＜報道資料＞

２０２１年１０月

マクセル アクアパーク品川
「星空の海」で、生きものたちの躍動が輝くリアルならではの体感コンテンツをお届し、
大切な人と思いや体験を共有したくなる、特別なクリスマスを創出します。

生きものたちや、大切な人と距離が近づく、星空の海のクリスマス。

ＮＡＫＥＤ ＳＴＡＲ ＡＱＵＡＲＩＵＭ
２０２１年１１月３日（水・祝）～１２月２５日（土）
『マクセル アクアパーク品川』（所在地：東京都港区高輪４-１０-３０品川プリンスホテル内、館長：棚原 徹）は、２０２１年
１１月３日（水・祝）～１２月２５日（土）までの期間、シーズナルイベントとして「ＮＡＫＥＤ ＳＴＡＲ ＡＱＵＡＲＩＵＭ（ネイキッド
スター アクアリウム）」を開催します。
華やかな装飾とイルミネーションが街中を彩り、一年で最もロマンチックな雰囲気につつまれるクリスマスシーズン。
大切な人と過ごす時間により価値を感じる季節だからこそ、当館は【生きものの躍動（=リアル）×星空の世界（=デジタル）】
によって“唯一無二のクリスマス”の世界観を創出し、思いや体験を共有いただけるコンテンツをお届けします
２０１６年に初開催して以降、同イベントは「星空の海」をテーマに、毎年美しい世界観を描いてまいりました。クリエイティブ
カンパニー『ＮＡＫＥＤ，ＩＮＣ．』が手掛ける星やクリスマスオーナメントの映像が生きものたちと融合。３６０度スターダストが
降りそそぐ舞台で開催する「ドルフィンパフォーマンス（ナイトｖｅｒ.）」や“星座”をテーマにした水槽展示、まるでプレゼント
ボックスのように赤いリボンとクリスマスオーナメントの映像でデコレーションされたカフェバーなど、今年もムードあふれる
空間を各エリアで展開し、ゲストの気分を盛りあげてまいります。
外出自粛が続いた一年ですが、最近では、感染対策を徹底しながら外食やレジャーに興じる人々の姿が多く見受けられる
ようになりました。コロナ禍によって、オンラインやおうちコンテンツが普及した中でも“人と時間や空間を共有したい”という
思いは変わらず、リアルへの需要がより一層高まったと感じられます。当館ではその需要を捉え、さまざまな感染拡大予防
対策を講じ、クリスマスという特別な時期に大切な人とお過ごしいただける安全・安心な場所を提供します。

✴「生きもの×映像演出」によって創出される、さまざまなクリスマスのシーン。
映像の“ホワイトツリー”が立ち並ぶ「エントランス」を進むと、イマーシブエリア「パターンズ」が圧倒的な世界観へとゲストを
誘います。足元には都心上空の光景が広がり、四方は星のきらめきにつつまれ、まるで星雲の中を散策するように“星座”
とリンクした生きものたちをご覧いただけます。メインの「ドルフィンパフォーマンス」は、穏やかなクリスマスの一日をたどる
デイｖｅｒ．「Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ」と、映像演出を加え、イルカたちとのにぎやかなパーティーを表現したナイトｖｅｒ.
「Ｂｒｉｇｈｔ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｐａｒｔｙ」の２つのプログラムを展開。昼夜で異なるクリスマスストーリーを描きます。
また、華やかな世界観と一緒にお楽しみいただきたいのが、期間限定で提供するクリスマスメニュー。
カフェバー「Ｓｈｉｎｙ Ｓｔａｒｒｙ Ｂａｒ」では、色合いの美しいノンアルコールドリンクや、星形もなかのワンポイントが可愛らしい
パフェをご用意しました。
“音・光・映像と生きものの融合”を施設コンセプトとする当館ならではの手法で、さまざまなクリスマスのシーンやストーリーを
織り込んだコンテンツをお贈りし、ゲストの１日を鮮やかに彩ります。

１．星空の中で魚たちが舞泳ぐ「水槽展示エリア」
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✴Ｗｅｌｃｏｍｅ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｔｒｅｅ
ゲートを抜けると足元にはゴールドのバブルが浮かんでは
消え、目の前には“雪降るクリスマス”を連想させるホワイト
ツリーが連なります。こちらでは手をかざすと映像のオーナ
メントが現れるインタラクションな仕掛けで、ツリーのデコレー
ションがお楽しみいただけます。
また、中央の水槽には、星の輝きをイメージしたイエローの
「フエヤッコダイ」やシルバーカラーの「イトヒキテンジクダイ」
などを展示し、エントランスからスターアクアリウムの美しい
世界観をご体感いただけます。

