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2015年10月22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、11月11日(水)の「チンアナゴの日」(※)

を記念して、チンアナゴにちなんださまざまなアトラクションを楽しめるイベント『チンアナゴの日』を開催

しますので、お知らせします。

『すみだ水族館』では、計4種のチンアナゴの仲間を展示しており、

「光と水のはぐくみ～サンゴ礁～」ゾーンのチンアナゴ水槽では、数多

くのチンアナゴたちが群れを成してゆらゆらと揺れている姿が人気を

集めています。

当館で11月11日「チンアナゴの日」にイベントを開催するのは今年

で3度目となります。当日は、チンアナゴが群れをつくって暮らすこと

にちなみ、大勢で群れて楽しむイベント「ゆらゆらチンアナゴソニック」

として、チンアナゴから連想する言葉から即興で小説が作られていくラ

イブ型アトラクション「チンソニ即興小説」や、チンアナゴ好きが語り

合うバー型アトラクション「チンソニbar」などを開催します。また、

このほかにもチンアナゴの特徴にちなんださまざまなワークショップ

を館内各所で開催します。さらに、館内では当館で撮影したチンアナゴ

やニシキアナゴの産卵行動の動画を特別上映します。この動画は2014

年4月に世界で初めて撮影に成功したもので、ウナギ目魚類の繁殖生態

の解明につながる新たな発見としても注目されています。

なお、当日17時以降に入場したお客さま先着 1,111名には、合言葉「ゆらチン！」と引き換えにチンアナ

ゴのフィギュア「きょうもゆらゆらチンアナゴ」をプレゼントします。

また、株式会社ドワンゴが運営する日本最大級の動画サイト「niconico」の「ニコニコ生放送」にて、「チ

ンアナゴ51時間生中継＠すみだ水族館」を放送します。

このほか、同じく11月11日が記念日の「いただきますの日」とコラボレーションし、スペシャルワークシ

ョップ「チンアナゴのいただきます」を 11月14日(土)、15日(日)の2日間開催します。

11月11日「チンアナゴの日」は、「ゆらチン！」を合言葉にチンアナゴのように群れて盛り上がりましょう。

以 上

※「チンアナゴの日」について

チンアナゴが巣穴から体を出している姿が数字の「 1 」に似ていて、 チンアナゴは群れで暮らす習性があることから、一年間で

日付に最も「 1 」が多い日にち「11 月11 日」が「チンアナゴの日」として認定されました。（一般社団法人 日本記念日協会よ

り2013年に認定）。2014年11月11日には、日本で初めてチンアナゴ水槽の前でチンアナゴに愛を誓う結婚式を実施しました。

合言葉は「ゆらチン！」1,111人にチンアナゴフィギュアをプレゼント！

11月11日『チンアナゴの日』を開催
大勢で群れて楽しむイベント「ゆらゆらチンアナゴソニック」、世界初の産卵動画上映、ニコ生配信など

＜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

チンアナゴ水槽

「きょうもゆらゆらチンアナゴ」
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■「チンアナゴの日」イベント

