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報道関係各位                                                        2018年 10月 3日 

株式会社サンシャインシティ  

   

サンシャイン水族館の絶対的エース・やまと、現在第 2 位！！ 

悲願の 1 位を目指します！応援よろしくお願いします！！ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

投票期間：10月 14日（日）24：00 まで 
サンシャイン水族館（東京･池袋）は、日本各地の動物園・水族館で飼育されているカワウソの人気個体ランキングを決

めるイベント「いきものＡＺ presents第二回カワウソゥ選挙」（9月 3日（月）～10月 14日（日）の期間で実施、
9月 24日までに約 11万票を集め、ますます盛り上がりを見せております）に参加しています。 
カワウソゥ選挙は、カワウソの生態や生息環境などについて関心を持っていただくことを目的として昨年初めて開催し、   

日本各地の動物園・水族館（以下、園館）が参加した全国規模のイベントとなりました。イベント終了後もカワウソ人気は衰
えず、新たに飼育を始めた園館も増加。イベントの参加に意欲的な園館も多いことから、第二回カワウソゥ選挙の開催が決定し
ました。今回は前回の 36園館を上回る 39園館が参加しています。 
今回サンシャイン水族館からは、コツメカワウソ 4 組 5 頭（やまと、ハク、ジーノ、マハロ＆ラジャ）が立候補！サンシャイン

水族館の絶対的エース、カメラ目線とあざといお願いポーズが得意技の「やまと（オス 5歳）」は 10月 3日の第 3回中間発
表で第 2位です。 
現在、1位になった暁に実行するマニフェストを発表する動画や「やまと」の応援動画を公開中。また、PRのために作成した名

刺を毎日配布し、選挙活動に励んでいます。さらにカナロア カフェでは期間限定の「やまと」「ハク」をイメージしたオリジナルのカワ
ウソケーキ、かわうそくん焼きなどのメニューを販売している他、カワウソ・グリーティングタイムやお散歩タイムなどでは飼育スタッフに
よる応援演説も実施。普段お散歩やイベント時にしか会えない「やまと」「ハク」「ジーノ」の等身大パネルと一緒にお散歩をしてい
るような写真が撮れるフォトスポットも登場しています。 
第一回カワウソゥ選挙では中間発表でずっと 1位を保つも、最後に伊勢シーパラダイスの「ブブゼラ」に逆転され、惜しくも 2位

だった「やまと」。奇しくも現在暫定 1位の伊勢シーパラダイスの「きらり＆ひらり」は亡きブブゼラの子どもたちです。今回こそ 1位を
狙い、最後まで選挙活動をがんばります！皆さまの応援、清き一票をよろしくお願いいたします！！ 

特設WEB サイト：http://www.sunshinecity.co.jp/campaign/cp/ikimonoaz_kawauso-senkyo/ 

サンシャイン水族館カワウソのマニフェスト発表、「やまと」応援などの動画： 

https://www.youtube.com/user/SunshineAquarium 

 

30-90 

 

 

 

中間開票速報！！ 

現在公開中のやまと応援動画。最後まで見ずにいられない、鼻血必須の悩殺かわいいポーズが見られます！ 

http://www.sunshinecity.co.jp/campaign/cp/ikimonoaz_kawauso-senkyo/
https://www.youtube.com/user/SunshineAquarium
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「いきものＡＺ presents 第二回カワウソゥ選挙」 サンシャイン水族館立候補個体 
★やまと キャッチコピー：あざとさ 100％ すべてが計算  2013年 4月 22日生まれ オス（5歳）中間発表 2位 
サンシャイン水族館の絶対的エース。第一回カワウソゥ選挙では、伊勢シーパラダイスのブブゼラに逆
転され２位に終わりました。物怖じしない性格で「小さな巨人」と呼ばれるほどいつも堂々としています。
カメラ目線とあざといお願いポーズで今回こそ１位を狙います！ 

