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無料

10/1(土)～
①10：30　②11：30　③13：00　④15：00　⑤17：00

オキちゃん劇場

※感染症対策など、詳細は沖縄美ら海水族館HPをご確認ください。

所在地：沖縄県国頭郡本部町字石川424番地
種別：展示 沖動展第643号 登録年月日：平成22年9月14日 有効期限：令和7年9月13日 責任者：阿部尚子
国営沖縄記念公園(海洋博覧会地区)

所在地：沖縄県国頭郡本部町字石川424番地 種別：展示 沖動展第353号 登録年月日：平成19年5月16日
有効期限：令和9年5月15日 責任者：水族館施設　芦田裕史／海獣施設　黒須柚衣

沖縄県国営沖縄記念公園内施設(海洋博覧会地区内施設)

海洋博公園・沖縄美ら海水族館及び周辺関連施設では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
掲載している情報につきましても、感染状況によっては開催の中止やプログラムの変更を行う場合がございます。

おきなわ郷土村を含む、沖縄文化・センターゾーンが、

新たに「ゆくい処・舞台」、学べる休憩室「じんぶんBOX」等の

施設を加え、２０２２年４月にリニューアルしました。

キッズコーナーぐんじゅうにんぬわらびんちゃー海人の道

じんぶん BOXゆくい処

その他のイベントは
中面をご覧ください→

新料金開始日：２０２２年１０月１日（土）～

入館料金

入館時間

2,880円1,000円1,140円
1,420円490円560円710円
-無料6歳未満

小・中学生
1,440円高校生

4,360円1,510円1,730円2,180円大人
一般

16:00～入館締切
（4時からチケット）

8:30～16:00（通常料金） 年間パスポート

沖縄美ら海水族館入館料金変更のお知らせ沖縄美ら海水族館入館料金変更のお知らせ

詳細はこちら↓

※準備に伴い11/10(木)、11/21(月)は休館します。

「星の旅ー世界編ー」
KAGAYAスタジオの話題作を

海洋文化館プラネタリウムの

大スクリーンにて好評上映中！

入館料のみ
（大人190円、中学生以下無料）

海洋文化館　
プラネタリウムホール 公式アプリ

便利で

役立つ情報

いろいろ‼

海洋博公園

沖縄美ら海水族館
×

↓こちらからダウンロード↓

開催日：令和4年11月12日(土)～20日(日)
場　 所：熱帯ドリームセンター

10/29（土）、30（日）
受付/9：00～15：30、
更衣室・クローク/9：００～１6：３０

受付/海洋文化館1階、　
エリア/海洋博公園内
※一部禁止エリアあり

熱帯ドリームセンター　回廊

10/22( 土 )、 23( 日 )
①10 ： 00 ～ 12 ： 00　　②13 ： 00 ～ 16 ： 30

500 円 / 個　
※別途入館料 （大人 760 円、 中学生以下無料）

50 名 / 日

コスプレ撮影会

参加費 300円、
更衣室・クローク　利用料
（大人190円、中学生以下無料）

要事前申込　
※海洋博公園HPにある申請フォームからお申し込みください。

カボチャのランタン作り

熱帯ドリームセンター

9:20 ～無くなり次第終了

入館料のみ
（大人 760 円、 中学生以下無料）

各日 20 鉢、
無料入館日は 300 鉢

苗木無料配布 10 月中毎日開催10 月中毎日開催

花、海、空…海洋博公園の最高のロケーションで

コスプレを楽しもう♪

カボチャをくりぬいてジャック・オ・ランタンを作ろう★

オキちゃん劇場～Autumn Show～

秋の大運動会開催‼

※11/10（木）、11/21（月）は催事準備の為休館いたします。

※「RICCA 〈リッカ〉 （沖縄県新型コロナ対策パーソナルサポート）」 登録のご協力をお願いいたします。 　

・ その他、 会話をする、 人との距離を保てない等、 マスク
　 着用が推奨される場面では、 着用をお願いいたします。
※夏場の熱中症等の危険を伴う場面は除きます。