○日 時：2015年11月11日(水) 17時00分～21時00分

○参加料金：無料（入場料別途）

チンアナゴたちと盛り上がろう！「ゆらゆらチンアナゴソニック」

開催内容：チンアナゴが群れをつくって暮らすことにちなみ、大勢で

群れて楽しめる3種のアトラクションを開催します。

＜アトラクション概要＞

①「チンソニ即興小説」

お客さまがチンアナゴから連想する言葉を挙げ、文筆家の加藤ジャンプ氏が

その言葉から即興で小説を作りギターの音に乗せて語ります。

開催時間：①18時00分～ ②19時30分～ （各回30分程度）

②「チンソニ bar」

お客さまと飼育スタッフがチンアナゴ水槽の周りに集まりチンアナゴについ

て語り合います。水槽の近くにはバーカウンターを設置し、ドリンクを販売

します。

開催時間：17時00分～21時00分

③「チンソニ・ワンダーウォール」

お客さまは、チンアナゴの塗り絵で遊びます。塗り絵はスタッフによって集

められ、1つの大きな作品へと変わります。

開催時間：20時30分に壁画を公開

※内容・時間は変更の可能性があります。

＜加藤ジャンプ氏 プロフィール＞

文筆家・コピーライター。開業時より『すみだ水族館』館内の各ゾーンの解説

文章を手掛ける。主な著書は『コの字酒場はワンダーランド』（六耀社）

毎年恒例！チンアナゴの特徴にちなんだ 4つのワークショップ

①＜群れる＞ 群れるぞ！「お面deチンアナゴ」

開催内容：館内で配布するチンアナゴのお面をつけて、みんなでチンアナゴ

になって楽しみましょう。

開催時間：17時00分～21時00分

②＜隠れる＞ 隠れた金のチンアナゴを探そう！「隠れゆらチンを探せ！」

開催内容：館内に隠された金色の「きょうもゆらゆらチンアナゴ」（金のゆらチ

ン）を探します。全て見つけることができたお客さま先着 33名には

「チンアナゴの日」3周年を記念して「3周年、3匹仲良しゆらゆらチ

ンアナゴ」をプレゼントします。

開催時間：17時00分～21時00分

加藤ジャンプ氏

「お面deチンアナゴ」※昨年度のデザイン

金のゆらチン
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③＜目覚める＞ 明かりで目覚める！「チンアナゴのささやき」

開催内容：館内に置かれたミラーボックスに LEDランタンの明かりをかざす

と「基本的に一人ぼっちで暮らしたくない」、「そりゃあ時にはケ

ンカもします」などのチンアナゴの特徴が浮かび上がります。

開催時間：17時00分～21時00分

④＜食べる＞ チンアナゴの晩ゴハン！「さあ、ゴハン！」

開催内容：チンアナゴは流れてくるプランクトンを食べるときに、体を精い

っぱい伸ばします。活発に動くチンアナゴをじっくりと観察しま

しょう。

開催時間：19時00分～ (約15分間)

