
B A Y  A R E A  I N F O R M A T I O N

海遊館とベイエリアの
おもしろ情報紙 特別号

 海遊館に
「新・体感エリア」が誕生。
３つのゾーンのみどころを
一挙公開！



氷点下でも体が凍らな

い不思議な魚や変わっ

た姿をした生き物が、

みんなを待っている

よ！観察してみよう！

凍らな

変わっ

物が、

ている

う！

すご〜い！

「新・体感エリア」のはじまりは、果てしなく広

がる海中の様子を表現した新設ブリッジ。氷を

見上げながら歩くと、気分はまるで海中散歩。

さあ、ドキドキの北極体験へ！

上を見上げると、天井ドーム型水槽からワモンア

ザラシが顔をのぞかせるかも！今まで見たこと

のない角度から、可愛い姿を見てみよう！海中温

度が０℃になることもある厳しい環境で、たくま

しく生きている不思議な生き物も観察できるよ。

ふあふあクラゲ館をこえたら、いよいよ「新・体
感エリア」。今まで体感したことのない、ドキドキ
ワクワクを楽しもう！

寒～い北極圏に生息するワモンアザラシは、常

に氷と共に暮らしている。ここでは、本物の氷と

雪で北極圏の環境をそのまま再現。ワモンアザ

ラシの自然な暮らしを観察しながら、北極の寒

さも体感しよう！

流氷が広がる！
まるで海中気分。

頭の上からワモンアザラシ！
世界最大級の天井ドーム型水槽。

ひんや～り
北極の寒さを体感しよう！

新ブリッジ 1

新・体感エリアMAP

北極圏（海中）

ふれあい体験水槽で、目の前を泳ぐサメやエイに直

接タッチしてみよう！見るだけではわからない生き

物の特徴が見つかるよ。さらに、海の熱帯雨林と呼

ばれ、生き物たちの産卵場所や隠れ家になっている

生きたサンゴ礁も！

ナマって、ドキドキ！
いのちを感じる！！

モルディブ諸島

手が届きそう！
声に、ニオイに、ビックリ！

フォークランド諸島
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北極圏（海上）3

流氷が広がる海中散歩を楽しもう！ 鳴き声やニオイなど間近でアザラシを観察しよう！

同じように見えてみんな違う。お気に入りの一羽を探してみよう！

Cool !

ボクの鳴き声と
北極の
ひんやりとした
空気を体感して
みてね！

オープン型水槽でにぎやかな鳴き声、

特有のニオイなど観察しよう！

フフォークランド
 諸島ゾーン

ペンギンが目の前に！ペンギンが目の前に！

モルディブ諸島ブ諸島
ゾーン

タッチに夢タッチに夢中！

ピョン
ピョン

とぶ

ジャン
プにも

注目！

サメにさわれるの？！

荒々しい波が押し寄せる水槽で、亜南極圏に暮ら

しているイワトビペンギンのリアルな暮らしを再

現。オープン型水槽なので、にぎやかな鳴き声や

ニオイが体感できる。素早い泳ぎや岩を跳び上が

る様子も、間近で見てみよう！

国内最大級のふれあい体験水槽で

は、直接サメやエイのザラザラ、ヌルヌ

ル感など、生き物たちを肌で感じられ

る！さあ、優しくさわってみよう！

サメ肌って、
本当にザラザラ！？

くすぐったい

3階3階
4階

4階へ

3階へ 3階から

ふあふあクラゲ館

海中で出会ったかのような、ワモンアザラシに注目！

ふれあい体験水槽では、「サンゴトラザメ」「トラフザメ」「ヒョウモンオトメエイ」などのサメやエイに直接さわれるよ！

北極圏
ゾーン

上から下から
ワモンアザラシ！

TOUC
H!

