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2016 年 2 月 21 日

各 位

京 都 水 族 館

遊びながら学べる体験プログラムがグレードアップ
いきものとの触れ合いをもっと間近に！毎日選べる！

～人気の「すいぞくパン」もリニューアル販売開始決定～

『京都水族館』（京都市下京区、館長：下村 実）は、

2017 年 3 月 14 日(火)の開業 5 周年を記念して、開業

当初より定期的に実施している遊びながら学べる体験

プログラムをより充実した内容に一新し、2017 年 3月 11

日(土)から毎日開催となりますのでお知らせします。

新しい体験プログラムでは、気軽に楽しむことができる

ものからじっくりと体験できるものまで、これまでにも増し

ていきものを間近に感じることができる体験を幅広い年

代のお客さまにお楽しみいただけます。

「パフォーマンスの裏側見せます！『イルカに大接

近』」では、人気のイルカパフォーマンスの開催前の舞

触れ合いに給餌体験、記念撮影にスペシャルツアーなどいきものとの触れ合いが

『京都水族館』開業５周年記念

台裏を見学できるほか、普段は飼育スタッフしか入ることのできないイルカスタジアムのステージでのイルカとの

触れ合い、記念撮影など貴重な思い出となること間違いなしのプログラムとなっています。

「ダイバーなりきり＆サメとのふれあい『京の海大水槽探検ツアー』」は、「京の海」大水槽のバックヤードでダイ

バーの装いの一部を体験したり、キャットウォークからの給餌体験やサメとの触れ合いなど充実の内容です。

下村実館長が普段は見ることのできない裏側を詳しく解説するスペシャルツアーでは、水族館に携わって約

30 年の下村館長ならではの知識と体験談に加え、下村館長を囲んでのランチタイムもご用意しています。

そのほかチンアナゴやクマノミの仲間、ゴマフアザラシやオオサンショウウオにごはんをあげることができる給餌

体験やミナミアメリカオットセイとの記念撮影、小さなお子さまも体験いただけるワークショップなどさまざまな方に

お楽しみいただけるプログラムを展開します。季節やイベントによっても体験可能なプログラムは随時変わります

ので、京都水族館ホームページからご確認の上ぜひご参加ください。

また、京都水族館のいきものをかたどった人気メニュー「すいぞくパン」の開業 5 周年記念リニューアル販売開

始が決定しました。見た目はもちろんおいしさにもこだわった新しい「すいぞくパン」にご注目ください。

さらに、5 周年の感謝を込めて「株式会社伊藤園」とのコラボレーションイベント「京の里山大茶会」を開催しお

客さまをおもてなしするほか、5 周年記念フィーディングプログラム「さあ、ごはん！」(※)も好評開催中です。

開業 5 周年を迎えますます盛り上がりを見せる京都水族館でいきものたちの魅力をよりよく知ることができる新

しい体験プログラムやイベントをお楽しみください。

充実の内容にグレードアップした京都水族館の体験プログラム (イメージ)

(※)いきものたちがさまざまな表情を見せてくれるごはんの時間にあわせて飼育スタッフがいきものへの愛情や思いなど、その時感じたことをお
客さまに伝えて共有し、いきものをもっと身近に感じていただく新しいフィーディングプログラム。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

京都水族館 広報チーム 蔵敷･津田

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

mailto:press-kyoto@orix-aqua.co.jp
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( 1 ) じっくり楽しみたい方に充実の各種体験プログラム

