
一般料金

シニア割引（6 5 歳以上）

大人 小人（小・中学生） 幼児（3歳以上）

1,600 円

1,400 円

▲  詳しくは上記QRからご確認ください。

営業時間 9:00 ～ 17:00（季節によって時間変更あり）

年中無休（12月に施設点検休有り）

住所

駐車場 乗用車 250 台 / 観光バス 40 台　駐車可

お問合せ 水族館 0596-42-1760 / めおと横丁 0596-43-4111

三重県伊勢市二見町江 580

800 円 400 円

※65 歳以上の方のみの適用となります。
※窓口にて生年月日を証明できるものをご提示ください。

動物取引業：株式会社伊勢夫婦岩パラダイス　伊勢夫婦岩ふれあい水族館シーパラダイス
三重県伊勢市二見町江 580　展示：伊勢第 19-1 号　平成 19 年 4 月 27 日　平成 34 年 4 月 26 日　田村 龍太

本サイト FAQ マップ

営業日

さらに詳しい情報は、以下のQRコードよりご確認ください

夫婦岩 伊勢シーパラダイス
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電車・バス車

伊勢 ICより 10分
伊勢神宮内宮・
おはらい町より 15 分

JR・近鉄鳥羽駅より（約12分）
三重交通バス伊勢方面行き

「夫婦岩東口」下車

マグロ神社

赤福

和 ～なごみ～

めおと岩
ミュージアム

人気
のお
みや
げが

いっ
ぱい

4つのレストランと12のショップが入っている
伊勢志摩最大級のショッピングプラザです

縁結びのシンボル夫婦岩

夫婦岩がある二見の名の由来は“その姿はこの胸を焦がす”と遙か昔、

倭姫命（やまとひめのみこと）がこの地を訪れた時、あまりの美しさに二度も振

り返り見られたことから呼ばれるようになったという伝説がある程の景勝地です。

10 月から 1 月は夫婦岩の間から満月が出ます。

特に、満月の日は神秘的でお勧めです。

夫婦岩

2018年8月オープン !2018年8月オープン !

伊勢ならではの体験を提供する
「めおと岩カフェ」がオープン！
伊勢木綿で作る「手作り御朱印帳体験」
や、伊勢の野山で採取した苔を使用した
「苔玉体験」等が気軽に楽しめます。

伊勢ならではの体験を提供する
「めおと岩カフェ」がオープン！
伊勢木綿で作る「手作り御朱印帳体験」
や、伊勢の野山で採取した苔を使用した
「苔玉体験」等が気軽に楽しめます。

苔玉作り体験苔玉作り体験 手作り御朱印帳体験手作り御朱印帳体験

Facebook Twitter Instagram

最新情報は、以下のQRコードよりご確認ください

きらり・ひらりがいる水族館きらり・ひらりがいる水族館
全国カワウソゥ選挙人気No.1の全国カワウソゥ選挙人気No.1の
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の厄払い
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特 別 イ ベ ン ト

エ リ ア 紹 介

スケジュールを
チェック！

とってもおちゃめなシーパラで 1 番の甘え
ん坊。セイウチってこんなことができるの!?
と、みなさんをとりこにする
”ふれあい” 体験いたします !!

ゴマフアザラシがみなさんの足元を自由気ままに動
く自然な姿はまるで海岸にいるよう。
どこに行くかはゴマちゃんにしか分かりません。自
由に写真が撮れるので奇跡の一枚を狙ってみよう！

水族館入口で日本でここだけの圧巻
のパフォーマンス披露。トドが目の前
までやってくる迫力の距離感ゼロのイ
ベントに大興奮すること間違いなし！

コロコロと丸っこい体つきのゴ
マちゃんたちにタッチできます。
記念撮影をして、さらに仲良く
なれますよ。

ゴマちゃんを
ひざ枕体験！！
ゴマちゃんを
ひざ枕体験！！

2017年夏に、くつろぎの空間にリ
ニューアル！
シーパラで一番大きな水槽の回遊水
槽やテーブル型水槽を見ながら、海
底にいる気分を楽しんでください。

2017年9月に来館30周年を迎え、現在
も国内飼育最長記録を日々更新中。
日本国内では飼育が頭数が少なく、そ
の中でもだんとつの最高齢のおばあ
ちゃんノコギリエイです。

海底ごろりんホール海底ごろりんホール

ノコギリエイノコギリエイ

水槽の中に夫婦岩を再現。岩の周
辺を魚たちが悠々と泳いでいます。
人気の撮影スポット。

2018 年第２回カワウソゥ選挙にて
人気№1 に見事選ばれた国内で 7 頭し
か飼育されていないカワウソです。

パワースポットととして注目を集め
る伊勢にちなんで、ご長寿な生き
物や縁起の良い色を持つカラフル
な魚を展示しています。

ゴマフアザラシをお膝の上に
乗せてさらに触る事ができ
ちゃうんです。 
※有料イベント窓口にて要予約（参加人
数・年齢制限あり）※動物の体調により、
休止の場合が有りますので Web で事前
確認をお願いいたします。

夫婦岩水槽夫婦岩水槽 洞窟水槽エリア洞窟水槽エリア

氷の上よりも土の上で暮らしている
種類の方が多いペンギン達の、本
当の姿を間近で見る事ができます。

ペンギンの森ペンギンの森

ツメナシカワウソ
　　　　きらり・ひらり
ツメナシカワウソ
　　　　きらり・ひらり

日本でここだけ！
超ふれあい体験！

本日の

運動神経抜群で元気いっぱいの
アシカたち。スピーディーでにぎ
やかなショーを見せてくれます。

日本で 7 頭しか飼育されてい
ない、ちょーレアなカワウソ。
そんなカワウソが見れて、握
手もできるのはシーパラだけ！
1日 3 回の餌の時間がチャンス
です。

写真が撮れるかも
写真が撮れるかも

日本でここだけの

日本でここだけの

イベントの最後に
イベントの最後に
イベントの最後に記念撮影があるよ

記念撮影があるよ

記念撮影があるよ

Pick
Up

Pick
Up

わたしたちの
気分によって
キャッチボールが
出来るかも？！ みそぎ

フィッシュの
足湯

アザラシタ
ッチ

セイウチお散
歩タイム

アシカシ
ョー

夫婦トドタイ
ム

ツメナシカワウソと握手
※生き物の状態により予告なく展示（イベント）を中止、または内容を一部変更する場合があります。  ※画像はイメージです。

アザラシの のんびり
ごろごろ

イルカと
キャッチボール?

日本一
触れ合える
水族館