「Ｗｅｌｃｏｍｅ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｔｒｅｅ ※イメージ」
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✴Ｓｋｙ Ｏｖｅｒ Ｃｉｔｙ
２２台のプロジェクターを使用し、空間全体に広がるダイナミックな映像演出で圧倒的な世界観を創出するイマーシブエリア
「パターンズ」。今季はその名のとおり“都心上空の星空”を表現し、ゲストの足元には光輝く都会の街並み、四方には流れ
星や雲海が漂う様子を描きます。フロアに並ぶ１１個の水槽には“星座”とリンクした生きものを展示。
“おうし座”のように頭に２つの角を持つ「コンゴウフグ」や、“くじゃく座”の名にちなんだ「クジャクベラ」「クジャクスズメダイ」
などが舞泳ぎ、まるで星空の中を散策しているような非日常のシュチュエーションでご見学がお楽しみいただけます。

「Ｓｋｙ Ｏｖｅｒ Ｃｉｔｙ ※イメージ」
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✴Ｂｒｉｇｈｔ Ｓｋｙ Ｓｔｒｅｅｔ
【生きもの×映像演出×アートワーク】が創り出すアトリウム
のような同エリアでは、主役となる７種類の天使（=マリンエン
ゼルフィッシュ）とともに、雪の結晶をイメージした魚たちを
展示します。水槽と交互に並ぶショウケースは、白を基調と
したアートフラワーとストリングスライトで装飾し、さらに、両壁
にはスターダストやオーナメントの映像を投影して“クリスマス
の夜”を演出します。
ゲストを見守るさまざまな“天使”たちと、足元に浮かぶ流れ星
の軌道に誘われて、次のエリアへとお進みいただけます。
「Ｂｒｉｇｈｔ Ｓｋｙ Ｓｔｒｅｅｔ ※イメージ」

「おうし座とリンクする、コンゴウフグの展示 ※イメージ」
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✴Ｓｈｉｎｙ Ｓｔａｒｒｙ Ｂａｒ
発光サンゴの水槽が並ぶカフェバーは、真っ赤なリボンとカラフルなクリスマスオーナメントの映像によって大胆に装飾され、
心おどる空間へと変身します。また、３分に一度、映像が満天の星空に変わるショータイムを設け、星降るロマンチックな
ひと時をお届けします。クリスマス限定メニューには、ワインカラーやグラデーションが映えるドリンクの他、星形もなかのワン
ポイントがキュートなパフェをご用意しています。

「Ｓｈｉｎｙ Ｓｔａｒｒｙ Ｂａｒ ※イメージ」

✴スターアクアリウム 限定メニュー
（左から）
■ノンアルスパークリングロゼ＆グレープ～Ｂｒｉｇｈｔ Ｈｅａｒｔ～ …８００円
■フルーツコーラ～Ｃｏｌｏｒｆｕｌ Ｏｒｎａｍｅｎｔ～
…５００円
■オレンジカルピス～Ｓｎｏｗｙ Ｎｉｇｈｔ～
…５００円
■クレミアパフェ～Ｓｗｅｅｔ ｏｆ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ～
…９００円
【販売期間】２０２１年１２月２５日（土）まで
※営業状況により、メニューは変更となる場合がございます。

✴手指の除菌アート 「ＮＡＫＥＤ星つくばい」
古くからの日本文化である、茶室に入る前に手を清めるための蹲（つくばい）をモチーフ
に、手指のアルコール消毒をネイキッドがアート化した「ＮＡＫＥＤつくばい™」。
コロナ禍によって当たり前となった“新しい生活様式”をエンターテインメントとしてお楽
しみいただくべく、今夏よりカフェバーに導入しております。本イベント期間中は、手を
入れると星やクリスマスツリーなどの３種類の映像とメッセージが浮かびあがり、アルコ
ールが噴霧されます。
「ＮＡＫＥＤ星つくばい ※イメージ」
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✴ＪｅｌｌｙＦｉｓｈ Ｒａｍｂｌｅ
両壁と天井が鏡面になっている、幅約９ｍ×奥行約３５ｍに
およぶクラゲ展示の大空間。天井から下がる９８個のＬＥＤ
ライトと水槽照明が音楽に合わせて連動し、スターアクアリ
ウム限定の演出で、無数の星が輝く“夜空”を創出します。
フロアに並ぶ７つの円柱水槽と、全面がクリスタルのシンボ
リックな水槽にはミズクラゲやインドネシアシーネットルなど
が優雅にただよい、幻想的な空間演出とともに訪れるゲストに
癒しを提供します。

「Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ Ｒａｍｂｌｅ ※イメージ」

２．昼夜で異なるクリスマスのストーリーを描く「ドルフィンパフォーマンス」
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「Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ」
昼のプログラムは家族や友達、恋人と過ごした“クリスマスの
思い出”をテーマに、エモーショナルに展開します。
天窓から差し込む自然光が水の演出と相まって、きらめく
舞台を創出。多彩なライティングとクリスマスソングによって
華やかさを増したイルカのパフォーマンスは、クリスマスの
さまざまなシーンや大切な人と過ごす幸せ、少しセンチメン
タルな心情などを場面ごとに表現します。
さらに、会場一体となってお楽しみいただける“参加型”の
要素を加えて世界観に引き込むことで、ゲストはパフォー
マンスによって紡がれるストーリーの主人公になった気分で
お楽しみいただけます。
■開催時間（各回約１５分間）
【平 日】１２：００／１４：００／１６：００（３回）
【土休日および、１２月２４日（金）】１１：３０／１３：００／１４：３０／１６：００（４回）

「Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ ※イメージ」
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「Ｂｒｉｇｈｔ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｐａｒｔｙ」
夜は「星空の海」で繰り広げられる、イルカたちとのクリスマスパーティーへ皆さまをご招待！【水（噴水、ウォーターカーテン）】
・【光（ムービングライト、水中照明）】・【映像（プロジェクションマッピング】・【音（１２．１ｃｈサラウンド）】などの最先端技術を
駆使して、ゴールドに輝くスターダストやオーナメントが彩る華やかな舞台を創出。３６０度クリスマスならではのまばゆい輝き
につつまれた世界で、イルカたちのパフォーマンスをお楽しみいただくことで、ゲストに“非日常”の体験を提供します。
■開催時間（各回約１５分間）
【平 日】１８：００
【土休日および、１２月２４日（金）】１７：３０／１９：００（２回）

「Ｂｒｉｇｈｔ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｐａｒｔｙ ※イメージ」

✴演出展開
星降る夜を表現するように、「Ｓｉｌｅｎｔ Ｎｉｇｈｔ」の楽曲に合わせてスターダストが降りそそぐ様子から始まります。
やがて金色に輝く映像のイルカが会場をなぞるように一周すると、パーティーが幕開け！雰囲気が一転し、アップテンポ
なメロディーにのせてイルカたちがダイナミックなパフォーマンスを次々に繰り出します。華やかなオープニングの後は、
ムードあふれる水中ダンスや、“スノウマシン”による雪降るシーンを経てフィナーレへ。ラストはクリスマスオーナメントが
跳ね上がり、星やゴールドのグリッターにつつまれる“星空の海”でイルカたちが圧巻の全頭ジャンプを披露します。

【８月１６日（月）より】浴衣特典を開催！
【平日限定】「ミニパフォーマンス」がクリスマスの装いで、１１月４日（木）より再開します！
当館唯一の屋外エリア「フレンドリースクエア」で開催する、
プログラム「ミニパフォーマンス」が平日限定で再開します。
人気の動物たちが登場し、各々の身体能力を活かしたパフォ
ーマンスを披露。会場はオープンエアな空間で心地よく、
動物たちの息づかいを間近に感じることができます。
また、今回はツリーやプレゼントボックスなど、クリスマスに
ちなんだアイテムを用いた季節感あふれる演出で、動物たち
の魅力をお伝えしてまいります。
■開催時間（各回約１０分間）
１１月
【コツメカワウソ】１１：００
【ペンギン】１３：００
【オットセイ（またはアシカ）】１５：００
１２月
「ミニパフォーマンス（オットセイ）※イメージ」
【コツメカワウソ】１１：００
【オットセイ（またはアシカ）】１３：００／１５：００（２回）
※すべて平日のみの開催です。１２月２４日（金）は冬季営業のため、実施いたしません。

基本情報
【営業時間】
■イベント期間：２０２１年１１月３日（水・祝）～１２月２５日（土）

平日

土休日および、１２月２４日（金）

１０：００～１８：３０（最終入場１８：００）

１０：００～２０：００（最終入場１９：００）

■待機列緩和のため、日時指定入場券またはＷＥＢ入場整理券が必要な日程がございます。
対象日：【１１月】３日（水・祝）・６日（土）・７日（日）・１３日（土）・１４日（日）・２０日（土）・２１日（日）・２３日（火・祝）・２７日（土）
２８日（日） ※２０２１年１２月以降の対象日は、公式ＨＰにてお知らせいたします。
■当館の新型コロナウイルス感染拡大予防対策については、下記よりご覧いただけます。
http://www.aqua-park.jp/aqua/news/28416/index.html

【入場料金】
おとな（高校生以上）

小・中学生

幼児（４才以上）

入場券

２,３００円

１,２００円

７００円

年間パスポート

４,４００円

２,３００円

１,３００円

※アトラクション【２機種】は、別途：各５００円（１回）となります。
【お客さまからのお問合せ】
『マクセル アクアパーク品川』
■住所：〒１０８－８６１１ 東京都港区高輪４－１０－３０（品川プリンスホテル内）
■ＴＥＬ：０３－５４２１－１１１１＜音声ガイダンス＞
■ＵＲＬ：www.aqua-park.jp

＜ご取材のご案内＞
本イベントは開催に先立ちまして前日の２０２１年１１月２日（火）より、一部プログラム・コンテンツを
ご取材いただけます。ご希望がございましたら、広報担当までお問合せください。

