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天空のオアシス・サンシャイン水族館に癒しの大水槽が誕生
く ら げ く う か ん

新クラゲエリア「海月空感」7月９日(木) OPEN決定
見どころは、国内最大級の横幅約14m「クラゲパノラマ」水槽
サンシャイン水族館(東京・池袋、館長：丸山克志)は、大型リニューアル第3弾となる、クラゲをメインにし
た新エリア「海月空感(くらげくうかん)」のオープン日を2020年７月９日(木)に決定いたしました。

一番の見どころは、国内最大級(注1)の横幅約14m「クラゲパノラマ」水槽
視界いっぱいにゆったりとした動きのミズクラゲが広がる、横幅約14mの「クラゲパノラマ」と、長く伸び
る触手が美しいシーネットルの仲間を鑑賞できる「クラゲスクリーン」の2つの水槽が新たに誕生します。その
他、これまでのクラゲ展示エリアもリニューアル。床や壁面にもこだわり、360度クラゲに囲まれる浮遊感を楽
しめる「クラゲトンネル」に加え、「クラゲルーペ」、「クラゲドロップ」、「夢幻海月(むげんくらげ)」の計6つ
の水槽が非日常空間を演出します。

音響・アロマ・照明もオリジナルの演出。癒しを追及して細部にまでこだわった空間。
海月空感ではクラゲ本来の動きに加え、このエリアのために新たに書き下ろされたオリジナルサウンドを活か
す音響設備やオリジナルアロマ、水中のゆらめきを表現したオリジナルの照明など細部にまでこだわり、訪れた

人が癒しを感じることができる空間となっています。
■入場制限及びチケット購入に関して
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、海月空感オープンから当面の間、入場制限をいたします。
ＷＥＢで販売する日時指定のチケット、一部コンビニで販売する時間指定当日チケット、またはＷＥＢ上にて
配布する整理券、年間パスポートのいずれかをあらかじめお持ちのお客様のみご入場いただけます。
詳 細：https://sunshinecity.jp/aquarium/news/entry-14202.html

特設サイトURL：https://sunshinecity.jp/file/aquarium/jellyfish/
※７月３日（金）に情報更新予定
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ゆったりとしたクラゲの動きに癒される！新設含む6つの水槽で没入体験！

①

横幅 国内最大級(注1) ！大迫力の

「クラゲパノラマ」

新設

【水量約40t、幅約14m、
観覧アクリル面積約24㎡】

横幅約14mにもおよぶ巨大な水
槽が大きく孤を描いているのが特
徴。暗い海の中で視界をすべてミ
ズクラゲに覆われたような、圧倒
的な水中世界への没入感を体験で
きます。

② 優雅に漂うシーネットルの仲間
新設

③

「クラゲスクリーン」

リニュー
アル

シーネットルの仲間は世界各地に様々な種類が生息しています。触手に
は強い毒があり、長く伸びるのが特徴で5ｍ以上に達する種類もいます。
サンシャイン水族館ではパシフィックシーネットルやインドネシアシー
ネットル、アカクラゲなどを見ることができます。
※シーネットルの仲間の１種類を展示します。

④
リニュー
アル

飛び出すクラゲ!?

「クラゲルーペ」

ミズクラゲ

⑤
リニュー
アル

※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、水槽にはお手を触れぬようお願いします。

「クラゲトンネル」

クラゲのトンネル型水槽。水槽内の左右と
頭上にループする3つの複雑な水流を作る
ことで、クラゲたちが水の流れにのって回
遊するよう設計。今回、床や壁面にもこだ
わ り 、 360 度 ク ラゲ に 囲まれ る 空 間に リ
ニューアルしました。まるで水中にいるか
のような浮遊感を楽しむことができます。

雫の中のクラゲを見上げる

「クラゲドロップ」

全方位型クラゲ空間

⑥

万華鏡のように広がる

リニュー
アル

「夢幻海月」

むげんくらげ

精神科医推奨！ “ストレス解消”にはクラゲがオススメ
様々な環境の変化で精神の緊張状態が続いている方もいらっしゃるでしょう。精神科医/産業医の奥田弘美先
生に「ストレスの解消」について伺ったところ、まずは、毎日6時間以上の睡眠と、三大栄養素が揃ったバラン
スの良い食事を基本に置き、その上で、何も考えずに「ぼーっと」リラックスする時間を取り入れるべきだと教
えていただきました。「ぼーっとすること」で緊張を感じる交感神経を緩め、リラックスを感じる副交感神経を
優位に切り替えることができるそうです。緊張状態をほぐすのに、ふわふわと漂うクラゲをぼーっとみることは
効果的とのこと。

