
動物となかよくなる水族館
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入口

壁に彫り込まれた「海卵」の
文字は、世界的に有名な
流政之さんの作品。こちらも
クジラに負けず迫力あり。

ウェルカムホール02

＊展示水槽は予告なく変更する場合があります。
＊ハートビル法の適用を受けており、館内全施設を
　車椅子で快適にご利用いただけます。

大分の海を知る。
魚や動物とふれあう。
ちょっとユニークな
海の旅へ出発です。

2F

２頭の大きなクジラがみんなをお出迎え。入口を入ったばか
りなのに、思わず足が止まってしまいそう。

エントランスホール01

女子トイレ 多目的
トイレ

授乳室 ロッカー エレベーター インフォ
メーション

レクチャー
ルーム

カフェテリア ショップ 手洗い男子トイレ 救護室

室内に広がる緑の木々。
その間を流れる川の水槽で、
大分の河川に暮らす生物を
見ることができます。

ふるさとの水辺03

うす暗い空間に、壮大に浮か
びあがる大回遊水槽。ガラス
の上から見ると、本当に海の
中にいるよう。

マーメイドホール04

不思議な生態をもつ生き物
たちをアイデア展示で分かり
やすくご紹介。季節ごとに
内容が変わる特別展示コー
ナーも人気です。 

多様な生態05

■大回遊水槽
■マーメイドホール

■ふるさとの水辺 ■多様な生態

1 GO!Fへ

カフェテリア

アマゾンプラザ
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実験ホール

キッズコーナー
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オープンショップ
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トドトド
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セイウチセイウチ

