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サンシャイン水族館誕生から ！
サンシャイン国際水族館として池袋の地にオープンしてからは42年の歴史

天空のオアシス

未来のため、海の大切さを守る・伝える施設であり続けるために
サンシャイン水族館（東京・池袋、館長:丸山克志）は、2011年8月4日
の誕生から今年で10周年を迎えます。初の全館リニューアルにより「天空のオ
アシス」をコンセプトとして生まれ変わったサンシャイン水族館は、都心の真ん中、
地上40mのビルの屋上にありながらも水や緑に包まれた非日常空間として、こ
れまでたくさんのお客様をお迎えしてきました。

周年※ 年 トピック

0(33) 2011 ★サンシャイン水族館オープン（8月） ※サンシャイン国際水族館を全面リニューアル
▶サンシャイン水族館入場者数累計100万人突破（12月）

1(34) 2012 ・「ペンギンNo.1グランプリ」実施（3月）・屋外エリアで「ビアガーデン」開始（7月※2016年まで毎年開催）

2(35) 2013 ・「ペンギンナビ」サービス開始（3月※現在は終了）・「水族館でヨガ」開始（4月※2019年まで不定期実施）
・リニューアル後初特別展「たまご・卵・タマゴ展」（3～5月）実施、以降様々な特別展を実施（本トピックには一部のみ抜粋）

3(36) 2014 ・特別展「へんないきもの展」（3～6月）「毒毒毒毒毒毒毒毒毒（もうどく）展」（7～10月）実施
▶サンシャイン水族館入場者数累計500万人突破（7月）

4(37) 2015 ・日本初！タダタダタダヨウガニ公開（11月）

5(38) 2016 ・ラッコ展示終了（2月）・屋外エリアリニューアル工事の為、一部閉鎖（9月～翌年7月）
・日本初！「ホラー水族館」開始（9月※2020年まで計4回実施）

6(39) 2017 ★屋外エリア「マリンガーデン」リニューアルオープン（7月）
・「第一回カワウソゥ選挙」実施（8月※2018年に第二回実施）・日本初！リボンドパイプフィッシュ公開（10月）

7(40) 2018
・「ヒレアシ甲子園」実施（3～4月）・特別展「化ケモノ展」実施（6～2月）
・かざすAI図鑑アプリ「LINNÉ LENS（リンネレンズ）」サービス開始（8月～）
▶サンシャイン水族館入場者数累計1,000万人突破（1月）

8(41) 2019 ・東日本ではここだけ！ゾウギンザメ公開（3月）・当館初 バイカルアザラシの赤ちゃん誕生（3月）

9(42) 2020 ・ゾウギンザメの赤ちゃん日本初孵化（2月）
★新クラゲエリア「海月空感」誕生（7月）

10(43) 2021
・コツメカワウソの赤ちゃん3姉妹が誕生（2月）・カリフォルニアアシカの赤ちゃんが誕生（5月）
★サンシャイン水族館オープンから10周年（8月）
▶サンシャイン水族館入場者数累計約1,400万人（6月現在）

サンシャイン水族館 10年の歴史

サンシャイン水族館館長の想い

サンシャイン水族館館長丸山克志

1978年のサンシャイン国際水族館開業以来、本物の海から遠い池袋の水族館で生き物の魅力、素敵さを伝
えることを一貫して目指してきました。
2011年の全館リニューアル時、それを受け継ぎながらこれからの時代に合わせた新しい水族館を作ろうと、飼育
スタッフだけでなく様々な人の意見を取り入れ、広い視点で考えるきっかけとなりました。
水族館の使命は生き物の本来の姿を伝えていくこと。お客様には、生き物を見て感じるリアルな心の動きを体感
してほしい。そして生き物の生態や環境、私たち人間との関わりまで関心を持つきっかけとなり、その後の行動にも
影響を及ぼすことのできる水族館でありたいと思います。今後も試行錯誤しながら、生き物にもお客様にも心地よ
い、ずっと必要とされる水族館を目指していきます。

