
                                                    

 

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部 前山・高橋 TEL. 03-3571-5238 

 

29-85 

報道関係各位                                                        2017年 12月 12日 
株式会社サンシャインシティ  

サンシャイン水族館スタッフが採集してきた深海生物を展示。深海生物にタッチできる 

「ゾクゾクタッチ」など、深海に棲む生き物を観て触れて味わえる冬限定のイベント！ 

    ゾクゾク深海生物 2018 
 2018年 1月 13日（土）～3月 11日（日） 

 

 

 

 

 

 

サンシャイン水族館(東京・池袋、館長：丸山克志)では 2018 年 1 月 13 日（土）～3 月 11 日（日）の期間、水深    

数百ｍの深海に棲む生き物を観て触れて味わえる冬限定のイベント「ゾクゾク深海生物 2018」を開催します。 
 

深海生物は生息水温が 10℃程のため、海水の表面水温が下がる冬にしか採集できないうえ、水圧の違いから飼育

展示できない種類が多くいます。サンシャイン水族館では毎年冬に深海生物採集に挑戦しており、この冬も採集を実

施します。本イベントでは、採集後大切に持ち帰り、大切にケアし、ご覧いただける状態の生き物を館内入口特設水槽

や館内 1階「冷たい海」水槽、館内 1階「生き物たちの不思議」水槽の一部にて展示します。 
 

デリケートで長期飼育が難しいため水族館で見られるのは珍しい【メンダコ】や【タチウ

オ】、深海生物の代表的存在の【ダイオウグソクムシ】、魚なのに泳ぎが不得意でめったに

動かない【ミドリフサアンコウ】、実はヤドカリの仲間で食べると美味しい【オオコシオリエビ】

などの展示を予定しています。 
 

また、オオグソクムシやギンザメ、ユウレイイカなどの樹脂標本を約 20 種類展示し、  

違った角度から深海生物を観察していただけるほか、ゾクゾクしながら深海生物にタッチ

できる「ゾクゾクタッチ」など深海にちなんだイベントが満載です。 
 

さらに、カナロア カフェではサンシャイン水族館オリジナルの

「メンダコケーキ」や「ミドリフサアンコウケーキ」など深海生物をイ

メージしたスイーツや、アンコウの竜田揚げを使用した「アンコウ

ラップサンド」を販売します。さらに 2018 年 2 月 23 日(金)・24 日

(土)の 17：00以降は深海生物が味わえる「深海汁」を数量限定で 

販売します。 
 

ショップ アクアポケットでは深海生物グッズを特集し、「サン  

シャイン水族館オリジナル ミドリフサアンコウがま口」や、「ミドリフ

サアンコウぬいぐるみ」などを販売します。 
 

この冬は是非、今しか見ることのできないめずらしい深海生物 

たちに会いに、サンシャイン水族館へお越しください！ 

 

※採集状況や生物の状態により展示内容は変更になります。  

メンダコ          ダイオウグソクムシ         ミドリフサアンコウ         オオコシオリエビ 

今年もオリジナルの 

深海生物ケーキを販売！ 

ゾクゾクタッチ 

サンシャイン水族館オリジナル 

ミドリフサアンコウがま口 

樹脂標本（ユウレイイカ） 

サンシャイン水族館オリジナル 

ミドリフサアンコウケーキ 

サンシャイン水族館オリジナル 

メンダコケーキ 
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＜参考資料＞ 

イベント概要 
名 称：ゾクゾク深海生物 2018 
開催期間：2018年 1月 13日（土）～3月 11日（日） 
料 金：サンシャイン水族館の入場料金のみでご覧いただけます。 
内 容： 
（1）深海生物・樹脂標本の展示（館内入口特設水槽・「冷たい海」水槽・「生き物たちの不思議」水槽の一部） 
ダイオウグソクムシ、オオグソクムシ、メンダコ、タチウオ、オオホモラ、ヤマトトックリウミグモ、ハリイバラガニ、ミドリフサアン
コウ、オオコシオリエビなど、深海生物採集で採れた生き物や、深海に棲む生き物を展示。その他、館内１階では樹脂標
本を約 20種類展示します。※採集状況や生物の状態により展示内容は変更になります。 

