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２０１６年１１月

アクアパーク品川
アクアパークならではの“空間演出”を強化するクリスマス。
“日本初”演出として話題のドルフィンパフォーマンスも内容を一新してお届けします！
※

星屑に彩られ、海の世界に広がる温かなクリスマス。

２０１６年１１月１９日(土)～２０１６年１２月２５日(日)
『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:高橋直人）
は、２０１６年１１月１９日（土）～２０１６年１２月２５日（日）の期間、クリスマスイベントとして
「ＳＴＡＲ ＡＱＵＡＲＩＵＭ ｂｙ ＮＡＫＥＤ（スターアクアリウム バイ ネイキッド）
」を開催します。
「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をドルフィンパフォーマンスや
水槽展示と融合させる同イベントは、イルカや色とりどりの魚たちが泳ぐ寒色（ブルー）の海の世界を
ゴールドの星屑グリッターなどの光で包みこみ、温かな雰囲気でクリスマスを演出します。
メインコンテンツは、今夏、“日本初(※)”として話題になった［ウォーターカーテン］×［プロジェク
ションマッピング］の演出で行われるナイト公演のドルフィンパフォーマンス。
パフォーマンスを行う「ザ スタジアム」をパーティー会場に見立て、そこへ誘うかのように導線の水槽
展示エリアには「ＳＴＡＲ ＡＱＵＡＲＩＵＭ」の世界が広がり、会場へ辿り着くとイルカたちが華麗な
技の数々を披露しておもてなしをするパーティー（パフォーマンス）があります。
当館は、昨年のグランドオープン時より、多くの方に海の世界に興味を持っていただきたくきっかけの
ひとつとなるよう“エンターテインメント”を強化し、施設コンセプトに“可変性”を掲げ、季節の移ろ
いに合わせて様々な演出をしております。その中でも特に“空間演出”にはウェートを置いてきました。
今回の空間演出テーマは、
「もっと距離が近くなるクリスマスパーティー」
。
クリスマスといえば、人々がその雰囲気自体を共有するような“この時季ならではの独特の楽しみ方”文
化があります。同イベントでは、華やかながらも温かみある空間演出を施すことで、一緒に来館された方
との距離や、人と海の生きものたちとの距離が縮まるような楽しさを提供いたします。
※水族館（日本動物園水族館協会加盟）の常設展示・およびパフォーマンスとして日本初。

◎本件に関する報道各位からのお問合せ先は
『アクアパーク品川』 広報担当 山田・桑原
ＴＥＬ:０３-５４２１-７８０６ ＦＡＸ:０３-３４４０-９８００
e-mail: a.yamada@aqua-park.jp

テーマは、「もっと距離が近くなるクリスマスパーティー」。
プロジェクションマッピングなどの演出から生まれる星屑グリッターが、館内をゴールドの温かな光で包み込み
ます。水槽展示エリアからドルフィンパフォーマンス会場（ザ スタジアム）までを同一の世界観で繋いでゆく
ことで、お魚やクラゲたちが星屑の輝きとともに、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。
テーマ性ある空間演出で、一緒に来館された方との距離、人と海の生きものたちとの距離、さらにはそこに居合
わせた人たちとの距離までもが近くなるような、素敵なひととき「もっと距離が近くなるクリスマスパーティー」
を創出します。

コンテンツ概要
１．展示エリア
展示生物たちと、プロジェクションマッピングやアートワーク、生花などを融合させて、華やかで温かな
ゴールドの光で館内を包み込みます。演出するゾーンは、
“エントランス”
、
“ラッピングストリート”
、
オリジナルドリンクもご用意する“ＢＡＲスペース”…と続き、
“パーティー会場のホワイエ”のような
役割をもたせて、
「ＳＴＡＲ ＡＱＵＡＲＩＵＭ」の世界観がギュッと詰まったワクワク感と共に、一気に
幻想空間へ惹き込んでいきます。
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ＷＥＬＣＯＭＥ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ＴＲＥＥ
最初にお客さまをお迎えするのは、
「ＳＴＡＲ ＡＱ
ＵＡＲＩＵＭ」の世界を象徴するエントランス空間。
「もっと距離が近くなる」仕掛けとして「皆さまで
装飾するクリスマスツリー」をご用意。水槽背面の
壁に葉のアートワークで造った立体的なツリーが
あり、
〔床面の装飾を踏むと、そこにオーナメント
が飾られる〕仕組みのインタラクションを施しまし
た。
さらに、星屑グリッターをイメージしたマッピング
投影や、天井に灯された星型のランタンとＬＥＤの
イルミネーションの明かりが空間を温かな光で包
み込み、生物はクリスマスカラー（赤色）のイメー
ジで「サクラダイ」を展示します。

