
福山市立動物園について ご利用のあんない  Guide for visitors

ご来園の皆様へのお願い
アクセス

交通のごあんない

　福山市立動物園は、広島県の東部、JR福山駅から北西
15㎞の位置にあり、緑の木々など四季折々の自然が奏で
る極めて良好な自然環境のもと、家族ぐるみのレクリエーシ
ョンの場はもとより、動物たちとのふれあいなど豊かな情操
を培う社会教育施設として多くの方々に親しまれています。

※動物に勝手にえさを与えたり、石を投げないでください。
※柵内や危険な場所に入らないでください。
※ペットを連れての入園はしないでください。
※園内での飲酒はしないでください。
※ゴミの持ち帰りなど、園内の美化にご協力ください。
※動物の健康状態などにより展示を制限する場合もあります。

About the Fukuyama Zoo
The Fukuyama Zoo is located at the east of Hiroshima Prefecture 
and 15km northwest from the JR Fukuyama Station. The suburban 
zoo is a natural environment where the beauty of each season 
can be deeply appreciated. The zoo is now transforming from a 
recreation ground for families to a social education facility where 
people can develop friendly feelings towards animals through more 
frequent contacts.

●入園料  Admission Fee

●開園時間  Opening hours

午前９時から午後４時３０分（入園は午後４時まで）

個　人 15歳以上

30名以上

100名以上

円

円

円

520

410

360
団　体

Individual

Group

15years of age and over

Greater than 30

Greater than 100

入園料の免除
（つぎの方は入園料が免除されます。）
※15歳未満の者及び15歳以上の者であっても中学校又は特別支援学校の中学部
に在学する者については、無料とする。
※社会福祉施設に入所している方が、引率されて入園するとき。
※市内に住所を有する65歳以上の方が入園するとき。
　（健康手帳など住所・年齢が確認できるものが必要です。）
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持参する方が入園する
とき。

Exemption of Admission Fee 
 (Admission fee for the following persons will be exempted.)
※Persons under 15years of age,or persons over 15years of age and are 

currently attending junior high school, or junior high department of special-
needs school.
※Persons admitted into a social welfare facility and accompanied by a 

supervisor.
※Persons who reside  in Fukuyama City and are over 65 year of  age.
   (Please bring an ID such as a health handbook with you in order to prove

your age and address.)
※Persons who have a handbook for those with disabilities, recuperation 

handbook or insurance welfare handbook for those with mental disabilities.

●タクシー… 最寄りのバス停留所はありません。
JR戸手駅, 新市駅から
タクシーをご利用ください。

●　車　… JR福山駅より約30分
山陽自動車道 福山東I.C. 福山西I.C.より
それぞれ約30分

9:00AM ～ 4:30PM（No Admission After 4:00PM）

●休園日  Closing Days

毎週火曜日
Tuesdays

12月29日から翌年1月3日
December 29 -January 3

（福山市立動物園ホームページQRコード）

Message to the Visitors
※Please do not feed the animals or throw stones at them.
※Please do not enter areas inside the fences.
※Please do not bring your pets inside the zoo.
※Please do not have alcoholic drinks inside the zoo.
※Please cooperate and help us to protect the natural

※The contents of the zoo might change depending on the

火曜日が祝日の場合、その翌日が休園日となります。
If a holiday falls on Tuesday, then the zoo will 
close on the following day.

●By taxi …

●By car …

There is no bus stop nearby.
Please take a taxi from JR Tode Station or 
JR Shinichi Station.

About a 30 minute drive from JR Fukuyama Station.
About 30 minutes from the Fukuyama-higashi I.C. 
and Fukuyama-nishi I.C. of the Sanyo Expressway.

Access
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福山東I.C.

Fukuyama-nishi I.C.
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ZOO
★動物園