１．開業 5 周年を記念して毎日選べる充実の内容にグレードアップ！

いきものとの触れ合いを間近に感じることができる新体験プログラム

①パフォーマンスの裏側見せます！「イルカに大接近」

京都水族館で暮らすイルカたちの魅力をまるごと体験できるプログラム。

人気のイルカパフォーマンス「イルカ LIVE きいて音(ネ)」の舞台裏に潜

入し、パフォーマンス開催前の飼育スタッフのようすやイルカのごはん

を準備するバックヤードなどを見学します。また、イルカスタジアムのス

テージで好奇心旺盛なイルカたちにより近づいて触れ合ったり、イルカ

との記念撮影もついて、素敵な思い出をお持ち帰りいただけます。

【土曜開催】 【当日申込】 【定員8名/回】 【対象年齢小学校4年生/身長110cm以上】

【料金3,000円/人】 【所要時間約90分（イルカパフォーマンス観覧約30分含む）】

②ダイバーなりきり＆サメとのふれあい「京の海大水槽探検ツアー」

さまざまな魚たちが暮らす「京の海」大水槽のバックヤードやキャットウォ

ーク(大水槽上部)など普段は入ることのできない水族館の裏側を探検し

ながら大迫力の給餌を見学、実際に給餌体験もできます。そのほかサメ

に直接タッチできる触れ合い体験やダイバーの潜水アイテムの一部を

実際に身に付けてのなりきり記念撮影など、「京の海」をまるごと知ること

ができる盛りだくさんの内容で楽しむことができます。

【日曜開催】 【当日申込】 【定員10名/回】 【対象年齢小学校1年生以上】

【料金3,000円/人】 【所要時間約60分】

③聞いてなるほど！初耳だらけのいきもの学「下村館長の京都水族館裏側まるごとツアー(ランチ付き)」

下村実館長の解説を聞きながら京都水族館の普段は見ることのできない場所を巡るプレミ

アムなツアー。梅小路公園内にある「京野菜レストラン梅小路公園」で下村館長を囲んでの

プログラム限定メニューによるランチタイムを楽しんだあとは、水族館に携わって約 30 年の

下村館長ならではの知識と体験を踏まえたガイドで京都水族館の裏側を解説します。水族

館やいきものについて詳しく知りたい方に充実感満載のプログラムです。

④チンアナゴ・オオサンショウウオ・サメ・アザラシ「スペシャル給餌体験ツアー」

京都水族館で暮らす人気のいきものたちに実際にごはんをあげることができるスペシャル

な給餌体験ツアー。各展示エリアやバックヤードを巡りながら、普段とは違った視点や場所

からいきものたちを観察し、それぞれのごはんの種類を観察したり、与える方法を教わった

り、食べる瞬間を間近で見ることができる貴重な体験をすることができます。いきものたちの

魅力を再発見できるかもしれません。

【土曜日曜開催】 【当日申込】 【定員10名/回】 【対象年齢小学校1年生以上】 【料金3,000円/人】

【土曜日曜開催】 【事前申込】 【定員10名/回】 【対象年齢小学校1年生以上】

【料金4,000円/人(ランチ代金含む)】 【所要時間120分（ランチタイム約60分含む）】

【所要時間約60分】
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( 2 ) 気軽に楽しみたい方にバリエーション豊かな各種体験プログラム

⑧ワークショップ (※内容は時期により異なります)

