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2012年7月26日

各位

オリックス不動産株式会社

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）は、2012年5月にオープンした『すみ

だ水族館』（所在地：東京都墨田区 1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 5F ・ 6F）で、9月（2012年9

月3日（月）～9月30日（日））に行うイベントおよび特別展示の概要をご案内いたします。

『すみだ水族館』は、「いのちのゆりかご ～水 そのはぐくみ～」をテーマに、館内での体験を通して、

「いきもののいのち」とそれをはぐくむ「水」を体感していただける施設を目指しています。

暦の上では秋でもまだまだ暑い日が続く 9月。そんな中、すみだ水族館では少しでも秋を身近に感じ

ていただけるようなイベントや展示をご用意します。

秋といえばお月見。すみだ水族館では漢字で「海月」と書く「クラゲ」にスポットを当て、水槽の照明演

出をはじめ、ラボやショップのラインナップを拡充します。また、前回多数のご応募をいただいた「おやこ

でお泊り水族館」を9月も実施します。すみだ水族館で秋を感じてください。

『すみだ水族館で秋を感じよう

ｰ秋の夜長はすみだでお月見-』

【秋がテーマのプログラムおよび展示のお知らせ】

アクアギャラリーに秋を感じるいきものが登場

0

1．「ゆりかごの連なり Part1水の記憶～クラゲ～」 で月あかりをイメージした 「照明演出」を実施

2．小さい秋見つけた！ アクアギャラリーに「秋を感じるいきもの」が登場

3．飼育スタッフによる「クラゲ解説プログラム」を実施

【本件に関するお問い合わせ先】

オリックス不動産株式会社 水族館事業部 小平・久我・村木 TEL：03-5619-1284

＜お客様からのお問い合わせ先＞

すみだ水族館 TEL：03-5619-1821（9時～21時） FAX：03-5619-1254

公式ホームページ http://www.sumida-aquarium.com

〒131-0045 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

体験プログラム

展示

5．ワークショップもクラゲ！敬老の日は特別プログラムを開催

8．すみだ水族館の香りをご自宅で！ 「アロマオイル」を販売

ショップ

7．カフェにも続々新メニュー、キーワードは「月」

4．応募者多数につき再登場！秋の夜長に親子で水族館へ 「おやこでお泊り水族館」

※各イベント・プログラムの実施日時・内容は予告なく変更する場合があります。

6．ショップではクラゲグッズが大充実。秋の新商品ラインナップ
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展示

