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2016年10月14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、2016年11月11日(金)「チンア

ナゴの日」を記念し、群れて楽しむライブイベントや学んで楽しむ体験プログラムなどチンアナゴに

関するさまざまなコンテンツを集めたフェスイベント『チンソニ Z』を開催します。

「チンアナゴの日」は、すみだ水族館が2013年に申請し、一般社団法人 日本記念日協会から認定

された記念日で、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」を「チ

ンアナゴの日」としました。

『すみだ水族館』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やケンカ

をする姿、体を伸ばしてゴハンを食べる姿が人気を集めています。そのかわいい姿や生態をお客さま

に知っていただくために、これまでチンアナゴについてさまざまな体験プログラムやイベントを開催

してきました。

「チンアナゴの日」にイベントを開催するのは、今年で 4回目です。今回の『チンソニ Z』では、

朝9時からチンアナゴの難問に答える「ゆらチン！検定」などをお楽しみいただけます。検定に合格

したお客さまには、チンアナゴのフィギュア「きょうもゆらゆらチンアナゴ」（「ゆらチン」）をお渡

しいたします。そして、17時からは、お客さまとスタッフみんなでチンアナゴのお面をかぶり、チン

アナゴのように群れて遊べるプログラムが館内各所でスタートします。今年初開催となる「チンソニ

御朱印帳」では、館内各所に設置された御朱印を集めていただきます。イベントのフィナーレで抽選

を行い、「チンソニ御朱印帳」に参加したお客さまの中から 5名さまに、うるし塗り風な彩色で 5種

それぞれ異なる絵柄が施された「ゆらチンjapan」をプレゼントします。

さらに、11月11日は「ポッキー＆プリッツの日」でもあることから、江崎グリコ株式会社(所在地：

大阪府大阪市、代表取締役社長：江崎 勝久)とのコラボレーションメニューとして「ポッキーミディ」

をチンアナゴに見立てた「ゆらチンポッキーパフェ」も販売します。

11月11日「チンアナゴの日」は、チンアナゴのように群れて盛り上がりましょう。

以上

すみだ水族館が始めた11月11日「チンアナゴの日」 も今年で４周年！
チンアナゴのように群れて盛り上がるイベントや体験プログラムを開催！!

江崎グリコ「ポッキー＆プリッツの日」と初コラボレーション！！「ゆらチンポッキーパフェ」も登場♪

＜本件に関するお問い合わせ先>

すみだ水族館 広報チーム/恵土・近藤・守下

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

チンアナゴたちが群れを成す水槽 ゆらチンポッキーパフェきょうもゆらゆらチンアナゴ(ゆらチン)
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(1)ご対面！チンアナゴ水槽のなかまたち

3種のチンアナゴの仲間を展示しています。幅5.5mの大き

な水槽で群れを成して揺れている姿を 360度どこからでも

ご覧いただけます。

展示品種：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

展示時間：9時00分～21時00分（常設展示）

＜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。

(2)観察しよう！「チンアナゴのさあ、ゴハン！」

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

りと観察しよう！

開催時間：11時11分、13時11分、19時11分～

(各約11分間)

(3)チンアナゴマスターになろう！「ゆらチン！検定」

チンアナゴ水槽を観察しながら、ワークシートに書かれた

チンアナゴの難問に答えよう！全問正解し、見事合格した

お客さまはチンアナゴのフィギュア「きょうもゆらゆらチ

ンアナゴ」（ゆらチン）がもらえます。

開催時間：9時00分～21時00分

協 賛：株式会社エイコー

※「ゆらチン！検定」は 11月1日(火)～11月11日(金)の期間

毎日開催します。

※各日のゆらチンの数には限りがあります。

(4)もっと知りたい！「チンアナゴアカデミー」

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！飼育スタッフによる解説タイムも

設けます。

開催時間：9時00分～21時00分

(解説タイムの時間は未定)

きょうもゆらゆらチンアナゴ（ゆらチン）

１．2016年11月11日「チンアナゴの日」4周年記念イベント！

『チンソニZ』開催概要

左からニシキアナゴ、チンアナゴ、

ホワイトスポッテッドガーデンイール

チンアナゴのさあ、ゴハン！

チンアナゴアカデミー ※昨年の様子
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(5)始まるぞ！「合言葉は“ゆらチン！”」

11月11日の17時以降に入場したお客さま先着1,111名に、11月11日から始まる“チンアナゴ

暦”のオリジナルカレンダーを、合言葉「ゆらチン！」と引き換えにプレゼントします。

開催時間：17時00分～ 無くなり次第終了

(6)群れるぞ！「お面deチンアナゴ」

館内で配布するお面をつけてみんなでチンアナゴになろう！

開催時間：17時00分～21時00分

(7)明かりで目覚める！「チンアナゴのささやき」

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してみよう！「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、チンアナゴのリアルな声が浮か

