動物園と水族館
アルガルヴェ
Lagos
Zoo de Lagos - Parque Zoológico de Lagos
住所： Quinta das Figueiras - Sítio do Medronhal 8600-013 Lagos
： +351 282 680 100 ファックス： +351 282 680 109
Eメール: geral@zoolagos.com ウェブサイト： http://www.zoolagos.com
その他の情報:
登録番号：83/2002
ズーラゴス − ラゴス動物園（Zoolagos - Parque Zoológico de Lagos）
種の保存、教育、保護をスローガンとするラゴス動物園には、5大陸に生
息する120種以上の動物と200種以上の植物が集められ、自然とのふれあ
いを楽しめる場所となっています。 ここでは、極彩色の鳥たちが飛びか
う全長60メートルの「フライト・トンネル」、楽園のような「サルの島
」、子どもたちがコビトコブウシなどの家畜と身近なふれあいを楽しめ
る小さな農場があります。 また、この動物園では教育的な側面を重視し
ており、多面的な教育プログラムをおこなっています。

Silves
Krazy World - Algarve Zoo
住所： Lagoa de Viseu ‒ Apartado 3Estrada Algoz ‒ Messines8365-907
Algoz
： +351 282 574 134 / 916 441 826
Eメール: geral@krazyworld.com ウェブサイト：
http://www.krazyworld.com
アクセス:
屋外駐車場; バス;
特色とサービス:
バー; ショップ; レストラン;
支払い:
クレジットカード利用可;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者専用駐車スペース;
入口へのバリアフリー経路: 全部; バリアフリー入口: 全部;
特別なお手伝いが必要な方の受付エリア; 建物内のバリアフリー通路:
一部; バリアフリーのエリア／サービス: 店舗, バー／カフェ,
身体障害者用設備, 中庭, ホール; バリアフリー情報: 案内板, 凡例;
支援スキル: 視覚障害, 聴覚障害, 運動障害, 精神障害;
クレイジー・ワールド − アルガルヴェ動物園（Krazy World - Algarve
Zoo） シルヴェス（Silves）に隣接するクレイジー・ワールドは、遠い国
々から来た動物たちを見せるだけでなく、爬虫類のライブショーや珍し
い動物たちの食事風景など、動物の世界に関連する幅広いプログラムを
実践しています。 ポニーの乗馬を体験できるエリアや、「クレイジー・
ゴルフ」と「ジャングル・ゴルフ」という名前の2つのミニゴルフコース
、人気の高いミニ遊園地、南国プール、そして2つのモトクロストラック
もあります。 こうした楽しいアトラクションやイベントをすべて体験し
たい人は、クレイジー・ワールドの正会員になると、1年間何回でも入場
することができます。
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Montemor-o-Novo
Monte Selvagem - Reserva Animal
住所： Monte do Azinhal, Lavre 7050-467 Montemor-o-Novo
： +351 265 894 377 ファックス： +351 265 847 188
Eメール: geral@monteselvagem.pt ウェブサイト：
http://www.monteselvagem.pt
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 車椅子用通路の設備; 身体障害者専用駐車スペース;
入口へのバリアフリー経路: 全部;
特別なお手伝いが必要な方の受付エリア; 建物内のバリアフリー通路:
一部; バリアフリーのエリア／サービス: 店舗, バー／カフェ,
身体障害者用設備, 中庭; バリアフリー情報: 案内板, 凡例,
触覚的探索用のアイテム; 支援スキル: 視覚障害, 聴覚障害, 運動障害,
精神障害; 利用可能な支援プロダクト／サービス: 視覚障害, 聴覚障害,
運動障害, 精神障害;
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅;
特色とサービス:
バー; ショップ;
モンテ・セルヴァジェン 動物公園（Monte Selvagem - Reserva Animal,
Lda） ぜひ一度モンテ・セルヴァジェンにお越しください。 リスボン（L
isboa）、サンタレン（Santarém）、そしてエヴォラ（Évora）からわず
か1時間の場所にあり、さまざまな種類の動物たちが素晴らしい条件の下
で飼育されています。子ども向けにたくさんの楽しいプログラムも用意
されており、家族全員で楽しい1日を過ごすことができます。

