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株式会社サンシャインシティ
株式会社サンシャインエンタプライズ

日本各地の動物園・水族館を代表
する“へんないきもの”たちの
人気 NO.1 をバトルロイヤルで決める
大会を WEB で開催！
栄光とチャンピオンベルトをかけた
熱い戦いが今始まる！
予選 投票期間：5 月 31 日(金)～6 月 16 日(日)
決勝戦 投票期間：6 月 25 日(火)～7 月 7 日(日)
サンシャインシティ（東京・池袋）内の水族館・展望台など施設の運営・
管理を行う株式会社サンシャインエンタプライズでは、いきものに特化した
WEB サービス「いきものＡＺ」を利用して、日本各地の動物園・水族館から
選出された“へんないきもの”の人気ランキングを決めるイベント「いきもの
ＡＺ presents へんないきもの 大王タイトルマッチ」を 5 月 31 日(金)～7 月
7 日(日)の期間（結果発表は 7 月 12 日(金)）で実施します。
本イベントは、全国的に話題となった「カワウソゥ選挙」や「ヒレアシ甲子園」に
続く、全国の動物園・水族館が協力して実施する 3 つ目のイベントで、今回は
20 園館が参加します。日本各地の動物園・水族館で飼育展示されている
20 個体の中から“へんないきもの”人気ナンバー１を WEB 投票で決定。5 つの
グループに分かれてのバトルロイヤル方式で、5 月 31 日（金）より開催する
予選を勝ち抜いた 5 個体にて、６月 25 日（火）から決勝戦を行います。
投票の結果、人気ナンバー１に選ばれたチャンピオンには、オリジナルのチャン
ピオンベルトを授与します。
ベストセラー「へんないきもの」の著者・早川いくを氏がオリジナルで書き下ろした戦いの様子の実況解説が充実して
いるので、見た目だけでない“へんないきもの”たちの特徴や個性などの知識を深めながら投票に参加できます。
この機会にぜひ、「いきものＡＺ」に登録して「へんないきもの 大王タイトルマッチ」に参加しましょう！

特設 WEB サイト https://sunshinecity.jp/file/aquarium/ikimonoaz_titlematch/
へんないきもの 大王タイトルマッチ事務局が注目する“へんないきもの”をご紹介
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PRESS RELEASE
「いきものＡＺ presents へんないきもの 大王タイトルマッチ」 概要
実施期間：予選投票期間：5 月 31 日(金)～6 月 16 日(日)、予選結果発表：6 月 21 日(金) ※特設ページにて発表します。
決勝戦投票期間：6 月 25 日(火)～7 月 7 日(日)、決勝戦結果発表：7 月 12 日(金) ※特設ページにて発表します。
内

容：日本各地の動物園・水族館 20 園館で飼育展示されている“へんないきもの”の人気ランキングを決定します。A・B・
C・D・E の 5 つのブロックに分かれて予選を行い、勝ち抜いた５個体で決勝戦を行うバトルロイヤル方式です。人気
ナンバー１に選ばれたチャンピオンには、オリジナルのチャンピオンベルトを授与します。

投票方法：①特設 WEB サイト（https://sunshinecity.jp/file/aquarium/ikimonoaz_titlematch/）の投票ボタンのクリック
②いきもの AZ（https://ikimonoaz.ikimonopal.jp/）内の投票ボタンのクリック
③決勝戦は、決勝進出の 5 園館で現地投票が可能になります
※①②ともに 1 日 1 回投票できます。 ※②に関してはいきもの AZ の利用登録（無料）が必要です。
参加個体：20 個体（下記ご参照ください）
ブロック

