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2022 年 12 月 26 日 

株式会社 FULFILL FOR 

アニミルお台場店・心斎橋店 お正月イベント2店舗同時開催！ 

～2023年の主役の動物があなたの運勢を占います～ 

 

株式会社 FULFILL FOR(本社：⼤阪市中央区、代表取締役：吉本 喬)が、運営する次世代都市型ふれあい動

物園「動物たちが暮らす森 Animeal(アニミル)」は、2023 年 1 月 1 日～9 日、以降は 1 月 31 日までの土日

祝日に、毎年恒例のアニミルの動物スタッフによる開運イベントを開催いたします。 

 

2023 年の干支は「卯（うさぎ）」。月にうさぎのシルエットが見えることから、うさぎは月の使いと言わ

れ、「ツキを呼ぶ」縁起の良い動物とも言われています。アニミルでは世界最大級のうさぎとされている“フ

レミッシュジャイアント”と共に新しい年をお祝いします。 

数あるおみくじからあなただけの運勢をピックアップする＜うさみくじ＞は必見！愛らしくおみくじを選ぶ

姿はたまりません！縁起を担いで今年の始まりを占ってみませんか？ 

他にも、店舗では新年のご挨拶にピッタリの記念撮影ゾーンも併設していますのでインパクト絶大の SNS 投

稿にうってつけです！2023 年 1 月限定の、うさぎさんにちなんだオリジナルドリンクも注目です。ビタミン

たっぷりの限定ドリンクで寒い冬を乗り切りましょう！今年は 2022 年夏季にオープンを実現したお台場店を

新たに加え、2 店舗同時開催イベントとなります。関東・関西からうさぎと共に「飛躍」を祈願し、1 年を 

スタートしましょう！ 

 

 

写真：並べられたおみくじを選ぶフレミッシュジャイアント 

 

アニミルで暮らす動物たちがトレーナーと一緒に皆様の開運を祈願させていただく全力応援パフォーマンス

となります。今後もアニミルでは、ゲストの皆様にもご参加いただける体験型のパフォーマンスを作り上げてい

き、動物の持つ特性や賢さなどの魅力の発信に努め、楽しみながら学ぶことができる教育エンターテイメントを

提言してまいります。 

 



◆イベント概要 

開催概要    ：お台場店・心斎橋店同時開催お正月イベント 

        ■うさみくじ： 

         並べられたおみくじをお客様一人一人に合わせて選んでくれます。 

トレーナーと一緒に楽しく遊びながら、くじを選ぶ姿は必見です。 

新年の運勢を縁起のいい干支の動物さんに占ってもらいましょう！ 

 

        ■世界一大きなうさぎさんと記念撮影： 

         大きいもので体重 10kg にもなるウサギさんと一緒に記念撮影をしましょう。 

新年のご挨拶や SNS へ投稿して注目を独り占め！迫力のある写真はきっと 

注目間違いなしです！ 

   

写真（左）：お台場店        写真（右）：心斎橋店 

 

        ■期間限定ドリンクの提供： 

         ウサギさんの大好きなニンジンをヨーグルトとハチミツに合わせてスッキリと 

飲みやすい、オリジナルドリンクができました！冬の寒さをたっぷりのビタミンが 

入った美味しいドリンクで乗り切りましょう。 

1 月末日までの期間限定販売となりますので、お早めにどうぞ！(税込み 550 円) 

 

写真：期間限定オリジナルドリンク“ウサギさんの野菜ジュース” 

 



開催期間    ：1 月 1 日（日）～9 日（月）、以降は月末までの土日・祝に開催 

イベント時間  ：うさみくじ、写真撮影はピクニックタイムに開催となります。 

（お台場／～15：00、心斎橋／～15：30） 

開催場所    ：お台場：店舗内 アドベンチャーエリア内 

         港区台場 1-6-1 デックス東京ビーチ シーサイドモール 5F 

 

        ：心斎橋：店舗 2F アドベンチャーエリア内 

         大阪市中央区西心斎橋 1-8-11 

 

イベント参加費用：無料で参加頂けます（入場料、ドリンク代は別途必要となります） 

※動物スタッフの体調に応じ期間や実施内容は変更になる可能性がございますので予めご了承ください。 

 

◆年末年始 営業・イベントカレンダー 

※イベント開催は 1 月 1 日～9 日と月末までの土日・祭日に開催となります。 

 

営業スケジュール お台場店 心斎橋店 

12 月 27 日（火） 通常営業 お休み 

12 月 28 日（水） 通常営業 通常営業 

12 月 29 日（木） お休み 通常営業 

12 月 30 日（金） 通常営業 通常営業 

12 月 31 日（土） 通常営業 通常営業 

1 月 1 日（日） 通常営業 通常営業 

1 月 2 日（月） 通常営業 通常営業 

1 月 3 日（火） 通常営業 通常営業 

1 月 4 日（水） 通常営業 通常営業 

1 月 5 日（木） 通常営業 通常営業 

1 月 6 日（金） 通常営業 通常営業 

 

 