チンアナゴフィギュア「きょうもゆらゆらチンアナゴ」を 1,111名さまにプレゼント！

開催内容：当日17時以降に入場したお客さま先着1,111名に、チン

アナゴのフィギュア「きょうもゆらゆらチンアナゴ」を合

言葉「ゆらチン！」と引き換えにプレゼントします。さら

に、「隠れゆらチンを探せ！」をクリアしたお客さま先着

33名には「チンアナゴの日」3周年を記念して「3周年、

3匹仲良しゆらゆらチンアナゴ」をプレゼントします。

協 賛：株式会社エイコー

ニコニコ生放送「チンアナゴ51時間生中継＠すみだ水族館」

タイトル：チンアナゴ51時間生中継＠すみだ水族館

放送内容：大好評のニコニコ生放送でのチンアナゴの中継は今回で

4回目となります。チンアナゴが巣穴から全身を出した

“まる出し状態”が60秒間続く 「スーパーまる出しタ

イム」を視聴者の皆さまと51時間の中で目指します。

今回の放送では、京都水族館からの中継も行います。ま

た、閉館後にはチンアナゴやニシキアナゴの産卵行動が

見られるかもしれません。

放送日時：11月9日(月)18時00分～11月11日(水)21時00分

撮 影 者：株式会社ドワンゴ

視聴URL：http://live.nicovideo.jp/gate/lv238403600

チンアナゴの晩ゴハン「さあ、ゴハン！」

「きょうもゆらゆらチンアナゴ」

「チンアナゴのささやき」

ニコニコ生放送 2014年度放送画面

ニコニコ生放送



4/7

チンアナゴ・ニシキアナゴの産卵動画を上映「チンアナゴアカデミー」

開催内容：アクアアカデミーが、1日限定で「チンアナゴアカデミー」

となります。スクリーンでは、世界で初めて撮影に成功し

たチンアナゴやニシキアナゴの産卵行動の動画を上映し

ます。

上映時間：9時00分～21時00分

上映場所：アクアアカデミー

【展示】4種のチンアナゴの仲間を展示
①チンアナゴ水槽の仲間たち

展示生物：チンアナゴ

ニシキアナゴ

ホワイトスポッテッドガーデンイール

展示場所：「サンゴ礁」ゾーン

展示内容：3種のチンアナゴの仲間を展示しています。群れを成し

て揺れている姿が360度どこからでもご覧いただけます。

②幸せの“黄色いチンアナゴ”！？

展示生物：イエローガーデンイール

展示場所：「アクアギャラリー」ゾーン

展示内容：2015年 7月に、日本で初めて展示を開始しました。メキ

シコ湾に生息するチンアナゴの仲間で、アクアギャラリ

ーの小さな水槽でご覧いただけます。

＜チンアナゴの仲間について＞

ウナギ目アナゴ科の仲間。温暖で潮通しの良い砂地に生息。巣穴を掘って生

活し、時には大きな群れを作る。日中は体を伸ばし流れにのってきた動物プ

ランクトンを捕食する。

チンアナゴ水槽

(幅550c m×奥行 80 cm×水深133 cm)

チンアナゴ ニシキアナゴ

ホワイトスポッテッド

ガーデンイール

イエロー

ガーデンイール

上映するニシキアナゴの産卵行動の動画
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【ペンギンカフェ】フランス人シェフがレシピを考案

「ローラン・ジャンマリープロデュース ニシキアナゴパフェ」

商 品 名：ローラン・ジャンマリープロデュース

ニシキアナゴパフェ

販売期間：2015年10月1日(木)～11月15日(日)

販売時間：9時00分～21時00分 ※1日限定30食

販売料金：550円(税込)

販売内容：フランス国家農事功労章受章経験があり、オリックス

グループ統括総料理長を務めるフランス人シェフ ロ

ーラン・ジャンマリー氏がレシピを考案。香り豊かな

ハーブのかかったソフトクリームと、かぼちゃプリン

でニシキアナゴカラーを再現したオリジナルパフェで

す。ローラン氏の庭で摘み取ったドライフラワーが入

った風味豊かなチンアナゴクッキーと、バームクーヘ

ンのフレンチトーストを添えました。

【ショップ】飼育員監修ぬいぐるみシリーズ 「チンアナゴ」「ニシキアナゴ」

商 品 名：飼育員監修ぬいぐるみ 「チンアナゴ」「ニシキアナゴ」

発 売 日：2015年11月11日(水)

販売料金：各2,160円(税込)

販売内容：すみだ水族館オリジナルの飼育員監修のぬいぐるみシ

リーズの新作です。模様の付き方からヒレの位置まで

細部にこだわり抜いて仕上げました。

【ショップ】1,111個のマスコットで装飾「チンアナゴツリー」

タイトル：チンアナゴツリー

設置期間：2015年11月1日(日)～12月25日(金)

内 容：ショップにいち早くクリスマスツリーが登場します。

1,111個のチンアナゴやニシキアナゴのマスコットで

装飾した高さ3メートルのここでしか見られないクリ

スマスツリーです。

「ローラン・ジャンマリープロデュース

ニシキアナゴパフェ」

飼育員監修ぬいぐるみ

「チンアナゴ」「ニシキアナゴ」

「チンアナゴツリー」イメージ
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■「いただきますの日」×「チンアナゴの日」コラボレーション

【体験プログラム】コラボレーションプログラム「チンアナゴのいただきます」

タイトル：チンアナゴのいただきます

開催期間：2015年11月14日(土)、11月15日(日)

開催時間：各日11時11分～12時00分

開催場所：すみだ水族館

参加定員：各回11名

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

参加方法：すみだ水族館公式ホームページで事前募集

内 容：同じく11月11日が記念日の「いただきますの日」とコラ

ボレーションし、スペシャルワークショップを開催します。チンアナ

ゴがごはんを食べる様子を飼育スタッフと一緒に観察して、チンアナ

ゴの不思議な生態を解き明しましょう。

共催：「いただきますの日」普及推進委員会

＜いただきますの日＞

「いただきますの日」普及推進委員会(事務局 ㈱共同通信)が並んだお箸をイメ

ージして11月11日を「いただきますの日」に設定。日々の食卓に関係するさま

ざまなつながりに感謝し、その大切さを考えていくイベントを開催しています。

2015年は11月11日、14日、15日に墨田区内でイベントを開催します。

主催：「いただきますの日」普及推進委員会

アサヒグループホールディングス株式会社

共催：すみだ水族館、カルピス株式会社

後援：墨田区

「チンアナゴのいただきます」
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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：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時00分 ～ 21時00分
※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 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


