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 報道関係各位                                                        2018年３月１日 

株式会社サンシャインシティ  
株式会社サンシャインエンタプライズ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

投票期間：3月 16日（金）～4月 15日（日） 
株式会社サンシャインシティ（本社：東京都豊島区 代表取締役社長：鈴木 誠一郎）

が運営する大規模複合施設「サンシャインシティ」内のアミューズメント施設の運営・管理を行う株
式会社サンシャインエンタプライズでは、いきものに特化した WEB サービス「いきものＡＺ」を利
用して、日本各地の動物園・水族館で飼育されているヒレアシ類（アシカ、アザラシ、セイウチな
ど）の人気個体ランキングを決めるイベント「いきものＡＺpresents 第一回ヒレアシ甲子園」
を 3月 16日（金）～4月 15日（日）の期間で実施します。  
本イベントは、全国的に話題となりました昨年 8月末より実施され約 51万票の投票があった

「第一回カワウソゥ選挙」に続き開催するもので、40 園館以上が協力して行うイベントは“日
本初”となります。日本各地の動物園・水族館47園館で飼育展示されている47個体のヒレアシ
類から『愛される一芸を持っている』人気ナンバー１をWEB投票で決定します。ヒレアシ類は手
足が鰭（ひれ）状の形をしている動物で鰭

き

脚類
き ゃ く る い

（オットセイ・トド・オタリアを含むアシカ科、アザ
ラシ科、セイウチ科）のことを意味しています。特設ページからどなたでも投票できますが、WEBサービス「いきものＡＺ」に登録する
事でより多くのポイントを投票することができます。投票期間は 3月 16日（金）～4月 15日（日）となっており、結果は 4月 20
日（金）に発表します。  
投票の結果、人気ナンバー１に選ばれた「ヒレアシチャンピオン」の飼育施設には優勝旗、また地域ごとのナンバー１に選ばれた

「ご当地 No.1 ヒレアシ」の飼育施設には表彰楯を授与します。この機会に是非、「いきものＡＺ」に登録して「第一回ヒレアシ甲子
園」に参加しましょう！ 

＜「第一回ヒレアシ甲子園」に出場するヒレアシ類（一部）＞ 
※他のヒレアシ類の“一芸”は 3月 16日（金）より特設ページにて公開となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 presents 

日本各地の動物園・水族館４７園館のヒレアシ類（アシカ、アザラシ、セイウチなど）から
『愛される一芸を持っている』人気 No.１を投票で決める大会をWEBで開催！ 

 

伊勢シーパラダイス ヒマワリ（セイウチ） 
「闘魂注入で厄払い！」 

那須どうぶつ王国 スーザン（ミナミアメリカオットセイ） 
「フリスビージャンプ キャッチ＆リリース！」 

箱根園水族館 ビリー（バイカルアザラシ） 
「温泉アザラシ」 

おたる水族館 モンキチ（トド） 
「サケは飲み物」 

サンシャイン水族館 ソラ（オタリア） 
「shake it ！」 

しながわ水族館 はなこ（ゴマフアザラシ） 
「ハイジャンプ！」 

日本一の個体には 
「ヒレアシチャンピオン」、 
地域ごとの人気個体には
「ご当地 No.1 ヒレアシ」 
の称号を授与！！ 

横浜・八景島シーパラダイス ピコ（セイウチ） 
「考えるセイウチ」 



                                                    
 

報道関係者様からの 
お問い合せ先 

株式会社サンシャインシティ コミュニケーション部 広報担当 鳴海・中山・大浦 
TEL. 03-3989-3329（平日 9:30～18:00）  FAX. 03-3989-3451  pr@sunshinecity.co.jp 

 
共同ピーアール株式会社 PR アカウント本部 9局 前山・高橋 TEL. 03-3571-5238 

 
 

「いきものＡＺ presents 第一回ヒレアシ甲子園」 概要 
投票期間：3月 16日（金）～4月 15日（日） 
内   容：日本各地の動物園・水族館 47 園館で飼育されている手足が鰭（ひれ）状の形をしている動物で鰭

き

脚類
き ゃ く る い

（オットセ
イ・トド・オタリアを含むアシカ科、アザラシ科、セイウチ科）の人気ランキングを決めるイベントをWEB上の特設ページにて
実施します。特設ページ上で投票ボタンがクリックされた数と、「いきものAZ」内でのアクション数(好き数･個体日誌投
稿数)を基にランキングを実施します。人気ナンバー１に選ばれた「ヒレアシチャンピオン」の飼育園館には優勝旗、ま
た地域ごとのナンバー１に選ばれた「ご当地No.1 ヒレアシ」の飼育園館には楯を授与し、「いきものＡＺ」にて良質な
記事の投稿で投票された方の中からいきものＡＺ運営チームが選出したユーザーには、「マイスター」の称号とマイスター
バッチを授与します。 

