報道発表資料

２０１７年２月１日

京急グループの株式会社京急油壺マリンパーク（博物館相当施設：神奈川県三浦市，社長：
草川 晴夫，以下 京急油壺マリンパーク）に，国内では京急油壺マリンパークと沖縄美ら海
水族館のみが展示している「オオメジロザメ」をはじめとする沖縄の魚たち 16 種約 400 点が 1
月 31 日(火)，沖縄より仲間入りしました。
これは，現在京急グループと一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローが共同で実施
している「京急×沖縄フェア 2017」の一環として行うもので，京急油壺マリンパークで 2005
年よりオオメジロザメの飼育・展示を行っていますが，現在１匹のメスを展示してるため，沖
縄よりペアとなるオスの個体を「婿入り」させ，今後，本州初となる繁殖に期待しています。
輸送は生物にストレスを与えないよう細心の注意を払って行われ，１月 28 日（土）早朝に活
魚輸送用トラックで出発した後，フェリーに乗って海上輸送を行い 1,500ｋｍ離れた沖縄の海
から実に 74 時間にもおよぶ長旅の末，１月 31 日(火)11 時 15 分に当館に到着しました。
本個体は２月１日(水)より「大回遊水槽」にて展示開始し，サメにエサを与えながら解説す
る「サメガイド」のほか，沖縄の海からやってきた魚たちの特別展示を行い，沖縄近海の生物
について詳しく紹介します。
詳細は別紙のとおりです。

↑“婿入り”する

沖縄近海の魚たち

オオメジロザメのオス（イメージ）

別

紙

【京急油壺マリンパーク沖縄フェアに伴う展示・催し物】について
１．サメガイド
実施期間：2017 年２月１日（水）～２月 28 日（火）
実施場所：水族館“魚の国”２階 大回遊水槽
内

容：大回遊水槽で展示しているサメやエイたちに餌を与えながら，生態や特徴などに
ついて紹介し，沖縄美ら海水族館所有のサメ顎やサメ皮の標本を展示します。

２．沖縄近海に生息する生物の特別展示
展示期間：2017 年２月１日（水）～ ※終了時期未定
展示場所：水族館“魚の国”１階 海の遊歩道
内

容：沖縄近海に生息する熱帯魚や甲殻類を中心に特別展示を行い，沖縄県での魚の利用
方法や生態などについて詳しく解説します。

３．記念撮影スポットリニューアル
場

所：水族館“魚の国”１階 海の遊歩道

内

容：海の生き物と一緒に記念撮影ができるスポットをリニューアル。
まるで自分が沖縄の海の中にいるような記念撮影が楽しめます。

４．ジンベエザメの実物大バルーン設置
設置期間：2017 年２月１日（水）～ ※終了時期未定
設置場所：水族館“魚の国”入口
内

容：沖縄美ら海水族館のジンベエザメ「ジンタ」の実物大バルーン（バルーン全長 8.5ｍ）
を入口に設置し，来館される皆さまをお出迎えします。
※2014 年当時の実物大バルーンになります。

５．沖縄芸能イベント開催
開 催 日：2017 年２月 11 日（土・祝）・12 日（日）
開催場所：園内中央広場「なぎさのステージ」
内

容：11：00～ 沖縄伝統芸能「エイサー」演舞
14：00～ 沖縄楽器「三線」演奏コンサート

６．沖縄物産販売フェア
実施期間：2017 年２月１日（水）～２月 28 日（火）
内

容：園内ショップ・レストランにて沖縄の物産販売や食品の提供などを行います。
（1）エントランスショップ
ちんすこう，さんぴん茶，シークワーサー食品などの販売
（2）レストラン「Log Terrace」
マンゴーや沖縄パインなどを使用したドリンク類の販売
（3）ペンギンショップ
沖縄そば，サーターアンダギーの提供

【オオメジロザメ】について
１．和

名：オオメジロザメ

英

名：Bull Shark

学

名：Carcharhinus leucas

２．全

長：最大で約４m

３．備

考：通常は熱帯，温帯の海に生息しているが，淡水でも生きられる数少ないサメであり，
河川や湖で見つかることもある。
非常に気性が荒く，人間を襲うサメの１種としても知られている。
国内の水族館では沖縄美ら海水族館と当館のみが飼育展示を行っている。

４．展示場所：水族館“魚の国”２階 大回遊水槽
※今回入館する個体は２月１日（水）より展示

↑オオメジロザメの左オスと右メス

↑水槽内を自由に泳ぎまわる様子・搬入の様子

京急油壺マリンパークについて
名

称

株式会社京急油壺マリンパーク

所 在 地

神奈川県三浦市三崎町小網代 1082

代 表 者

取締役社長

営業開始

1968 年４月 27 日

営業時間

３月 15 日までの平日

草川

晴夫
9:30～16:30

３月 15 日までの土日祝 9:00～17:00
３月 16 日からの毎日
入園料金

9:00～17:00

大人：1,700 円 中学生：1,300 円 小学生：850 円 幼児(３歳以上)：450 円
ペット：500 円（ペット入園にはお手続きが必要です）

アクセス

車

：横浜横須賀道路 衣笠Ｉ．Ｃから三浦縦貫道路経由(10km)

