2015 年 7 月 13 日
各位
京都水族館

幅約 15ｍの降下型巨大ウォータービジョンが登場
3D プロジェクションマッピングによる映像と花火演出、「イルカ nightLIVE きいて音(ネ)」

夜限定『ファンタジックナイトアクアリウム』
水が描くさまざまな模様や文字を楽しめる瞬間的アートと流れ落ちる水で遊べる

昼限定『京都スプラッシュ!』
「京都水族館」（京都市下京区、
館長：下村 実）は、夏の限定イベ
ントとして幅約 15ｍの降下型巨大
ウォータービジョンを使用した昼限
定の『京都スプラッシュ!』および夜
限定の『ファンタジックナイトアクアリ
ウム』を 2015 年 8 月 1 日（土）～9
月 30 日（水）の期間に開催します
ので、お知らせします。また、夜限
定の『ファンタジックナイトアクアリウ
ム』では、スポットライトやムービン
グライトなどを使用した躍動的な光
巨大ウォータービジョンに描き出される圧巻のアトラクション(イメージ)

に包まれる夜のイルカパフォーマン
ス『イルカ night LIVE きいて音(ネ)』

も 2015 年 7 月 18 日（土）より先行スタートします。
昼限定の『京都スプラッシュ!』では、水を使ってさまざまな模様や文字、いきものたちを描き出す水のアート
「アクアサイン」を楽しみながら、流れ落ちる水に触れて遊ぶこともできるウォーターアトラクションを実施します。
夜限定の『ファンタジックナイトアクアリウム』では、ウォータービジョンへの 3D プロジェクションマッピング投影
によるアニメーションストーリー『ペンギンズドリーム』を水のきらめきと美しい映像が織り成す幻想的な雰囲気の
中お楽しみいただけるほか、ストーリーの締めくくりには映像による夏らしい花火の演出を行います。また、夜な
らではのスポットライトやムービングライトなどさまざまな光を駆使した演出による 『イルカ night LIVE きいて音
(ネ)』では、昼とは違ったイルカたちの躍動的な姿をご覧いただくとともに、コンサートのような ライブアクションが
興奮と感動を生み出します。
この夏は「京都水族館」で昼夜問わず楽しめるウォーターアトラクションをぜひ体験ください。
＜本件に関するお問い合わせ先＞
京都水族館 広報室 蔵敷･名倉
TEL：075-354-3116 FAX：075-354-3152 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp
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１．幅約 15ｍの降下型巨大ウォータービジョンに 3D プロジェクションマッピング
で幻想的な映像「ペンギンズドリーム」を投影、夜ならではの演出による「イル
カ nightLIVE きいて音(ネ)」、夜限定『ファンタジックナイトアクアリウム』

3D プロジェクションマッピングによる美しい映像と水がコラボレーション(イメージ)

夜限定のウォーターアトラクション『ファンタジックナイトアクアリウム』では、水のきらめきと美しい映像が織り
成す幻想的な雰囲気を体験できるウォータービジョンへの 3D プロジェクションマッピング投影によるアニメー
ションストーリー「ペンギンズドリーム」を開催します。
「ペンギンズドリーム」では、幅約 15ｍ、高さ約 10ｍの降下型巨大ウォータービジョンに 3D プロジェクションマ
ッピングの映像を高輝度プロジェクターにより投影し、水のきらめきと美しい映像が織り成す夜ならではの幻想
的なひとときを体験いただけます。投影する映像は子どものペンギンが小さな冒険を繰り広げるアニメーション
ストーリーで、物語の中に登場するペンギンやイルカなどのいきものをはじめ、オーロラや星空などの景色など
次々と移り変わる色彩豊かな映像をお楽しみいただけます。物語のフィナーレには 3D プロジェクションマッピ
ングによる花火が映し出され、夏の 1 日の締めくくりを特別な空間で体験していただけます。
「ペンギンズドリーム」ストーリー
京都水族館にいる１羽の子どもペンギンの夢は、「いつか大空を自由に飛ぶこと」。
そんな日を夢見て子どもペンギンは毎夜イルカスタジアムでこっそり飛ぶ練習をしています。するとそこに１頭のイルカが …。
子どもペンギンとイルカは夜空へと向かって飛び立ちます。大空を散歩する彼らを待っていたのは海の仲間たちでした…。

開 催 日：2015 年 8 月 1 日（土）～9 月 30 日（水） ※荒天等により中止する場合があります。
開催時間：【8 月】各日 20 時 45 分～(約 5 分間)
開催場所：イルカスタジアム
料

