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２０１８年１０月

マクセル アクアパーク品川
― プロジェクターのスペックアップにより、輝きを増す星空につつまれる ―
体験型から“没入型”へと進化したイルミネーションで贈る「ブライトクリスマス」！
輝きにつつまれる、星空の海へ

ＳＴＡＲ ＡＱＵＡＲＩＵＭ -Ｂｒｉｇｈｔ ＣｈｒｉｓｔｍａｓＤｉｒｅｃｔｅｄ ＢＹ ＮＡＫＥＤ
２０１８年１１月１０日(土)～２０１８年１２月２５日(火)
『マクセル アクアパーク品川』（所在地：東京都港区高輪４－１０－３０品川プリンスホテル内、館長:藤森純一）は、
２０１８年１１月１０日（土）～２０１８年１２月２５日（火）の期間、クリスマスイベントとして「ＳＴＡＲ ＡＱＵＡＲＩＵＭ –Ｂｒｉｇｈｔ
Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ- Ｄｉｒｅｃｔｅｄ ＢＹ ＮＡＫＥＤ（スターアクアリウム –ブライトクリスマス- ディレクテッド バイ ネイキッド）」を
開催します。
２０１６年にはじまり、今年３度目の開催となる「ＳＴＡＲ ＡＱＵＡＲＩＵＭ（スターアクアリウム）」。
当館では、クリスマス市場の最大のニーズは“大切なひとと過ごすための特別感（＝空間、時間、瞬間）”であると捉え、
そのシーンづくりを、施設コンセプトの【最先端テクノロジーと海の世界の融合】によって実現してきました。
初年度は「もっと距離が近くなる」をテーマに、インタラクティブ映像によって飾り付けるクリスマスツリーや、覗き込んで
お楽しみいただく水槽演出など、一緒に来館された方、そして人と生きものの距離が縮まる仕掛けを施し、昨年は「おも
わずシェアしたくなる」をテーマに、スノウマシンや多彩な照明を導入したドルフィンパフォーマンスをはじめとする、より
フォトジェニックな空間演出で、その楽しさや写真を共有したくなるコンテンツを展開しました。
そして今年は、それらのテーマを踏襲しながらも、クリエイティブカンパニー『NAKED Inc.』をパートナーに、世界観に
「触れる＝“体験型”」から「入り込む＝“没入型”」の演出へと進化させることで、シーンへの体感度を上げ、さらなる
特別感を創出します。

■没入型イルミネーションで演出するのは、「輝きにつつまれる、星空の海」
「星」をモチーフとしたプロジェクションマッピングやアートワークが、ドルフィンパフォーマンスや水槽展示と融合。
星の輝きが放つ温かなゴールドの光が海の世界をつつみこみ、館内全体に“星空の海”が広がります。その世界観の
体感度をアップさせるため、全ゾーンのプロジェクターを一新し、輝きは従来の２倍に。発光サンゴを展示するカフェバー
では、新たに天井にも投影を広げ、数分おきに、水槽上部やバーカウンターなど、空間すべての映像が星空へと変化し、
プラネタリウムさながらの演出を展開します。
さらに、メインコンテンツの夜のドルフィンパフォーマンスでは、まるで、イルカたちが 360 度に広がる星空の海を泳いで
いるかのような演出でパーティーへと誘い、水槽展示エリアでは、壁や床に投影するデジタルアートはもちろん、天井の
星型ランタンや、箔押しで星空を表現した水槽内のバックパネルなど、細部までこだわり抜いた演出の中にきらめく魚
たちが泳ぎ、サブタイトルに銘打った「Ｂｒｉｇｈｔ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ（ブライトクリスマス）」をお贈りします。
今年は、非日常シーンの「星空の海」への没入体験で、大切な方と過ごす特別感あふれるクリスマスを提案します！

お客さまからのお問合せ
『マクセル アクアパーク品川』
■住所： 〒１０８－８６１１
東京都港区高輪４－１０－３０
（品川プリンスホテル内）
■ＴＥＬ： ０３－５４２１－１１１１
＜音声ガイダンス＞
■ＵＲＬ： http://www.aqua-park.jp