忙しいビジネスパーソンの53.4%がクラゲを見て「ぼーっとできた」と回答
クラゲの動画を観ていただき、「ぼーっとすることができ
た」かどうか評価する設問では、忙しさを感じる人で53.4%、
忙しさを感じていない人で29.5%の人が「ぼーっとできた」
と回答。忙しさの自覚の有無により、23.9%の差が生じまし
た(図1)。
この差に関して、奥田先生は「忙しい人は日々、変化が連続
しており、心身ともに常に緊張状態にあるため、クラゲのよう
なゆったりした動きを見ることで緊張のほぐれをより感じたの
では、と分析。
忙しさを感じているビジネスパーソンにとって、クラゲを見
ることはストレス解消の一つになりえそうだということがわか
りました。

クラゲの持つ癒し効果？！２人に１人が
「ぼーっとしにクラゲを見に行きたい」と回答

（図1）

上記の結果を反映するように、忙しさを感じるビジネスパー
ソンの2人に１人が「ぼーっとしにクラゲを見に行ってもい
い」と回答しています (図2) 。「ゆったりとしたクラゲの動きを
ぼーっと眺めることで、日々緊張しがちな脳や心をほっと憩う
ような安らぎのひと時をもてるようになり、自律神経を整える
ことにもつながる」と、奥田先生は言います。
クラゲを「ぼーっとみる」こと、さらに「海月空感」のため
に書き下ろされたゆったりできる音響やアロマ、照明にもこだ
わった癒しの「海月空感」へ「ぼーっとしに」お越しください。
（図2）

精神科医 奥田弘美先生 プロフィール
医師(精神科、精神保健指定医)
日本医療医師会認定産業医
労働衛生コンサルタント
作家
精神科医・産業医として、臨床診療をはじめ都内約20箇所の企業で産業医としても
日々多数の老若男女の心身のストレスケアに携わっている。「1分間どこでもマイン
ドフルネス」など心のケアをテーマとした著書も多数執筆。

「海月空感」に込める想い
サンシャイン水族館館長・丸山 克志（まるやま かつし）
クラゲは世界に3,000種以上もいるといわれており、そのクラゲを表す漢字も海月・水母・久羅下・水月・海月
魚・海象・鏡虫・久良介…と実に様々です。ただ漂っているだけのようにもみえるクラゲですが、その姿から
人々が感じるものも「癒し」ということばでひとくくりにできないほど多様なのでしょう。この度、新しく誕
生する“海月空感”はその名のとおり、これまで以上にクラゲの海に没入し、クラゲの緩やかな動き、色、他の生
物に見られないような形を、見て、感じていただける空間となります。神秘的とすら言えるその不思議な姿と
ゆったり漂う様子、繰り返される傘の拍動に、特別な癒し、非日常感を味わっていただけるのではないでしょ
うか。見どころたくさんの当館の中でも、「癒し力」では当館随一と言える空間にしたいと思っております。
生き物好きの方はもちろんのこと、非日常、癒し、リラックスした気持ちを感じたいと思っていらっしゃるす
べての方に体験いただきたい空間です。

サンシャイン水族館飼育スタッフ・クラゲ担当・杉本 巧樹（すぎもと こうき）
今回、新しく誕生する横幅約14mの「クラゲパノラマ」水槽では、たくさんのミズクラゲに包み込まれたよう
な感覚になります。ふわふわとゆったりと漂うミズクラゲを見ているととても癒されます。
ミズクラゲは一年のうち春先から夏終わりにかけて日本の近くの海で多く見られる最もポピュラーなクラゲで
すが、実は不思議な生活史をもつ生き物です。受精卵は浮遊生活を行う「プラヌラ幼生」を経て「ポリプ」と
なり、岩などに付着して生活。その後、縦に伸びてくびれが生じ、お皿が重なったような姿の「ストロビラ」
となり、その先端からは「エフィラ」と呼ばれる直径2～3mm程の小さなミズクラゲが生まれます。ミズクラ
ゲは成長すると最大で30cm以上にもなりますが、小さなミズクラゲを水族館のバックヤードで1,000～2,000
匹以上飼育しており、繁殖させ、大きくなったものを展示します。飼育者として、赤ちゃんから大事に育てて
きた魅力いっぱいなクラゲたちを思う存分堪能して欲しいので、楽しみにしていてください！

