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皆さまに楽しくお過ごしいただくための京都水族館からのご案内とお願いです。

不明点などはお気軽にお問い合わせください。

ご入場当日までの流れ

京都水族館

団体のご入場に関するご案内とお願い

申込書をFAX送信

または電話申込

当館より確認の FAX返信

予約完了

ご来場までに当館より

ご案内書類を FAX送信

当日に団体窓口で

精算後に一括入場
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１．入場料金（消費税込）

一般料金（２０名さま以上）

大人 大学・高校生 中・小学生 幼児（３歳以上）

１,８５０円 １,４００円 ９００円 ５４０円

一般料金（２０名さま未満）

大人 大学・高校生 中・小学生 幼児（３歳以上）

２,０５０円 １,５５０円 １,０００円 ６００円

障がい者手帳所持者と同伴者１名さま

大人 大学・高校生 中・小学生 幼児（３歳以上）

１,０３０円 ７８０円 ５００円 ３００円

学校団体 （校外学習としてのご入場に適用）

保護者 大学・高校生 中学生 小学生 園児（ ０歳から有料 ） 引率教員・保育士

１,２００円 １,２００円 ７２０円 ５００円 ３６０円 無料

学校団体特別割引（特別支援学校、特別支援学級、障がい者手帳所持者）

保護者 大学・高校生 中学生 小学生 園児（ ０歳から有料 ） 引率教員・保育士

１,０００円 ７５０円 ５００円 ４００円 ３００円 無料

※ 学校団体特別割引の保護者料金は生徒 1名さまに付き保護者1名さまのみの料金です。

� 学校団体は事前のご予約がない場合、学校団体割引の適用がありません。
� 大学・専門学校の場合は、引率の無料入場に人数制限があります。
� 他の割引との併用はできません。

２．予約

� ＦＡＸまたは郵送でお申込ください。申込書は当館ホームページからダウンロードできます。一般団体と学

校団体の用紙がございますのでご注意ください。なお、お電話でも承りますが、内容確認にお時間をいた

だきますのでご了承ください。また、学校団体は学校や園の公印をいただきますので、書面での事前申込

が必要です。

� 入場や精算の混雑を避けるために、到着時間を１５分刻みで予約受付します。ご希望の時間に申込が多く

ご予約枠に空きがない場合の時間調整のお願いや、そのほか確認事項があれば当館よりお電話いたしま

す。

� お申込内容の確認後、当館よりＦＡＸで料金等のご案内をお送りします。この時点でご予約完了となります

ので、当館からのＦＡＸ返信がない場合はお手数ですがご連絡ください。

� 天候を条件とするご予約は入場時間１１時以降のみ承ります。
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３．駐車場・バスの乗降

当館には専用の駐車場はございません。

� 梅小路公園大型バス駐車場は有料でご利用いただけますが、予約制ではありません。

� 乗降は駐車場にございますバス乗降場でお願いします。当館の周辺で乗降はできません。

ご不便をおかけし恐れ入りますが、駐車場の乗降場から歩いてご来館ください。

梅小路公園 大型バス駐車場 台数２６台/２４時間利用可（夜間割引有）

（お問い合わせ 財団法人京都市都市整備公社 TEL ０７５-３２１-７７７６ 平日のみ ８時３０分～１７時１５分）

利用時間帯 料金

８時００分～１７時００分 入庫から３時間まで２,０００円（以降６０分／５００円を加算）

１７時００分～８時００分 ６０分／５００円（夜間最大料金２,５００円）

４．精算・入場

到着されましたら、入口付近にいるスタッフに団体名をお伝えください。

精算担当者に番号札をお渡しします。人数把握の上、番号札を持って団体窓口へお越しください。

障がい者手帳をお持ちの場合は、人数分まとめて精算時にご提示ください。

精算後の払い戻しはできません。

皆さまおそろいの上で一括入場していただきます。年間パスポートは改札で確認します。

年間パスポートでご入場の方は、列の最前または最後にまとまってご入場ください。

到着

精算

入場

大型バス駐車場から京都水族館まで徒歩約７分
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５．館内設備