当館はこれからも癒しの場所でありながら、自然環境に近い状態で展示生物と出会う
ことで知性が刺激され、生命に興味を持ち、さらには生き物やその周辺を取り巻く環境を
知ることで環境問題について考えるきっかけとなる施設であり続けます。

※（）はサンシャイン国際水族館からの年数
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1966年に株式会社サンシャインシティの前身である株式会社新都市開発センターの
設立趣意書に「文化・教育に関する事業経営」の記載があり、さらに豊島区との協議を
経て教育要素と文化性の高いアミューズメント性を兼ね備えた水族館をサンシャインシティ
施設内に組み込むこととなりました。当時水族館は海沿いに建設することが通常で、豊
島区民、東京都民等近隣の方にとっては身近とは言い難い存在でしたが、これによって
多くの方にレジャー及び知的好奇心を満たすきっかけになってほしいという思いがありました。

1978年10月5日に「サンシャイン国際水族館」は池袋副都心再開発構想の下で誕
生した大型複合施設「サンシャインシティ」の教育文化施設の一つとして開業し、高層ビ
ル屋上（地上約40ｍ）に設置された、世界でも類を見ない水族館として大きな話題を
集めました。

水族館開業時の経緯と想い

①2011年 全館リニューアル
✔“サンシャイン国際水族館″から“サンシャイン水族館”へ
✔コンセプト「天空のオアシス」としてリニューアル
開業以来初めてとなる全館リニューアル工事の為、2010年9月から休館に入り約1年
間の工事となりましたが、東日本大震災の影響によりリニューアルオープンは延期をする
こととなりました。
⇒当初の予定より約1か月遅れた2011年8月に「サンシャイン水族館」と名称を改めて
グランドオープン。その後、1年間（2011年8月～2012年7月）で開業以来最高とな
る入場者数約224万人を達成！

②2017年 マリンガーデンリニューアル
✔「天空のオアシス」大型リニューアル第2弾
✔「天空のペンギン」「草原のペンギン」オープン
リニューアル工事のため屋外エリア「マリンガーデン」の一部を2016年9月より閉鎖しま

したが、工事期間中、鳥インフルエンザの流行によりペンギンやペリカンへの影響を考慮し
リニューアルオープンは延期することとなりました。
⇒当初の予定より1シーズン遅れた2017年7月に5つの新展示を取り入れ、さらに進化
した天空のオアシス第2章が完成。その後、2017年度（2017年4月～2018年3
月）に単年度では開業以来最高となる入場者数約197万人を達成！

③2020年 海月空感（くらげくうかん）誕生
✔「天空のオアシス」大型リニューアル第3弾
✔新クラゲエリア「海月空感（くらげくうかん）」オープン
天空のオアシスにふさわしい癒しの大水槽「クラゲパノラマ」をメインに、2020年春にクラ
ゲエリアを新設予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりリニューアル
オープンは延期に追い込まれました。
⇒緊急事態宣言の影響で休館した3か月を経て、2020年7月に計6つの水槽によって
構成される新クラゲエリア「海月空感」が誕生。
各種感染予防対策の実施に加え、日時指定チケットの事前購入制を導入することで、
水族館入場者数をコントロールし、リニューアルオープンを迎えました。

実は困難だらけだった・・・！？
サンシャイン水族館 大規模リニューアルの歴史

ビルの屋上で水量約240トンにも及ぶ
大水槽「サンシャインラグーン」

新設クラゲエリア「海月空感」内「クラゲパノラマ」

サンシャイン国際水族館時代の写真

空・光・水・緑に満ちた自然環境を実現した「マリンガーデン」

サンシャイン水族館の取組み サンゴプロジェクト
2006年4月より沖縄県恩納村の協力のもと「サンゴプロジェクト」を推進しております。
「サンゴ返還プロジェクト」「サンゴ礁再生プロジェクト」の2つを実行し、サンゴの保全のみ
ならず、サンゴや環境問題について多くのお客様に考えるきっかけを持っていただけるよう
取り組みを進めています。