マスクの
着用について

※乳幼児は除きます。

発熱や咳などの症状が
あるときは入園 ・ 入館を
お控えください

手洗い場や手指消毒液
をご利用ください

テーブル等ご利用時は
他グループと十分な間隔
を空けてください

密をさけて、 一定の間隔
を空けてください

・ 沖縄美ら海水族館館内及び周辺の屋内施設は、
　　マスクの常時着用をお願いいたします。

10月より上映スケジュール
が変わります。

詳細はコチラから→

10/23（日）15：00～約2時間

自然あふれる公園内のコースを有資格者指導のもと、楽しく

巡っていきます。

100円/名

10/9（日）12：00～13：30

集合場所は海洋博公園
HPにてご確認ください。



1グループ/日（1グループ最大5名まで）

イルカ体験学習・マナティー体験学習イルカ体験学習・マナティー体験学習

事前申込はこちらから事前申込はこちらから

マナティー体験学習

1グループ/日（1グループ最大5名まで）

イルカ体験学習

10,000円/グループ

マナティー館土日祝のみ開催　13：30～14：15

小学生以上

※詳細は沖縄美ら海水族館HPをご覧ください。

10,000円/グループ

イルカ施設周辺

土日祝のみ開催
9：15～10：00、もしくは16：00～16：45

小学生以上

※詳細は沖縄美ら海水族館HPをご覧ください。

海のビックリすご技展

7/23（土）～12/15（木）
開館時間中

昨年、大好評だった「すご技展」が

リニューアル！　生き物たちの「すご技」

を映像や標本で紹介します。

入館料のみ

沖縄美ら海水族館
わくわくアクアラボ

沖縄と世界の昆虫展示

身近な昆虫から世界のカッコイイ昆虫まで、

生きた昆虫を真近でじっくり観察できます。

土日のみ開催　9:00～17:00

無料

熱帯・亜熱帯都市緑化植物園

電話による事前申込
電話【0980-48-3782】

植物園内を散策しながら、

季節の花や果実など、

見どころを紹介！

熱帯・亜熱帯都市緑化植物園

10/15（土）　
14：00～15：00

沖縄に昔から伝わる「島野菜」の栽培方法などを学びながら

植え付け体験しよう。

20名無料

電話による事前申込　電話【0980-48-3782】

期間中好きな時間に来て大会に

エントリーしよう♪

チーム内での優勝者には、植物園

オリジナルストラップをプレゼント‼

グラウンド・ゴルフ大会

木の実でフォトフレーム作り

押し花でランタン作り

普段は水族館の飼育員しか入れない

水族館のバックヤードを詳しくご案内‼

※参加条件、時間など詳細は沖縄美ら海水族館HPをご覧ください。

エメラルドビーチ 遊びの浜

10/1（土）、2（日）　
受付/9：00～、体験/10：00～
※時間は当日の潮汐の状況により変更あり。

キレイなビーチでSUPを楽しもう♪

専門の講師が教えるので初心者も安心‼

SUP体験

1,000円/人

カラフルな押し花を貼って、

オリジナルのランタンを作ろう。

10/1（土）～10/30（日）の土日、
11/5（土）、6（日）、26（土）、27（日）
13:30～16:00

100円/個　※要別途入館料
　（大人760円、中学生以下無料）

熱帯ドリームセンター
無料

10/1（土）～11/30（水）
8:30～17:00（最終受付16:00）

熱帯・亜熱帯都市緑化植物園

団体(１０名以上)は要事前予約　電話【0980-48-3782】

押し花体験

10/1（土）～10/30（日）の土日
9:00～17:00

熱帯・亜熱帯都市緑化植物園

団体(１０名以上)は要事前予約　電話【0980-48-3782】

押し花を使ったステンドグラス風の

壁飾り作りを気軽に楽しめます♪

100円/個

木の実でデコレーションしてオリジナルの

フォトフレームを作ろう♪

熱帯・亜熱帯都市緑化植物園

団体(１０名以上)は要事前予約　電話【0980-48-3782】

10/1（土）～10/30（日）の土日
9:00～17:00

100円/個

植物観察ツアー島野菜の植え付け体験

7/16（土）～9/30（金）8:30～１９:００【入館締切１８:３０】
10/1（土）～10/30(日)8:30～17:30【入館締切１７:００】

ニジイロクワガタニジイロクワガタ

ヘラクレスオオカブトヘラクレスオオカブト

「美ら星トーク」＆
「秋の星空観察会  in  海洋博公園」

 海洋文化講座　太平洋と沖縄

「島の神々　～仮面・仮装の来訪神～」

入館料のみ（大人１９０円、中学生以下無料）

美ら星トーク：６５名/回、星空観察会：２０名（抽選）

10/16（日）14：00～15：30

1０名

入館料のみ
（大人１９０円、中学生以下無料）

海洋文化館

沖縄の夜空を熟知した星空案内人による

プラネタリウム生解説。

抽選で20名様の夜の天体観測イベントも同時開催。

10/23（日）
「美ら星トーク」　①13：30～14：00 ②15：00～15：30
「秋の星空観察会in海洋博公園」　18：30～20：00

美ら星トーク：海洋文化館プラネタリウムホール
星空観察会：海洋博公園内

電話による事前申込【0980-48-2741】

電話による事前申込【0980-48-2741】