私たち Animeal のコンセプト 

Ⅰ 動物ファースト  

動物たちに無理をさせることなく自由に過ごせる環境を整えています。昼夜交代制以外にも、シフト制によるこ

まめな動物交代及び専任スタッフによるその場の状況に応じた動物たちの健康管理を徹底しています。 

 

Ⅱ 日本最大級の敷地面積  

日本最大級の都市型ふれあい動物園として様々な動物たちが混合飼育されており、自然の森を彷彿とさせる魅力

溢れる空間を演出しています。観賞用のカゴやケージに入れるのではなく、自由に様々な動物たちが行き来する

共創空間を提供しています。 

 

Ⅲ 日本初となる昼夜交代制の導入 

動物たちが、活発で魅力的な行動が見られるのは野生下での活動時間帯によるものになります。多くの施設では、

昼夜逆転展示やナイトズー等の取組が行われる中、私たち Animeal（アニミル）は動物によって、より良い環境



を追求し、本来活動する時間に応じて昼と夜とで動物種が入れ替わる“昼夜交代制”を導入しました。こうした

動物目線のシステム採用を先導することで、スタンダードモデルの構築に努めてまいります。 

 

Ⅳ 環境エンリッチメント 

動物たちが暮らす森「Animeal（アニミル）」は、動物福祉の観点からも推奨されている環境エンリッチメントの

整備に取り組んでいます。 

・断崖絶壁などの昇り降りが得意なヤギの為の岩山の設置 

・水辺で暮らすカピバラ用の湖（カピ湖＝池）の設置 

・樹上生活をするビントロングの為のロープやパーゴラのアスレチックの設置など 

動物たち本来の能力を引き出すことは、豊かな生活を送る上で重要な事であり、その姿をお客様にご覧いただく

ことによって生態や生活する環境について知って頂くキッカケ作りに注力しています。 

 

Ⅴ エンターテイメント  

「可愛かった」、「楽しかった」だけでは終わらない教育エンターテイメントを提唱しています。 

教育エンターテイメント（教育）×（楽しみ）を融合することで、新たな感動を創出します。 

・動物たちの五感を実際に体験できるキットの設置 

・行動展示パフォーマンスを行いながら、プロのスタッフによる動物イベントの開催 

・専任スタッフによるお子様への情操教育 

・動物たちの本来持つ能力を発見する動物パフォーマンスの提供 など 

 

 

店舗インフォメーション 

＜お台場店＞ 

■営業時間  

OPEN    平日／12：00～、休日／11：00～ 

CLOSE  19：00（最終受付は 18：15） 

※動物の体調によってはパフォーマンスが中止になる場合がございますので予めご了承下さい 

 

■定休日 毎週木曜日が定休日 

 

■カフェメニュー 

アニミル人気ドリンク「自家製レモネード」「濃厚ココア」、他アルコール各種、 

ソフトドリンク各種 

 

■入場料 

大人（13 歳以上）45 分 1,650 円～／別途入場時に 1 オーダー制となります 

小人（4～12 歳）時間無制限 880 円＋おやつ体験ガチャ／二十歳以上の同伴者が必須 

幼児（0～３歳）  時間無制限 無料／二十歳以上の同伴者が必須 

その他 90 分パックなどお得なパック料金もご用意しております！ 

 

＜心斎橋店＞ 

■営業時間  



OPEN    12：００ ～ １６：００（ピクニックタイム） 

      １６：００ ～ １９：００（キャンプタイム） 

CLOSE  ①19：０0（パークエリア終了）  ②21:00（カフェタイムのみ） 

※動物の体調によってはパフォーマンスが中止になる場合がございますので予めご了承下さい 

 

■定休日 毎週火曜日が定休日 

 

■飲食メニュー 

アニミル特製、丸ごと野菜シリーズランチ（2 種）、可愛い動物達をモチーフとした自家製スイーツ（4 種） 

アニミル人気ドリンク「自家製レモネード」「自家製ココア」、他アルコール各種、 

ソフトドリンク各種 

 

■入場料 

大人（13 歳以上）60 分 1,650 円～／別途入場時に 1 オーダー制となります 

小人（4～12 歳）時間無制限 880 円＋プチおやつ（動物）付／二十歳以上の同伴者が必須 

幼児（0～３歳）  時間無制限 無料／二十歳以上の同伴者が必須 

その他 90 分パックなどお得なパック料金もご用意しております！ 

 

 

＊＊＊店舗公式アプリ『アニミル』、無料配信中！＊＊＊ 

店舗オフィシャルアプリ無料配信中。 

アプリ会員限定クーポンや、ご来店ごとに貯まるスタンプカードなどお得な特典が満載！ 

アニミルファン必須アプリです。 

 

 

 

【会社概要】 

商号    ：株式会社 FULFILL FOR（フルフィルフォー） 

代表者    ：代表取締役 吉本 喬 

設立    ：２０１８年５月２２日 

事業内容    ：動物に関する展示・ふれあい・イベント事業 

資本金    ：６００万円 

URL    ：httts://www.animeal.jp/ 

 

【本プレスリリースに関するお問合せ先】 Animeal メディア担当 ：西村 06-4708-6614 