金：無料(別途京都水族館への入場料のみ必要)
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『イルカ nightLIVE きいて音(ネ)』では、日中に
開催している人気のイルカパフォーマンス『イル
カＬＩＶＥきいて音(ネ)』を昼とは違った夜ならでは
のさまざまな LED 照明を使ったムービングライト
やスポットライトなどの光を駆使した演出で、より
ファンタジックで躍動的にご覧いただけます。イ
ルカやトレーナー、パフォーマー「楽 rakuu」（ラク
ゥ）のコンサートさながらのライブアクションが興
奮と感動を生み出し、昼とは全く違った情景をお
楽しみいただけます。
また、1,000 席の観客席を含むイルカスタジア
ム全体の大空間が幻想的な青い光で包まれ、ま
るで海の中にいるかのような感覚やイルカが泳ぐ
プールとの一体感を楽しむことができます。
さまざまな色の光に溢れた空間の中繰り広げら
れる、美しく光り輝く夜限定の『イルカ nightLIVE
きいて音(ネ)』をぜひご覧ください。

光に包まれた夜空をイルカがジャンプ！(イメージ)

参考：『イルカ LIVE きいて音(ネ)』
イルカスタジアムのお客さま全員が「参加して楽しめる」新しいタイプのプログラムです。
イルカとトレーナーだけでなく、特別な役割をもつパフォーマー「楽 rakuu」（ラクゥ）が登場し、飼育道具をパーカッションに
生演奏。お客さまが吹く笛とイルカたちのパフォーマンスとの連動により生まれる一体感を楽しむことができます。

開 催 日：2015 年 7 月 18 日（土）～ ※荒天等により中止する場合があります。
開催時間：【7 月】19 時 15 分～ 【8 月】①19 時１0 分～、②20 時１0 分～
(約 25 分間)
開催場所：イルカスタジアム
料

金：無料(別途京都水族館への入場料のみ必要)
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２．幅約 15ｍの降下型巨大ウォータービジョンで水の瞬間的アートと流れ落ちる
水しぶきで遊べる昼限定ウォーターアトラクション『京都スプラッシュ！』

流れ落ちる圧巻の水しぶき(イメージ)

昼限定のウォーターアトラクション『京都スプラッシュ！』では、「イルカス タジアム」の屋根に設置した約 680
本のノズルから約 3t の水が降下し、幅約 15ｍの降下型巨大ウォータービジョンにさまざまな模様や文字、いき
ものたちが現れる「アクアサイン」を約 10 分間描き出します。コンピューター制御により時間差をつけることで次
から次へと現れては消える壮大で瞬間的な水のアートをお楽しみいただけます。また、 流れ落ちる水しぶきに
触れて遊ぶことで、見るだけではなく暑い夏をより楽しむことのできる爽快感を体感していただくこともできます。

開 催 日：2015 年 8 月 1 日（土）～9 月 30 日（水） ※荒天等により中止する場合があります。
開催時間：開催スケジュールは京都水族館ホームページをご確認ください。(約 10 分間)
開催場所：イルカスタジアム
料

金：無料(別途京都水族館への入場料のみ必要)
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【 施設概要 】
施設名称

京都水族館

運営会社
運営業務
受託会社
場所

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）
オリックス水族館株式会社（本社：東京都港区、社長：三坂 伸也）
京都市下京区観喜寺町 35-1（梅小路公園内）
10：00～20：00
8 月営業時間変更のお知らせ
2015 年 8 月 1 日（土）～8 月 11 日(火) 10 時 00 分～21 時 00 分

営業時間

2015 年 8 月 12 日（水）～8 月 16 日(日) 9 時 00 分～21 時 00 分
2015 年 8 月 17 日（月）～8 月 31 日(月) 10 時 00 分～21 時 00 分
※ただし、GW、夏休み、年末年始は変更あり
※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

【個人のお客様】
大人
一般料金

2,050円

大学・
高校生
1,550円

幼児

中・小学生

（3歳以上）

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
料金（税込）

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

1,200円

720円

500円

園児
（0歳から有料）

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

館内構成

＜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
土日祝は京都市バス「水族館シャトル」 「水族館・東山ライン」「東寺・水族館・西本願 寺
EXPRESS」「岡崎・東山・梅小路 Express」が運行（乗車時間約 5 分）
●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
土日祝は京都市バス「水族館･東山ライン」が運行（乗車時間約 9 分）
●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

京の川ゾーン、かいじゅうゾーン、ペンギンゾーン、大水槽、海洋ゾーン、交流プ
ラザ、イルカスタジアム、山紫水明ゾーン、京の里山ゾーン
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