シューティング

ス タ ー

「ＷＥＬＣＯＭＥ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ＴＲＥＥ」※イメージ

ス ト リ ー ト

ＳＨＯＯＴＩＮＧ ＳＴＡＲ ＳＴＲＥＥＴ
水槽×花を配置したアトリウムのような小道「カラ
ーズ」は、“流れ星とオーナメントが彩るラッピン
グストリート”となります。ショーケースにはゴー
ルドリーフ（葉）のオブジェやラメを纏った生花を
飾り、「コガネヤッコ」「コンゴウフグ」といった
ゴールドの魚たちを展示する水槽内には、
“流れ星”
のマッピング投影や“街のジオラマ”の装飾を施し
ます。覗き込んでお楽しみいただくことで、一緒に
来た方との距離、人と海の生きものたちの距離を縮
めます。

「ＳＨＯＯＴＩＮＧ ＳＴＡＲ ＳＴＲＥＥＴ」※イメージ
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ＳＴＡＲ ＬＩＧＨＴ ＢＡＲ
発光サンゴの水槽やテーブル型の水槽があるカフェバーは、上品に煌くスワロフスキーの柱が存在感を
放ちます。また、ゴールドのバルーンやグリッターボトルなどのオーナメントも施し、星がキラキラと
光輝くような空間を演出。「ＳＴＡＲ ＡＱＵＡＲＩＵＭ」をイメージしたオリジナルドリンクも３種類
ご用意しており、グラス片手にスターライト（の演出）をお楽しみいただけます。さらに、ドリンクは館
内のお持ち歩きが可能なので、そのまま先のゾーンへ歩を進めて、ゆったりご覧いただくこともできます。
オリジナルドリンク

販売期間：２０１６年１１月１９日（土）～１２月２５日（日）

商品名

内容

料金

ビール＋ジンジャーエールの「シャンディーガフ」に一番搾りフローズンを
トッピングしたビアカクテル。【画像：左】

７００円

Ｓｐｅｃｉａｌ Ｓｅｌｅｃｔ

ビール＋スパークリングワインの「ビアスプリッツァー」。１日１０杯限定で
提供するスペシャルカクテル。【画像：中央】

１，２００円

Ｆｒｏｚｅｎ Ｊｅｗｅｌｒｙ

ジン＋ジンジャーエールの「ジンバック」に、パインとミックスベリーの
フローズンフルーツをのせた宝石のようなカクテル。【画像：右】

７００円

キリン一番搾りフローズン(生)
Ｇｏｌｄ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ

※「Frozen Jewelry」は、レモンサイダーをベースにしたノンアルコール ver.もあります。

「ＳＴＡＲ ＬＩＧＨＴ ＢＡＲ」※イメージ
ジェリーフィッシュ

オリジナルドリンク３種

※イメージ

ラ ン ブ ル

Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ Ｒａｍｂｌｅ

壁と天井が鏡面になっている、幅約９ｍ×奥行約３
５ｍの大空間を活かし、最大限の“癒し”を提供す
るクラゲ展示ゾーン。天井を彩るＬＥＤライト（９
８個）やムービングライトを使用し、ゆらゆら漂う
クラゲたちと音と光を融合しており、３分おきに、
季節やイベント毎にコンテンツを変更するムービン
グライト演出（約５分間）があります。
今回は、「ＳＴＡＲ ＡＱＵＡＲＩＵＭ」をイメージ
した演出で空間を彩ります。