北極圏（海上）

新ブリッジ

北極圏（海中）海遊館エントランスビル フォークランド諸島モルディブ諸島
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※展示生物については、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。　写真はイメージです。

ボクのニオイは
どんなニオイ？

3ポイント
体感

1ポイント
体感

2ポイント
体感

あっ！聞こえた！

22
海中で出会ったかのような、ワモンアザラシに注目！

北北北北北北北

上上北極ってどんな匂いだろう。氷の上でどうやって暮らすのだろう。

みるだけでなく、きいたり、におったり、さわったりできるから、「新・体感エリア」では知りたい気持ちがどんどん広がります。

「北極圏」「フォークランド諸島」「モルディブ諸島」3つの体感ゾーンで好奇心がドキドキする。

さあ、もっと楽しくなった、NEW KAIYUKAN へ行ってみよう！

 海遊館に「新・体感エリア」が誕生。
３つのゾーンのみどころを一挙公開！

1

ガ
リ

ガ
リ

氷をかく音を
聞い

てみ
よ

う
！



営業時間 11:00～20:00（レストランは～21:00）※一部営業時間の異なる店舗がございます。

ゆったり座って召し上がれ♪レストラン ＆ カフェ

ショッピング ＆ アミューズメント

JRゆめ咲線「ユニバーサルシティ」駅下車
シャトル船キャプテンラインで約10分

地下鉄中央線
「大阪港」駅下車、徒歩約5分

阪神高速
大阪港線、湾岸線 「天保山出口」より約5分

市バス88系・60系
「天保山」下車すぐ

1,300台完備！P

交通アクセスガイド

大豆インキを使用しています。

営業時間  ※チケットの販売は終了の30分前まで
●10：0０～22：００
料　金
●700円（3歳以上）
※6歳未満の方は16歳以上の方の付き添い（有料）が必要。

天保山大観覧車

海遊館のあとは、
食べて、買って、楽しんで！

昭 和４０年 前 後 の 大 阪 の
下町をイメージした町並み
を再現。日本初の関西グル
メの老舗・名店を集めた、
フードテーマパーク！

わくわくがいっぱい!
わくわくがいっぱい!

入館料 ※3/13～の料金です
●大　人 （16歳以上又は高校生） 
●こども （小・中学生）
●幼　児 （4歳以上）

・・・・・ 2,300円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,200円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600円

※身体障害者手帳等をお持ちの方と介護者１名は５割引。
※シニア（６０歳以上）は２,０００円。
（年齢を確認できる証明書の提示が必要。）

開館時間 ※入館は閉館の1時間前まで
●10:00～20:00

海遊館「年間パスポート」
●大　人 （16歳以上又は高校生） 
●こども （小・中学生）
●幼　児 （4歳以上）

・・・・・ 5,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000円

楽しい大阪のお土産、動物
とふれあえる「天保山アニ
パ」など遊べる施設が充実！
屋外では、様々なパフォー
マーが技を披露しているよ！

おいし
そう！

天保山大観覧車天保山大観覧車天保山大観覧車

天保山

天保山
マーケット
プレース

天保山
マーケット
プレース

天保山
マーケット
プレース

大阪湾

大阪港駅
大阪市営地下鉄 中央線みなと通り

シャトル船
キャプテンライン

ユニバーサルシティポートから10分！

海遊館に
入館！

※中学生対象のOSAKA海遊きっぷはございません。

大阪市営地下鉄
全線一日乗り放題！ 各私鉄エリア

乗り放題！
観光施設も
割引！バス・ニュートラムも！

大阪市内版 2,550円
【小児（小学生） 1,300円】

海遊館 OSAKA AQUARIUM KAIYUKAN (JAPAN) @Osaka_Kaiyukan

詳しくはWEBをチェック！ OSAKA海遊きっぷ 検索

TEL.06-6576-6222

海遊館インフォメーション 06-6576-5501　http://www.kaiyukan.com/　〒552-0022 大阪市港区海岸通1-1-10
1.動物取扱業者の名称：株式会社海遊館　2.事業所の名称：海遊館　3.所在地：〒552-0022 大阪市港区海岸通1-1-10　4.動物取扱業の種別：展示　5.登録番号：070236E　6.登録年月日：平成19年6月1日　7.有効期限の末日：平成29年5月31日　8.動物取扱責任者の氏名：西田 清徳

私鉄版なら

海遊館入館と一日乗り放題が楽しめるおトクなセット券です。

発行：株式会社 海遊館　発行日：2013年2月25日

おトクな
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