
大阪港駅より
徒歩約5分

チケット窓口
イベント広場

団体
入口

P

大阪港駅

海遊館

※混雑時、バスは、臨時駐車場への回送となります。
※バス乗降場から団体入口までは
　徒歩約2分の位置となります。

P：バスおよびマイクロバスの乗降場

お問合せは
こちらまで 海遊館 団体受付 TEL.06-6576-5533

10：00〜19：00受付時間FAX.06-6576-5530

株式会社海遊館 ニフレル事業部 団体センター　〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 EXPOCITY内ニフレル
ナビダイヤル：0570-022060　FAX：06-6876-2235　ホームページ：www.nifrel.jp/

Access 大阪モノレール万博記念公園駅下車徒歩約2分
※詳細はホームページをご確認ください。

「ユニバーサルシティポート」と
「海遊館西はとば」を海で結ぶシャトル船

帆船型観光船で、海上から雄大な
大阪ベイエリアの眺めが楽しめます

おみやげ店、レストランなど約80店舗が
集結した大型ショッピングモール

高さ112.5m、世界最大級の大観覧車からは、
大阪湾近郊が一望できます

天保山ハーバービレッジのご案内

キャプテンライン 帆船型観光船サンタマリア 天保山マーケットプレース 天保山大観覧車

株式会社 海遊館　〒552-0022　大阪市港区海岸通1-1-10
TEL.06-6576-5501　http://www.kaiyukan.com/

ユニバーサルシティポートまで約１０分 デイクルーズ（45分）デイクルーズ（45分）
営業時間：11：00〜20：00
※店舗により異なります
営業時間：11：00〜20：00
※店舗により異なります 所要時間1周約15分／最大定員480名所要時間1周約15分／最大定員480名

学校団体向け案内パンフレット

海遊館初プロデュース
生きているミュージアム・NIFREL（ニフレル）
コンセプトは“感性にふれる”。地球が育む多様ないのちと個性の
つながりをテーマに、水や陸で暮らす生きものたちや美しい自然の
魅力を、7つのゾーンでご覧いただけます。
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生息地の環境を
再現しながら

同種および他種との
関係や生活を
見せる展示

生態的展示

動物が、本来生息
している環境の再現を

目指した展示

環境再現型展示

ダイナミックなコンセプトから海遊館は生まれました。世界最大級規模 感動体験

太平洋をとりまく火山帯【環太平洋火山帯（リング･オブ･ファ
イア）】は、多種多様な生き物の棲む地域【環太平洋生命帯（リ
ング･オブ･ライフ）】と重なり合います。この重なり合う２つのリ
ングをコンセプトとして、太平洋を取り囲むそれらの地域の自
然環境を再現しています。

赤色帯：リング・オブ・ファイア
緑色帯：リング・オブ・ライフ

トンネル型水槽「魚のとおりぬけ・アクアゲート」で幕
を開けた旅は、最上階の太陽の光が降り注ぐ「日本
の森」を皮切りに、地上から海底へと続きます。館内
には太平洋を模した「太平洋」水槽を中心に14の展
示水槽で10の地域を再現。水槽の配置も環太平洋
の地理関係に配慮し、世界最大規模のスケールで、
魚類だけでなく、は虫類、鳥類、そして、哺乳類まで、あ
らゆる生き物を展示。生命が実際に育まれる環境を
も再現しています。

［日本の森］

ペンギンのあしは短いけ
れども頭のてっぺんを掻
くこともできます。

見どころポイント

中層のアクリルガラス前で
手を振ると、アザラシやア
シカが遊びに来ることもあ
ります。

見どころポイント

カワウソやゴイサギ、オシド
リ、キンクロハジロ、ミコア
イサなどの鳥も生息。ゴイ
サギは、夕方になると地上
に下りて魚を狙うことも。

見どころポイント

620種、30,000点の
生き物が暮らす、大小14の
水槽で地球を丸ごと体感。

ダイナミックな太平洋の海を
巡りながら、海遊館では

生命の不思議さや尊さ、そして
すばらしさを感じることが

できます。

水面から海底へ、太平洋の海をめぐる旅の始まりです。

展示の工夫
ポイント

上流から下流にかけて
流れる、河川の動きを
再現。高低差のある

滝は見もの。

展示の工夫
ポイント

天井に雪を降らせるアイス
フレーカーを設置。雪は、

あしを保護するクッション材や
水分補給用に。

［南極大陸］

［モンタレー湾］
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出口は1ヵ所なので、館内で自由に
見学しても迷子の心配がありません。

