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アメージング 
ピクチャー 

（Amazing Pictures）

ネクター 
ハット 

（Nectar Hut）

水族館入り口

ホンダ・パシフィック・ 
ビジョン・シアター 

（Honda Pacific Visions Theater）

オーシャン 
シアター（OCEAN THEATER）

ギフト 
ストア

トビハゼ（MUDSKIPPERS）

ミズクラゲ 
ふれあいラボ 

（MOON JELLY TOUCH LAB）

テッポウウオ（ARCHERFISH）

ハーバーテラス 
（Harbor Terrace）

アザラシ＆ 
アシカ 

（SEALS & SEA LIONS）

バンブー 
ビストロ 

（Bamboo Bistro）

海洋生物 
シアター 

(Marine Life Theater)

オーシャンサイエンス・ 
センター 

（OCEAN SCIENCE CENTER）

パシフィック 
大ホール（Great Hall  

of the Pacific）

ホンダ・ 
ブルー 
キャバン 

（HONDA BLUE  
CAVERN）

 パシフィック・ 
ビジョン 

（PACIFIC VISIONS）

私たちの 水の未来 
(OUR WATER FUTURE)

南カリフォルニア・ 
スチールヘッド・ 
ストーリー 
（SO. CALIF.  

STEELHEAD STORY)

モリーナ・ 
アニマル・ケア 
センター 

（MOLINA ANIMAL  
CARE CENTE）

ロリキートの 
森（LORIKEET  

FOREST）

グアム・ 
キングフィッシャー 
（Guam Kingfisher）

赤ちゃんバンブー 
シャーク 

（Baby Bamboo Sharks） サンゴ礁と 
海綿動物 

（Corals & Sponges）

カブトガニ 
ふれあいラボ 
（Horseshoe Crab  

Touch Lab）
2階への
階段

ノーザン 
パシフィック・プレビュー 
（Northern Pacific Preview）

トロピカル 
パシフィック・ 

プレビュー（Tropical  
Pacific Preview）

南カルフォルニア／ 
バハ・ギャラリー 

（Southern California/ 
Baja Gallery）

チケット 
窓口

アート 
ギャラリー

オリエンテー 
ション・ 
ギャラリー

パシフィック 
コレクション・ 
ギフトストア 

（Pacific Collections  
Gift Store）

シャーク 
ラグーン 
（SHARK  
LAGOON）

お食事 エレベーター

トイレ 公衆電話

ベビールーム ショー（ショー
時間要確認）

エンボス・
ステーション

インフォメーシ
ョン・センター ガイドストップ 10ふれあいエ

リア
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水族館 

1階の図 
イインタラクティブ・マップを 

お探しですか？  
ガイド・モバイルアプリ
をダウンロードしよう
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 ATTENTION
For the health and 

safety of our animals, 
please be gentle!

 Use Only 
Two Fingers!

Do Not Scratch!

Do Not Grab!

ホンダ・パシフィック・ 
ビジョン・シアター 

（Honda Pacific Visions Theater）

シャーク 
ラグーン 

（Shark Lagoon） 
への階段

ハーバーテラス 
（Harbor Terrace） 
への階段

アザラシ＆アシカ 
（SEALS & SEA LIONS）

 パシフィック・ 
ビジョン 

（PACIFIC VISIONS）

ジューン・キイス・ 
ペンギン・ハビタット 
（JUNE KEYES PENGUIN  

HABITAT）

ベランダ・ 
ダイニング

エイが生息する 
ふれあいプール 
（RAY HABITAT  

TOUCHPOOL）

トロピカルリーフ 
（TROPICAL REEF）

南カルフォルニア／ 
バハ・ギャラリー 

（Southern California/ 
Baja Gallery）

ラッコハビ 
タット 

（SEA OTTER  
HABITAT）

カフェ・ 
スクーバ 

（Café Scuba）

ノーザン  
パシフィック・ 
ギャラリー 
（Northern  

Pacific Gallery）

トロピカルパシフィック・ 
ギャラリー（Tropical  

Pacific Gallery）

海岸コーナー  
ふれあいラボ 
（Coastal Corner  

Touch Lab）

オーシャン探検ハブ 
（Ocean Exploration Hub）

キュリミネーション・ 
ギャラリー 

（Culmination Gallery）

岸辺の鳥の聖地 
（SHOREBIRD  

SANCTUARY）

カエル(FROGS)：眩惑＆消滅 
（DAZZLING & DISAPPEARING）

水族館  

2階の図 



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。大ホールのブル
ー・ホエール・カフェでは、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。目や耳のご不自由なお客様には特別なサポー
トデバイスをホンダ・パシフィック・ビジョン・シアター
（Honda Pacific Visions Theater）でご用意しております。

クレジットカード
V I S A、 M a s t e r C a r d、 

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） 
水族館職員と近隣海域に出航し、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
しょう。 

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。

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W i - F i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。
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一般情報
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。

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i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。