サンシャイン水族館飼育スタッフ・
設備担当・ 島森 翔大郎
（しまもり しょうたろう）
今回新設した水槽の中でもメインとなる
「クラゲパノラマ」水槽は、クラゲの水
槽としては今までに無い大きさと形状で
す。クラゲを上手く飼育するためには、
クラゲが漂うのに適した水流を生み出す
必要があります。クラゲの魅力を十分に
引き出すため、より自然な流れを再現し
ました。見どころとしては水槽への没入
感、周囲をクラゲに囲まれているような
感覚を味わえる点です。水槽の独特の形
状に、水槽外の演出効果も相まって、
ずっと見ていたいという気持ちにさせて
くれる水槽に仕上がりました。

プロジェクションマッピング

階段演出 クラゲver.

水族館プロデューサー・
中村 元（なかむら はじめ）
私の最優先ミッションはクラ
ゲの浮遊感だけで「天空のオ
アシスを宇宙まで拡げる」こ
とでした。夜空に架かる天の
川のように視界いっぱい広が
るクラゲの漂いは、ご覧にな
る皆様を圧倒的な浮遊感の世
界へと誘います。命あるクラ
ゲだけによる異次元の美しさ
は、映像にはない新鮮な感動
と天空の癒しをお約束します。

水族館内のタリーズコーヒーで
限定ドリンク発売！
■商品名：T’s スプラッシュ ナタデココ in オアシス
■価 格：Tall Size イートイン 649円
テイクアウト637円
■販売場所：タリーズコーヒー サンシャイン水族館店

海に見立てた爽快感のある
炭酸に、クラゲをイメージ
したレモンフレーバーのナ
タデココをトッピングした、
見た目も食感も楽しいサン
シャイン水族館店限定
ドリンク。クラゲのスト
ローフラッグ付！
1階から2階にあがる階段部分の映像演出。光に導か
れたクラゲがゆらゆらと漂う、生命の神秘を感じら
れる幻想的な映像が映し出されるフォトジェニック
な空間です。

※ストローフラッグは全4種あ
り、ランダムで付きます。

飼育スタッフ監修！OPEN記念商品も発売決定！

■商品名：上生菓子 海月
■価 格：400円
池袋の老舗和菓子店「池袋三原堂」
とのコラボ商品。
※数量限定のため、なくなり次第
販売終了。
※飼育スタッフ監修

■商品名：サンシャイン水族館
■商品名：くらげこんにゃく
オリジナル ワイルド
■価 格：972円
グラフィ パシフィック
まるで本物のクラゲのような
シーネットルぬいぐるみ
形をしたこんにゃく。
■価 格：2,530円
※飼育スタッフ監修

■商品名：サンシャイン水族館
オリジナル クラゲサイダー
(330ml)

■価 格：270円
※クラゲサイダーミニ(95ml)3本
セットは612円
※7月1０日(金)～販売

「海月空感」オープン記念！専門店街アルパレストラン限定メニュー
７月９日(木)より、サンシャインシティ 専門店街アルパ
の一部店舗において、「海月空感」オープンを記念した
限定メニューを販売します。
(左) 店舗名：中華旬彩料理・火鍋 聚（専門店街アルパ3F）
メニュー名：感動！食感！クラゲの頭の冷菜
価格：1,100円
(右) 店舗名：AGIO（専門店街アルパ3F）
メニュー名：ブルーハワイの小さな水槽とプルプルクラゲゼリー
価格：495円 ※1日限定15食
※提供終了日は店舗にお問合せください。

サンシャイン水族館 概要
水族館名：サンシャイン水族館
場

所：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：9:30～21:00（～9月10日）、10:00～18:00（9月11日～）
※時期によって異なります。詳細はHPでご確認ください。
入場料金：大人(高校生以上)2,200円(7月９日以降2,400円)
こども(小・中学生)1,200円、幼児(4才以上)700円
※大人のみ7月９日以降、料金が変更になります。
U

R

L：https://sunshinecity.jp/

※画像はすべてイメージです。※金額はすべて税込です。※内容が変更になる場合がございます。
(注1) 2020年6月25日時点、サンシャイン水族館調べ
(注2) 【調査タイトル】ストレスとクラゲに関する調査
【調査対象】1都3県在住18歳～69歳までの男女500人(内訳：ビジネスパーソン 400人、主婦・学生 100人)
【調査方法】インターネット調査
【調査期間】2020年2月25日～28日
【調査主体】株式会社サンシャインシティ

【調査委託先】株式会社マテリアル
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