Mora
Fluviário de Mora
住所： Parque Ecológico do Gameiro 7490 Cabeção-Mora
： +351 266 448 130 ファックス： +351 266 446 034
Eメール: fluviariomora@net.novis.pt ウェブサイト：
http://www.fluviariomora.pt
アクセス:
屋外駐車場;
特色とサービス:
バー; ショップ; レストラン;
川と湖について知ってください。そこに棲む生き物たちを、その秘密を
、そしてその美しさを知ってください。
モラの河川湖沼水族館は、この種のものとしては世界で3つ目ですが、こ
こでは来館者に、ポルトガルそしてまた世界の川と湖に棲む動植物たち
の多くと直接経験できるチャンスを提供しています。最もよく知られた
種から稀にしか見られない標本まで、また活力溢れるパフォーマーから
ほとんど人に気付かれることもなく一生を終える種まで。
モラの河川湖沼水族館の大きな水槽の中で、不思議な、川と湖の隠され
た世界があなたを待っています！この世界は注意深く鑑賞されるべきも
の、保存されるべきものです…と言いますのは、この水族館もまたセン
ターから存続について異議を申し立てられているのです・・・
そして心行くまで堪能されるべきものです！
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Santiago do Cacém
Badoca Park
住所： Herdade da Badoca, Apartado 170 7540-235 Vila Nova Santo
André
： +351 269 708 850 ファックス： +351 269 744 231
Eメール: badoca@badoca.com ウェブサイト： http://www.badoca.com
その他の情報:
登録番号：24/2002;
バドカ・パーク（Badoca Park） この公園では200種類以上の動物が飼育
されており、一歩足を踏み入れれば野生のスリルが味わえます。 ここで
は、スイギュウ、ラマ、イノシシ、ダチョウ、キリン、トラ、カンガル
ー、エミュー、シマウマ、ヤク、シカなど、世界各地から集められた動
物たちが、ポルトガルの気候に順応して生活しています。公園一のアト
ラクションは、ジープに乗って森林地帯や草原を行くというもので、今
まで見たことのないような動物たちが、自由で調和の取れた生活を送る
姿を観察することができます。 このサファリ体験の所要時間は約30分で
す。添乗ガイドがさまざまな種類の動物たちの歴史、習性、食性、起源
などを説明してくれます。このサファリ体験は先着順で事前に予約する
必要はありません。 またバドカには、動物園、教育目的の飼育場、遊園
地、レストランも併設されています。

ポルトと北部地方
Maia
Parque Zoológico da Maia
住所： Rua da Igreja 4470-184 Maia
： +351 229 442 303 / 917 229 943 ファックス： +351 229 446 269
Eメール: bilheteira.zoodamaia@gmail.com ウェブサイト：
http://www.zoodamaia.pt/
マイア動物園は動物の世界を保存することに専念しており、彼らの自然
生息地を再現するために特別に作られた環境に、300種以上の生き物の宝
庫となっています。パンサー、モンキー、鳥、クマ、トラ、ライオン、
ヒョウ、ゾウ、リス、オウムなどがいますが、これらはマイア動物園で
見ることができる世界中から集めた驚くべき動物のほんの数例にすぎま
せん。これ以外にも、魅力的な生き物はたくさんいます。
は虫類館にはカメ、トカゲ、ヘビ、ワニが、アザラシ館にはアザラシと
トドが、そしてノアの箱船は砂漠と森の動物、また夜行性および水生種
の宝庫です。お子様の遊び場もあります。動物の世界に感嘆した後は、
美しいピクニックパークで休憩なさってはいかがでしょう。老若を問わ
ず、マイア動物園から楽しい思い出を自宅にお持ち帰りいただけるはず
です。
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Santa Maria da Feira
Parque Ornitológico de Lourosa
住所： Rua do Parque 4535-071 Lourosa (Santa Maria da Feira)
： +351 227 459 822 / 938 781 078 ファックス： +351 227 459 825
Eメール: info@zoolourosa.com ウェブサイト：
http://www.zoolourosa.com
ロウローザ鳥類公園（Parque Ornitológico de Lourosa）
サンタ・マリア・ダ・フェイラ（Santa Maria da Feira）近くにあるロウ
ローザ鳥類公園では、250種1500羽以上におよぶ鳥類が飼育され、希少種
の保存と繁殖という観点からヨーロッパでも大変価値の高い鳥類公園の
ひとつとされています。 この生きた博物館とも言える公園では、5大陸か
ら集められたさまざまな種類の鳥たちが、それぞれ理想的な環境条件の
下で飼育されています。ここでは稀少な絶滅危惧種や、エジプトのトキ
、マレーシアのキジ、そしてヒクイドリ（地球上における最古の鳥の一
種）など、実に個性豊かな生き物たちが暮らすこの公園に、ぜひ足を運
んでみてください。

