受付18時50分)    

 展示場所：すみだステージ 

 参加定員：各日先着500名 

 開催内容：ペンギンやクラゲの形をしたオーナメントに「願い 

      ごと」を書いて、館内に置かれたクリスマスツリー 

      に飾り付けます。オーナメントには好きな色を塗る 

      ことができますので、さまざまなサイズの白いクリ 

      スマスツリーが皆さんの願いごとでカラフルにデコ 

      レーションされます。 

       

 

 

 

 

 

レッドからグリーンへ 

色が移り変わる様子 

シャンパンゴールド 

 

ペンギンとクラゲのツリーイメージ 

 

ペンギンルームイメージ 
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※ソフトドリンクはホットコーヒー、アイスコーヒー、ウーロン茶、オレンジジュース、コーラの5種類からお選びいただけます。 

【ワークショップ】ペンギンメール 

 展示期間：2015年12月1日(火)～12月25日(金)の土日のみ 

            ※12月5日(土)、6日(日)は除く 

 展示時間：10時00分～17時00分(最終受付16時30分)     

 展示場所：アクアアカデミー 

 参加定員：各日300名 

 開催内容：ペンギンがプリントされたポストカードに色を塗っ 

      て、自分だけのオリジナルポストカードをデザイン 

      できます。今回はクリスマスのスタンプや、ラメ入 

      りのクレヨンも用意しており、クリスマスにぴった 

      りな華やかなポストカードが作れます。 

      完成したオリジナルポストカードは実際に家族や友 

      達など、大切な人に送ることができます。 

       

【ワークショップ】ペンギンカフェと遊ぼう 

 展示期間：2015年12月1日(火)～12月25日(金)の平日のみ 

      ※23日(水・祝)も開催 

 展示時間：10時00分～17時00分(最終受付16時30分)      

 展示場所：アクアアカデミー 

 参加定員：各日300名 

 開催内容：紙コップでペンギンカップやオットセイカップを 

      作ってペンギンカフェに持っていくと、100円(税込) 

      でソフトドリンクをご提供します。作品はペンギン 

      カップかオットセイカップの好きな方を選べます。 

      クリスマスカラーのリボンを飾ることもできます。 

         

 

【ペンギンカフェ】クリスマス期間限定メニュー 「ペンギンスノードームパンケーキ」 

 商 品 名：「ペンギンスノードームパンケーキ」 

 販売価格：850円(税込) 

 販売期間：2015年12月1日(火)～12月25日(金) 

 販売時間：10時00分～21時00分 

 販売場所：5階 ペンギンカフェ 

 商品内容：スノードームをイメージして作った『すみだ水族 

      館』オリジナルのクリスマス限定スイーツ。 

      しっとりとした厚焼きのパンケーキに、まるでス 

      ノードームのような、ふんわりとした綿菓子が乗 

      っています。上からキャラメルソースをかけると、 

      雪が溶けるように綿菓子が溶けていき、中からブ 

      ドウで作られた 2羽のペンギンが現れます。 

      カップルでのシェアもおすすめな、目で見て楽し 

      い、食べて美味しいパンケーキです。 

       

ペンギンメール 

 

 

ペンギンカップとオットセイカップ 

 

 

スノードームをイメージした、 

  綿菓子とパンケーキ 

 

 

溶けた綿菓子の中から 

ペンギンが出てきます 
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■『蜷川実花×すみだ水族館 クラゲ万華鏡トンネル』開催中 

【展示】すみだのクラゲが、蜷川色に染まる 

     『蜷川実花×すみだ水族館 クラゲ万華鏡トンネル』 

 タイトル：蜷川実花×すみだ水族館 クラゲ万華鏡トンネル 

 展示期間：2015年9月9日(水）～12月27日(日） 

 展示時間：終日開催 昼バージョン 9時00分～18時30分 

           夜バージョン 18時30分～21時00分  

 展示場所：クラゲ万華鏡トンネル 

 展示内容：「クラゲ万華鏡トンネル」は、壁と天井に約5,000枚の

鏡が敷き詰められた全長50メートルのスロープです。 

      『蜷川実花×すみだ水族館 クラゲ万華鏡トンネル』

では、スロープの壁に設置された8つのクラゲ水槽内部

およびスロープ突き当たりの壁面に、蜷川実花氏の作

品を投影します。投影する作品は、南国の花、海、空

などを撮影した写真と動画で作られた昼バージョンと、

東京の夜景、高速道路、「東京スカイツリー」や渋谷の

スクランブル交差点などを撮影した写真と動画で作ら

れた夜バージョンの2パターンの演出があります。 

浮遊するクラゲと照明、音楽、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幻

想的な空間をお楽しみいただけます。 

 展示生物：ミズクラゲ、ブルージェリーフィッシュ ほか 

            ※展示生物は変更となる場合もあります。 

 

【ショップ】『蜷川実花×すみだ水族館 クラゲ万華鏡トンネル』オリジナルグッズ 

 商 品 名：オリジナルポストカード 

販売期間：2015年9月 9日(水)～12月27日(日)  

 販売時間：終日 

  販売料金：各216円(税込) 

 デザイン：7種類  

 販売内容：「蜷川実花×すみだ水族館 クラゲ万華鏡トンネル」

で投影する映像をデザインにしたオリジナルポストカ

ードを販売します。 

      その他、ショップ内に特設コーナーを設け、クリアフ

ァイルやフォトブックなど蜷川実花氏のグッズを販売

します。 

 

 

 

 

 

『蜷川実花×すみだ水族館  

 クラゲ万華鏡トンネル』(昼バージョン) 

『蜷川実花×すみだ水族館  

 クラゲ万華鏡トンネル』(夜バージョン) 

特設コーナー 

オリジナルポストカード 
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【期間限定キャンペーン】『蜷川実花×すみだ水族館 クラゲ万華鏡トンネル』 

                  オリジナル年間パスポート 

 販売期間：2015年9月9日（水）～12月27日（日） 

           ※販売枚数に達しますと、期間中でも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：年間パスポート窓口 

 デザイン：1種類 

 販売内容：『すみだ水族館』の年間パスポートは、通常の 2回分の

入場料金で、1 年間に何回でもご入場いただけるお得

なパスポートです。期間限定で、特別デザインの年間

パスポートを販売します。 

 

 

《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 
9：00 ～ 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  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 

 

オリジナル年間パスポートデザイン 


