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【報道関係お問い合わせ先】 
鴨川シーワールド 広報 担当： 三橋・渡邊・関 
Tel：04-7093-4809 Fax：04-7093-3084 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：須田貞則）の基幹施設である
鴨川シーワールド（千葉県鴨川市、館長：勝俣浩）では、2023年の1月10日(火)～2月28日(火)の期間中、日本国
以外のパスポート提示で、入館料金が半額となる「ウェルカムビジターキャンペーン」を開催します。 

 
Kamogawa Sea World (Kamogawa-shi, Chiba; Director of Zoological Operations: Hiroshi Katsumata), a 

central facility of GRANVISTA Hotels & Resorts Co., Ltd. (Head Office: Chiyoda-ku, Tokyo; President: 
Sadanori Suda), will hold a “Welcome Visitors Campaign” to offer admissions at half price for visitors with 
non-Japanese passports from January 10 through February 28, 2023. 

 
鴨川シーワールドは、海の王者シャチをはじめ、ベルーガ、イルカ、アシカの4種類の動物パフォーマンスと、自然環境を再現

した生物展示を通じ、800種11,000点の川や海の生き物に出会える日本を代表する水族館です。 
 

Kamogawa Sea World is one of Japan’s most notable aquariums, housing 11,000 sea creatures from 800 
species in exhibits similar to that of their natural environments. It also offers four types of live performances 
by killer whales, the ruler of the ocean, as well as belugas, dolphins, and sea lions. 
 

 
 

 
 

2022 年 12 月 19 日 KSW-22-39-32 

鴨川シーワールド「ウェルカムビジターキャンペーン」開催 
期間限定 日本国以外のパスポートの提示で入館料金が半額に 
東京から 2時間 驚きと感動のシャチパフォーマンスは必見！ 
https://www.kamogawa-seaworld.jp/event/event_info/8886/ 
 

 

シャチパフォーマンス  Killer whales performing 

 

笑うアシカ  Smiling sea lion 

 

https://www.kamogawa-seaworld.jp/event/event_info/8886/
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中でも、体長5ｍ、体重2tを超えるシャチが、水中に入ったトレーナーと共に演じる「シャチパフォーマンス」は多くのお客様に

驚きと感動を与え、大変人気が高いプログラムのひとつです。その他にも、日本固有種であり、世界最大のカニとして知られる
「タカアシガニ」の展示や、誰もが思わず笑顔になってしまう、「笑うアシカと記念写真」、水中を泳ぐシャチを眺めながら食事が
できる「レストラン オーシャン」など、鴨川シーワールドにはここでしか体験できない数多くの魅力があります。東京駅からは、JR
や高速速バスを利用し約2時間でアクセスでき、首都圏から日帰りで遊びに行ける人気の観光スポットとして、国内外問わず
多くのお客様が来館します。 
 

Of these, especially popular among visitors is the surprising and impressing Killer Whale Performance, in 
which orcas measuring 5 meters and weighing over 2 tons perform with trainers in the water. Other notable 
attractions among the many exhibits unique to Kamogawa Sea World include the Japanese spider crab, 
which is endemic to Japan and known as the world's largest crab, Commemorative Photos with a Smiling 
Sea Lion, which is sure to make everyone smile, and Restaurant Ocean, where you can enjoy meals while 
watching orcas swimming in the water. Accessible from Tokyo Station via JR or express bus in roughly 2 
hours, Kamogawa Sea World is a popular day-trip tourist spot from the Tokyo metropolitan area, attracting 
visitors from both Japan and abroad. 
 

雄大な太平洋を目の前に、生命の大切さやふれあいのすばらしさを感じ、海の生き物について楽しく学ぶことができる鴨川
シーワールドへこの機会にぜひお越しください。 

 
Here at Kamogawa Sea World, visitors can witness the wonder of life and experience the moving interactions 
with animals, all right in front of the magnificent Pacific Ocean. We look forward to many visitors enjoying 
our facilities and learning about sea creatures! 
 
 
【「ウェルカムビジターキャンペーン」について】 
 
開催期間： 2023 年 1 月 10 日(火)～2 月 28 日(火) 

 
割引条件： 日本国以外のパスポートを券売窓口で提示 
        ※人数分のパスポートが必要です 
        ※日本に在住している外国籍の方もキャンペーンの対象です 
 
割引料金：大人（高校生以上）     1,650 円（通常料金：3,300 円） 

小人（小学生・中学生）   1,000 円（通常料金：2,000 円） 
幼児（4 歳以上）         650 円（通常料金：1,300 円） 
※料金は税込表示です 
※3 歳以下は無料です 

メインゲート  Main Gate 

 

レストラン オーシャン  Restaurant Ocean 
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[Details on the Welcome Visitors Campaign] 
 
Campaign Period: January 10 (Tues.) – February 28, 2023 (Tues.) 
 
Discount Terms: Non-Japanese passport presented at ticket booth 

*Passports must be presented for each party member      
*Non-Japanese visitors residing in Japan also applicable 

 
Discount Prices: Adults (High School & Above)  

\1,650 (Original Price: \3,300) 
Children (Elementary, Middle School) 

\1,000 (Original Price: \2,000) 
Toddlers (Ages 4 & Above) 

\650 (Original Price: \1,300) 
  *Prices shown include taxes 
  *Ages 3 and below can enter free of admission 
 
 

 
 

 
 
 

シャチパフォーマンス Killer Whale Performance 

 

ベルーガパフォーマンス Beluga Performance 

 

イルカパフォーマンス Dolphin Performance 

 

アシカパフォーマンス Sea Lion Performance 

 

タカアシガニ Japanese spider crab 

 

トロピカルアイランド 無限の海 

Infinite Sea of Tropical Island 
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800 種 11,000 点の海の動物を展示。海の王者シャチをはじめ、イル
カ、アシカ、ベルーガ 4 つの動物パフォーマンスが人気！ご家族や友人、
そして大切な人とともに、海の仲間たちとの楽しい癒しのひと時をお楽しみ
ください。 
※鴨川シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。 

名称：鴨川シーワールド 
所在地：〒296-0041 千葉県鴨川市東町 1464-18 
創立：1970 年 10 月 1 日 
休館日：不定休 
入館料：大人 3,000 円、小人（小学生・中学生）1,800 円 
      幼児（4 歳以上）1,200 円、60 歳以上の方 2,400 円 
TEL：04-7093-4803 
URL：kamogawa-seaworld.jp 
Facebook：facebook.com/kamosea 
Twitter：twitter.com/kamoseaOfficial 
 
 

グランビスタ ホテル&リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルと
して誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティ
ホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、
ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展
開、地域とともに歩んでいます。 
 

企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート 
所在地：東京都千代田区内神田 2-3-4 S-GATE 大手町北 5F 
創立：1958 年 8 月 27 日 
資本金：1 億円 
代表取締役社長：須田 貞則 
TEL：03-5209-4121（代表） 
URL：granvista.co.jp 
Facebook：facebook.com/granvista.co.jp 

施設一覧 