［タスマン海］

［太平洋］

［グレート・バリア・リーフ］

巨大なジンベエザメから
小さなアジやベラの仲間
まで、深さ９ｍの大水槽
で繰り広げられる生態や
魚同士の関係を垣間見
ることができます。

見どころポイント

野生動物本来の行動を
引き出すのにおもちゃを
投入しています。おもちゃ
で遊ぶときのイルカの目
や胸ビレの使い方に注
目。イルカは左効きが多い
という説もあります。

見どころポイント

［モルディブ諸島］

自由行動でも安心

展示の工夫
ポイント

最大長34ｍ、深さ9ｍ、
総水量5,400ｔの超大型

ダイナミック水槽で、太平洋の
雄大さを体験できます。

展示の工夫
ポイント

サンゴは全て、本物から
型を取った擬サンゴです。
自然に近い環境で魚たち

は暮らしています。

感動体験

アクアゲートから始まり
館内をゆるやかなスロープで巡り、
新体感エリアまで、総距離約１Ｋｍ
所要時間90〜120分です。

出口までの
距離を表示

クラゲの美しさを魅せるため、水槽の形状や配置、
照明を工夫した新しいクラゲ展示［海月銀河］

小さな魚たちの口の大きさに
合わせて作ったエサのミンチ
を専用のエサカゴで水槽に吊
るすと、小さな魚たちは大きな
魚たちに負けることなくカゴに
群がります。運よくエサの時間
に出会えれば、必死にエサを
食べる魚たちの風景をご覧い
ただけるかもしれません。

見どころポイント
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３つの受講テーマから選べます

学習プログラム

海遊館への入館前後に、約30分の学習プログラムに参加することができます。普段の 
生活では中々知ることができない生物や、飼育係の体験談などをレクチャー。直接質問
することもでき、児童、生徒の皆様にとっても特別な体験として記憶していただけます。

