
  

 

 

 

モルモットのふれあい Guinea pig hands-on experience 
 

●平日 ― 13:00～13:50（午前中 団体のみ、午後 一般のみ） 

Weekdays ― Morning : By reservation only. 

Afternoon : Open to all. 

●土・日・祝日 – 10:30～11:30 、13:00～14:00（一般のみ） 

Saturday・Sunday ― Open to all. Tickets are necessary. 

 
＊ 団体でのふれあいは事前予約制です。 

受付は 042-591-1611（動物解説員）まで 

  For group please make reservations, and ask for Guide Services. 

＊ 雨天中止です。 In case of rain, it will be cancelled. 

参加方法 

●平日は先着順。13:50 までに並んで下さい。 

  Please line up by 13:50 on days. 

●土・日・祝日は整理券方式  

Need a ticket on Saturday,Sunday and public holiday. 

整理券は『モルモット舎横の看板』からお取り下さい。 

Please receive the ticket from the board next to the 

guinea pig. 

無くなり次第受付終了。（9:30 から配布） 

If there are no tickets, accepting the end. 

 

えさの時間  

Animal Feeding Times 

 毎日実施のキーパーズトーク 

Keeper ’ s Talk 

11：30 ハキリアリ（昆虫園本館） Leaf cutting ant 13：30 チンパンジー（アフリカ園） Chimpanzee 

13：30 コアラ （オーストラリア園） Koala 14：10 キリン（アフリカ園） Giraffe *雨天中止 

14：10 キリン （アフリカ園） Giraffe *雨天中止   

     

 

 

 

 

 

 

 

 
The orangutan’s Sky Walk will be closed during the winter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オランウータンのスカイウォーク 

Orangutan ’ s Skywalk 

冬期休止（12 月５日～201７年 3 月下旬頃） 

寒さのため、休止します。再開は 3 月下旬予定。 

11:30～ アジア園 オランウータン舎 ＊雨天中止 

Park Information 
1 月 園内情報 

In case of rain, it will be cancelled. 

ガイドツア― Guided Tour 

動物解説員と動物を楽しく見てまわります。時間と

コースは正門前の案内看板と園内放送でおしらせ 

します。 

月・金：14:00～  土・日・祝日：11:00～ 

Mon・Fri：14:00～ Sat・Sun・National Holidays：11:00～ 

A fun tour with commentary while viewing animals. The starting 

time and course will be on the message board by the front gate 

and will also be announced over the public address system. 

それぞれのイベントは天候や都合により 
中止になる場合があります。 

Events may be cancelled due to weather or unforeseen events. 

！ 

スポットガイド Animal Talk 

東京動物園協会のボランティア（２つのグループ）が、 

各スポットで疑問にお答えします。 * 雨天中止 

Fun informative talks about the animals and their exhibits  

by zoo volunteers. 

サービスガイド グループ（SG：Service guide group） 

10:00～11:30 ・ 13:00～14:00 

月曜 マレーバク・火曜 ライオン・木曜 レッサーパンダ 

金曜 インドサイ・土曜 コアラ・毎日 アフリカゾウ 

Monday – Tapir/ Tuesday – Lion/ Thursday - Red panda 

Friday - Indian rhino/ Saturday – Koala 

/ Everyday - African elephant 

ドーセント グループ（DG：Docent group） 

11:00～12:00 ・ 13:00～15:00 

日曜・祝日    オランウータン・サバンナ（キリンなど） 

昆虫園・ニホンザル・チンパンジー 

第 1・3 日曜  アジアの山岳動物 

第 2・4 日曜  チーター・カワウソ 

第 2・最終日曜 モウコノウマ 

Sunday・National Holidays – Orangutan・Chimpanzee 

Insectarium・Japanese macaques・Savannah 

1st, 3rd, Sundays – Asian mountain animals 

2nd, 4th Sundays – Cheetah・Otter 

2nd, last Sundays – Przewalski’s wild horse 

本年もよろしく 

お願いします。 



14:00 15:30
むしの触り方教室 マレーバク
昆虫園本館2階
昆虫ホール

11:00 14:00 14:30 15:30 16:00
カブトムシ オランウータン コツメカワウソ ヤギ イノシシ
昆虫生態園

カブトムシ展示前
ジプシー＆キュー

誕生会

14:30
ムフロン

14:30
モウコノウマ

アジアの平原

11:15 14:00 14:30 15:30
フラミンゴ サーバルジャンプ アジアゾウ マレーバク

サーバル展示前

14:00 14:30 15:00 15:30
チョウはともだち コツメカワウソ 両生類 マレーバク

昆虫生態園
大温室入り口

昆虫園本館2階
昆虫ホール

11:00 14:00 14:30 15:30 16:00
バッタ シロテテナガザル ワライカワセミ ヤクシカ イノシシ
昆虫生態園
バッタ展示前

（ニホンジカ）

11:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:45
グローワーム チョウはともだち コツメカワウソ ヒマラヤタール ヤクシカ モルモット
昆虫園本館1階

グローワーム展示前
昆虫生態園
大温室入り口

（ニホンジカ）

14:00 14:15 15:00
ツキノワグマ ムササビ トナカイ アジアゾウ 両生類

昆虫園本館2階
昆虫ホール

28日
（土）

14:30

14日
（土）

15日
（日）

29日
（日）

7日
（土）

8日
（日）

９日
（月・祝）

21日
（土）

22日
（日）

 

チョウの成長について担当者が

お話しします。 

日時：２1 日（土）、2８日（土） 

14:00～  

場所：昆虫生態園大温室内 

入口付近 

チョウはともだち 

 

毎日実施のキーパーズトーク 

13：30 チンパンジー   

14：10 キリン（雨天中止） 

家畜馬トーク  雨天中止 
担当者の話の後、ウマとのふれあいができます  

日時：7（土）・15（日）・21（土）・28（土） 

時間：14：15～14：45   

集合場所：家畜ウマ舎のイベント看板前 

初心者向け   

むしのさわり方教室 

日時：７（土）14:00～14:45

（13:45 開場）先着４０名 

場所：昆虫園本館 2階昆虫ホール 

ＳＧ（ボランティア）による工作教室  
場所：ウォッチングセンター内 動物ホール 

参加費：無料 対象：小学生まで 定員：100名 
①動物お面を作ろう！ 動物のお面に色をぬります。 

日時：8 日（日）13：30～14：30 

②親子で工作！起きあがりタマちゃんを作ろう！  

卵型発泡スチロールに色をぬり、横にたおしても起き

上がる動物のマスコットを作ります。 

日時：29 日（日）13：30～14：20 

オランウータン 

「ジプシー＆キュー」誕生会 

日時：8日（日）14:00～ 

場所：アジア園オランウー

タン舎 