1．「ゆりかごの連なり Part1水の記憶～クラゲ～」で月あかりをイメージした「照明演出」を実施

漢字で「海月」と書く「クラゲ」。英語でも「Moon Jelly」という

「ミズクラゲ」の水槽で、秋ならではの月あかりをイメージした照明演出を

実施します。照明演出により一層幻想的になったミズクラゲ水槽で、

一風変わったお月見をお楽しみください。

実施期間：9月3日(月)～9月30日（日）

実施場所：ゆりかごの連なり Part1 水の記憶 ～クラゲ～

2．小さい秋見つけた！アクアギャラリーに｢秋を感じるいきもの」が登場

まるで美術館のように小さな水槽が並ぶ、「ゆりかごの連なり Part2 小さな

仲間たち～アクアギャラリー～」に“モミジ”ガイや、“ヒガン”フグなど、

「秋を感じるいきもの」が登場。今回もおなじみのキャッチコピーが入っており、

水槽が秋を語りかけてきます。アクアギャラリーで小さい秋を見つけてください。

展示期間：9月3日(月)～9月30日（日）

展示場所：ゆりかごの連なり Part2 小さな仲間たち ～アクアギャラリー～

展示生物：ウミブドウ、シーアップル、モミジガイ、ヒガンフグ

鰍（カジカ）の仲間 など

※ 展示生物は予定であり、変更の可能性があります。

3．飼育スタッフによる「クラゲの解説プログラム」を実施

飼育スタッフによる「クラゲの解説プログラム」クラゲの生活史を実施します。

クラゲのライフスタイルや成長について卵や幼生などの実物をお見せ

しながら、飼育スタッフがわかりやすく解説します。

この機会にクラゲの不思議を紐解いてみてください。

実施期間：9月3日（月）～9月30日（日）

実施場所： 6F東京大水槽前

※実施時間は館内にてお知らせいたします

※各イベント・プログラムの実施日時・内容は予告なく変更する場合があります。

アクアラボ

アクアギャラリー

ミズクラゲ

水の記憶 ～クラゲ～

シーアップル
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体験プログラム

4．応募者多数につき再登場！秋の夜長に親子で水族館へ『おやこでお泊り水族館』

夏休みの特別プログラムとして企画された、年間パスポート会員限定

「おやこでお泊り水族館」を応募者多数につき９月も開催します！

普段は見ることのできない夜のいきものたちの姿やバックヤードが

ご覧いただけるなど、とっておきの体験が待っています。

秋の夜長はぜひ親子で水族館にお泊りしてお楽しみください。

開 催 日：9月22日（土）20時 受付開始予定

9月23日（日）開館前 現地解散

開催場所：すみだ水族館内（一部制限エリアあり）

対 象：親子（子どもは小学1年生～中学3年生）

（参加者のうち、最低 1名が年間パスポート会員であれば申し込み可能)

※一組3名様まで

※未成年のみの応募は不可

※小・中学生を含まないグループの応募は不可

参 加 費：大人7,500円（税込）、小・中学生6,500円（税込）

※年間パスポート会員ご本人様は 1,000円引き

参加方法：8月13日(月)よりお申し込み受付開始

※応募者多数の場合は抽選

※詳しくは、8月13日以降の公式ホームページをご覧ください

定 員：40名（最少催行人数30名）

内 容：1日目 バックヤードツアー、ナイトツアー

2日目 朝食、解散

予備水槽室（バックヤード）

夜のペンギンプール

アクアビュー
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5．ワークショップもクラゲ！敬老の日は特別プログラムを開催