� 化粧室 ４カ所

� ベビー休憩室 ３カ所

� 救護室 １カ所（ベッド２床） ※バックヤードにありますので、ご利用の際はスタッフへお声掛けください。

� ショップ １カ所

� カフェ ３カ所

� エレベーター ２基 「５ ペンギン」 間口１００×横１６０×奥行１５５×高さ２３５ cm

「９ イルカスタジアム」 間口１１０×横１６０×奥行２１５×高さ２３５ cm

� ロッカールーム ５７個 【 小 １００円/４０個 】 横３６×奥行６５×高さ３２ cm

【 中 ２００円/９個 】 横３６×奥行６５×高さ５５ cm

【 大 ３００円/８個 】 横３６×奥行６５×高さ８４ cm

６．食事

� お弁当など飲食物の持ち込みは可能です。ただし、ゴミはお持ち帰りください。

� 展示スペースでの飲食はお断りします。イルカスタジアムの座席をご利用ください。イルカスタジアムは屋

根があり、雨天時でもご利用いただけます。

� 館内でのお食事場所のご予約や確保はできません。

� 混雑状況により、梅小路公園の芝生広場のご利用もご検討ください。

� 軽食等を販売しているカフェが３ヵ所あり、その近くに座席があります。

� レストランでのお食事をご希望の場合は「京野菜レストラン梅小路公園」（京都水族館より徒歩約３分）をご

利用いただけます。 お問い合わせ ０７５-３５２-７１１１（９時～２２時）

７．イルカスタジアム

� 座席は先着順自由席で、事前のご予約および荷物や一部の方による席の確保はできません。イルカ LIVE

観覧および食事場所としてご利用の際は、皆さまおそろいでお越しください。

� 座席数は約１,０００席です。車イス専用スペースは約７台分です。

� 食事場所としてご利用の際は、１団体につき４０分程度でお願いします。

� 混雑状況により、立見観覧や次の回のご案内になる場合があります。

� イルカプール近くの座席は水がかかり濡れる恐れがあります。

���� イルカLIVEのスケジュールは当館のホームページをご確認ください。

※ 詳細は５頁をご確認ください。



５

８．留意事項

� 館内に集合スペースや荷物を置く場所はありません。荷物は各自お持ちいただくか、有料のコインロッカー

をご利用ください。また、雨具は大きなビニール袋にまとめた上で、コインロッカーをご利用ください。

� 館内放送は行っておりません。はぐれた方をお探しの場合は近くのスタッフへお声掛けください。

� 危険物や台車の持ち込みはご遠慮ください。

� メガホンや拡声器、無線等の使用はご遠慮ください。

� いきもの保護のため、フラッシュ撮影はお断りしています。

� 館内は禁煙です。イルカスタジアム近くの喫煙所をご利用ください。

� 再入場される場合は、出口で再入場スタンプを手の甲に押していただき、改札よりご入場ください。

� 他のお客さまの見学の妨げとなる行為はご遠慮ください。

９．化粧室・授乳室

各所の設備や個数をご確認いただき、不明点などはお気軽におたずねください。

フロアマップとあわせてご確認ください。

エントランス 入口の自動扉を過ぎ左手の通路（ロッカールーム手前）を奥へお進みください。

多目的化粧室 洋式１、ベビーベッド１

女子化粧室
洋式７(ベビーチェア付３、幼児用補助便座付１、幼児用補助便座・手すり付１ )

男児用小便器１

ベビー休憩室

(女子化粧室内)
ベビーベッド１、調乳専用給湯器１、ソファ２

男子化粧室 洋式３(ベビーチェア付１、幼児用補助便座・手すり付１）、小便器４ (手すり付１)

４ 京の海 「３ アザラシ」出口の自動扉を過ぎ右手の通路をお進みください。

多目的化粧室 洋式１、ベビーベッド１

女子化粧室
洋式８(ベビーチェア付２、幼児用補助便座付２、幼児用補助便座・手すり付１ )

男児用小便器１、ベビーベッド１

ベビー休憩室

(女子化粧室内)
調乳専用給湯器１、ソファ２

男子化粧室 洋式３(ベビーチェア付１、幼児用補助便座・手すり付１ )、小便器４(手すり付１)

８ えび・かに 「８ えび・かに」を過ぎて左手にございます。

授乳室

（独立型）
ベビーベッド２、調乳専用給湯器１、ソファ２
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１０ 交流プラザ 「８ えび・かに」を過ぎて右手にございます。

多目的化粧室 洋式１、多機能ベッド1、ベビーチェア１

女子化粧室
洋式７(ベビーチェア付２、ベビーチェア・幼児用補助便座付２、手すり付１)

男児用小便器1

男子化粧室 洋式２(ベビーチェア付１、手すり付１)、小便器４(手すり付１)

１０ 交流プラザ 「１１ 山紫水明」手前にございます。

多目的化粧室 洋式１、多機能ベッド1、ベビーチェア１

女子化粧室
洋式１０(ベビーチェア付４、幼児用補助便座付１、幼児用補助便座・手すり付 1)

男児用小便器1

男子化粧室 洋式２(ベビーチェア付１、手すり付１)、小便器４(手すり付１)

※ベビーベッドの対象は２歳までの乳幼児です。

※ベビーチェアの対象は５ヶ月から２歳まで、身長８５cm 体重１２kgまでの乳幼児です。

※多機能ベッドは縦１２４cm 幅５６cm、最大耐荷重量は１００kgです。

以上

お問い合わせ

京都水族館 団体予約

〒６００-８８３５ 京都市下京区観喜寺町３５-１（梅小路公園内）

TEL ０７５-３５４-３１６０ FAX ０７５-３５４-３１７０

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋｙｏｔｏ-ａｑｕａｒｉｕｍ．ｃｏｍ


