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 HAPPY PANDA FES２０２２ 
 お⽗さんパンダ  「永明  （えいめい）  」３０歳  の誕⽣⽇パーティー︕ 
 休園⽇のパークで歴代永明飼育スタッフによるトークセッションを開催 

 ２０２２年９⽉１４⽇（⽔・休園⽇） 

    アドベンチャーワールド（和歌⼭県⽩浜町）では、８⽉から１２⽉にかけてパンダファミリー７頭が誕⽣⽇を 
 迎えます。９⽉３⽇（⼟）からは  「HAPPY PANDA FES ２０２２」  と題し、誕⽣会や収穫祭など、  パークや 
 オンラインで参加・体験型イベントの連続開催をいたします。フェスのスタートは、９⽉に誕⽣⽇を迎える３頭の 
 ジャイアントパンダ  「良浜  （らうひん）  」、「永明  （えいめい）  」、「結浜  （ゆいひん）  」の誕⽣⽇パーティー︕ 
 ９⽉１４⽇（⽔・休園⽇）はパンダファミリー１６頭の⽗親「永明」が３０歳を迎えます。  当⽇は３０歳という  節⽬ 
 を迎える「永明」のお祝い企画を朝から夜までご⽤意いたします。 

 １．朝 ︓ 永明へ３０歳記念「氷」のプレートをプレゼント SNS配信 
 ２．昼 ︓ 歴代の永明飼育担当者によるトークセッションを休園⽇のパーク内で開催︕（観覧１５０名限定） 
 ３．夜 ︓オンライン誕⽣⽇パーティー 
      ※１〜３は、動物の体調や天候などにより内容の変更及び中⽌の場合がございます。 

 １．「永明」へ３０歳記念「氷」のメッセージをプレゼント    ※報道関係者の⽅向けに開催いたします。        
  ⽇時︓２０２２年９⽉１４⽇（⽔・休園⽇）午前９時００分〜午前９時１０分（計１０分） 
  場所︓ブリーディングセンター 屋内運動場 
  プレゼント内容 「HAPPY BIRTHDAY」の氷⽂字のメッセージと、年齢を表す「３０」型の氷プレゼント 
             ※プレゼントの様⼦は公式YouTube、Instagramにてライブ配信いたしま  す。 

    〜「永明」３０歳 記念モニュメント披露〜   時間︓午前９時３０分〜 場所︓パンダラブ前 

     ジャイアントパンダの繁殖と、関わるすべての⼈々にしあわせを願う「しあわせ計画」が 
  ２０００年７⽉にスタートし、モニュメントはその起源となる「永明」「梅梅  （めいめい） 

  ※２００８年永眠  」と「良浜」（良浜は⼦どもの時の容姿）の３頭をモチーフに製作、設置 
  します。また同デザインのモニュメントをこれまで共同繁殖研究を積み重ねてきた成都 
  ジャイアントパンダ繁育研究基地へ寄贈いたします。 
             ※披露後、公式HPやSNSでお知らせいたします。               記念モニュメントイメージ 

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 
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 ２．特別イベント  「EIMEI ３０th」  休園⽇のパーク内で、トークセッションやパンダファミリーを観覧       
    休園⽇のパークへ、事前にイベントチケットをご購⼊されたゲスト１５０名様に限りご⼊園いただける 
   特別イベントを開催します。⻑きにわたり「永明」に携わってきたスタッフらが、「永明」への愛ある 
   エピソードを語り合うトークセッションにご参加いただけます。また、休園⽇にのんびり過ごすパンダたちを 
   ご観覧いただけます。特別イベント当⽇は、エリアを限定して営業いたします。 
  ⽇時︓２０２２年９⽉１４⽇（⽔・休園⽇） 午後１時００分〜午後４時３０分  
  定員︓１５０名（先着順） 
  料⾦︓５,０００円／名（３歳未満は無料） 
        イベント収益の⼀部をジャイアントパンダの主⾷である⽵の購⼊に使⽤いたします。 
     ※参加料⾦には⼊園料が含まれます。駐⾞料⾦は別途必要です。 
     ※  シンビオーシス店以外のギフトショップ、飲⾷店舗、遊戯機種等の営業は⾏っておりません。 
  販売︓PassMarketにて２０２２年９⽉４⽇（⽇）午前１１時より販売開始予定 
       https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02ni65mk3nj21.html 
    内容︓「EIMEI３０th」にご参加の皆様は、（１）〜（４）のすべてのコンテンツをお楽しみいただけます。 

    （１）  歴代担当スタッフが語る SPECIAL TALK 「EIMEI LOVE ３０th」    
     「永明」と濃密な時間を過ごしてきたスタッフが、それぞれ永明への愛や秘蔵トークを語り合います。 
     会場にお集りのゲストからの質問にもお答えします。   ※トークセッション中の撮影、録画は禁⽌です。 