①ガチャのカプセルがクラゲに変身！ 「くらげストラップ」

ガチャガチャのカプセルに工夫を加えて、クラゲに変身させます！

9月のワークショップはテープやモールを使って「くらげストラップ」を

作ります。涼しげな「くらげストラップ」と一緒に残暑を乗りきってください。

開催日： 9月3日（月）～9月30日（日） ※15日～17日除く

時間 ： 10時～ ※1回あたり約10～15分

場所 ： アクアアカデミー

対象 ： 3歳以上 ※小学生未満は保護者同伴

料金 ： 無料

定員 ： 各日150名 ※定員になり次第終了

参加方法：当日の申し込み

②食欲の秋には、敬老の日限定ワークショップ「モグモグフィッシュ」

敬老の日はおじいちゃんおばあちゃんと一緒にものづくりはいかがですか。

輪ゴムや割り箸は、いつの時代にも通じる工作アイテム。それらを使って作る

「モグモグフィッシュ」はおじいちゃんおばあちゃんにはどこか懐かしい、

お孫さんにとっては新鮮なワークショップとなるはずです。

口をモグモグ動かしてシロワニがゴハンを食べる様子がわかる

「モグモグフィッシュ」。敬老の日の思い出作りにぜひ体験ください。

開催日： 9月15 日(土）～9月17日（月・祝）

時間 ： 10時～ ※1回あたり約15～20分

場所 ： アクアアカデミー

対象 ： 祖父母と孫 ※子どもは3歳～小学6年生

料金 ： 無料

定員 ： 各日100組 ※定員になり次第終了

参加方法：当日の申し込み

※各イベント・プログラムの実施日時・内容は予告なく変更する場合があります。

アクアアカデミー

完成イメージ

完成イメージ
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ショップ情報

6．ショップではクラゲグッズが大充実。新商品ラインナップ

あの大人気「水族館 和スイーツ」の新作ほか、クラゲ関連商品が勢ぞろい。

秋の夜長のお供にピッタリな商品を展開します。

・大人気「水族館 和スイーツ」に『クラゲ３兄弟』 秋の味覚が期間限定で登場

現在販売中のいちごクラゲちゃん（練りきり）のほかに、この秋は

マロンクラゲちゃん、スイートポテトクラゲちゃんを1日100セット限定で

販売します。もちろん味は折り紙つきです！

価格(税込) ： 1 セット（3個入） 600円

販売期間 ： 9月3日(月）～9月30日（日）

※ただし限定生産のため、売り切れ次第販売終了

・ふわふわの感触もまるでクラゲ？！ 「まんまる海月」

カスタード入りのふわふわ蒸しケーキはまるで本物のクラゲのようです。

中身もパッケージも中秋の名月のお土産にピッタリ！

価格(税込)： 700円

・新シリーズが登場！海洋堂「ジェリーフィッシュ（クラゲ）」フィギア

すみだ水族館で大人気の「海洋堂」制作のフィギアに「ジェリーフィッシュ」

シリーズが新登場！クラゲ好き、フィギア好きでなくても見ているだけで

癒されます。

価格(税込)： 300円

販売期間 ： 9月3日（月）～10月31日（水）

・海のクッション「クラゲクッション」

キュートな見た目と肌触りがあなたを虜にする「クラゲクッション」は、

自宅のインテリアクッションとしてだけではなく、仕事場でのデスククッション

としてもリラックス効果が期待できます。

価格(税込)： 1,000円

・「ジェリーフィッシュバスライト」

クラゲの形をしたバスライト。

電気を消して、湯船に浮かべ癒しのバスタイムをお過ごしいただけます。

価格(税込)： 800円

クラゲクッション

ジェリーフィッシュバスライト

海洋堂フィギア

まんまる海月

水族館 和スイーツ

「クラゲ３兄弟」
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7.カフェにも続々新メニュー。キーワードは「月」

ペンギンカフェ

秋の夜長はペンギンカフェでまったり休憩。

カフェでは海月（クラゲ）にちなんだメニューを期間限定でご用意しています。

※販売期間 : 9月3日（月）～9月30日(日）

・ 9月は和風パフェが登場 「和海月パフェ」

ふわふわのマシュマロを海月に見立てた和風パフェ。

マシュマロとお団子、あんこ、バニラアイスがベストマッチ。

商品名：和海月（わくらげ）パフェ

価格： 500円(税込)

・ レモンの酸味で残暑を乗り切る！ 「シュワシュワムーンジェリー」

満月型のレモンスライスをのせた炭酸はじけるシュワシュワの

レモンスカッシュゼリー。新しい食感をお楽しみください。

商品名：シュワシュワムーンジェリー

価格： 400円(税込)

・秋の夜長のお供にぴったり 「海月カクテル」

ブルーとイエローのコントラストで見た目も楽しめるカクテルが新登場。

ふわふわ漂うタピオカはまるでクラゲのようです。

商品名：海月カクテル

価格： 600円(税込)

和海月パフェ

シュワシュワムーンジェリー

海月カクテル

(イメージ）
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8．すみだ水族館のアロマ演出をご自宅にも 「すみだ水族館」 ×「エアアロマジャパン」

すみだ水族館では五感を使って水族館をお楽しみいただけるよう、

館内各所でアロマ演出を行っております。お客様からもこれまでに

たくさんのお問い合わせをいただいておりましたが、ついに今秋より

ショップで販売を開始します。

『Arobalance アロバランス』（館内設置場所：エントランスで１７：００まで使用）

緑色植物から抽出されたナチュラルな成分を原料に科学的な実証に基づき

配合された特別なブレンドが、ストレスを癒してくれます。

『Redwood レッドウッド』（館内設置場所：エントランスで１７：００より使用）

静寂に包まれた馨しい森の中を思わせる、甘く幻想的な香り。

滑らかに澄み渡る香りが幻想的で優雅な空間を演出します。

<原料>オレンジ、ローズウッド、イランイラン

『Pro Hygiene プロ・ハイジーン』（館内設置場所：トイレ）

ハーブとスパイスが絶妙に織り交ざったさわやかでシャープな香り。

殺菌・抗菌効果の高いエッセンシャルオイル・ブレンドなので、

お手洗いでの空気清浄効果も抜群に期待できます。

<原料>ユーカリ、ペパーミント、レモングラス、パイン、クローブ、

マヌカ、レッドタイム

各種アロマオイル 価格(税込)：3,150円～3,990円

ディフューザー 価格(税込)：33,600円

air aroma japan株式会社とは

業務用アロマディフューザーを世界80カ国で販売する『エアアロマ・グループ』の日本法人。様々な空間に「香り」のサービ

スを展開しています。特許技術のコールド・エア・ディフュージョンによる、熱を使用せず効率的かつ常に安定した均一な香

りの拡散を実現。高品質で格調高いフレグランスは、大自然豊かなオーストラリアと、香料の産地としても世界的に有名なフ

ランスのグラースで開発しています。

国際香粧品香料協会（ＩＦＲＡ）の認定サプライヤーとして、厳格な国際基準と規制を遵守した品質・安全性管理を徹底。また、

揮発性有機物質（ＶＯＣ）を含有しないオイルの開発など、環境への配慮も大切にしています。

エントランス

館内トイレ

アロバランス
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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
※7月28日(土)の営業時間は9：00～20：00(最終入場は19：00)

休 館 日 なし（年中無休） ※施設点検等で臨時休業あり
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 2,000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 4,000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） 1,800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。

支 配 人 田海 雅彦（たうみ まさひこ）
初年度来館者数（見込） 約175万人

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