「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』
。
天窓によって生まれる昼夜異なる会場の雰囲気を活かし、常時２種類のプログラムをご用意しています。
今回は、この場所を“パーティー会場”に見立て、本イベントのメインとなる【ナイトパフォーマンス】
では、ゴールドの輝きに包まれた空間で開催する“華やかなパーティー”でイルカたちがお客さまをおも
てなし。一方、
【デイパフォーマンス】では、
“みんなが楽しめるアットホームなパーティー”をイメージ
し、お客さま参加型で盛り上がります。
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【夜】ナイトパフォーマンス「ＧＯＬＤ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ＰＡＲＴＹ」
今夏話題となった、日本初演出（：
「ラウンド型ウォーターカーテン」への３６０度投射、および「周壁
約１６０メートル」への投射映像と「イルカ」のコラボレーション）のパフォーマンスを、内容を一新し
てお届けします。
パーティー会場は、約２，０００名（座席：１，２１１席＋お立見エリア）規模のスタジアムが、映像、
光、音楽、水音、水流に包まれる華やかな空間。ホストは、イルカたちと、黒シャツにゴールドの蝶ネク
タイやスカーフでドレスアップしたトレーナー。
イントロが流れ、イルカの鳴き声が聞こえると、それを合図にゴールドの光に包まれ、パーティーの幕開
けとなります。その後も、流れ星や星屑グリッターなどの映像の中、イルカたちが華麗な技を披露したり、
“イルカの技から映像”、“映像からイルカの技”…と連動したり、コラボ感たっぷりに魅せていきます。
ＢＧＭはすべてオリジナルミュージックを使用。イルカたちの技や映像のテイストに合わせ、ポップ調か
らジャズに変わり、そこから階段を上るようにリズミカルに盛りあがり、フィナーレを迎えます。
ゲストの皆さま（お客さま）には、ゆったりと華やかな「ＧＯＬＤ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ＰＡＲＴＹ」の
世界に酔いしれていただけるひとときとなります。
時間： １７：３０
１９：００
２０：００
（各回、約１５分間）

「ＧＯＬＤ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ＰＡＲＴＹ」※イメージ
ハ ッ ピ ー
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【昼】デイパフォーマンス「ＨＡＰＰＹ ＨＯＬＩＤＡＹ」
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、様々なお客さま層が集う時間帯に開催するデイ
パフォーマンスは、すべての方にお楽しみいただける、
“アットホームなパーティー”をイメージしました。
ＢＧＭは「オールドミュージック」や「スカ」など、
様々なテイストのクリスマスソングが流れ、音楽にの
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、愛らしい姿を次々と披露するイル
カたち。
ゲストの皆さま（お客さま）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！
時間： １１：３０
１３：００
１４：３０
１６：００
（各回、約１５分間）

「ＨＡＰＰＹ ＨＯＬＩＤＡＹ」※イメージ

お得なチケットプラン
今回メインコンテンツとなるドルフィンパフォーマンス（ナイトｖｅｒ．
）を中心に、夜から「ＳＴＡＲ ＡＱＵ
ＡＲＩＵＭ」をお得にお楽しみいただける、おとなのお客さま対象のチケットプランをご用意しました。
①クリスマスプレミアムナイトチケット ※おとな料金のみ
１９：３０以降のご入場で、通常入場料より２００円割引となり、さらに選べる「１ドリンク（ソフトドリン
ク」が付いたお得なチケット。
２０：００にはドルフィンパフォーマンスの最終回があるので、お仕事帰りなど、少し遅めのご来館でも、
ドリンク片手にゆったりと夜のアクアリウムをお楽しみいただけます。
■内
容：
『アクアパーク品川』入場券（１９：３０以降）
、
「ＳＴＡＲ ＬＩＧＨＴ ＢＡＲ（コーラル
カフェバー）
」または「ザ スタジアム内売店」の１ドリンク（ソフトドリンク）
■料
金：おとな（高校生以上）１名さま ２，０００円
■販売場所：チケットセンター（１Ｆ）
②インスタグラム割引 ※おとな料金のみ
『アクアパーク品川』公式インスタグラムをフォローいただくと、１７：００以降のご入場がお得になるチケ
ット。フォロー画面提示で、通常入場料より４００円割引となります。
公式アカウントでは、イベントの見どころなども発信していくので、インスタ映えするフォトジェニックな空
間の予習ツールとしてご利用いただけます！
Instagram.com/aquapark_official
#アクアパーク #アクアパーク品川
ID

aquapark_official

■内
容：
『アクアパーク品川』入場券（１７：００以降）
■料
金：おとな（高校生以上）１名さま１，８００円 ※フォローいただいたご本人のみ適用。
■販売場所：チケットセンター（１Ｆ）

営業概要
●営業時間
イベント期間【２０１６年１１月１９日（土）～２０１６年１２月２５日（日)】
１０：００～２２：００
※最終入館は、閉館時間の１時間前です。

●入場料金
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

個人

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

●お客さまからのお問合せ
『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）
Ｔ Ｅ Ｌ ：０３-５４２１-１１１１（音声ガイダンス）
Ｕ Ｒ Ｌ ：http://aqua-park.jp