参加料金：無料 
投票方法：①特設サイトの投票ボタンのクリック：1 ポイント （1日 1回投票できます。） 

②いきもの AZ の『好き』をクリック：2 ポイント 
        ③いきもの AZ での『個体日誌』の投稿：3 ポイント  ①②③を集計して算出します。 
        ※いきもの AZ に登録しなくても①の投票は可能ですが、登録することで②③の投票も可能です。 
参加園館：47園館（詳細は次項参照ください） 
参加個体：47個体 
参 加 種：オットセイ・トド・オタリアを含むアシカ科、アザラシ科、セイウチ科 
結果発表：4月 20日（金） ※特設ページにて発表します。 
特設ページ URL: http://www.sunshinecity.co.jp/campaign/cp/ikimonoaz_hireashi-koshien/ 
目的・経緯：日本国内にて鰭

き
脚類
きゃくるい

を飼育している動物園・水族館は全国に83園館 (（株）サンシャインエンタプライズ調べ) もあ
るが、まだまだその魅力を伝えきれていないため、世間にまだ知られていない鰭

き
脚類
きゃくるい

の「面白さ」「可愛い仕草や行動」
「能力」などについての理解をさらに深めたいと考え、本イベントを立案しました。 

宣材資料 URL： https://goo.gl/2Djmkp 

いきもの特化型webサービス「いきもの AZ」 概要 
サービス開始日：2017年 4月 19日（飼育の日）  
加盟園館：旭山動物園、足立区生物園、あわしまマリンパーク、伊勢シーパラダイス、越前松島水族館、江戸川区自然動物園、 

おたる水族館、桂浜水族館、神戸どうぶつ王国、高知県立のいち動物公園、サンシャイン水族館、しながわ水族館、 
どうぶつハグハグたうん、なぎさ水族館、那須どうぶつ王国、登別マリンパークニクス、浜名湖体験学習施設ウォット、 
マリホ水族館、よみうりランド・アシカ館 

利用料金：無料 
登録方法：「いきものＡＺ」で検索いただき、会員登録（無料）へお進みください。  
U R L：https://ikimonoaz.ikimonopal.jp/ 
内 容：2017 年４月よりスタート。「いきものを見るだけでなく、同じいきもの好きな人とコミュニケーションを取って一緒に盛り上

がりたい」「いきもの好き同士で語り合う場がほしい」「閉館後のいきものたちの様子が知りたい」といったお客様からの声を
基に、いきものＡＺに参画している動物園・水族館（以下、園館）と全国の 150 以上の園館のリピーターと協働して、
いきものたちの魅力をより多くの方々に知っていだたき、全国のいきものファンの要望を満たすことを目的とした WEB サー
ビスです。近隣の園館にいるいきものにしか出会えない、園館の営業時間内で一部のシーンにしか出会えないといった地
理的・時間的制約を超える「いきものと人との出会い」「いきものファン同士の出会い」を提供しています。 
好きないきものや園館を検索したり、気になった記事やユーザー、いきものをフォローしていくことで、どんどん自分好みの記事が
タイムラインに流れるようカスタマイズされていきます。いきものに関する記事を投稿したり、お気に入りの 1 頭（個体）
について日誌を投稿し合うことができ、ときには、園館からリアクションをもらえることもあります。 

★いきもの AZではこんな写真が見られます★ 
  

http://www.sunshinecity.co.jp/campaign/cp/ikimonoaz_hireashi-koshien/
https://goo.gl/2Djmkp
https://ikimonoaz.ikimonopal.jp/
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いきもの AZ presents 第一回ヒレアシ甲子園参加園館・個体リスト 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※リリースに記載している以外の生物の一芸は、3月 16日（金）より特設ページにて公開します。 
©那須どうぶつ王国 

NO. 科 種 名前 園館名 都道府県
1 アザラシ科 ゴマフアザラシ 日和（ひより） アザラシシーパラダイス 北海道
2 アシカ科 トド モンキチ おたる水族館 北海道
3 アザラシ科 ゼニガタアザラシ アラレ 釧路市動物園 北海道
4 アザラシ科 ゴマフアザラシ サクラ サンピアザ水族館 北海道
5 アザラシ科 ゴマフアザラシ マッキー ノシャップ寒流水族館 北海道
6 アザラシ科 ゼニガタアザラシ ミサキ 登別マリンパーク　ニクス 北海道