Vila Nova de Gaia
Parque Biológico de Vila Nova de Gaia

Zoo Santo Inácio

住所： Rua da Cunha 4430-757 Avintes (Vila Nova de Gaia)

住所： Rua 5 de Outubro, 4503 4430-809 Vila Nova de Gaia - Porto

： +351 227 878 120 ファックス： +351 227 833 583

： +351 227 878 500 ファックス： +351 227 878 517

Eメール: geral@parquebiologico.pt ウェブサイト：
http://www.parquebiologico.pt

Eメール: info@zoosantoinacio.com ウェブサイト：
http://www.zoosantoinacio.com/

アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅;
特色とサービス:
バー; ショップ; レストラン;
支払い:
クレジットカード利用可;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者専用駐車スペース;
入口へのバリアフリー経路: 全部; バリアフリー入口: 全部;
特別なお手伝いが必要な方の受付エリア; 建物内のバリアフリー通路:
全部; バリアフリーのエリア／サービス: 店舗, バー／カフェ,
身体障害者用設備, 中庭, ホール; バリアフリー情報: 案内板, 凡例,
双方向型・視聴覚資料を用いた発表;
ヴィラ・ノヴァ・デ・ガイア生物公園（Parque Biológico de Vila Nova de
Gaia） この公園では、この地域一帯の昔の様子やライフスタイルを知り
、動植物の驚きの生活を学ぶことができます。 ヴィラ・ノヴァ・デ・ガ
イア市の農業森林地帯にあるこの公園には、何百種もの生物が本来の姿
で生息しています。敷地は35ヘクタールあり、ドウロ川（Rio
Douro）の左岸に流れ込むフェブロス川（Rio Febros）の谷間に位置して
います。このフェブロス川の河岸には、今も古い民家や水車小屋や水門
が残されています。 この公園の主たるねらいは、地方独自の景観とそれ
を形作るさまざまな事物（動植物、気候、建築様式、習慣や風習、水界
地理学的特徴など）についての理解を助け、農業森林地帯と都市部の景
観のちがいをわかりやすく示すことにあります。 同公園には、負傷した
り違法に捕獲されたりした野生動物の保護センターや、公園内およびガ
イア市の公共緑地用に毎年300種以上の植物を育てている苗木畑もありま
す。 この公園で提供されている多数のアトラクションについて知るには
、まずビジターセンターに立ち寄り、環境教育のための幅広いプログラ
ムや、公園を散策するための歩道、ガイド付きまたはガイドなしでの公

アクセス:
屋外駐車場; バス;
特色とサービス:
バー; ショップ; レストラン;
支払い:
クレジットカード利用可;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者専用駐車スペース;
入口へのバリアフリー経路: 全部; バリアフリー入口: 全部;
特別なお手伝いが必要な方の受付エリア; 建物内のバリアフリー通路:
全部; バリアフリーのエリア／サービス: 店舗, バー／カフェ,
身体障害者用設備, 中庭;
キンタ・デ・サント・イナシオ動物園（Zoo Santo Inácio） キンタ・デ・
サント・イナシオはさまざまな活動を行なっているプロジェクトで、そ
のテーマは、地球、そして何世代もの人間による地球の利用法です 荘園
領主の邸宅（マナーハウス）と19世紀風の庭は、訪れる人をポルトの商
人たちが活躍した19世紀の世界へといざないます。ここには素晴らしい
動物園もあり、爬虫類好きの人にとってはティモールのオオトカゲやア
マゾンのヘビを見る良い機会となるはずです。
一方、空を飛ぶ生き物に興味があれば、昆虫館や水鳥の住む湖、そして
珍しい植物や鳥が見られる大きな熱帯温室を訪れるとよいでしょう。こ
の動物園では、ユキヒョウ、マダガスカルのキツネザル、ガラパゴス諸
島のゾウガメ、パタゴニアのノウサギ、オーストラリアのカンガルーな
ど普段なかなか目にできない珍しい動物に出会えます。 3月8日から9月2
9日の期間は、毎日午前11時、午後2時30分、および午後4時30分に、猛
禽類の飛翔と訓練のデモンストレーションを行っており、それぞれの鳥
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園探検などの情報を得ると良いでしょう。同センターでは、この生物公
園に関する常設展示も見ることができます。