     ■時間  午後３時１５分〜午後４時１５分（６０分間） 
     ■場所  センタードーム 滝のある広場 
     ■定員  時間内に会場へお越しになられた⽅全員ご参加いただけます。 
       ■登壇者 ３名 
       

             中尾建⼦ 永明歴２８年⽬    熊川智⼦ 永明歴１９年⽬      中⾕有伽 永明歴  ５年⽬ 

     【SPECIAL TALK オンライン配信】 
      当⽇パークへお越しいただけない⽅へトークイベント「SPECIAL TALK」をオンラインでも配信します。 

    ■料⾦  ２,０００円／組  ■定員  ７５０組  
    PassMarketにて２０２２年９⽉４⽇（⽇）午前１１時より販売開始予定 
      https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/022pn5z7rpj21.html                   

 （２）「永明」３０歳記念⽵あかり ワークショップ 
 「永明」へのお祝いの気持ちを込めた⽵あかりを⼀緒に製作しませんか︖⽵の幹にドリルを使って 

   １⼈３個まで⽳を開けていただけます。完成した⽵あかりはパンダラブ前の芝⽣エリアに展⽰します。 
 ■時間  午後１時００分〜午後３時００分    ■場所  憩いの⼤熊猫 
 ■定員  時間内に会場へお越しになられた⽅全員ご参加いただけます。 

 （３）休園⽇のジャイアントパンダファミリーを観覧 
 ■時間  午後１時００分〜午後３時００分 
 ■登場予定のパンダ  ①ブリーディングセンター 「永明」「良浜」 

                ②パンダラブ       「結浜」「楓浜  （ふうひん）  」 
 ※「永明」の観覧について 
  １組約５０名のグループに分かれて、観覧時間を２５分間／組に制限いたします。 
   お⼀⼈１回限りのご観覧で、観覧可能時刻は当⽇⼊園後に整理券で指定させていただきます。  
 ※動物の体調等により、公開している個体の変更または公開を中⽌する場合がございます 

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 
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     （４）永明フォトフェスティバル ーみんなの秘蔵写真で永明の３０年を振り返ろうー 
     SNSにて、事前に皆様から募集した「永明」のベストショット写真を当⽇パーク内で放映いたします。 
     ■募集⽅法 Twitterでハッシュタグ  「#私の永明ベストショット」  を付けて、お気に⼊りの「永  明」写真を 
            ご投稿ください。撮影時期は問いません。来園当時の「永明」や、ダンディなショットなど、 
            個性あふれる「永明」をぜひお寄せください。 
     ■募集対象 SNSのアカウントをお持ちのみなさまどなたでもご投稿いただけます。 
     ■募集期間 ２０２２年９⽉１２⽇（⽉）まで 

 ３．オンライン誕⽣⽇パーティー「おめでとう永明︕３０歳の誕⽣⽇をみんなでお祝いしよう︕」          
   ■⽇時  ２０２２年９⽉１４⽇（⽔）午後５時３０分〜午後６時１０分  約４０分間 
   ■配信  ZOOMウェビナー 
   ■定員  ７５０組（先着順） 
   ■料⾦  ３,０００円／組 
          イベント収益の⼀部をジャイアントパンダの主⾷である⽵の購⼊に使⽤いたします。 

   ■販売  PassMarketにて２０２２年９⽉４⽇（⽇）午前１１時より販売開始予定 
         https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0223n3bzzmj21.html 
   ■内容  ①オンライン誕⽣⽇パーティー限定「氷の誕⽣⽇ケーキ」をプレゼント︕ 
         ②「永明」がこれまで歩んできた歴史、そして広げてきたたくさんのSmile（しあわせ）を 
         飼育スタッフとともに振り返ります。 
         ③「永明」３０歳を祝う⽵あかりの点灯。 
         パークスタッフをはじめ、⽩浜町、岸和⽥市、ゲストの皆さまとともに創り上げた 
         「永明」３０歳を祝う⽵あかりを点灯します。 

 ９⽉はジャイアントパンダ３頭の誕⽣⽇パーティー 「結浜」も誕⽣⽇パーティー開催予定︕                 
  朝の公式SNSライブ配信に加え、オンライン誕⽣⽇パーティーも開催予定です。詳しくは後⽇、公式ホームページ 
 でご案内いたします。 

  ■１st パーティー 「良浜」２２歳の誕⽣⽇   ９⽉ ６⽇（⽕） 
  ■２ndパーティー 「永明」３０歳の誕⽣⽇   ９⽉１４⽇（⽔）休園⽇ 
  ■３rdパーティー  「結浜」 ６歳の誕⽣⽇   ９⽉１８⽇（⽇） 

      

 【ジャイアントパンダ「永明（えいめい）」について】 
 出⽣⽇︓１９９２年９⽉ １４⽇（２９ 歳） 
 出⽣地︓中国・北京動物園（１９９４年来園） 
 性 別︓オス 