★ハク キャッチコピー：池袋の白い小悪魔  2012年 10月 19日生まれ メス（5歳）中間発表 5位 
強気な性格のツンデレお嬢様。生後半年まで全身真っ白で、成長するにつれてきれいなパールグレー
の体色になりました。ご飯を食べた後は指をしゃぶりながらウトウト・・・。写真よりも実物の方がかわいい
と言われるので、ぜひ会いに来てください！ 

★ジーノ キャッチコピー：生まれながらのビビリ系貴公子  2014年 2月 21日生まれ オス（4歳）中間発表 7位 
元気いっぱいだけど臆病で、自分の尻尾を追いかけてぐるぐる回ったり、塩ビ管のおもちゃに手を突っ込
んだりと一人遊びが上手です。ただいまお散歩練習中なので会える頻度は限られていますが、まだまだ
伸びしろいっぱい。お兄ちゃんのやまとに負けないようにがんばります！ 

★マハロ＆ラジャ キャッチコピー：2頭合わせてマハラジャ  
マハロ：2014年 8月 7日生まれ メス（4歳）、ラジャ：2015年 6月 5日生まれ オス(3歳) 中間発表 8位 
サンシャイン水族館生まれのやんちゃ娘で好奇心旺盛なマハロと、マレーシアの動物園生まれのちょっと
臆病で強がり王のラジャ。二世の誕生に期待が集まる国際カップルです。お互いを枕にしあって眠る姿な
ど「カワウソたちの水辺」水槽で新婚生活をご覧いただけます。 

「いきものＡＺ presents 第二回カワウソゥ選挙」 開催中イベントについて 
◆動画配信 
投票期間中に、やまと、ハク、ジーノ、マハロ&ラジャの魅力をたっぷり伝える動画をサンシャイン水族館のＳＮＳで配信。１位
になったら・・・のマニフェスト動画ややまとの応援動画を配信中です。 
※マニフェスト※ 
やまと：「ぼくと 2ショット写真が撮れます！」 ハク：「握手会を開催します！」  
ジーノ：「10日間連続お散歩を実施します！」 マハロ＆ラジャ：「活魚を食べる”活き活きカワウソタイム“を開催します！」 

◆名刺配布 
各カワウソたちの名刺を毎日14:45~実施しているカワウソ･グリーティングタイム終了後などに、ランダムに 
配布します。全 21種！カワウソごとに枚数の少ないレアな名刺もあります。 

◆カワウソ・グリーティングタイム 
毎日 14:45～実施している、お散歩風景をご覧いただきながら、生態や暮らしぶりを飼育スタッフが紹介する人気イベントで
す。選挙期間中は飼育スタッフによる応援演説を行います。（登場カワウソ：やまと orハク） 

◆お散歩タイム 
日時不定期で実施しているカワウソのお散歩タイムです。自由気ままにお散歩したり、遊んでいる様子を間近で見られます。
（登場カワウソ：やまと or ハク orジーノ） 

やまとの名刺(一例) 
 

▶いきものＡＺpresents第二回カワウソゥ選挙 先行結果発表イベントのご案内 
日時：10月 20日（土）15：00～15：20 
場所：サンシャイン水族館 屋外エリア「マリンガーデン」パフォーマンスステージ 
内容：「いきものＡＺpresents第二回カワウソゥ選挙」の結果を先行発表します。当日は選挙担当者が 1位～10位までの個

体と各地域の「ご当地 No.1」を口頭で、10 位以下の個体はパネル掲出にて順位を発表します。また、サンシャイン水族
館のコツメカワウソ「やまと」も登場し、結果発表の記念にくす玉を割る予定です。 
※トロフィーの授賞式は後日、１位のカワウソの飼育園館で実施します。※健康状態によりカワウソが登場しない場合もあります。 
※ここで発表される順位は 10月 22日（月）に特設ページに掲載されます。 
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◆フォトスポット 
普段お散歩やイベント時にしか会えない「やまと」「ハク」「ジーノ」の等身大パネルと一緒にお散歩をし
ているような写真が撮れるフォトスポットが登場！ 