テーマは、輝きにつつまれる、星空の海へ
演出パートナーであるクリエイティブカンパニー『NAKED Inc.』が今冬提案する【“没入型”イルミネーション＝物語に
入っていくかのような体験ができる、新しいスタイルのイルミネーション】を海の生きものたちの躍動や美しさと融合させ
ることで、唯一無二のエンターテインメントを創出します。
プロジェクター２８台の一新により、輝度が上がり、一部投影面も広がったことで、壮大なスケールで館内全体に描かれ
るのは、輝きにつつまれる「星空の海」。
１階の【水槽展示エリア】から２階の【ドルフィンパフォーマンス会場】までを同一の世界観で繋ぎ、期待感を高めながら、
魚やクラゲたちが、イルカたちのクリスマスパーティー（ドルフィンパフォーマンス）へ誘うようなストーリーを紡ぎます。
その幻想的な世界に、惹きこまれるようにつつまれていく“没入体験”で、特別なひとときをお過ごしいただきます。

１．展示エリア
“輝く星”をイメージしたゴールドやシルバーの展示生物たちが泳ぎ、温かな光広がるプロジェクションマッピングやアート
ワークと融合する水槽展示エリアは、パーティー会場（ドルフィンパフォーマンス）の“ホワイエ”のような華やかな空間を
イメージしました。
ストーリーは、クリスマスを象徴する「ツリー」の演出から始まります。その後、「星空の道」を通り、オリジナルドリンクも
ご用意する「プラネタリウム」のようなカフェバーにてひと息を。屋内型施設のワンウェイ導線を生かし「STAR AQUARIUM」
の世界観を凝縮して期待感を高めることで、一気に幻想空間へと惹きこんでいきます。
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ＷＥＬＣＯＭＥ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ＴＲＥＥ
≪ツリーを飾りつけて、パーティーの準備を。≫
最初にゲストをお迎えするのは、クリスマスを象徴する
「ツリー」が壁面に投影されたエントランス。
飾り付けはお客さまにご参加いただけるよう、＜ホワイト
ツリーに触れると、そこにオーナメントが現れる＞インタラ
クションを施しました。これから始まるパーティーの準備を
するかのように、体感的に楽しむことで、期待感が高まり
ます。
ツリーに囲まれた水槽内には「ネッタイスズメダイ」や
「イトヒキテンジクダイ」などの美しく輝く魚たちが泳ぎ、
足もとには映像でゴールドの光が、天井には星型ランタ
ンの明かりが灯る、「STAR AQUARIUM」のはじまりに
ふさわしい温かな雰囲気の空間です。
「WELCOME CHRISTMAS TREE」 ※イメージ
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ＢＲＩＧＨＴ ＳＫＹ ＳＴＲＥＥＴ
≪光あふれる「星空の道」を進む。≫
アートフラワーやストリングスライトを飾るショウケースと
水槽が交互に並ぶ小道。
星やオーナメントの映像が両壁をきらびやかに彩ります。
水槽内のバックパネルに描かれた夜空には、箔押しで
星の煌きを表現しました。ゴージャスな星空を背景に泳ぐ
のは「ハニードワーフグラミー」や「ヒメツバメウオ」などの
ゴールドやシルバーの鮮やかな魚たち。
さらに、天井には星型ランタンやゴールドのイルミネーシ
ョンが輝き、足もとには流れ星が走って、その先のゾーン
へと道案内をします。
「BRIGHT SKY STREET」 ※イメージ
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ＳＨＩＮＹ ＳＴＡＲＲＹ ＢＡＲ
≪ドリンク片手に、星空のもとで寛ぐ。≫
発光サンゴがきらめく水槽と、リボンやオーナメントのマッピングが彩る華やかなカフェバー。
今回新たに投影を広げた天井も使用し、数分おきに、水槽上部やバーカウンターなど、空間全体の映像が星空となる
特別演出タイムも設けました。 メニューには「ＳＴＡＲ ＡＱＵＡＲＩＵＭ」をイメージしたオリジナルドリンクもご用意しており、
映像の仕掛けによって、お渡しの瞬間に星が流れるカウンターにて提供いたします。
まるで、“海の世界のプラネタリウム”のような空間で、イルカたちのパーティー（ドルフィンパフォーマンス）前の寛ぎの
ひとときをお過ごしいただけます。