の特徴、生息地、習性、原産地などを説明してくれます。
チャンスがあればぜひ見学してください。 子ども向けの家畜のいる農場
もあり、ハチミツ作りやチーズ作りを学ぶことができます。農場で作ら
れる物の一部は売店で購入できるので、素敵な1日をしめくくる良いおみ
やげになります。

Vinhais
Parque Biológico de Vinhais
住所： Rua das Freiras, nº 13 5320 Vinhais
： +351 273 771 040 / 933 260 304 ファックス： +351 273 771 040
Eメール: geral@parquebiologicodevinhais.com ウェブサイト：
http://www.parquebiologicodevinhais.com
時刻表:
9:00 - 18:00;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備;
アクセス:
屋外駐車場;
特色とサービス:
バー;
モンテシーニョ自然公園（Parque Natural de Montesinho）内にあるこの
生物学公園は、ヴィニャイス町評議会により設置された公共スペースで
す。
この公園の目的は、この地域の風景、すなわち、その動植物相や地質等
の天然の構成要素ばかりでなく、その文化的また歴史的構成要素から成
る風景；自然保護；生物多様性およびエコツーリズムの促進についての
理解を助けることです。

リスボンとその周辺地方
Lisboa
Aquário Vasco da Gama

Jardim Zoológico de Lisboa

住所： Rua Direita ao Dafundo1495-154 Algés

住所： Estrada de Benfica, 158-160 1549-004 Lisboa

： +351 21 419 63 37 - 21 415 16 10 ファックス： +351 21 419 39
11
Eメール: aquariovgama@marinha.pt ウェブサイト：
http://aquariovgama.marinha.pt

Eメール: info@zoo.pt ウェブサイト： http://www.zoo.pt

この水族館はカルルシュ1世（D. Carlos I）（1863-1908）の援助を得て
、1898年に開館しましたが、その主な目的は来館者に水の世界の素晴ら
しい豊かさに直に触れてもらうことでした。カルルシュ王が促進してい
た海洋学研究に関連する実に多様なコレクションがあります。
この水族館には世界の様々なエコシステムから集められた4,000の水生動
物と植物の標本があるのです。

Oceanário de Lisboa

： +351 217 23 29 00 ファックス： +351 217 23 29 01

バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備;
特色とサービス:
バー; ショップ; レストラン;
アクセス:
バス; 鉄道駅; 地下鉄;
リスボン動物園（Jardim Zoológico de Lisboa） 120年前に街の中央部に
つくられたリスボン動物園は、教育と娯楽が一体となった重要な動物園
です。 多様な動物を集めた世界でも有数の動物園であり（約400種2千頭
を飼育）、幅広いアトラクションがあります。ここでは、アトラクショ
ンをリラックスした気分で楽しめるだけでなく、有意義な1日を過ごすこ
とができたと感じるはずです。 アトラクション：イルカの入江、レイン
ボーパーク、ケーブルカー、爬虫類館、子ども動物園、アシカの給餌、
鳥類・爬虫類ショーなど。これらすべてを1枚のチケットで楽しめます！

住所： Esplanada D. Carlos I - Doca dos Olivais - Parque das Nações
1990-005 Lisboa
： +351 218 917 000 ファックス： +351 218 917 000
Eメール: info@oceanario.pt ウェブサイト： http://www.oceanario.pt
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その他の情報:
登録番号：45/2002
特色とサービス:
バー; ショップ; レストラン;
アクセス:
バス; 鉄道駅; 地下鉄;
この海洋水族館 ‐
設計はアメリカの建築家ピーター・シャーメイエフ（Peter Chermayeff）
‐ を訪れると、私たちの知識、その全レベルが常に挑戦を受けることにな
ります。この水族館の30の水槽には7,000立方メートルを超える海水が湛
えられ、地上の大洋の多様なエコシステムが再構築され、その中に450の
異なる種を代表する15,000の動物と植物が棲んでおり、来館者はユニー
クで魅惑的な体験ができるのです。
地上と水中の間を行き来しながら、ここで次の4つの生息地が再現されて
いることを確かめてください：北大西洋の磯、南極海の海岸線、太平洋
のワカメの群生、インド洋のサンゴ礁。
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