
毎日のイベント

開催日限定のイベント

のとじま水族館
〒 926-0216 
石川県七尾市能登島曲町 15 ｰ 40
TEL：０７６７ｰ８４ｰ１２７１
FAX：０７６７ｰ８４ｰ１２７３
http://www.notoaqua.jp/

開館時間：９：００～１７：００（3/20 ～ 11/30）
    

　　　　　入館は閉館の３０分前まで
休館日：年末（１２/２９～１２/３１）
入場料：一般１，８５０円・中学生以下５１０円
　　　　（３歳未満無料）

※県民育児の日（毎月１９日）は
　ご家族とお越しの中学生以下の方は入場無料
※記載内容は生物の健康状態、天候などにより
　変更する場合があります。

　　　　　９：００～１６：３０（12/1～ 3/19）

7/15～8/31　 夏のイルカ･アシカショー

12/1～12/25　ハッピークリスマスショー

1/27～2/14　 バレンタインショー

イルカ･アシカショー

◆水族館サマースクール

7/23､30

6/25　ペンギン教室

11/26 イルカ教室

2/25　さかな教室

7/23　日本海の話

7/30　日本海の魚

8/6   日本海の生物

8/20　日本海の鯨類
　　　・爬虫類
8/27　日本海の海藻

◆チャレンジメニュー

◆夏海プチ講座
(海づり体験、裏側見学など）

（飼育員の仕事に挑戦）

能登の里海を知ろう

スクールほか

5/3～5/5　  のとじま感謝祭
中学生以下入場無料（5/5）、ペンギンのお出迎え ほか

9/16～9/24　のとじま秋祭
65歳以上入場無料（9/18） 、敬老の日イベント ほか

7/15～8/31　のとじまサマーフェスティバル
サマースクール、夏海プチ講座 ほか

その他のイベント

ラッコの
お食事タイム
9:10/12:30/15:40

ペンギンの
お散歩タイム
10:30/13:30/15:00

夜の水族館

18:00～21:00

7/16､22・8/19､26・9/2､9､17・10/8

カワウソの
おやつタイム
10:20/12:50
※料金別、数量限定、先着順

アザラシとの
ふれあい体験
10:50/13:50
※定員有、先着順

魚群ショー
マダイの音と光のファンタジア
12:00/15:20

イワシのビッグウェーブ
12:10/15:30

イルカ･アシカショー
10:00/11:30/13:00
14:30/16:00
※ただし、12/1～3/19の10:00と16:00は
　公開トレーニングです（土日祝は除く)

アザラシのお食事タイム

11:10/14:10

イルカとのふれあいプール
【9/1～7/14】

10:40/11:50/13:40/15:10
※料金別、定員有、先着順

イルカとのふれあいビーチ
【7/15～8/31】

平日(月～金) 11:00/13:30/15:30
土日祝、旧盆期 9:30/11:00/13:30/15:30
※料金別、定員有(予約可)、先着順

水族館裏側探検隊

10:40/13:40(約40分)
毎週土曜日(繁忙期除く)
※定員有、先着順

平成２９年度

年間行事予定

4/1～6/25　　豊かな里海　藻場の世界

7/1～9/24　　海のオアシス　流れ藻の世界

10/1～12/24　能登の海への来訪者たち

1/1～3/25　　能登半島周辺の深海生物

企画展 能登の里海

のとじま水族館

得とく情報

お得な｢年パス」を発売中！

一般(高校生以上) 4,100円
中学生以下(3歳以上) 1,230円

1年間で何回も使える
年間パスポートを

販売してしています。

のとじま水族館

詳しくは・・・

検索

※プレゼントには年間パスポート
　　　  ギフト券をご利用ください。



のとじま臨海公園

海づりセンター

能登のゆたかな海を楽しもう！

平成２９年度 年間行事予定

〒926-0216　石川県七尾市能登島曲町
話（０７６７）８４－１２７１電
AF X（０７６７）８４－１２７３
http : / /www.notoaqua . jp/fish ing/
９：００～１７：００（３／２０～ １１／３０） 
９：００～１６：３０（１２／１～    ３／１９)     

入場は閉場の３０分前まで
１２／２９ ～ １２／３１
一　般：５１０円　小中学生：３００円
貸し竿：５１０円　エサ（ｵｷｱﾐ）：１５０円　

魚ギョ選手権大会
マンスリーターゲットを釣り上げろ!

月毎に決めた獲物の大きさを競います。
上位入賞の方には賞品を差し上げます。
対　　　象：どなたでも
エントリー費：無　料
事 前 申 込：不　要
※海づりセンターで釣り上げた魚に限り
　ます

ウォンテッド
釣った魚が水槽に !?

水族館が指名手配した魚を釣り上
げてください。元気な魚であれば、
水族館の水槽に展示します。
もちろん、報奨も・・・。
※海づりセンターで釣り上げた魚に
　限ります

親子釣り教室
初心者のための釣り教室

対　象：未経験者、初心者の親子
参加費：大人 1300 円、小人 900 円
　( 入場料、貸し竿代、エサ代含む )
定　員：20 名 ( 先着順 )
申　込：電話にて受付

５回分回数券購入で 500 円お得 !

水族館入場者は入場料 100 円引き !

セット割（入場料+貸し竿 +エサ）で
370 円（小中学生 360 円）お得 !

レディースデイは女性入場無料

海の日は中学生以下入場無料

※セット割は水族館入場者が対象です。

お得な「回数券」も発売中!
お得１

お得２

お得３

お得４

お得５

得とく情報

住

HP
営

休
￥

連

※天候不良の場合、休業することがあります。

魚ギョ選手権 ウォンテッド 親子釣り教室 お得day

４ 月

５ 月

６ 月

７ 月

８ 月

９ 月

10 月

11 月

12 月

１ 月

２ 月

３ 月

タケノコメバル

コブダイ

フクラギ

メジナ

キジハタ

アイナメ

イシダイ

ウマヅラハギ

マアジ

サヨリ

クロダイ

メバル

メバル
15㎝以下

カサゴ
15㎝以下

マダイ
20㎝以下

クロダイ
20㎝以下

キュウセン
サイズ不問

ハナオコゼ
サイズ不問

オヤビッチャ
サイズ不問

スズキ
30㎝以下

マダコ
30㎝以下

キツネメバル
サイズ不問

イシガレイ
30㎝以下

フグ類
10㎝以下

－

① 5/28

② 6/18

③ 7/9

－

④ 9/24

⑤ 10/15

－

－

－

－

－

7/17  海の日
中学生以下入場無料

10/9  レディースデイ
女性入場無料