◆カワウソメニューの販売 
カナロア カフェにて選挙期間限定メニューとなるカワウソケーキ（やまと･ハク）や前回No.1のブブゼラがいた伊勢シーパラダイ
ス名物「かわうそくん焼き」のハクバージョンを販売します。また、カワウソハヤシライスやカワウソミニパンケーキもご賞味ください。 
 
 
 

 
 

◆カワウソグッズの販売 
ショップ アクアポケットでは、サンシャイン水族館飼育スタッフ監修の、オリジナルコツメカワウソぬいぐるみとオリジナルコツメカワウ 
ソマスコットを大好評販売中です。その他コツメカワウソのグッズも多数販売しております。 
 
 
 
 
 

◆カワウソたちの水辺 
コツメカワウソの本来の暮らしをイメージした「カワウソたちの水辺」水槽。草原を駆け回ったり水の中をスイスイ泳ぐいきいきとし 
たカワウソたちをご覧いただけます。（展示カワウソ：マハロ&ラジャ） 

「いきものＡＺ presents 第二回カワウソゥ選挙」 概要 
目的・経緯：カワウソの魅力の１つでもある『可愛い』をキーワードに多くの人の興味を集め、それをきっかけとして、カワウソの生

態や生息環境などについて関心を持っていただくための一助となることを目的としています。そもそもカワウソは、
一昔前は日本にも生息する馴染みのある生き物でした。絶滅したニホンカワウソなどの轍を踏むことにならないよう
にするためにも、動物園・水族館で飼育展示しているカワウソの種の保存の取り組みなどにも目を向けていただくき
っかけになればと考えております。 

内   容： 日本各地の動物園・水族館で飼育されているカワウソの人気個体ランキングを決定し、日本一人気のある個体 
 を選出。さらに地域ごとの「ご当地 NO.1」も決定します。 
参加園館：カワウソを飼育している全国の動物園・水族館 39園館（詳細は添付資料をご参照ください。） 
参 加 種：コツメカワウソ、ユーラシアカワウソ、ツメナシカワウソ、カナダカワウソ 
参 加 数：58組 83個体（数頭で 1組として立候補している園館があります。） 
投票期間：9月 3日(月)～10月 14日(日) 45日間 

 ※中間発表 9月 19日（水）、9月 26日（水）、10月 3日（水）、10月 10日（水） 
投票方法：①特設WEB サイトの投票ボタンのクリック 
  ②いきもの AZ（https://ikimonoaz.ikimonopal.jp/）内の投票ボタンのクリック 
  ※①②ともに 1日 1回投票できます。 
        ※②に関してはいきもの AZの利用登録（無料）が必要です。 
結果発表：10月 20日(土) サンシャイン水族館にて先行発表、特設WEBサイトでは 10月 22日(月)に発表します。 
授 賞 式：1位になった動物園・水族館で 10月末に開催予定 
宣材資料 URL： https://goo.gl/EhE7nq 
 

カワウソケーキ 左：やまと、右：ハク 
 (各 734円) 

かわうそくん焼きハクバージョン 
（324円） 

カワウソハヤシライス（799円） カワウソミニパンケーキ（388円） 

オリジナルコツメカワウソぬいぐるみ（2,138円） オリジナルコツメカワウソマスコット（956円） 

NEW!! 