  「永明」は１９９４年９⽉６⽇にパンダでは世界初となる中国との共同繁殖研究のため来園し、初代お⺟さん 
 パンダ 「梅梅」（メス・２００８年永眠）との間に６頭、２０００年にアドベンチャーワールドで⽣まれた 
 「良浜」（メス・２１歳）との間に１０頭、計１６頭の⼦どもが誕⽣しました。 
  ２０１４年にふたごのジャイアントパンダ「桜浜・桃浜  （おうひん・とうひん）  」が誕⽣した際「現在の飼育  下で 
 ⾃然交配し、繁殖した世界最⾼齢のジャイアントパンダ」となり、２０２０年１１⽉２２⽇にジャイアント 
 パンダの⾚ちゃん「楓浜」 が誕⽣した際にその記録が更新されました。 

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 
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 〜ジャイアントパンダ「永明」これまでの歩み〜 
 １９９２年 ９⽉１４⽇ 中国・北京動物園で誕⽣ 
 １９９４年 ９⽉ ６⽇ 中国成都ジャイアントパンダ繁育研究基地より来園 
 ２００１年１２⽉１７⽇ 「梅梅（めいめい）」との⼦ども、「雄浜（ゆうひん）」誕⽣ 
 ２００３年 ９⽉ ８⽇ 「梅梅」との⼦ども、「隆浜（りゅうひん）」「秋浜（しゅうひん）」誕⽣ 
 ２００５年 ８⽉２３⽇ 「梅梅」との⼦ども、ジャイアントパンダ「幸浜（こうひん）」誕⽣ 
 ２００６年１２⽉２３⽇ 「梅梅」との⼦ども、「愛浜（あいひん）」「明浜（めいひん）」誕⽣ 
 ２００８年 ９⽉１３⽇ 「良浜（らうひん）」との⼦ども、「梅浜（めいひん）」「永浜（えいひん）」誕⽣ 
 ２０１０年 ８⽉１１⽇ 「良浜」との⼦ども、「海浜（かいひん）」「陽浜（ようひん）」誕⽣ 
 ２０１２年 ８⽉１０⽇ 「良浜」との⼦ども、「優浜（ゆうひん）」誕⽣ 
 ２０１４年１２⽉ ２⽇ 「良浜」との⼦ども、「桜浜（おうひん）」「桃浜（とうひん）」誕⽣ 
             「現在の飼育下で⾃然交配し、繁殖した世界最⾼齢のジャイアントパンダ」となる 
 ２０１６年 ９⽉１８⽇ 「良浜」との⼦ども、「結浜（ゆいひん）」誕⽣ 
 ２０１８年 ８⽉１４⽇ 「良浜」との⼦ども、「彩浜（さいひん）」誕⽣ 
 ２０２０年 １⽉３１⽇  誕⽣１０,０００⽇を迎える 
 ２０２０年１１⽉２２⽇ 「良浜」との⼦ども「楓浜（ふうひん）」が誕⽣し、１６頭の⽗親となる 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

 〇アドベンチャーワールド「SDGs宣⾔・パークポリシー」  https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/ 
  アドベンチャーワールドは、「こころにスマイル 未来創造パーク」として、すべての⽣命にSmile（しあわせ）が 
  溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”⼩さな地球”を通して、関わるすべての⼈の 
  ⼈⽣が豊かになるように、動物たちの⽣命がずっとつながっていくように、⾃然や資源が循環し再⽣するように、 
  未来のSmileを創り続けていきます。 

 〇SDGsについて 
  SDGsとは「持続可能な開発⽬標（Sustainable Development Goals）」 
  のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざし 
  て明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成され 
  ています。２０１５年９⽉、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟 
  国の全会⼀致で採択された国際⽬標です。 

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 
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 温暖な紀伊半島の和歌⼭県⽩浜町にある陸、海、空の１４０種 １,４００頭の動物が暮らす「こころにスマイル 

 未来創造パーク」をテーマに掲げたテーマパークです。⼈間（ひと）、動物、⾃然を通して、 パークを訪れる 

 ⼀⼈ひとりが、前向きになるきっかけを創り、⼈⽣の未来へプラスの影響をもたらす存在でありたいと考えています。 

 そして、笑顔あふれる明るい豊かな社会の実現に寄与し、いつまでも必要とされるパークを⽬指しています。 

 また、ジャイアントパンダをはじめ、希少動物の繁殖に成功し、保護研究活動に努めています。 

 ■所在地 ︓和歌⼭県⽩浜町           ■公式HP     ︓  https://www.aws-s.com/    

 ■⾯積    ︓８０万平⽅メートル       ■Twitter         ︓  https://twitter.com/aws_official 

 ■オープン︓１９７８年４⽉２２⽇     ■Facebook    ︓  https://www.facebook.com/adventureworld.official 

   ■運営会社︓株式会社アワーズ          ■Instagram ︓  https://www.instagram.com/adventureworld_official/ 

     ■YouTube   ︓  https://www.youtube.com/c/adventureworld_official 

                         ■TikTok       ︓  https://www.tiktok.com/@adventureworldofficial 

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 
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