び上がります。

開催時間：18時30分～21時00分

(8)初開催！！！集めよう！「チンソニ御朱印帳」

館内各所の御朱印を集めよう！参加したお客さまの中から抽選で 5名さまに、うるし塗り風な彩色

で5種それぞれ異なる絵柄が施された「ゆらチン japan」をプレゼントします。当選者は、イベン

トフィナーレで発表し、ステージの上で贈呈式を行います。

開催時間：17時00分～21時00分

協 賛：株式会社エイコー

(9)群れて聞こう！「チンソニ即興小説」

お客さまから挙げられたチンアナゴから連想する言葉をもとに、

文筆家が即興で小説を作りあげ、ギターの音に乗せて語ります。

開催時間：19時00分～ (予定)

(10)群れて語ろう！「チンソニ bar」

チンアナゴ水槽の周りに集まって、チンアナゴについて語り合

おう！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。飼育スタッフも参加しますのでぜひマニアックなチ

ンアナゴトークもお楽しみください。

開催時間：17時00分～21時00分

(11)群れて盛り上がろう！「フィナーレ！チンアナゴのブルース」

イベントのフィナーレ！！お客さまとスタッフが一緒になり、「チンアナゴのブルース」を

合唱します。

開催時間：20時00分～（予定）

チンソニbar ※昨年の様子

17時からは、お客さまもスタッフも

チンアナゴのお面をつけます！

チンソニ即興小説 ※昨年の様子
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(1)【ペンギンカフェ】

「ポッキー＆プリッツの日」×「チンアナゴの日」コラボレーションメニューが登場！

商 品 名：ゆらチンポッキーパフェ

（チンアナゴバージョン、ニシキアナゴバージョンの 2種を販売）

販売期間：2016年11月1日(火)～11月30日(水)

販売時間：9時00分～21時00分 ※1日合計30食限定

販売内容：11月11日は「チンアナゴの日」であると同時に

「ポッキー＆プリッツの日」でもあることから、江崎グリ

コ株式会社とのコラボレーションメニューとして、人気

商品「ポッキーミディ」をチンアナゴに見立てたオリジ

ナルパフェを考案しました。コーヒーゼリーを使ったチ

ンアナゴバージョンと、マンゴープリンを使ったニシキ

アナゴバージョンの2種を販売します。

協 賛：江崎グリコ株式会社

(2)【ショップ】「水族館和スイーツ」シリーズにチンアナゴが登場！

商 品 名：水族館和スイーツ チンアナゴ＆ニシキアナゴ

販売期間：2016年11月1日(火)販売開始

販売時間：9時00分～21時00分

販売価格：210円(税込)

販売内容：お土産として人気の「水族館和スイーツ」シリーズにチン

アナゴ＆ニシキアナゴが新登場します。マンゴー味練り切

りで、見た目も可愛らしくプレゼントにもぴったりな一品

です。

(3)【ショップ】チンアナゴのマスコットで装飾「チンアナゴツリー」

設置期間：2016年11月1日(火)～12月25 日(日)

展示時間：9時00分～21時00分

展示場所：すみだ水族館 ショップ

展示内容：チンアナゴ、ニシキアナゴのマスコットやぬいぐるみで装

飾した、高さ 3メートルの特製クリスマスツリーです。チ

ンアナゴとニシキアナゴ盛りだくさんで賑やかに演出しま

す。

＜ポッキー＆プリッツの日＞

江崎グリコは11月11日を「ポッキー＆プリッツの日」と定め、

日本記念日協会の認定を受けています。ポッキーとプリッツは、

スティック状菓子の代表的な存在で、その形が数字の“1”に似

ていることから、平成11年11月11日の“1”が6個並ぶおめ

でたい日にスタートしました。秋の行楽シーズンに合わせて、

お客さまへの感謝の気持ちを込めて、毎年キャンペーンを実施

しています。

２．江崎グリコ｢ポッキーミディ｣とチンアナゴのコラボレーションメニュー ほか

ゆらチンポッキーパフェ

ポッキーミディ

水族館和スイーツ

チンアナゴ＆ニシキアナゴ

チンアナゴツリー ※昨年の様子
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(4)【体験プログラム】

「いただきますの日」×「チンアナゴの日」コラボレーションワークショップ

タイトル：チンアナゴのいただきます

開催期間：2016年11月12日(土)、11月13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

※応募者多数の場合は抽選

募集期間：2016年10月10日(月)～11月6日(日)

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。チンアナゴがゴハン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。

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：アサヒ飲料株式会社、アサヒグループ食品株式会社、すみだ水族館

後援：墨田区

チンアナゴのいただきま

す
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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 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

施設概要