「ＳＨＩＮＹ STARRY BAR」 ※イメージ

★「ＳＴＡＲ ＡＱＵＡＲＩＵＭ」 限定 オリジナルメニュー★
「ＳＨＩＮＹ ＳＴＡＲＲＹ ＢＡＲ」の水槽テーブルにてお召し上がりいただくのはもちろん、館内のお持ち歩きも可能。
星空をイメージした、色合いが美しいラインナップです。
①フレーバーキリン一番搾りフローズン（生） 【７００円】
ジンジャーエールとカラーシロップで彩り、星明りをイメージした
フローズンビアカクテル「Ｓｔａｒｌｉｇｈｔ Ｂｅｅｒ」
②カクテル Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ Night 【７００円】
クリスマスカラーの真っ赤なドレンチェリーとナタデココを沈めた、
ジン＋ジンジャーエール＋バタフライピーの輝くグラデーションが
美しいカクテル。
③シーズンスカッシュ Ｓｈｏｏｔｉｎｇ Ｓｔａｒ 【５００円】
カルピスソーダにカラーシロップを加えて作る幻想的な夜空のような
ドリンクに、流れ星をイメージしてフローズンゴールデンパイナップルを
浮かべたノンアルコールカクテル。
④Ｓｐｅｃｉａｌ Ｓｅｌｅｃｔ ～Ｓｔａｒｒｙ Ｓｋｙ～ 【１，２００円】
金箔が舞う華やかなスパークリング清酒「澪ゴールド」に、
ブルーゼリーを浮かべ、星型ナタデココをアクセントにした特別なカクテル。

オリジナルドリンク４種 ※イメージ
【画像左より、①②③④】
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Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ Ｒａｍｂｌｅ
≪光をまとったクラゲたちに誘われる・・・≫
壁と天井が鏡面になっている、幅約９ｍ×奥行約３５ｍの大空間を
活かし、７個の円柱水槽と全面クリスタルのシンボリック水槽でクラゲ
を展示するゾーン。
天井のＬＥＤライト（９８個）と水槽の照明が連動しており、音楽に
合わせてカラフルに空間を彩ります。
３分おきに、イベント毎に異なる季節プログラム演出 （約５分間）が
あり、今回は「ＳＴＡＲ ＡＱＵＡＲＩＵＭ」をイメージした、幻想的な限定
プログラムをお楽しみいただけます。
「Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ Ｒａｍｂｌｅ」 ※イメージ

２．ドルフィンパフォーマンス
“感動＋新感覚”をテーマにお届けする『イルカパフォーマンスの枠を超えたエンターテインメント』。
３６０度どこからでも鑑賞が楽しめる２，０００名（座席：１，２１１席＋立見エリア）規模の円形会場で、ウォーターカーテン
×最先端のデジタルテクノロジー×イルカの技が調和し、イベントごとにユニークな世界観を創出します。プログラムは
昼夜２種類を実施。海外のお客さまにも言葉を気にせずお楽しみいただけるよう、デイｖｅｒ．では参加型の振りを取り
入れ、ナイトｖｅｒ．ではＭＣを入れずに演出のみで展開するなど、ノンバーバルな要素をもって構成しています。
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【夜】ナイトパフォーマンス「Ｂｒｉｇｈｔ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ」
≪イルカたちが贈る、“ブライトクリスマス”パーティー！≫
ゲストの皆さまが最後に辿り着くのは、イルカたちが贈るクリスマスパーティー会場。
プロジェクターの一新により、従来の２倍の明るさとなった【プロジェクションマッピング】に加え、【ウォーターカーテン】、
【スノウマシン】【水中照明】【１２．１ｃｈサラウンド】など最先端テクノロジーで描き出した『輝きにつつまれる、星空の海』を
イルカたちが舞う、圧倒的な世界観のパフォーマンスです。
スタジアム型の会場で、３６０度満ちあふれる光がゲストをもつつみ込みながら“ブライトクリスマス”パーティーへと誘い、
没入体験をお届けします。 【開演時間】１７：３０／１９：００／２０：３０ （各回、約１５分間）