深い海のいきものたち 深い海のいきものたち 19

＊展示水槽は予告なく変更する場合があります。
＊ハートビル法の適用を受けており、館内全施設を
　車椅子で快適にご利用いただけます。女子トイレ 多目的

トイレ
多目的トイレ

（オストメイト対応）
授乳室 エレベーター インフォ

メーション
レストラン ショップ

ここは水中が舞台。
海に広がる華麗な世界が
待っています。

1F
■アートコーナー ■大回遊水槽

■うみたまホール

■実験ホール
■キッズコーナー

■サンゴ大水槽
■ジャングルタンク

■セイウチ 
■トド
■アゴヒゲアザラシ
■アザラシ
■深い海のいきものたち

イルカプール
水中を泳ぎまわるイルカた
ちをじっくり観察できます。
ずっと見ていると目が合うこ
とも。 

10
人工照明下では日本最大
級。華麗に揺れるサンゴ礁
の周りを、熱帯魚たちがカラ
フルに色をそえています。

サンゴ大水槽11

ここは熱帯アマゾンそのも
の。陽が差し込む水槽の中
で、大型淡水魚のピラルクー
やピラニアが泳いでいます。

ジャングルタンク12

セイウチたちは水中にいても
ひょうきん者。ガラス越しに
観察していても飽きることは
ありません。 

セイウチ14

陸では大きな体が重そうだ
けど、水中ではスイスイ。大き
な前ヒレを羽ばたくように泳
ぎます。 

トド15

大きな体と立派なヒゲに似
合わず、実は神経質な性格
で、大きな瞳でキョロキョロし
ているしぐさが愛らしいです。

アゴヒゲアザラシ16

海の生き物たちの美しさを
芸術的に表現した展示を
集めました。中でもクラゲ水
槽は、七色に変化する光が
とても幻想的です。 

アートコーナー06

まるで潜水艦の中のような
ホールでくつろぎながら、大
回遊水槽の生き物の様子を
観察できます。

うみたまホール07

海の世界には不思議がいっ
ぱい。たのしく実験しながら、
魚たちの暮らしぶりを学習
できます。

実験ホール08

セイウチ、ペンギン、ナマコな
ど、海の生き物たちをモチー
フにしたオリジナル遊具は、
子どもたちに大人気です。 

キッズコーナー09

深海にすむ生き物たちは、姿
かたちも独特です。水深200
メートル超の海底に暮らす
カニや魚を展示。 

深い海のいきものたち 19

後ヒレを魚のように左右に
振って泳ぐ姿が観察できま
す。好奇心が強く、ガラス越
しに遊んでくれることも。

アザラシ18

男子トイレ 2 GO!Fへ電話
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高崎山へ

別府湾プール別府湾プール
大タッチプール大タッチプール

魚プール魚プール

イルカプールイルカプール

屋内タッチプール屋内タッチプール

ウミガメウミガメ

ウェルカムホール

別府湾スタンド

21 スタンドスタンド

エントランスホールエントランスホール 20

入口

27

目の前に広がる別府湾。
背にそびえる高崎山。
自然の真ん中で、
動物たちの息吹きを体感。

2F
潮だまりを再現したプール。
磯の生き物たちの自然な表
情をじっくり観察できます。 

大タッチプール25
プールの向こうは別府湾。
海と一体化して見え、壮大な
スケールを楽しめます。

別府湾プール26

エイに触れることができる
プールです。怖がらずにチャ
レンジしてみよう。

魚プール27

目の前に広がる別府湾を
一望できるスタンド。セイウ
チやトドのパフォーマンスも
見られます。

スタンド21

コミュニケーションは、まずふ
れあうことから。ヒトデやナマ
コなど、生きた磯の生き物に
触ることができます。

屋内タッチプール23

世界中の海を旅するウミガ
メ。日本にも産卵するために
やってきます。そんなウミガメ
の生態を間近で観察。

ウミガメ22

観客席との距離が近いので、
イルカたち自慢のジャンプも
迫力満点です。 

イルカプール24

＊展示水槽は予告なく変更する場合があります。
＊ハートビル法の適用を受けており、館内全施設を
　車椅子で快適にご利用いただけます。女子トイレ 多目的

トイレ
授乳室 ロッカー エレベーター インフォ

メーション
レクチャー
ルーム

ショップ 手洗い男子トイレ 救護室

■ウミガメ
■屋内タッチプール
■イルカプール
■大タッチプール
■別府湾プール
■魚プール

M2 GO!Fへ

この看板を見つけたらラッキー！
奥にはガラスの歩道が。

カフェテリア

カフェテリア

アマゾンプラザ
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セイウチセイウチ

トドトド

スタンド

ジャングルタンク

32 パフォーマンスステージパフォーマンスステージ
アザラシアザラシ31

カフェテリアへ

34 コツメカワウソコツメカワウソ

動物たちの
思わぬ表情に出会う。
海風吹く心地よいステージ。2F

M

水族館の「お笑い芸人」セイ
ウチ。パフォーマンスで披露
するワザの豊富さは他の
追随を許しません。 

セイウチ29

アシカの仲間では、最大級の体格の持
ち主。しかし、イメージとは裏腹にフット
ワークは軽めです。 

トド30
餌やりの時間になると、お腹を上手に
使って陸に上がってくるアザラシたち。
まるで動くぬいぐるみのよう。

アザラシ31

＊展示水槽は予告なく変更する場合があります。
＊ハートビル法の適用を受けており、館内全施設を車椅子で快適にご利用いただけます。女子トイレ 多目的