動物園のなかまたち

定例イベント

ジェンツーペンギン

①ペンギンゾーン

フンボルトペンギン アミメキリン ハートマンヤマシマウマ

ダチョウ ニホンリス

③走鳥類・ふれあい動物ゾーン ④フライングケージ

ショウジョウトキ チリーフラミンゴ

⑤は虫類館ゾーン

グリーンイグアナ メガネカイマン

ボルネオゾウ

ワライカワセミ カピバラ

アムールトラ ライオン

⑧ゾウ

ワオキツネザル

②サバンナゾーン

■動物わくわくエサやり体験

猛　  獣
キ リ ン

ペンギン

土曜・日曜・祝日  13：30～

土曜・日曜・祝日  14：15～

土曜・日曜・祝日  15：00～

先着10組様
先着4組様
ライオン,トラ,各2組様
先着こども20組様

■ぱっくんタイム

ペンギン

■動物とのふれあい

テンジクネズミのふれあい

は虫類のふれあい

■動物園内の見学ツアー

園内ガイドツアー＆
動物と一緒に写真に写ろう！ 第2・第4土曜  10：30～

バックヤード＆台所ツアー 第1・第3土曜  11：00～

11：00～11：30
14：00～14：45

※イベントは天候・動物の体調等により中止する場合があります。

⑦猛獣ゾーン ⑨サルゾーン

⑥小動物ゾーン

毎日

10：45～(金曜日を除く)
15：00～(土曜・日曜・祝日を除く)毎日

土曜・日曜・祝日  13：30～

先着15名様

先着20名様 environment of the zoo.

animals' health condition.

ふくやましりつどうぶつえんふくやましりつどうぶつえん
動物園動物園動物園動物園

福山 市 立

福山市立動物園
〒720-1264福山市芦田町福田276番地の1
TEL.084-958-3200 FAX.084-958-3022

Fukuyama Zoo
276-1 Fukuda Ashida-cho Fukuyama City 

Hiroshima Prefecture 720-1264
TEL.084-958-3200 FAX.084-958-3022

http://www.fukuyamazoo.jp
E-Mail fuku.zoo@rapid.ocn.ne.jp

ホームページ
メール

http://www.fukuyamazoo.jp
E-Mail fuku.zoo@rapid.ocn.ne.jp



入退場ゲート
Entrance/Exit

出入口

動物公園管理センター
Zoo Administration Center

遊具コーナー
Playground

Promenade

売店
Store

ボート乗り場
Boats

芝生広場
Grassland Zone

芝生広場
Grassland Zone

汚水処理施設
Sewage Disposal Plant

堆肥処理施設
Manure Processing Plant

ゾウ〔ボルネオゾウ〕
Elephant 
[Borneo Elephant]

フライングケージ
 Flying cage

サルゾーン
Monkey Zone

［園内あんない図］
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1 サバンナゾーン
〔キリン・シマウマ〕

Savanna Zone
[Giraffe•Zebra]

は虫類館ゾーン
〔ヘビ・ワニ・カメ〕

Reptile Zone
[Snake•Crocodile•Tortoise]
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ペンギンゾーン
Penguin Zone 

走鳥類・
ふれあい動物ゾーン
The Cursorial Birds•
Barrier-free Animal Zone

3

4 7 猛獣ゾーン
Felidae Zone

小動物ゾーン
Small Animal Zone6 9
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富　谷　池
Tomitani Pond

生への慈しみを学ぶ、多自然型リフレッシュ空間。
RELAXING ENVIRONMENTS SIMILAR OF THE WILD, WHERE LIFE IS ENJOYED TO THE FULLEST

車椅子専用駐車場 4台
Wheelchair-accessible 
parking lot

動物供養碑
Animal Memorial

Monument

トイレ
Washrooms

駐車場
Car Park

身障者用トイレ
Accessible washrooms

授乳室
Nursing room

自動販売機
Vending machine

遊歩道
富谷ドームランド
Tomitani Dome Land

福山市芦田支所
Fukuyama City Hall Ashida Branch

700台駐車場

バス専用駐車場も完備ふれあいプラザ
Community Plaza

あしだ交流館
Ashida Exchange Hall

動物取扱業者登録標識　■名前又は名称：公益社団法人 福山観光コンベンション協会　会長 林 克士　■事業者の名称：福山市立動物園　■事業所の所在地：福山市芦田町福田276-1　■動物取扱業の種別：展示　■登録番号：福山市指令保生第178021号 ■登録年月日：2007年5月31日　■有効期限の末日：2022年5月25日　■動物取扱責任者：石川 智史

「サルゾーン」&「フライングケージ」の紹介
INTRODUCING

“The Monkey Zone” and “The Flying cage”

《サルゾーン  The Monkey Zone》

《フライングケージ  The Flying cage》

マンドリル マントヒヒ ニホンザル

ブラッザグエノン シシオザル シロテテナガザル

ワオキツネザル エリマキキツネザル コモンリスザル

チリーフラミンゴ ショウジョウトキ

ツクシガモ シジュウカラガン

ヘラサギ

オシドリ

Stage

Parking lot (700 cars)

Bus parking available
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《フライングケージ  《フライングケージ  
Grassland Zone 3
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“The Monkey Zone” and “The Flying cage”

StageStage

99

“The Monkey Zone” and “The Flying cage”