NO. 科 種 名前 園館名 都道府県
1 アザラシ科 ゼニガタアザラシ 平次（へいじ） 浅虫水族館 青森県
2 アザラシ科 ゴマフアザラシ ゆうき 仙台うみの杜水族館 宮城県
3 アザラシ科 ゴマフアザラシ みずき 男鹿水族館GAO 秋田県
4 アシカ科 カリフォルニアアシカ マヤ 秋田市大森山動物園 秋田県
5 アザラシ科 ゴマフアザラシ ももこ 鶴岡市立加茂水族館 山形県

NO. 科 種 名前 園館名 都道府県
1 アシカ科 オタリア きらり 江戸川区自然動物園 東京都
2 アシカ科 オタリア ソラ サンシャイン水族館 東京都
3 アザラシ科 ゴマフアザラシ はなこ しながわ水族館 東京都
4 アシカ科 カリフォルニアアシカ リップ よみうりランド　アシカ館 東京都
5 セイウチ科 セイウチ ピコ 横浜・八景島シーパラダイス 神奈川県
6 アザラシ科 バイカルアザラシ ビリー 箱根園水族館 神奈川県
7 アザラシ科 ゴマフアザラシ チビ 市原ぞうの国 千葉県
8 アシカ科 ミナミアフリカオットセイ ムーン 東武動物公園 埼玉県
9 アシカ科 ミナミアメリカオットセイ スーザン 那須どうぶつ王国 栃木県
10 アシカ科 カリフォルニアアシカ ゴエモン アクアワールド茨城県大洗水族館 茨城県
11 アシカ科 カリフォルニアアシカ シュン 長野市城山動物園 長野県

NO. 科 種 名前 園館名 都道府県
1 アザラシ科 ゴマフアザラシ キュー のとじま水族館 石川県
2 アザラシ科 ゴマフアザラシ ミミ 魚津水族館 富山県
3 アザラシ科 ゴマフアザラシ ロビン あわしまマリンパーク 静岡県
4 アシカ科 カリフォルニアアシカ シナモン 伊豆・三津シーパラダイス 静岡県
5 アザラシ科 ゴマフアザラシ サクラコ 下田海中水族館 静岡県
6 アシカ科 カリフォルニアアシカ ルーシー 浜松市動物園 静岡県
7 アシカ科 オタリア ラブ 竹島水族館 愛知県
8 アザラシ科 ゴマフアザラシ アラシ 名古屋港水族館 愛知県
9 アザラシ科 ゴマフアザラシ もなか のんほいパーク豊橋総合動植物公園 愛知県
10 セイウチ科 セイウチ キック 南知多ビーチランド 愛知県
11 セイウチ科 セイウチ ヒマワリ 伊勢シーパラダイス 三重県
12 アザラシ科 ゼニガタアザラシ ガブリエル 大内山動物園 三重県

NO. 科 種 名前 園館名 都道府県
1 アシカ科 カリフォルニアアシカ チチ みさき公園 大阪府
2 アシカ科 カリフォルニアアシカ ミーク 天王寺動物園 大阪府
3 アシカ科 トド シュンタ 城崎マリンワールド 兵庫県
4 アザラシ科 ゴマフアザラシ みなと 神戸どうぶつ王国 兵庫県
5 アザラシ科 ゴマフアザラシ ゴン太 宮津エネルギー研究所水族館　丹後魚っ知館 京都府

NO. 科 種 名前 園館名 都道府県
1 アザラシ科 ゴマフアザラシ なっしー しまね海洋館アクアス 島根県
2 アシカ科 オタリア マウ しものせき水族館　海響館 山口県
3 アシカ科 カリフォルニアアシカ リサ 桂浜水族館 高知県
4 アザラシ科 ゼニガタアザラシ 海雨（かいう） 新屋島水族館 香川県

NO. 科 種 名前 園館名 都道府県
1 アシカ科 カリフォルニアアシカ カズ マリンワールド海の中道 福岡県
2 セイウチ科 セイウチ みー 大分マリーンパレス水族館「うみたまご」 大分県
3 アシカ科 カリフォルニアアシカ リコ 平川動物公園 鹿児島県
4 アシカ科 ミナミアメリカオットセイ ヒューゴ OMRC（オキナワマリンセンター） 沖縄県

★九州・沖縄エリア

★北海道エリア

★東北エリア

★関東・甲信越エリア

★東海・北陸エリア

★近畿エリア

★中国・四国エリア