（左）恩納村の海で飼育スタッフがサンゴのメンテナンスをする様子
（右）「サンゴ礁の再生～恩納村の海から～」

▶『サンゴプロジェクト』HP：https://sunshinecity.jp/file/aquarium/coral_project/
▶『サンゴプロジェクト』情報：

https://co.sunshinecity.co.jp/archives/007/202102/a90319343c87d7524c8b8282d396c1a9.pdf
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コツメカワウソの仲良し夫婦「マハロ」と「ラジャ」に、2月１日(月)赤ちゃんが誕生し
ました。その後、名前募集に全国から4,000件を超えるご応募の中から、3姉妹の
名前が「てまり」「ひまり」「あいり」に決定しました。
現在「カワウソたちの水辺」にて母マハロとともに、じゃれあったりくっついて眠ったり、
元気に暮らしている様子をご覧いただけます。

▶ ～“かわいい”のその先へ～生態や生息環境、保全の必要性などコツメカワウソ
の情報が盛りだくさん。いきものディスカバリー通信「コツメカワウソ」をチェック！
（ https://co.sunshinecity.co.jp/archives/007/202106/02fd8f68e7e3365f
a911908fea6d0abd.pdf）

➁アシカの赤ちゃんが誕生
サンシャイン国際水族館として1978年に開館して以来初めてとなる、カリフォルニ
アアシカの赤ちゃんが5月9日(日)に誕生しました。
現在「アシカたちの砂浜」にて母パコとともに暮らしている様子をご覧いただけます。
初産のパコですが、とてもよく仔の面倒を見ています。仔も最近いろいろなものに興
味を持ち始め、水槽内を楽しそうに動き回っています。
※育仔中は特にデリケートな時期であり、
お客様と水槽との間に距離を取らせていただいております。

生き物たちの秘められた体の内部や透明な生き物をテーマにし、骨・骨格の構造
に注目した特別展を7月16日(金)～2022年1月30日(日)に開催します。話題
の書籍「カメの甲羅はあばら骨」とのコラボ展示もお見逃しなく!!
▶特設サイト 順次情報を更新！

https://sunshinecity.jp/file/aquarium/sukebone/

てまり・ひまり・あいりが生まれてから生後100日までの成長記録を
サンシャイン水族館オフィシャルYouTubeにて配信中！

https://www.youtube.com/user/SunshineAquarium
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写真上：仔（オス）（生後21日目）
写真左下：父（チャップ）、右下：母（パコ）

サンシャイン水族館 最新のトピックス
①カワウソの赤ちゃん3姉妹が誕生&4,000件以上の応募の中から名前決定

③近日開催特別展「スケ💀💀ボーン展～meets カメの甲羅はあばら骨～」

サンシャイン水族館の人気オリジナルグッズ情報

飼育スタッフ監修 オリジナルぬいぐるみ
トラフザメ11,000円ケープペンギン2,079円、

コツメカワウソ2,178円

飼育スタッフ監修
ダイオウグソクムシスリッパ2,640円 オリジナルペンギン婚姻届

1,650円

クラゲが漂う神秘的な
海をイメージした香りの

フレグランス
Le Parfum des 

Medeses (ル パル
ファン ドゥ メデュース)

2,000円

※サンシャイン水族館ではお客様に安心してご来館いただくため、新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めております。ご来館の際には、ご理解とご協力をお願いいたします。
詳しくはサンシャイン水族館 ウェブサイトをご確認ください。https://sunshinecity.jp/aquarium/news/entry-14803.html

■サンシャイン水族館 概要
所 在 地 ：
営業時間：
入 場 料 ：
問合せ先：

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
9:30～21:00、10:00～18:00(9月8日～) ※最終入場は終了1時間前 ※変更になる場合がございます。
大人（高校生以上）2,400円、こども（小・中学生）1,200円、幼児（4才以上）700円
サンシャイン水族館 03-3989-3466 https://sunshinecity.jp

※画像はイメージです。※金額はすべて税込です。※状況により、内容・スケジュールが変更になる場合がございます。

©川崎悟司 / SBクリエイティブ
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