【有料プログラム】

ジンベエザメ
ジンベエザメの名前の由来や大きさを、
体験を通じて解説し、知られざる生態を
クイズ形式で楽しくご紹介します。

海遊館の動物たち
ペンギンやイルカ、ラッコなどの代表的な
動物たちの意外な特徴や行動を映像を
観ながらご紹介します。

飼育係の仕事
生き物達の飼育や海遊館の取り組みに
ついて飼育係の苦労体験や感動体験を
交えてご紹介します。

平成27年度より、アカデミー講座内容を各年代の学習指導要領に則って見直しを行いました。
より充実した講座内容で受講していただけます。

［幼児・小学生（低・中・高学年）・中学生・高校生］

年代に応じて6段階のレベルを選べます

幼児から高校生のレベルまで、学年に応じた講座内容を設定。
貴重な資料や、標本を使ってわかりやすく解説します。

小学生
人気のテーマ

▲

ペンギン・アザラシの 
コミュニケーションの取り方とは？ 
　海遊館の動物たち▲

飼育の基本 ３じって？ 
　飼育係の仕事

高校生
人気のテーマ

▲

実際飼育係になってみての体験談
(嬉しかったこと・悲しかったこと) 
　飼育係の仕事▲

水族館の４つの使命とは？ 
　ジンベエザメ

豊富な映像や標本、飼育係の裏話などを通じて、生き物の不思議や生命の尊さ、さらには生物多様性や
自然環境の保全について理解が深まります。

内容

ジンベエザメが泳ぐ「太平洋」水槽を上から見学
水槽の水質を維持するライフ
サポートシステム

海遊館アカデミーの講座と普段
は見られない水族館のバックヤー
ドミニツアーとを組み合わせた約
60分のプログラムです。

海遊館
アカデミー
プラス

［講座名］海遊館アカデミープラス　［対象］海遊館に入館する20名以上の学校団体（小学4年生以上）　［定員］80名　［申込期間］前月の15日まで

例えば「ジンベエザメ」「中学生レベル」の場合 全30分

［講座名］海遊館アカデミー　［対象］海遊館に入館する20名以上の学校団体　［定員］250名　［申込期間］前月の15日まで

中学生
人気のテーマ

▲

命が生まれる環境とは？ 
　海遊館の動物たち▲

どんな人が
   飼育係になれるの？ 

　飼育係の仕事

繁
殖

●ジンベエザメの生まれ方を知る

約5分

エ
サ

●体の大きなジンベエザメがどんな 
エサをどれだけ食べるのか

●給餌の仕方（柄杓給餌・水面給餌）
●採血

約8分

▲世界初！食事中
の採血により、定
期的な健康管理
を行っています。

▲とても小さなエサ
を一日に８kgくら
い食べています。

環
境
・
保
全

●ジンベエザメの生息する海で 
起こっているゴミ問題について

約6分

▲ 生き物たちが
怪我をしないよ
うにみんなで何
ができるか考え
てみましょう。

▲長さ13cmの小
さな「くし」が原因
でジンベエザメが
亡くなってしまい
ました。

輸
送

●ジンベエザメがどのように 
海遊館へやってくるのか

約8分

▲ジンベエザメの
輸送では誘導　
トレーニングが
活かされます。

生
息
域
・
分
布

●日本近海の分布
●鮫という漢字から交尾を知る

約3分

▲ジンベエザメを観る
ことができる地域や
時期を紹介します。

参加型クイズ

動画鑑賞

実物展示

動画鑑賞

実験体験

▲お腹の中で卵を育ててお腹の中で生まれた
赤ちゃんが外に出てきます。

▲生まれたてのジンベエザメは
約60ｃｍくらいです。

ジンベエザメの
こどもの

実物大模型

▲エラの仕組みを知る。
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無料

スペシャルプラン

団体プラン

修学旅行・校外学習での班別行動におすすめ！同日入館の生徒総数が20名以上の場
合、班別入館でも団体割引が適用されます。学校単位の一括した動きから、目的地を拠点
に班別または個別研修といった少人数での行動に最適です。

海遊館入館チケットとのセットでおトクに使える、学校団体だけのスペシャルプランを
ご用意。旅行のプランニングに効率よく対応ができます。

グループごとにプランニングができて、自由に行動

生徒20名以上の学校団体

※事前のお申込みで、人数分のチケットを一括郵
送いたします。入館の際には、各人1枚づつのチ
ケットをご持参ください。

※入館当日に20名に満たない場合は個人料金と
なります。

通常のオープン時間から最大１時間繰り上げ入館が可能で
す。9：30または10：00（季節によって変動）の通常開館時間よ
り早い8：30～9：00に入館できるので、余裕をもって館内を見
学できます。小中学校50名以上、高等学校30名以上からのお
申し込みとなります。

海遊館に隣接する天保山マーケットプレース内の
飲食クーポンが利用できます。自由食で食事手配
の手間が省けます。海遊館のご利用とセットでお
申し込みください。1,000円で1,100円分がご利用
できます。

レストラン、フードコート、
なにわ食いしんぼ
横丁の総座席数 約1,800席

ファーストフードや
ファミリーレストラン 約40店舗

朝 昼 夜

special 01 special 02

［通常の場合］ ［グループ入館券利用の場合］

学校団体料金

学校団体料金

お申込からチケット
お渡しまでの流れ

当社指定の申込書に必要事項を記入のう
え、郵送またはFAXにてお申し込み下さい。
※申込の期限は来館日の２週間前までとします。

申込

申込書の確認後、ご依頼の人数分の入
館券を発送いたします。

入館券事前の発送

精算方法は海遊館団体受付までお問
い合わせください。

精算について

当日はグループ別に自由にご入館いただ
けます。

海遊館への入館

海遊館アクセスマップ

▲ 伊丹空港より
●モノレール「蛍池」駅へ。 
阪急電鉄、大阪市営地下鉄 
御堂筋線、中央線で、約65分

●空港バスで「大阪」駅または、 
「なんば」駅へ。大阪市営地下鉄 
御堂筋線、中央線で、約65分

▲ 関西国際空港より
●JR阪和線、環状線で、 
「弁天町」駅へ。大阪市営地下鉄 
中央線乗換で、約70分

●南海電鉄で「難波」駅へ。 
大阪市営地下鉄 
御堂筋線、中央線で、約70分

▲ 新大阪より
●JR京都線「大阪」駅経由、 
環状線で「弁天町」駅へ。 
大阪市営地下鉄 
中央線乗換で約30分

●大阪市営地下鉄御堂筋線、 
中央線で約35分

アクセス良好
海遊館からは、京都・奈良の歴史的名所に1.5時間以内で移動ができます。
午前は海遊館で知的好奇心を満たし、午後から関西の名所を巡る旅行プランも可能です。

班別研修20名未満のグループ

CグループAグループ Bグループ

個人料金

100円
おトク！

［関西圏エリア］

●甲子園球場 ▲

 バスで約30分　●宝塚 ▲

 バスで約60分
●法隆寺 ▲

 バスで約60分　※交通事情により、所要時間は変動することがあります。

金閣寺
京都

大阪

兵庫

奈良

海遊館 東大寺

異人館

京都・金閣寺から
バスで約90分

神戸・
異人館から

バスで
約60分

奈良・東大寺から
バスで約60分

宝塚

法隆寺

甲子園

●ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ▲

 バスで約15分／船で約10分
●道頓堀 ▲  バスで約30分　●大阪城 ▲  バスで約30分

大阪城

［大阪市内エリア］

あべのハルカス

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®

海遊館

大阪港

関西国際空港

道頓堀

大阪

新大阪

本町弁天町

天王寺

阪神高速
湾岸線

ニフレル

1グループ
20名未満

でも

時間が
バラバラ

でも

合計
20名以上

なら

伊丹空港
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