人気のいきものミナミアメリカオットセイ

との記念撮影ができるプログラム。息づ

かいまで感じるほどすぐそばまでオッ

トセイに近づくことができます。

⑤スタッフが見どころを紹介！「気軽にガイドツアー」

【各日開催】 【当日申込】 【定員150名/日】 【対象年齢全対象】 【料金300円/人】

⑥あまりの近さにワクワクドキドキ「オットセイとハイチーズ！」

⑦チンアナゴ・クマノミ「さんご礁のいきもの給餌体験」

気軽に参加できるワークショップ

はその時々でさまざまなハンドメイ

ドのアイテム制作やプログラムを

体験して楽しむことができます。

京都水族館の見どころをガイド付

きで見学できるプログラム。一部

バックヤードの見学もでき、館内

展示をより楽しく観覧できます。

【所要時間約30分】

【平日開催】 【当日申込】 【定員10名/回】 【対象年齢全対象】 【料金1,000円/人】

２．京都水族館のいきものをかたどった人気メニュー「すいぞくパン」がリニューアル

※各種プログラムはいきものの状態等により予告なく内容変更・中止になる場合があります。

※当日申込のプログラムについては申込開始時間より先着順受付、定員になり次第終了となります。

※詳細は京都水族館ホームページ「体験プログラム」よりご確認ください。

【所要時間約15分】

【各日開催】 【当日申込】 【定員10名/回】 【対象年齢全対象】 【料金500円/人】

【平日開催】 【当日申込】 【定員10名/回】 【対象年齢全対象】 【料金500円/人】

チンアナゴやカクレクマノミ、ナンヨウ

ハギなど、さんご礁にすむ色鮮やかな

魚たちに給餌体験ができるプログラム。

お気に入りの魚にごはんをあげよう！

【所要時間約15分】【所要時間約15分】

販売開始日： 2017 年 3 月 18 日(土)

販 売 場 所： 「かいじゅうカフェ」(※個数限定、各日無くなり次第終了)

料 金： 各 330 円(税込み）

京都水族館の開業以来、いきものをかたどった可愛らし

い見た目とこだわりのおいしさで人気を集めた「すいぞくパ

ン」が、開業 5 周年を記念してリニューアル。京都市南区の

「フルニ京都」が製造を手がけ、毎朝工場から直送します。

カメ、ペンギン、チンアナゴ＆ニシキアナゴ、カエル、ゴマフ

アザラシ、イルカ(スコーン/2 種)の全 7 種類。おやつやお

土産にぴったりです。

ニシキアナゴ(メロンパン)
カメ ゴマフアザラシカエルチンアナゴ＆ イルカ イルカ

(ココア生地チョコ入り)
ペンギン

(スコーン・プレーン) (スコーン・チーズ)

(チョコチップ/プレーン)

(抹茶アンパン) (リンゴクリーム)
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３．『伊藤園』とコラボレーション 5 周年の感謝を込めて「京の里山大茶会」を開催

「株式会社伊藤園」とのコラボレーション企画として、京都

水族館の5周年を祝してお客さまをおもてなしするお茶の振

舞いイベント「京の里山大茶会」を開催します。「京の里山大

茶会」は、伊藤園の茶師がお客さまの嗜好に合ったお茶を

提案することでお茶のおいしさや楽しさをお伝え現代風のお

茶会イベントです。緑豊かな「京の里山」で、赤い番傘など

和の風情を感じるしつらえの中、抹茶入りの緑茶を飲みなが

らゆったりとした時間を過ごしていただくことができます。

開 催 日： 2017 年 3 月 18 日(土) ※荒雨天により開催場所の変更、中止になる場合があります。

開催場所： 「京の里山」

開催時間： 10 時 00 分～16 時 00 分

料 金： 無料(別途水族館への入場料が必要)

※各イベントの実施日時・内容は予告なく変更する場合があります。実施の詳細については、京都水族館公式ホームページをご確認ください。

※プレスリリース内の画像はイメージであり、実際のものとは異なります。
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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：高橋 豊典）

運営業務
受託会社

オリックス水族館株式会社（本店：東京都港区、社長：三坂 伸也）

場所 京都市下京区観喜寺町 35-1（梅小路公園内）

営業時間

10時～18時
※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

※気象状況および貸切営業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
大学・
高校生

中・小学生
幼児

（3歳以上）

一般料金 2,050円 1,550円 1,000円 600円

※中学生、高校生、大学生の方は、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（一円単位

は四捨五入）になります。

年間パスポート 4,100円 3,100円 2,000円 1,200円

※中学生、高校生、大学生の方は、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） 1,850円 1,400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「東寺・梅小路エクスプレス」が運行

●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

●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、オットセイ、アザラシ、ペンギン、京の海、さんご礁のいきもの、くらげ、え
び・かに、交流プラザ、イルカスタジアム、山紫水明、京の里山


