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2016年 6月 28日 

各   位 

株式会社伊豆シャボテン公園 

企画広報部 TEL：0557-51-1115 

伊豆シャボテン公園グループ 

夏休みイベント～summer event 2016～開催 
 

 この度、伊豆シャボテン公園グループでは、2016 年 7 月 16 日（土）～8 月 31 日（水）までの期間に、夏休

みイベント～Summer event 2016～を開催いたします。 

伊豆シャボテン公園では、「ナイト冒険（アドベンチャー）ZOO ～夜のシャボテン公園～」と題した冒険と動

物ふれあいのナイトスポットが誕生いたします。園内中央にある大池を動物ガイドとともに巡る「アニマルボー

トツアーズ」がナイトバージョンで登場し、幻想的にライトアップされた池をボートで進みながら冒険（アドベ

ンチャー）気分で夜の動物たちを観察することができます。他にも「タッチ de ZOO」をはじめ動物たちとのふ

れあいを通じて貴重な体験ができるイベントが昼夜ともに盛りだくさんです。 

伊豆ぐらんぱる公園では、7月 9日（土）に「ウォーターランドぷるぷる」をオープンいたします。この夏は、

フローティング遊具や休憩エリアのファニチャーがさらに充実し、小さなお子様から大人まで楽しめる水遊びゾ

ーンが登場いたします。また、ミストの中を駆け抜ける「わくわくバギー」や人が搭乗できる対戦型ロボット「バ

トルキング」など新しいアトラクションが続々と登場いたします。さらに、夜には大人気の体験型イルミネーシ

ョン「グランイルミ」で熱くアクティブに遊ぶことができます。 

伊豆四季の花公園では、伊豆大島を望む岬付近に植栽された 3,200株以上のポーチュラカが見頃となり、地上

の虹のようにカラフルな花畑と、紺碧の海のコントラストをお楽しみいただけます。 

伊豆海洋公園では、7月 16日（土）～18日（月）と 7月 23日（土）～8月 31日（水）までの期間に磯プー

ルをオープンいたします。期間中毎日、11 時から「ちびっ子宝探し」を、14 時から「ちびっ子あじのつかみど

り」を開催いたします。 

伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーとでは、豊富な海鮮メニューが揃うバーベキューコーナー「炭火焼海鮮バーベ

キュー」を夜間も営業いたします。 

伊豆シャボテン公園グループでは、お客様に楽しい想い出を作っていただけるよう、他にも様々なイベントを

用意しております。どうぞ、ご期待ください。 

 

  
伊豆シャボテン公園「ナイト冒険（アドベンチャー）ZOO」 伊豆ぐらんぱる公園 「ウォーターランドぷるぷる」 

 

伊豆シャボテン公園グループ 
 

 

 

 

