
主催 ＝ 福岡市博物館、RKB毎日放送、西日本新聞社　協力 ＝ NTTドコモ、アマゾン研究所、鶴岡市　後援 ＝ 文部科学省、外務省、ブラジル大使館、ペルー大使館、福岡県、福岡県教育委員会、福岡市文化芸術振興財団、
西日本リビング新聞社、LOVE FM、西日本鉄道、九州旅客鉄道、NEXCO西日本九州支社、福岡県タクシー協会、福岡市タクシー協会、福岡商工会議所、日本旅行業協会、西日本文化サークル連合　　監修 ＝ 国立科学博物館
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※（　）内は前売、20人以上の団体、満65歳以上（シルバー手帳等の年齢を証明できるものを提

示）の割引料金。　※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳（以上の手帳を提示した

人の介護者1人を含む）、特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）受給者証、先天性血液凝固

因子障害等医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証を提示の場合は無料。

◎チケット取扱 ＝ ローソンチケット（Lコード82638）、チケットぴあ（Pコード990-263）、

セブンイレブン、イープラス、ファミリーマート、楽天チケットほか主要プレイガイドにて発売中。

一般
1,300円（1,100円）

高大生
900円（700円）

小中生
600円（400円）

交通のご案内観覧料

「アビスパ福岡」のウェリントン選手が、
本展スペシャルサポーター就任決定！

「大アマゾン展」会場には写真撮影スポットを設けています。お気に入り
スポットで自慢な記念写真を撮って、Instagramでハッシュタグ
「#amazon_fukuoka」をつけて投稿しましょう。 歌/作詞/作曲：スキマスイッチ

ウェリントン・ルイス・デ・ソウザ氏

プロフィール
ブラジル・サンパウロ州出身のプロサッカー選手。現在はJリーグ「アビスパ福岡」のトップチームに所属。
プレーポジションはフォワードで、背番号17番、現在大活躍中の人気選手！

「大アマゾン展」のテーマソングは、
スキマスイッチの
「～トラベラーズ・ハイ～」に決定！

プロフィール
大橋卓弥、常田真太郎のソングライター 2人からなる男性ユニット。
1999年結成、2003年メジャーデビュー。05年5thシングル「全力少
年」が大ヒットし、NHK「紅白歌合戦」に初出場。以後、日本の音楽
シーンの最前線で活躍を続ける。2016年4月、「トラベラーズ・ハイ」
を収録した、アナザー・ベストアルバム「POPMAN’S ANOTHER 
WORLD」をリリース。4月から新コンセプトの全国ツアー
「POPMAN’S CARNIVAL」を開催。

僕の故郷、ブラジルの代名詞ともいえるアマ
ゾンには、生息する動物の種類が非常に豊
富で、地球環境にとって大切な存在です。
是非「大アマゾン展」で自然の大切さを感じ
てほしいと思います。

休館日 ＝ 月曜休館（7月18日（月・祝）は開館。7月19日（火）は休館） 　開館時間 ＝ 9時30分～17時30分（入館は17時まで）
　 トワイライトミュージアム ＝ 7月22日（金）～8月27日（土）は19時30分まで開館（入館は19時まで）※日曜・祝日は17：30に閉館

トワイライトミュージアム ＝ 7月22日（金）～8月27日（土）は19時30分まで開館（入館は19時まで）※日曜・祝日は17：30に閉館
トワイライトミュージアムにご来館の方（当日、トワイライトミュージアム時間帯にチケット購入の方）は、「大アマゾン展」を前売り料金でご入場いただけます。夜のアマゾンジャングルをお楽しみください！

◎応募方法
　郵送、FAX、Emailのいずれかで受け付けます。
　応募方法など詳しくは公式ホームページ
　（http://rkb.jp/amazon/）をご覧ください。
◎申込締切 ：7月20日（水）必着 
◎講演会についてのお問合せは　
　西日本新聞イベントサービス内 「大アマゾン展」係 
　TEL: 092-711-5491（平日午前10時～午後6時）

池田清彦先生の「不思議なアマゾン生物」講演会
日付 ： 8月3日（水）　時間：14時～ 15時
講師 ： 池田清彦（生物学者、早稲田大学国際教養学部教授）
会場 ： 福岡市博物館1階講堂　
定員 ： 230名（要事前申込・応募多数の場合は抽選）
※当選者の発表は参加券の発送をもってかえさせていただきます。
参加無料（ただし、本展観覧券もしくは半券の提示が必要です。）