期間限定 期間限定 

オリジナルねむねむ抱き枕 コツメカワウソ（2,484円） 

https://ikimonoaz.ikimonopal.jp/
https://goo.gl/EhE7nq
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関連グッズのご紹介 

カワウソゥ選挙のトロフィーのデザインも担当した可愛いコツメカワウソのキャラクター「こつめってぃ」の原作者である鍵条漆（かぎじょう 
うるし）氏デザインのオリジナルカワウソグッズを販売いたします。  
①カワウソゥ選挙オリジナルクリアファイル 
  かわいいカワウソ達のイラストがデザインされた A4 サイズのクリアファイルを販売中です。 
  販売場所：サンシャイン水族館 

WEB ショップ「いきも～る」（http://ikimall.ikimonopal.jp/） 
（商品ページ http://ikimall.ikimonopal.jp/shopdetail/000000001316） 

  販売価格：324円/1枚   
②カワウソみくじ 
  運勢だけでなく、「投薬は口に苦し」などことわざをカワウソ風にアレンジした「ウソことわざ」付きのおみくじを販売中です。 
  販売場所：サンシャイン水族館 
  価 格：1回 100円  
③LINE スタンプ カワウソゥ選挙の日常会話で使えるスタンプ 
  かわいいカワウソの LINE スタンプが 40種類、販売中です。 
販売場所：https://line.me/S/sticker/4278566 

  価 格： 120円（50 コイン）/40 スタンプ（iOS、Android）  
④公式ムック本「全国 39動物園・水族館の飼育員推しコメント付き！日本全国“会える”カワウソ 83頭！」 
  第二回カワウソゥ選挙の公式ムック本が販売中です。全国の書店にてお買い求めいただけます。 
  本体価格：1,080円 
詳   細：以下の笠倉出版社 URL よりご確認ください。 
https://www.kasakura.co.jp/esp.php?_page=detail&_category=all&idItem=3940&_category=general 

⑤WEB ショップ「いきも～る」カワウソ特集 
様々ないきものグッズを販売している WEB ショップ「いきも～る」でカワウソ特集を実施中！「いきも～る」でしか購入できない限
定商品も多数あります。 

 

 

 

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、アザラシシーパラダイス、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、大内山動物園、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、東武動物公園、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、のんほいパーク豊橋総合動物公園、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：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で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」を提供するWEB コミュニティサイト。 
全国の 150 以上の園館のリピーターと協働して、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。 

※金額はすべて税込です ※画像はすべてイメージです 

（左から）シースルーソックス カワウソ（1,200円）、グラス コツメカワウソ ジーノ/やまと（各 2,592円）、コツメカワウソ『ハク』がじがじネックレス（7,830円）、 
お空をおさんぽ (アクリルキーホルダー)（756円） 

NEW!! 

http://ikimall.ikimonopal.jp/
http://ikimall.ikimonopal.jp/shopdetail/000000001316
https://line.me/S/sticker/4278566
https://www.kasakura.co.jp/esp.php?_page=detail&_category=all&idItem=3940&_category=general
https://ikimonoaz.ikimonopal.jp/
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いきもの AZ presents 第二回カワウソゥ選挙 参加園館・個体リスト 