電車：京急線・品川駅より三崎口駅(約 65 分/快特電車利用)
三崎口駅より油壺行きバス(約 15 分)終点下車徒歩５分
お問合せ先

TEL 046-880-0152（営業時間内）
※本件に関する紙面掲載および放送時は，当社名の告知をお願いします。

以

上

【参

考】

◇◇◇

「京急×沖縄フェア 2017」

１． 実施期間

2017 年１月 23 日（月）～２月 28 日（火）

２．参加団体

主催：京浜急行電鉄株式会社

概要

◇◇◇

共催：一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー
協力：沖縄県，一般財団法人沖縄美ら島財団，
株式会社おきなわ物産センター，
３．実 施 内 容
（1）イベント列車「まはえ号」運行
イ．期
ロ．内

間：2017 年１月 23 日（月）～２月 25 日（土）
容：沖縄県の見どころの紹介ビジュアルで飾った京急電鉄 2100 形・８両１編成のイベント列
車「まはえ号」を運行します。

ハ．運行区間：京急線エリア
ニ．掲出内容：「知らない沖縄 ご用意あります。」と題して，まだ有名ではないけど魅力いっぱいな
深い沖縄の情報を紹介したポスターデザインで，電車を沖縄一色に彩ります。

（2）「アンケートに答えて沖縄へ行こう！おきなわじょーぐーキャンペーン」
イ．期

間：2017 年１月 23 日（月）～２月 28 日（火）※応募締切：３月５日（日）

ロ．内

容：期間中，対象店舗利用時に配布されるアンケートに記入していただき，専用の応募箱に投
函していただくと，抽選で合計 24 名様に沖縄に関連した豪華賞品をプレゼントします。

ハ．対象店舗：京急百貨店

３階入口付近

ＢＩＧ ＦＵＮ平和島 フードコート前
京急油壺マリンパーク 館内入口付近
ニ．賞

品：

＜特賞＞「沖縄ペア旅行 ２泊３日」

２組４名様

※詳しい旅行内容は当選後のお知らせとなります。あらかじめご了承ください。
＜Ａ賞＞「琉球帆布 バッグ」

５名様

※色・絵柄などはお選びいただけません。
＜Ｂ賞＞沖縄おいしさ詰め合わせセット

10 名様

＜Ｃ賞＞沖縄美ら海水族館限定【資生堂】ＳＥＡ ＷＩＮＤ コスメセット

５名様

ホ．応募方法：対象店舗に設置されているアンケート用紙に
①氏名②年齢③住所④電話番号
⑤ご希望の賞品⑥アンケートを全てご記入のうえ，専用の応募箱に
投函してください。
へ．当選発表：当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
ト．お 問 合 せ 先：アンケートに答えて沖縄へＧＯ！おきなわじょーぐーキャンペーン事務局
TEL 03-5275-0494 （10：00～17：00 土・日・祝日を除く）

（3）沖縄物産販売会＆沖縄芸能イベントの実施
イ．内

容：沖縄物産の特別販売展や沖縄料理のキッチンカー販売の他，三線の演奏
やエイサー演舞といった沖縄伝統芸能など，「食・文化・芸能」
すべてを体感できます。
※沖縄料理のキッチンカー販売はＢＩＧＦＵＮ平和島会場のみとなります。

ロ．開催日時：沖縄物産販売会
①京急百貨店１階 特設会場

１月 24 日（火）～29 日（日）

②ＢＩＧ ＦＵＮ平和島 フードコート前

２月 23 日（木）～26 日（日）

ステージショー（エイサー演舞，沖縄芸能イベント等）
①京急百貨店１階 特設会場

１月 28 日（土）・29 日（日）

第１回 11：00～／第２回 14：00～
②京急油壺マリンパーク なぎさステージ

２月 11 日（土）・12 日（日）

第１回 11：00～／第２回 14：00～
③ＢＩＧ ＦＵＮ平和島ボートレース場前広場 ２月 25 日（土）・26 日（日）
第１回 11：00～／第２回 13：00～／第３回 15：00～
沖縄観光ＰＲ特設ブース展
羽田空港フェスティバルコート

２月４日（土）・５日（日）

第１旅客ターミナル
４．「京急×沖縄フェア 2017」に関するお客さまのお問い合わせ先
京急ご案内センター TEL 03-5789-8686 または 045-441-0999
９：00～19：00（平日），９：00～17：00（土・日・祝）
※営業時間は変更になる場合がございます。

以

上