プロフィール
生物学者、早稲田大学教授。1947年 東京に生ま
れる。東京教育大学理学部生物学科卒、理学博士。
現在、早稲田大学国際教養学部教授、山梨大学名
誉教授。専門の生物学分野のみならず、科学哲学、
環境問題、生き方論など、幅広い分野で活躍。「ホ
ンマでっか！？ＴＶ」に出演中。
著書:『構造主義生物学とは何か』、『構造主義科学
論の冒険』最新刊は『同調圧力にだまされない変
わり者が社会を変える』。

九州医療

RKB TNC

□市営地下鉄（博多駅から約13分、天神から約7分）西新駅（1番出口）より徒歩約15分
□西鉄バス《博多駅》から博多駅前A、博多バスターミナル1F5番のりばから約30分
　《天神から》天神バスセンター前1Aのりば約20分̶博物館北口、博物館南口、福岡タワー下車徒歩約5分
□無料駐車場250台、大型バス10台

土日祝や会期末は駐車場や周辺道路が混雑します。公共交通機関をご利用ください。
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アマゾンが形成される
以前の南米大陸に
存在した生き物たち

多種多様な
生物の宝庫である
アマゾンの動植物

現在のアマゾンが誕生
する前に生息した約1億
1000万年前（中生代白
亜紀～新生代）の動植物
を紹介します。

会場全体はジャングル
になっており、アマゾン
の多種多様な生物の宝
庫の世界を楽しんでく
ださい！

アマゾン先住民の生活
や動植物との関わり、そ
して、それらの利用方法
について紹介します。

アマゾンの森に
住む先住民

体感しよう   大アマゾン展の歩き方

超高精度  　   シアター4K
まるで本当のジャングルに分け入ったかのような臨場感あふれる超高精細４K映像で、
あなたを本物以上のアマゾンへお連れします。※上映時間 約12分

〒814-0001 福岡市早良区百道浜3丁目-1-1
TEL：092-845-5011　FAX：092-845-5019
http://museum.city.fukuoka.jp/

第1章 太古の南米大陸からアマゾン誕生まで 第2章 大河アマゾン 第3章 アマゾン先住民

！

第４章 アマゾン体感！
200インチの

大型ビジョン!

大アマゾン展福岡 大アマゾン展福岡

アマゾン展の展示紹介、キャンペーン情報やイベント情報を随時更新します。

大アマゾン展福岡
公式ホームページ

お気に入りの写真撮影
スポットを見つけてね

。 ベストショット
まっています！

★
★



でっかすぎるぞ、
アマゾン!
化石、はく製、骨格標本、映像資料など約400点を大公開。

アマゾンには今なお多数の先住民
が生きている。ブラジル国立先住
民保護財団は、2007年に「文明社
会」と未接触の民族が今なお67も
存在すると発表している。アマゾ
ンの先住民は、自然に対する正確
な知識を持ち、その中のから自分
たちの生活に必要なものすべてを
作り出している。本展では、これら
のアマゾンに住む民族の日用品や
儀式の装身具等も展示する。

アマゾンのヒバロ族には、宗教的な
意味合いや部族間の抗争の戦果とし
て、首を狩る風習があった。その衝撃
的な「干し首」が福岡市博物館で展示
される！ 

ゲッ！！

ヘラクレス
オオカブト

ムシ

ピラニア・ナ
ッテリー

角を含めて体長15cmを

超える巨大昆虫！

ゴールデン
ライオンタ

マリン

私が自慢しているきれいな金色の長毛を見に来てね。

マタコミツオ
ビアルマジロ

ぼくは危険を感じると、

体を丸めて球体状になる。

ベニタイラ
ンチョウ

ぼくの家の近くに来たら、

激しく攻撃するから、

タイラン（暴君）という

名前を付けられたんだって。

ホフマンナ
マケモノ

ぼくの前肢の指は

２本しかないよ。

オオアナコ
ンダ

アマゾンのシンボル的存在

最大、全長10mにも達する！

見て見てこの鋭い歯！

うっかり手をだすと

かみついちゃうぞ

ツメバケイ

木の葉が主食の

珍しい鳥類。

その関係で

あまり飛べないの…。

ピラルクー
現地の言葉でピラルクーは赤い魚の意味。

繁殖期になると鱗が赤くなるからだね。

キオビヤド
クガエル

アマゾン民族は

矢毒ガエルの毒を

使って狩猟するよ。

グリソン

毒性があるオオヒキガエルを

食べる時もあるよー。

ジャガー

絶滅が危惧されている

貴重な動物だよ。

怖いけど、
見たい！

アマゾンに住む人たちはすごいぞ！ 「干し首」
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