トイレ
エレベーター 手洗い男子トイレ

ちょこまか元気なカワウソ一家がワイ
ワイ暮らしています。つぶらな瞳に見つ
められたら思わずキュン。

コツメカワウソ34

西日本初のセイウチやトドのパフォー
マンスを見ることのできるスタンド。大
きな海獣たちの芸に圧倒されます。

パフォーマンスステージ32

■コツメカワウソ
■セイウチ
■トド
■アザラシ
■ペリカン

1 GO!Fへ

33



手洗い

「動物とあそぶ×アートとあそぶ」がテーマの
新感覚ビーチがうみたまごのとなりに誕生。
自然のままの動物たちと楽しくふれあってみませんか。 シェリー・キャンバス

ひんやり涼しい貝の洞窟の
中には、何がいるかな？

イワシ玉・スライダー
小さなイワシの群れでつくら
れた、大きな魚のかたちの
すべり台。

サンゴ・めいろ
いろんな色のサンゴの中で
かくれんぼ。まるで魚になっ
たような気分。

イルカプール
のんびり泳いだり、ジャンプ
したり、イルカの自然な姿を
間近に見ることができます。

マゼランペンギン
白黒模様が鮮やかなマゼランペンギン。テクテクと歩く姿は、まさに
水族館のアイドルです。

ミナミアメリカオットセイ

ナマケモノのへや
一日の大半を眠ってすごすと言われるナマケモノ。
ここではフタユビナマケモノがゆったりのんびり暮
らしています。

イルカプール

ナマケモノのへや

イルカプール

ナマケモノのへや

ペンギン・オットセイペンギン・オットセイ



□大分空港から
大分交通バス 大分駅行き特急「大分空港」→「別府北浜」→「高崎山自然動物園前」
※「別府北浜」で路線バスに乗り換え（約50分）
□別府観光港から
大分交通バス 大分駅行き「南須賀入口」→「高崎山自然動物園前」（約15分）
□西大分港から
大分交通バス 別府・国東方面行き「西大分」→「高崎山自然動物園前」（約10分）
□ JR別府駅から
大分交通バス 大分駅行き「別府駅前」→「高崎山自然動物園前」（約15分）
□ JR大分駅から
大分交通バス 別府・国東方面行き「大分駅前」→「高崎山自然動物園前」（約25分）

ショップ＆レストランのご案内
■営業時間 ─ AM９:００～PM５:００

大人2,300円、小人1,150円、幼児700円
■ 子ども会料金

2,000円（70歳以上の方、老人会、老人ホーム団体）
■シニア料金

大人1,500円、小人750円、幼児500円
■ 障がい者料金

オープンショップ1F

大分の特産品や銘菓、銘酒が
豊富。県外の方はもちろん、
県内の方にも喜ばれるおみ
やげを買うならここで。

ショップの営業時間は、
「うみたまご」の営業時間に準じます。

オフィシャルミュージアムショップ2F

うみたまごだけでしか手に
入らないオリジナルのグッズが
ズラリ。来館の記念に利用し
たいお店です。

ショップの営業時間は、
「うみたまご」の営業時間に準じます。

オープンレストラン FanFare

洋風どんぶりやヘルシーデ
ザートなど、カジュアルフードが
楽しめます。海と太陽をイメー
ジした店内も人気。

レストランの営業時間は、
「うみたまご」の営業時間に準じます。

1F

カフェテリア うみたまカフェ Bee Honey

目の前に広がる別府湾の景
色を見ながら、ほっと一息の
カフェタイム。セイウッチャンカ
レーや蜂蜜ソフトが人気です。

2F

水族館「うみたまご」からのお願い

うみたまご営業時間・入館料

交通アクセス

※有効期限はご購入いただいた日から１年間となります。 

ご購入いただいたその日から１年間、
何度でも「うみたまご」を楽しむことができます。

うみたまご年間パスポート「うみたまPASS」

大人（高校生以上）6,500円、小人（小・中学生）3,500円、幼児（４歳以上）2,500円

別 府 湾別府I.C

大分I.C

光吉I.C

高城駅

米良I.C

鶴崎→

別府駅

高崎山

大分駅

JR日豊本線

うみたまご

東九州自動車道

JR久大本線

JR豊肥本線

750円1,200円

850円1,300円2,600円

2,400円

一般

団体
（20人以上）

小人
（小・中学生）

幼児
（４歳以上）

高校生1,600円、中学生1,200円、小学生900円、園児（０歳以上）600円、引率父兄2,000円
■ 学校行事料金

※記載金額には消費税を含みます。

大人
（高校生以上）

◎迷子・お呼出等の館内放送はございません  ◎施設内でのおタバコはご遠慮ください　
◎飲食は決められた場所以外ではご遠慮ください  ◎手荷物の盗難・紛失につきましては
責任を負いかねます  ◎ペットとの入館はご遠慮ください  ◎再入館は当日に限り有効です
以下の行為は、他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。
◎危険物の持ち込み  ◎立入禁止区域への立ち入り  ◎展示物や備品などの破損、破壊、
汚損  ◎他のお客様の観覧や、係員の業務を阻害する行為  ◎その他、係員が迷惑行為ま
たは危険行為と判断するすべての行為
これらのお願いに対してご協力いただけない場合は退館していただくことがございます。



2022年4月現在

〒870-0802 大分市高崎山下海岸  TEL：097-534-1010  FAX：097-534-1013

https: //www.umitamago.jp
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