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                                                          2018年 7月吉日 

大昆虫展実行委員会 

『大昆虫展 ｉｎ 東京スカイツリータウンⓇ』 

「プレス発表会＆内覧会」開催 

大昆虫展アンバサダーの哀川翔さんも登壇！ 

2018年 7月 13日（金）13：00～15：00 ＠東京ソラマチⓇ5階 スペース 634  

大昆虫展実行委員会（委員長 奥本大三郎）は、今年で 6回目となる夏休みの大人気定番イベント「大昆虫

展 in東京スカイツリータウンⓇ～みんなでいこう！ソラマチ昆虫祭～」を 2018年 7月 14日（土）～9月 2日（日）

の期間、開催致します。開催初日に先駆けまして、7月 13日（金）にメディア関係者向けの発表会を開催します。

ゲストには大昆虫展アンバサダーの哀川翔さん、大昆虫展応援大使のカブトムシゆかりさんを招き、今年の

「大昆虫展」の注目ポイントについてのお話や昆虫トークを実施致します。 

本機会では、一般公開前に企画展の全容を公開、会場内すべてをご覧いただけます。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、ご取材を検討いただきたくご案内申し上げます。 

記 

【取材日時】2018年 7月 13日（金）13：00～15：00予定 

＜プレス発表会＞13：00～13：45予定 

＜内覧会＞14：00～15：00予定  

       ※撮影場所はムービー、スチールともに 

先着順にてご案内申し上げます 

【受付場所】東京ソラマチⓇ5階 スペース 634（受付 12:30～）   

【開催場所】東京ソラマチⓇ5階 スペース 634   

【登壇者】奥本大三郎（大昆虫展実行委員会・委員長） 

哀川翔（大昆虫展アンバサダー） 

カブトムシゆかり（大昆虫展応援大使） 

フマキラー株式会社 相談役 山本幸次郎様 

フマキラー株式会社 医学博士 次席研究員 杉浦正昭様 

【内   容】プレス発表会＆内覧会 

■登壇者プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

哀川 翔 

（あいかわ しょう・1961年生まれ） 

俳優・タレント・歌手。 

趣味は昆虫採集（カブトムシ）。 

自身で飼育したカブトムシは 

最大は 88mm。 

大昆虫展アンバサダー 

カブトムシゆかり 

（かぶとむしゆかり・1989年生まれ） 

タレント 元オスカープロモーション所属。 

現在はフリー。虫のお姉さんとして、 

テレビ・ラジオ・イベントで活躍中。 

今年 5月「カブトムシゆかりの虫活！」 

（文一総合出版）を出版。 

大昆虫展応援大使 

 

 

 

ⓒ大昆虫展実行委員会 

 

 

 

 