展示予定生物 

ダイオウグソクムシ…最大 50センチまで成長する、ダンゴムシやフナムシに近い種類の生物。主に魚の死体を食べて生活しているが、活発に動くことはあり

ません。深海生物の中でも人気のある生物です。 

オオホモラ…第 4歩脚を器用に使ってカイメンや海藻などを背負い、カムフラージュして身を守っています。鋏脚の先端は黒色をしており、雄の鋏脚は歩脚

よりもはるかに長く太いことで雌雄の区別ができます。 

ヤマトトックリウミグモ…名前に「クモ」と付いていますが、陸上に棲むクモとは違うグループの生物。脚が長く体が小さいため、脚の中にも消化器官、生殖器

官が入り込んでいます。 

ハリイバラガニ…タラバガニ科に属すヤドカリの仲間。甲や脚に長いトゲが体を覆うように生えていますが、成長と共にトゲは短くなっていきます。捕獲数が

少ないため、なかなか見ることができない珍しい種類です。 

ニホンイバラガニ…雄は雌よりも大型で、最大級の雄では体重が 2㎏以上にもなります。甲羅は柔らかく丸みがある五角形状です。 

ミドリフサアンコウ…カラフルな体色を持ち、他のアンコウと同じく頭部にある擬似餌を使い、小魚をおびき寄せ丸飲みにします。外部からの刺激を感じると

体を大きく見せようとし、海水を飲み風船のように体を丸く膨らませます。 

オオコシオリエビ…泥底・砂泥底に生息し、岩陰などに巣をつくります。雄の鋏脚は雌よりも長く、甲羅に対して約 5倍の長さになります。11月～1月に抱卵

期を迎えます。海外や国内の一部地域では食用にされており、美味です。 

オキナマコ…体色は灰白色～緑色を帯びた灰色をしています。食用にされるほか、保湿効果があるアミノ酸などを豊富に含んでいるとされ、シャンプーや

石鹸などの原料として利用されています。 

★採集状況によってはこんなレアな生物も見られます！ 

メンダコ…フワフワと泳ぐ姿がパラシュートに見える浮遊性のタコ。墨袋をもたないため墨を吐けないこと、また吸盤が 1列しかないことが特徴です。 

タチウオ…群れで生活し、昼夜で浅深移動をします。魚食性で成長すると体長 2m前後になり、体は銀白色で鱗はなく、代わりに全身が銀色に輝くグアニン

質の層で覆われています。尾鰭と腹鰭はなく、長い背鰭を波打たせるようにして泳ぎます。 
 

（2）ゾクゾクタッチ 
この期間しか体験できない、深海に棲む生き物にタッチできるイベントです。あまり見る機会のない深海生物の奇妙な姿
形にゾクゾクするとともに、約 10℃の冷たい海水にもゾクゾクします。 
時 間：各日 12：15～／15：15～ 
料 金：300円（各回定員 20名） ※別途水族館入場料が必要です。 
対象生物：オオグソクムシ、オキナマコ、オオコシオリエビ、イガグリガニなど 

 
（3）カナロア カフェ 

Patisserie Swallowtail（パティスリースワロウテイル）が展開するブランド“お菓子な水族館”とコラボレーションし、1月 13日（土）
～2月 9日（金）の期間に「サンシャイン水族館オリジナル ミドリフサアンコウケーキ」と「リュウグウノツカイケーキ」、2月 10
日（土）～3 月 11 日（日）の期間に「サンシャイン水族館オリジナル メンダコケーキ」と「グソクムシケーキ」といった深海生
物をモチーフにしたスイーツ（各 650 円）を数量限定で販売します。また、アンコウの竜田揚げを使用した「アンコウラップ
サンド」（650円/本）を販売します。さらに、2018年 2 月 23日（金）・24日（土）の 17：00以降は「深海汁」（300円）を数量
限定で販売します。※深海汁とは深海生物で出汁をとったお味噌汁です。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
（4）ショップ アクアポケット 
深海生物グッズを特集します。ミドリフサアンコウのシルエットのがま
口で、パカッと大きく口を開ける姿が可愛い「サンシャイン水族館オリ
ジナル ミドリフサアンコウがま口」（864円）や、「サンシャイン水族館
オリジナル ダイオウグソクムシスリッパ」（2,592円）、本物そっくりで
色鮮やかな「ミドリフサアンコウぬいぐるみ」（3,024円）などを販売しま
す。 

