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水族館1階の地図�



地図の凡例
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絶滅の危機にある動物
（Vanishing Animal） 

この印は、絶滅の危機にある動物を表しています。

水族館2階の地図 
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応急処置/緊急　忘れ物預かり所
可能な場合には、正面玄関近くのインフォメ

ーションセンターで手続きを行うか、警備員までお
知らせください。

喫煙またはガム禁止
館内での喫煙、電子タバコ、ガム、風船は禁止

されています。ゴミ箱やリサイクル用のゴミ箱をご利
用ください。展示物に物を投げ込まないでください。

観光情報
ツアー、水族館のメンバーシップ、特別イベン

トなどに関する質問がある場合は、正面玄関近くの
パシフィック大ホール（Great Hall of the Pacific）にあ
るインフォメーションセンターまでお越しください。 

お食事・お飲み物
2階のカフェ・スキューバでは、色々なサン

ドイッチ、サラダ、持続可能な水産物（sustainable 
seafood）を使用したグリル料理などをご堪能くださ
い。バンブービストロでは、ピザ、ホットドッグ、冷た
いビールやドリンク類をお楽しみいただけます。大
ホールのコーヒーカートでは、コーヒー、カプチー
ノ、ソーダやスナック類をご用意しています。

トイレとベビールーム
トイレの場所は地図をご覧ください。1

階と2階の大ホールのトイレとシャークラグーンのト
イレにはオムツ替えのできるステーションがありま
す。ベビールームは1階の女性用トイレにあります。

身体のご不自由な観光客の皆様
インフォメーションセンターでは

車椅子の貸し出しを行っています。車椅子をご利用
の場合でも全ての展示物をご覧いただけます。館
内に設置されているエレベーターの場所は地図を
ご覧ください。目のご不自由なお客様には音声によ
る館内ツアーや点字によるビジターガイド、耳のご
不自由なお客様にはショーの字幕サービスなども
インフォメーションセンターにてご用意しております。 

クレジットカード
VISA、  

MasterCard、Discover、アメリカン・エキスプレスがご
利用いただけます。

アメージングピクチャー（AMAZING 
PICTURES）

水族館に来た記念にパシフィック大ホール（Great 
Hall of the Pacific）で楽しい記念撮影をして思い出深
いお土産を買って帰りましょう。

ビハインド・ザ・シーン・ツアー（BEHIND-THE-
SCENES TOUR）
水族館の裏側を垣間見ることができる1時間のガイ
ド付きツアーです。通常は一般公開されていない水
族館の一部を訪れます。本館最大の水槽の上まで
行き、魚に餌を与えることができます。年齢制限があ
ります。

アニマル・エンカウンター（ANIMAL 
ENCOUNTERS）
本館の動物担当係員と一緒に、餌をあげるなど動物
たちと交流するチャンスです。年齢/身長の制限があ
ります。事前のご予約が必要となります。 

ハーバーツアー（HARBOR TOURS）
Harbor Breeze Cruises社が主催するロングビーチ/ロ
サンゼルス・ハーバーの45分の湾内ツアーでは、世
界有数の最も活気に溢れた港をナレーター付きで
ご案内いたします。 

VIP体験（VIP EXPERIENCE）
動物をとても近くで見ることができるプライベート
ツアーに行きましょう。

ホエール・ウオッチング（WHALE WATCHING） 
沿岸警備隊認定の船で近隣海域に出航し、クジラ、
イルカ、アシカ、渡り鳥など、地元の海洋生物を探し
に出かけます。 

ダイブ・イマージョン（DIVE IMMERSION） 
水族館の水槽へダイブします。ダイビング制限が 
適用されます。事前のご予約が必要となります。

オーシャンシアター（OCEAN 
THEATER） 
水族館のオーシャンシアターでは
映画の無料上映や、光や音など特
殊効果を使った4D映画の有料上
映を行っています。

その他のアドベンチャープログラム 
以下のプログラムは有料となります。時間、料金、利用状況に関する情報はインフォメーションセンターまでお
問い合わせください。事前のご予約は (562) 590-3100までお電話でご連絡ください。

ビジターアプリ（VISITOR APP）
App StoreまたはPlay Storeからビ
ジターアプリをダウンロードして
ください。ショーのスケジュール、
インタラクティブ地図、動物の識
別情報、その他色々ご覧いただ
けます。

館内のWI-FI
館内では無料Wi-Fiを施設全体
にわたってご利用いただけま
す。AquariumWiFiという名前のネ
ットワークを選択してください。  
パスワードは不要です。

パシフィック水族館（Aquarium of the Pacific）へようこそ。この
地図や観光ガイドで海洋の不思議を発見しましょう。

一般情報