 7月 13日（金） プレス発表会＆内覧会 進行プログラム（予定）  7月 13日（金） プレス発表会＆内覧会 進行プログラム（予定） 

 『大昆虫展 in東京スカイツリータウンタウンⓇ ～みんなでいこう！ソラマチ昆虫祭～』 

本展は、“夏休みに子供たちが実際、見て触れて知る”ことで、様々な昆虫に興味を持ってもらうために開催す

るものです。今年の大昆虫展のテーマは“お祭り”。そこで、神と崇められる「スカラベ（フンコロガシ）」の生態を

大昆虫展では初展示！昆虫神社の参道を再現しトンボや蝶が舞うエントランスを抜けると、100箱を超える昆虫

標本をはじめ、世界最大の危険蜂「オオスズメバチ」の生態まで多数展示します。また、東京ソラマチⓇ館内を巡

り素敵な特典がもらえるスタンプラリーを特別協賛のフマキラーと開催します。 

大好評につき、昨年より会期を延長し、7月 14日（土）～9月 2日（日）までの 51日間で開催、さらに期間中、

金曜日のみナイト開催が決定！パワーアップした「大昆虫展」で思い出に残る夏を過ごしませんか。子供たちが

夏休みの自由研究に役立つイベントも随時開催します。 

 期  間 2018年 7月 14日（土）から 9月 2日（日）までの 51日間 会期中無休 

 会  場 東京ソラマチⓇ5階 スペース 634 

 時  間 通常営業：10：00～18：00 

ナイト営業 18：30～21：00 会期中金曜日のみ（7月 20、27日、8月 3、10、17、24、31日） 

※最終入場はいずれも終了時間の 15分前  

 主  催 大昆虫展実行委員会 

 後  援 環境省／墨田区／墨田区教育委員会 

特別協力 東武鉄道／東京スカイツリータウンⓇ 

 特別協賛 フマキラー株式会社  

 監  修 奥本大三郎（日本アンリ・ファーブル会理事長、埼玉大学名誉教授、仏文学者） 

 監修協力 日本アンリ・ファーブル会、 

五箇公一（国立環境研究所生態リスク評価・対策研究室室長）  

  標本協力 丸山宗利（九州大学総合研究博物館） 

  協  力 公益社団法人鎮守の森のプロジェクト、豊中市、すみだ北斎美術館 

 料  金 【昼の部】 

       大人券 1,000円（高校生以上） 子供券 700円（4歳以上） 親子券（大人+子供各 1名）1,500円 

       【夜の部】 

       大人券 1,000円（高校生以上） 子供券 700円（4歳以上）ペア券（どなたでも 2名）1,600円 

 公式ＨＰ http://www.daikontyu-ten.jp/ 

＜企画内容＞ 

時 間 項 目 内 容 

12:30～ プレス受付 プレス受付開始～プレスエリアへご案内（撮影位置先着） 

12:55～ ブリーフィング ステージ本番照明テスト、音声ラインテスト 

13:00～ 主催者挨拶 2017大昆虫展実行会代表 奥本大三郎 

 昆虫トーク 登壇者による 2018年大昆虫展の魅力について 

 質疑応答  

 フォトセッション  

13:35～ 取材 囲み取材、個別取材 

13：45 プレス発表会終了  

14:00～ 内覧会開始 自由取材  

15:00 内覧会終了  



［フマキラー コーナー］ 

楽しく学べる！虫の生態を題材にした特別ブースを予定。 

宿題のテーマ探しに！ 夏休みの自由研究に役立つコンテンツ盛りだくさん。 

虫はかせ（フマキラー研究員）の珍しい昆虫が登場する虫クイズ大会も開催予定。 

 

 

 

 

 

正解者にはプレゼントも！   フマキラー主催の自由研究コンテスト過去受賞作品展示 

［危険な昆虫 コーナー］  

日本に住む危険な昆虫(生き物)を紹介「このムシ、生き物たちには気をつけて！！」 

監修：環境省 

［ふれあいの森］ 

カブトムシに直接触れる。8月からはクワガタにも触れ合える。 

ふれあいの森には 300匹以上のカブトムシを導入予定！ 

 

［生体展示 コーナー］  

スカラベ（フンコロガシ）はケペルつまり古代エジプトの太陽神として、また死の再生の象徴として崇め

られてきた。そんな「スカラベ（フンコロガシ）」の生体を大昆虫展では初展示！ 

 

 

［標本 コーナー］ 



みんなが興味をわく、面白い標本をたくさん展示。 監修：奥本大三郎 

 

昨年に引き続き九州から関東上陸！ キラッキラでピッカピカな虫たちが見られる！ 

地球上の綺麗な虫が大集合！  標本協力：丸山宗利 

       

ⓒ大昆虫展実行委員会 

 

［記念写真 コーナー］ 

会場はお祭り感満載！ソラマチ大社で拝殿もできるよ。 

 

ⓒ大昆虫展実行委員会 

 

【大昆虫展実行委員会委員長・監修者略歴】 

奥本大三郎（おくもとだいさぶろう） 

NPO 日本アンリ・ファーブル会理事長、埼玉大学名誉教授、 

ファーブル昆虫館「虫の詩人の館」館長、元日本昆虫協会会長、フランス文学家 

（ファーブル昆虫記訳者） 

2017年 菊池寛賞受賞 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

2018 大昆虫展実行委員会事務局（共同通信社内） 

代表 03-6252-6031 URL：http://www.daikontyu-ten.jp PC/スマホ対応 

※企画展、イベント内容は一部変更になることがあります。予めご了承ください 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

   お手数ですが、下記項目にご記入の上、7月 12日（木）昼 15：００までにＦＡＸ、またはメールにてご返信下

さいますようよろしくお願い申し上げます。 

  
貴媒体名 

  

  

  
貴社名・部署名 

  

  

  
ご担当者名・人数 

  

  
                        ほか 計      名様 

  
ＴＥＬ 

  

  
  

  
携帯  

  
カメラ有無 

  

  
□ 有 < スチール ・ ムービー（ ＥＮＧ ・ デジカメ ）> □ 無 

 
備考欄 

 
 

駐車場のご用意はございません。お車でのご来場はお控えください。 

※生中継、伝送を実施の場合は別途相談ください。 ※会場内、すべて撮影可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大昆虫展 in 東京スカイツリータウンⓇ ～みんなでいこう！ソラマチ昆虫祭～」 

プレス発表会＆内覧会 取材申込書 

日時：2018年 7月 13日（金） 13：00～ （受付開始／12：30～先着順） 

場所：東京ソラマチⓇ5階 スペース 634 

[ご取材に関するお問い合わせ先] 

大昆虫展実行委員会 （ぴあ株式会社 ライブ・クリエイティブ事業局 担当：西田）宛 

ファックス送信先：03-5774-5303 メール送信先：h.nishida@pia.co.jp 

受付場所 

東京ソラマチ５階 スペース 634（大昆虫展会場） 

とうきょうスカイツリー駅 

押上駅前ロータリー 

押上（スカイツリー前）駅 

©TOKYO・SKYTREETOWN 

 