動物園・水族館 施設名

都道府県

参加生物＆早川氏考案キャッチフレーズ

A

伊豆シャボテン動物公園

静岡県

動かざること山のごとし アフリカの不動明王 ハシビロコウ

A

あわしまマリンパーク

静岡県

これを枕に眠りたい 謎の模様があなたを誘う タコノマクラ

A

名古屋港水族館

愛知県

南極海に蠢く 屍肉を喰らう腸 シワヒモムシ

A

桂浜水族館

高知県

妖怪か、はたまたもののけか 日本の伝統が生んだ怪魚 アカメ

B

アクアワールド茨城県大洗水族館

茨城県

貝のくせに貝殻なし 捨て身戦法で獲物丸のみ サンゴノフトヒモ

B

しながわ水族館

東京都

カニに使われ幾年月 奴隷根性ここにあり カサネイソギンチャク

B

新屋島水族館

香川県

どうしてこれが人魚に見える ぷかぷか浮かぶ 1.5 トン アメリカマナティ

B

南知多ビーチランド

愛知県

ありえないハーフ ハンドウイルカとハナゴンドウの交雑種 プリンちゃん

C

竹島水族館

愛知県

深海を喰らい尽くす男 無差別グルメ飼育員 三ちゃん

C

鶴岡市立加茂水族館

山形県

生きている投網 海底に生える沈黙のハンター フトウミエラ

C

登別マリンパークニクス

北海道

虚無の瞳は何を見る 悟りを得た海底の尼さん サケビクニン

C

宮津エネルギー研究所水族館 丹後魚っ知館

京都府

まぬけな顔で串刺しだ 海中の地獄鍼師 ネズミフグ

D

伊豆・三津シーパラダイス

静岡県

水中ウオーキング 歩く姿に萌え死に必須 ホンフサアンコウ

D

仙台うみの杜水族館

宮城県

見たかこの面がまえ ふてぶてしさが男の魅力 フサギンポ

D

越前松島水族館

福井県

ポッケに入れて帰りたい かわいさシリアルキラー コンペイトウ

D

大分マリーンパレス水族館「うみたまご」

大分県

性格は丸く体も丸く つぶらな瞳に悶え死に ムツオビアルマジロ

E

浅虫水族館

青森県

夜になればむくむくと 無駄に美しい海底のエレクトリックショー ウミサボテン

E

サンシャイン水族館

東京都

掃除夫かと思えば狩人 海底を飛ぶゾウ ゾウギンザメ

E

しまね海洋館アクアス

島根県

よく考えたらありえない エンジンもないのに飛びまくり ツクシトビウオ

E

伊勢シーパラダイス

三重県

妊婦ならぬ妊夫 子を産む男の覚悟を見よ ポットベリーシーホース

いきもの特化型 web サービス「いきもの AZ」 概要
「いきものを見るだけでなく、同じいきもの好きな人とコミュニケーションを取って一緒に盛り上がりたい」「いきもの好き同士で語り合う場がほし
い」「閉館後のいきものたちの様子が知りたい」といったお客様からの声を基に、いきものＡＺに参画している動物園・水族館と全国の
150 以上の園館のリピーターと協働して、いきものたちの魅力をより多くの方々に知っていただき、全国のいきものファンの要望を満たすこと
を目的とした WEB サービスです。近隣の園館にいるいきものにしか出会えない、園館の営業時間内で一部のシーンに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」を提供しています。
加 盟 園 館：旭山動物園、アザラシシーパラダイス、足立区生物園、あわしまマリンパーク、伊勢シーパラダイス、越前松島水族館、江
戸川区自然動物園、大内山動物園、おたる水族館、桂浜水族館、神戸どうぶつ王国、高知県立のいち動物公園、サン
シャイン水族館、しながわ水族館、どうぶつハグハグたうん、東武動物公園、なぎさ水族館、那須どうぶつ王国、登別マリン
パークニクス、のんほいパーク豊橋総合動物公園、浜名湖体験学習施設ウォット、マリホ水族館、盛岡市動物園、よみうり
ランド・アシカ館【合計 24 園館】
登録ユーザー数：約 13,000 人
登 録 方 法：「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。
U
R
L：https://ikimonoaz.ikimonopal.jp/
サービス開始日：2017 年 4 月 19 日（飼育の日）
※画像はすべてイメージです。
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