「Ｂｒｉｇｈｔ Christmas」 ※イメージ

＜ 演出展開 ＞ 「Ｓｉｌｅｎｔ Ｎｉｇｈｔ」の音楽がゆったりと流れ、スターダストがキラキラと降りはじめます。
そこへ光のカーテンが下りると、シーンは夜空へと変わり、ゴールドに輝く光のイルカが３６０度の会場を一周します。
光のイルカがフェイドアウトした後、主役のイルカのダイナミックなジャンプを合図に、パーティーが幕開け！
アップテンポのＢＧＭに切り替わり、イルカたちは流れ星やグリッターなどの映像に連動したり呼応したりしながら、
次々と華麗な技を披露していきます。階段を上るようにリズミカルに盛り上がっていき、迎えるフィナーレでは、跳ね
上がる映像のオーナメントに合わせ、イルカたちが圧巻の全頭ジャンプで魅了します。
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【昼】デイパフォーマンス「Ｊｉｎｇｌｅ Ｒｏｃｋ」
≪ゲスト参加型のデイパーティー！≫
友人グループやカップル、お子さま連れのファミリーなど、
様々なお客さまが集うデイタイムに開催するパフォーマンス
は、すべてのゲストにお楽しみいただける、“カジュアル
パーティー”をイメージしました。
会場は、天窓から差し込む自然光をまとったウォーター
カーテンがプール中央に降りそそぐ明るい空間。
イルカたちは、ロック調のクリスマスソングにのって
遊ぶように、スピード感ある軽やかな技やダイナミックな
ジャンプ、愛らしい姿を披露します。ゲストの皆さまにも、
手拍子や簡単なダンスでご参加いただき、会場全体で盛り
上がります！
【開演時間】
１１：３０／１３：００／１４：３０／１６：００ （各回、約１５分間）

「Ｊｉｎｇｌｅ Ｒｏｃｋ」 ※イメージ

３．基本情報
施設概要
マクセル アクアパーク品川は、２０１５年７月、“音・光・映像と生きものの融合”をコンセプトにグランドオープン。
日本が誇る精巧技術を駆使することで、海の世界に、四季折々、さらに昼夜で異なる美しさが広がる可変的な演出が
実現しました。「エンターテインメントの要素を通じて、海の生きものたちの躍動や魅力を伝えたい」という思いを
コンテンツに体現し、近年「観光立国」として発展し続ける日本の玄関口・品川駅に位置する「都市型水族館」として、
国内のお客さまにとどまらず、海外へ向けても発信しています。
現在は、グループメリットを活かし、プリンスホテルの海外拠点と連動したセールス＆プロモーションによる招致活動や、
インフォメーションやご案内ツールの多言語対応の整備による受け入れ態勢の充実化を行っています。
インバウンドの誘客目標は、東京オリンピックイヤーとなる２０２０年度で２０万人。
高クオリティで日本一美しく、そして言語の障壁なく快適にお楽しみいただける水族館として、世界の人々に認知され
愛されるＴＯＫＹＯ最先端エンターテインメントを目指します。

営業概要
●営業時間
イベント期間【２０１８年１１月１０日（土）～２０１８年１２月２５日（火）】
１０：００～２２：００
※最終入場は、閉館時間の１時間前です。
●入場料金
個人

おとな（高校生以上）

小・中学生

幼児（４才以上）

２，２００円

１，２００円

７００円

年間パスポート
４，２００円
２，３００円
※アトラクション【２機種】は、別途：各５００円（１回）となります。

１，３００円

●お客さまからのお問合せ
『マクセル アクアパーク品川』
■住所： 〒１０８－８６１１ 東京都港区高輪４－１０－３０（品川プリンスホテル内）
■ＴＥＬ： ０３－５４２１－１１１１＜音声ガイダンス＞
■ＵＲＬ： http://www.aqua-park.jp