 

ミドリフサアンコウ

ぬいぐるみ 

サンシャイン水族館オリジナル 

ダイオウグソクムシスリッパ 

深海汁具材例 アンコウラップサンド リュウグウノツカイケーキ グソクムシケーキ 
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＜参考資料＞ 

（5）「いきもの AZ」にて深海生物マイスターを選出 
いきもの特化型 webサービス「いきものAZ」（https://ikimonoaz.ikimonopal.jp/）内で、「ダイオウグソクムシマイスター」、
「ミドリフサアンコウマイスター」といった深海生物マイスターを選出します。期間中に深海生物に関する記事投稿をし、「深海
生物の生態について詳しく語ってくれたユーザー」、「魅力的な写真を投稿してくれたユーザー」、「深海生物との思い出を
語ってくれたユーザー」等、深海生物愛に溢れた投稿をしてくれたユーザーにマイスターの称号とマイスターバッチを授与し
ます。 

期 間：2018年 1月 13日(土)～3 月 11日(日) 
認定数：5名程度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（6）「いきも～る」にて深海特集実施 
いきものグッズ特化型ネットショップ「いきも～る」（http://ikimall.ikimonopal.jp）内で『深海特集』を実施します。 

期 間：2018年 1月 13日(土)～3 月 11日(日) 
商品数：約 100商品（14作家） 
商品例：カップめんだこ（3,024 円）、サツマハオリムシ Tシャツ（3,500円）、ラブカぬいぐるみ（8,000円） 他 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

なお同期間、サンシャイン水族館内ショップ アクアポケットでも、ネットショップ「いきも～る」で販売しているちょっと変わった
深海生物商品の一部を販売します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

※採集状況や生物の状態により展示内容は変更になります。 ※画像はすべてイメージです ※金額はすべて税込です 

 

■サンシャイン水族館 概要 
所 在 地：東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル・屋上 

営業時間：10：00～20：00（4月～10月）、10：00～18：00（11月～3月）※最終入場は終了 1時間前  ※変更になる場合あり 
入場料金：大人（高校生以上）2,200円、こども（小・中学生）1,200円、幼児（4才以上）700円   
問合せ先：サンシャイン水族館  03-3989-3466  http://www.sunshinecity.co.jp 

いきもの特化型web サービス「いきもの AZ」とは？ 

2017年 4月 19日（飼育の日）にサービス開始。近隣の動物園・水族館にいるいきものにしか出会えない、動物園・水族館の営業時間

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。 

好きないきものや動物園・水族館を検索したり、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頭について日誌を投稿し合うことができ、とき

には、動物園・水族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」で検索いただき、会員登録（無料）へお進みください。 

 

 

 

いきものグッズ特化型ネットショップ「いきも～る」とは？ 

「何これ!?×すごいクオリティ＝おもしろい!!」をコンセプトに、水族館のスタッフがセレクトするマニアックかつ高品質なこだわりのいきものグッズを販

売するネットショップ。他のサイトにはない「いきもの別」で商品検索ができるほか、陸・海・空などいきものが棲んでいる「ゾーン別」、かわいい・リア

ルといった「テイスト別」など様々な方向からサポートキャラクターと一緒に商品を“探す”“見つける”ことを楽しむことが可能です。その他、製作者

のこだわりや誕生までのストーリー、作品ひとつひとつにかける想いを商品と共にお客様にお届けします。 

 

 

サツマハオリムシ Tシャツ ラブカぬいぐるみ カップメンダコ 