種類 名前 所属園館 都道府県

コツメカワウソ カオル おたる水族館 北海道

カナダカワウソ リッキー・チャッピー 釧路市動物園 北海道

コツメカワウソ ミミ・ララ サンピアザ水族館 北海道

コツメカワウソ わらび 秋田市大森山動物園～あきぎんオモリ ンの森～ 秋田県

コツメカワウソ キト ラ 秋田市大森山動物園～あきぎんオモリ ンの森～ 秋田県

ツメナシカワウソ く るり 仙台う みの杜水族館 宮城県

カナダカワウソ カエデ 盛岡市動物公園 岩手県

種類 名前 所属園館 都道府県

コツメカワウソ はっ さ く 那須どう ぶつ王国 栃木県

コツメカワウソ う ちょ っ ぷ 那須どう ぶつ王国 栃木県

コツメカワウソ ララ 埼玉県こども動物自然公園 埼玉県

コツメカワウソ シズク・アキ 狭山市立智光山公園こども動物園 埼玉県

コツメカワウソ リオ 狭山市立智光山公園こども動物園 埼玉県

コツメカワウソ ロク・イチ・ナナ 狭山市立智光山公園こども動物園 埼玉県

コツメカワウソ まっちゃ・ふう 東武動物公園 埼玉県

コツメカワウソ やまと サンシャイン水族館 東京都

コツメカワウソ ハク サンシャイン水族館 東京都

コツメカワウソ ジーノ サンシャイン水族館 東京都

コツメカワウソ マハロ・ラジャ サンシャイン水族館 東京都

コツメカワウソ ムギ・ムーア 横浜・八景島シーパラダイス 神奈川県

種類 名前 所属園館 都道府県

コツメカワウソ しずく 伊豆シャボテン動物公園 静岡県

コツメカワウソ ツキ 伊豆・三津シーパラダイス 静岡県

コツメカワウソ アカリ 伊豆・三津シーパラダイス 静岡県

コツメカワウソ まめた 下田海中水族館 静岡県

コツメカワウソ わさび 下田海中水族館 静岡県

コツメカワウソ サラ・カシワ 南知多ビーチランド 愛知県

ツメナシカワウソ きらり・ひらり 伊勢シーパラダイス 三重県

コツメカワウソ ネネ・ぺぺ 大内山動物園 三重県

コツメカワウソ ヨツバ・レベッカ のとじま水族館 石川県

ユーラシアカワウソ ストロー 富山市ファミリーパーク 富山県

ユーラシアカワウソ チュロス 富山市ファミリーパーク 富山県

コツメカワウソ シズク 越前松島水族館 福井県

コツメカワウソ スミレ 越前松島水族館 福井県

コツメカワウソ ユズ・アリス・ハナ 越前松島水族館 福井県

コツメカワウソ アッシュ 越前松島水族館 福井県

コツメカワウソ キナコ 越前松島水族館 福井県

種類 名前 所属園館 都道府県

コツメカワウソ タスケ どうぶつハグハグたうん 大阪府

コツメカワウソ ナツ・ リ ン みさき公園動物園 大阪府

コツメカワウソ ゆうひ 神戸どうぶつ王国 兵庫県

コツメカワウソ ゆうこ 神戸どうぶつ王国 兵庫県

コツメカワウソ チップ 姫路セントラルパーク 兵庫県

コツメカワウソ テンピ 姫路セントラルパーク 兵庫県

コツメカワウソ モミジ 姫路セントラルパーク 兵庫県

種類 名前 所属園館 都道府県

コツメカワウソ ツバメ 宮島水族館 広島県

コツメカワウソ ティラミス・ショコラ・マリー・クララ 池田動物園 岡山県

コツメカワウソ リン・キワ・ショウ 宇部市ときわ動物園 山口県

コツメカワウソ タルト・スミレ 周南市徳山動物園 山口県

コツメカワウソ マサ 愛媛県立とべ動物園 愛媛県

コツメカワウソ ナナ 虹の森公園おさかな館 愛媛県

コツメカワウソ コウメ 桂浜水族館 高知県

コツメカワウソ サン・ソラ 新屋島水族館 香川県

コツメカワウソ ゆめ とくしま動物園北島建設の森 徳島県

種類 名前 所属園館 都道府県

コツメカワウソ シティ 長崎バイオパーク 長崎県

コツメカワウソ レン 長崎バイオパーク 長崎県

コツメカワウソ テマリ・あずき 大分マリーンパレス水族館「うみたまご」 大分県

コツメカワウソ ケンピ 大分マリーンパレス水族館「うみたまご」 大分県

コツメカワウソ のこすけ うみたま体験パーク「つくみイルカ島」 大分県

ユーラシアカワウソ ホシ 宮崎市フェニックス自然動物園 宮崎県

コツメカワウソ ヤマト・チェリー・ダイブ 平川動物公園 鹿児島県

★九州エリア

★北海道･東北エリア

★関東エリア

★東海･北陸エリア

★近畿エリア

★中国･四国エリア


