四国水族館団体入館に関するご案内
ご来館の前に必ずご一読ください。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、状況によってはご予約の制限や館内混雑防止のための
入館制限などを実施する場合がございます。
また、プログラム等の内容が予告なく変更になる可能性がございますので、予めご了承ください。

１．バスの乗降および駐車場について
当館専用のバス駐車場はございません。近隣の有料大型バス駐車場（コインパーキング 20 台駐車可能）
をご利用ください。
（P.６参照）
※事前予約はできませんのでご了承ください。
【ご到着時】
当館正面の車寄せに停車し、降車ください。
（大型バス３台停車可能）
・混雑時や複数台でお越しの場合、スムーズに降車できるよう事前にご準備ください。降車後は、速やか
にバス駐車場へご移動ください。
【ご出発時】
可能な方は駐車場まで歩いていただき、駐車場からご乗車いただきますようお願いいたします。車寄せ
からの乗車を希望される場合、速やかに乗車できるよう、必ず皆様お揃いになってから、車寄せよりバス
へご乗車ください。
・渋滞や事故の原因になりますので、車寄せでの長時間の停車はご遠慮ください。
２．ご入館
【ご到着】
代表者様はご入館人数を把握の上、団体精算用のチケット窓口までお越しください。
その他のお客様は団体待機場所（入館ゲート（ミュージアムショップ側壁沿い））にてお待ちください。
※待機場所は屋根のない屋外です。雨天時は傘をご持参ください。
※集合写真を撮られる場合、スタッフまでお声がけください。撮影後に待機場所へご案内します。
【ご精算】
団体精算用のチケット窓口にてご精算をお願いいたします。
※学校団体様は、公印を押した「団体入館申込書」の原本を窓口へご提出ください。
※事前に検温をしている場合「検温・体調確認書」
（予約完了時にお渡し）を窓口へご提出ください。
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※障がい者手帳をお持ちの場合は、お手帳を人数分まとめて精算時にご提示ください。
→学校団体様、または「手帳提示割引申請書」をご提出の場合は手帳原本のご提示は不要です。
・領収書をご希望の場合は、入館後にイルカ棟１階インフォメーションにてお渡しいたします。
・精算後の払い戻しは致しかねますのでご了承ください。
・チケットは、団体様でまとめて 1 枚です。
（1 人 1 枚ではありません）
【ご入館】
精算完了後、皆様おそろいの上での一括入館となります。入館ゲートスタッフの指示に従ってご入館く
ださい。
・コロナウイルス感染拡大防止対策として、ご入館前の検温にご協力ください。なお、37.5 度以上の発
熱が認められる場合はご入館をお断りしております。
※団体様全員が事前に検温を行っている場合は、当館での検温は不要です。
（「検温・体調確認書」を窓
口へご提出ください）
・到着時の混雑状況や、予約時刻に遅れてのご到着の場合、ご入館にお時間をいただく事がございます。
【ご退館】
一般のお客様と同様、本館 1 階退館ゲートからミュージアムショップを通ってのご退館になります。
・退館後の集合場所は、ミュージアムショップを出て左側（公園側）のスペースをご利用ください。※屋
根のない屋外ですので、雨天時は傘をご持参ください
・再入館をご希望の団体様は、事前にスタッフまでお知らせください。当日限り再入館が可能です。皆様
一括での再入館となります。
（最終入館は閉館 30 分前です）
基本的に、団体様は再入館スタンプの押印は不要です。一括で再入館をする場合はインフォメーショ
ンで手続きをしていただきます。ただし、他施設などへ個別で移動し再入館をされる場合は、個人で再
入館スタンプの押印が必要です。
・混雑時はミュージアムショップのお会計にお時間がかかる場合がございます。
会計時の混雑を避けるため、入館前や見学の途中でミュージアムショップをご利用頂く
ことが可能です。
（ご希望の場合は事前にスタッフまでお申し出ください）館内に戻る際はクラスご
と、もしくは班ごとにまとまった上で、入館ゲートのスタッフへ学校名をお伝えください。安全管理
の為、先生もしくは添乗員様が入館ゲートで待機し、出入りのご確認をお願いします。
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３．館内設備のご案内

トイレ②

トイレ①

うたづ臨海公園トイレ

トイレ④
トイレ③

【ベビー休憩室、授乳室】１か所（本館棟 1 階大水槽横）
【フードコート】キッチンせとうち（本館棟 2 階）約 120 席
【カフェ】Café Pearl〈カフェパール〉（本館棟 2 階サンセットデッキ横）
Café Olive〈カフェオリーブ〉
（水遊ゾーン太公望の景前）
【エレベーター】1 基（エントランス）
【AED】1 基（イルカ棟 1 階救護室）
【救護室】1 か所 ベッド一床（イルカ棟１階 ※ インフォメーションまでお声がけください）
【ショップ】龍宮の宴：館内 1 か所（本館 2 階「特別展示室」
）
ミュージアムショップ：館外 1 か所（本館 1 階「退館ゲート」奥）
【コインロッカー】小 400 円×20、中 500 円×６
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大 700 円×8

