
札幌市コールセンターTEL 011-222-4894
（年中無休　午前8時から午後9時まで）

MARUYAMA ZOO CHANNEL
ケータイサイトアドレス▼
http://www.maruyama-zoo.jp/m/

さっぽろ市
03-G04-13-305
25-3-102

料金
大人年間パスポート・・・・1,000円
大人（高校生以上）・・・・・・・600円
団体（30名以上）・・・・・・・・540円
小人（中学生以下）・・・・・・・・無料
札幌市内在住の65歳以上の方・・・・無料
駐車料金  普通車・・・・1回700円

開園時間
2月1日～10月31日　
・・・午前9時～午後5時
11月1日～1月31日　
・・・午前9時～午後4時
休園日
12月29日～31日のみ

飼育動物数
（2013年6月末現在）

ほ乳類　60種     338点
鳥類　　56種     206点
は虫類　50種     166点
両生類　17種     109点
魚類　　  1種       10点
総計　  184種     829点

これからの行事予定 イベントは変更、中止になる場合があります。ご了承ください。

キッズータウン
Kids Zoo Town

しろくまカフェが
期間限定でオープンします！

動物園の飼育係や売店の店
員さんなどの職業体験を通じ
て社会の仕組みを学ぶことが
できる体験イベントです。

参加するにはチケットが必要です。チケットは7月
15日から販売します。なくなり次第終了となります。
チケット販売場所／円山動物園　正門・西門

2012年12月にホッキョクグマの「ララ」に
双子の赤ちゃんが産まれました。今は体
長約1メートル、体重は30kgを超え順調
に成長しています。2頭でじゃれあう可愛
らしい姿を見られるのは今だけ！ 7月に
は、生きているお魚のプレゼントや氷のプ
レゼントなど楽しい見どころがいっぱい！

2
双
長
に
ら

ニホンザルとホッキョクグマに氷をプレゼントします。

人気のテレビ番組「しろくまカフェ」が動物園にオープン！

日時

参加
対象

参加
方法

7月28日（日）～
    30日（火）
10時00分～
　　　15時30分

期間 8月15日（木）～17日（土）
場所／西門オフィシャルステーション内

日時 7月15日（月・祝）
13時30分～

期間 7月25日（木）～8月18日（日）
場所／第一レストハウス

小学生
参加費／2,000円
定員／各日200名

マルヤマクラスの

その他の行事

ホッキョクグマツインズ
初めての活魚
ホッキョクグマツインズに活魚を与えます。

7/13(土)
11：00～12：00

ハーティナイト
障がいのある方とご家族・介助者を
夜の動物園に無料招待。

7/13(土)
17：30～20：00

動物愛護標語募集
動物愛護に関する標語を募集します。

7/31(火)まで

幼児・児童動物画
コンクール作品募集
札幌市在住の幼児・小学生から
円山動物園の動物を描いた絵画を
募集します。

8/19(月)まで

動物園から徒歩10分の
マルヤマクラスの人気ス
イーツを集めた期間限
定ショップをオープン！

地球上で最も繁栄していると思われがちな私たち人間を
含める哺乳類。でもちょっと待って！ 実はこの星の生物の
多くを占めるのは昆虫や節足動物たち"蟲たち"だって
知ってました？今年の夏は円山動物園に世界中のめずら
しい虫たちが大集合！ さぁ、"蟲たち"の持つ、不思議でわ
くわくする世界へ一緒に出かけましょう！！

ホッキ
ョクグマ

ツインズを

見にいこ
う！

動物達へ 氷 のプレゼント

Café

含め
多く
知っ
しい
くわ
虫 大集合 蟲 持 不思議 わ
くする世界へ一緒に出かけましょう！！

日時 8月1日（木）～8月25日（日）
会場／動物科学館ホール
世界中のめずらしい虫たちが大集合！

わくわく蟲ランド

動物取扱業に関する表示
■氏名：札幌市円山動物園 園長 見上 雄一
■事業所の名称：札幌市円山動物園
■事業所の所在地：札幌市中央区宮ケ丘3番地1
■動物取扱業の種別（登録番号）：展示（札健動セ登録第437号）、販売（札保動セ
登録第1081号）、保管（札保動セ登録第1082号）、貸出（札保動セ登録第
1083号）、訓練（札保動セ登録第1084号）

■登録年月日：平成19年5月21日（展示）、平成24年5月21日（販売、保管、貸出、訓練）
■有効期間の末日：平成29年5月20日（展示、販売、保管、貸出、訓練）
■動物取扱責任者：柴田 千賀子

大集合！
人気スイーツが
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