【トイレ】館内４か所
トイレ①

イルカ棟１階

多目的トイレ

入館ゲートの先にある階段の裏側。入口から一番近いトイレです。

洋式 1・おむつ交換台 1・ベビーチェア 1

(オストメイト対応)
女子トイレ

洋式 4・男児用小便器 1・おむつ交換台・ベビーチェア 1

男子トイレ

洋式 3・小便器３(手すり付 1)・ベビーチェア 1

トイレ②

本館１階

多目的トイレ

本館入口からまっすぐ進み、大水槽の左手にございます。
洋式 1・おむつ交換台 1・大人用折り畳みベッド 1

（オストメイト対応） ベビーチェア 1
女子トイレ

洋式 5・男児用小便器 1・ベビーチェア 1

男子トイレ

洋式 2・小便器 3（手すり付 1）
・ベビーチェア 1

授乳室

カーテン付き個室 3

おむつ替え室

おむつ交換台 3・調乳専用浄水給湯機 1

トイレ③

本館２階

多目的トイレ

大水槽横スロープを二階に上がった右手にございます。
洋式 1・おむつ交換台 1・ベビーチェア 1

(オストメイト対応)
女子トイレ

洋式 5・男児用小便器 1・おむつ交換台 1・ベビーチェア 1

男子トイレ

洋式 3・小便器 4(手すり付 1・ベビーチェア 1)

トイレ④

イルカ棟２階

多目的トイレ

海豚プール、サンセットデッキの奥にございます。

洋式 1・おむつ交換台 1

(オストメイト対応)
女子トイレ

洋式３・おむつ交換台 1・ベビーチェア 1

男子トイレ

洋式 2・小便器 3(手すり付 1)・ベビーチェア 1

※各トイレのおむつ交換台の対象は生後 1 か月～24 か月、体重 30 ㎏までの乳児です。
※各トイレのベビーチェアの対象は生後５か月～２歳半、一人座りができる乳児です。
※おむつ替え室のベビーベッドの対象は生後１か月～２歳半、体重 15 ㎏までの乳児です。
※大人用折り畳み式ベッドは縦 152 ㎝、幅 60 ㎝ 最耐荷重は 100 ㎏です。
※入館ゲートの手前に水族館のトイレはありません。入館前や退館後にトイレを利用する場合は、
水族館東側にある「うたづ臨海公園」のトイレが利用いただけます。
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４．お食事
・お弁当など、飲食物の持ち込みはご遠慮いただいております。（※水筒、ペットボトルは持ち込み可）
・フードコートは 120 席ございますが、お席のご予約は承っておりません。
・軽食等を販売しているカフェは 2 か所あり、サンセットデッキ、せとうちデッキ、水遊ゾーンでお食
事が可能です。
（ｐ3 参照）
近隣の団体昼食受け入れ施設
施設名

席数

住所

電話番号

大型バス

中津万象園（懐風亭）

約１３０席

丸亀市中津町 25-1

0877-23-6326

可

ホテルアネシス瀬戸大橋

約９０席

宇多津町浜六番丁 81-1

0877-49-2311

可

海の幸ふれあい市場

約３００席

坂出市入船 1-5-14

0877-46-1310

可

５．雨天時のご入館
・車寄せ、入館前の団体待機場所、ミュージアムショップ出口には屋根がありません。
雨天時には傘をご持参ください。
・「水遊ゾーン（ペンギン・アシカなど）
」は屋外です。雨天時の観覧には傘が必要です。
・傘のお預かりは行っておりません。各自でお持ちいただくか、コインロッカーをご利用ください。
6. 写真撮影
・館内は写真撮影可能です。一部エリアではフラッシュはお控えいただきますようお願いいたします。
・大人数での記念撮影は、バス降車して左手の外観もしくは外壁ロゴ下にてお願い致します。
7．ご注意事項
・各種プログラムでのお席の確保、優先でのご案内などは行っておりません。混雑時は着席できない、ま
たは団体でまとまって座れない可能性がございます。尚、荷物を置いての場所取りはご遠慮ください。
※混雑時には十分にご覧いただけない可能性がございますので、予めご了承ください。
・イルカプールとの距離が近いため、ショー以外の時間でも濡れる可能性がございます。タオルなどのご
持参をおすすめしております。
・館内には集合スペースはございません。
・荷物は各自でお持ちいただくかコインロッカーをご利用ください。
・館内には時計がございません。腕時計等をご持参ください。
・集合時間のご案内など館内放送は行っておりません。
・メガホンや拡声器、無線などのご使用はお控えください。
・館内および、うたづ臨海公園敷地内は全面禁煙です。
・資源削減の為、人数分のパンフレット・館内マップは準備がございません。必要な場合は、来館前に四
国水族館ホームページより、ダウンロードの上コピーしてご準備をお願いいたします。パンフレット原
本がご入用の場合は、インフォメーションにて団体幹事様にお渡ししております。
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バス駐車場のご案内
水族館から
バス駐車場まで
徒歩約８分
バス駐車場

こがね製麺所

スターバックスコーヒー

四国水族館にバスでお越しの際は、上記ルートでお越しいただき、水族館前の
車寄せに停車ください。反対側から来られますと、車寄せに入れませんので

ご注意ください。

お客様の降車後は、速やかにバス駐車場へご移動ください。

バス駐車場 「四国健康村

第２駐車場」

住所：香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁3
台数：20台

料金：2,500円/回（1万円札、5千円札使用不可）
領収書ボタン有

お問い合わせ：アマノマネジメントサービス 0120-03-6548
（駐車場No.9252）
※コインパーキングのため、事前予約はできません
※満車時の入場待ちは禁止されています