伊豆シャボテン公園 検索 
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伊豆シャボテン公園グループ 

夏休みイベント～Summer event 2016～ 

2016年 7月 16日（土）～8月 31日（水） 

【伊豆シャボテン公園】 

イベント名 日 程 時 間 場  所 開催内容 

ナイト 冒 険
アドベンチャー

ZOO 

7月 15日（金）～

スタート 

7月／土・日・祝 

8月／毎日 

9月／土・日・祝・

祝前日に開催 

17:00 

～21:00 

（ 最 終 受 付 ／

20:15） 

冒険と動物ふれあいのナイトスポットが誕生！ 

入園料金／大人（中学生以上）2,000 円、小学生

1,000円、幼児（4歳以上）400円  

※夜間入園料金は「アニマルボートツアーズ」乗

船料が含まれる。雨天等により欠航の場合は入園

料金割引あり。 

※昼間ご入園のお客様は、引き続き夜間まで滞在

することができる（ただし「アニマルボートツア

ーズ」は別料金）。 

【アニマルボートツアーズ】 

受付時間／17:00～20:40（最終受付） 受付場所／

インコ広場前乗船ブース 内容／ライトアップし

た池をボートで進み冒険気分を満喫！※天候によ

り中止の場合あり。 

【タッチ de ZOO】 

時間／17:00～20:50 場所／わくわくモンキーハ

ウス 2階 内容／夜行性の動物の観察、巨大ウサギ

やモルモットたちとのふれあいを楽しもう。 

【アニマルアクターズ】 

時間／20:00～約 15 分間 場所／大講堂 内容／

昼とは一味違う、夜の動物たちの学習発表会を堪

能。 

アニマルボート 

ツアーズ 
毎日 

【受付時間】 

7 月平日 

／9:30～16:00 

7 月 15 日～土日

祝・8 月～毎日

／9:30～20:40 

【受付場所】 

インコ広場前 

乗船受付ブース 

園内中央に位置する大池「噴火

湖」をボートで巡り、動物たちの

観察ができる動物ガイドツア

ー。島にはリスザル、ワオキツネ

ザル、ブラウンキツネザル、ジェ

フロイクモザルなどのサル類が

暮らしている。 

※有料、対象年齢 3 歳以上。天

候により中止の場合あり 

タッチ de ZOO 毎日 

7 月平日／9:00～

17:00 

7 月 15 日～土日

祝・8 月／ 

9:00～20:40 

わくわくモンキ

ーハウス 2階 

巨大ウサギのフレミッシュジャ

イアント、ヨツユビハリネズミ

やモルモットなどの動物たちと

ふれあいができる。 

リスザルくんごはん 

タイム 

毎日 

 

時間・場所は当日園内放送にて 

お知らせ 
200円（数量限定）※荒天中止 

     

コンゴウインコを 

手に乗せよう 
時間・場所は当日園内放送にてお知らせ 

コンゴウインコを腕にのせて記

念撮影をしよう！ 
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どうぶつ 

学習発表会 
毎日 

①11:00～ 

②14:00～ 

③15:00～ 

大講堂 

「ドッグパーティーde アミー

ゴ」「ドッグパーティーdeアミー

ゴ～特別ゲスト  フサオマキザ

ル Ruby 登場～」「どうぶつと遊

ぼう DX」 

フサオマキザル 

フォト 
サプライズで登場 

フサオマキザルの「ルビー」また

は「もんじろう」と記念撮影がで

きる。 

サボテン自由研究 

クイズ 
毎日 9:00～21:00 シャボテン温室 

クイズを解きながらキーワード

を集めて「サボテン研究ガイド」

をゲット！ 

※動物の体調や天候により内容等予告なく変更する場合があります。 

※料金はすべて税込み価格です。 

 

 

【伊豆ぐらんぱる公園】 

イベント名 日 時 場 所 開催内容 

ウォーターランド  

ぷるぷる 

毎日 

9:00～17:30 

水と冒険の 

広場 

水深が浅く小さなお子様連れのファミリーも安心して

楽しめる水遊びゾーンには、フローティング遊具がい

っぱい！巨大なアヒルも登場？！休憩ゾーンもおしゃ

れなファニチャーが並びリゾート気分満点（有料）。 

新アトラクション 

登場! 
9:00～18:00 

モーターラン

ド norinori  

【トルネードスピン】まるで宇宙飛行士のトレーニン

グ！縦横無尽に回るリングに気分は無重力！？（有

料）。 

水と冒険の 

広場 

【バトルキング】人が搭乗できる対戦型ロボット（有

料）。利用時間：5分間 

ゲート横 

写・来・楽 

【バーチャルライドMAGICa!!（マジか！！）】いま話

題の VR が登場！ゴーグルを装着してバーチャルな世

界を冒険しよう！（有料）。 

風の丘 
【わくわくバギー】夏限定のスプラッシュロードをミ

ニバギーで駆け抜けよう！（有料）。 

元気の森 
【ボルダリング】アスレチックコースにボルダリング

が登場。（無料） 

お宝ひまわり&ソテ

ッチーを探せ！！ 

毎日 

9:00～18:00 
園内各所 

園内のどこかに隠されているお宝ひまわりまたはソ

テッチーを探し当て、おみやげ館クリッパーにてプレ

ゼントと交換しよう。ソテッチー（1 日 2 個限定）を

ゲットすれば豪華景品がもらえる！ 

オリジナルタトゥー

シール販売 

8/11～14限定

9:00～18:00 

おみやげ館  

クリッパー 

オリジナルキャラクターソテッチーや「伊豆ぐらんぱ

る公園」のロゴなどが入ったタトゥーシールを 4日間

限定で販売！1枚 500円 

パフォーマンス 

ショー 

サプライズ 

1回約 20分間 
ゲート前広場 

【大道芸人ぼくゆう】バランス芸・ローラーボーラー

を得意とする。7/29～31、8/5～7、12、13日に登場。 

【パフォーマーSYO!】ジャグリング&アクロバットを

メインにしたエンターテイメントショー。7/23、24、

8/14～16日に登場。 

【パフォーマーたっきん】ジャグリング&バランス芸

からバルーンアートまで多彩なショーを繰り広げる。

8/8～11、22～24日に登場。 

※イベントは天候などの都合により変更または中止となる場合があります。 

※料金はすべて税込み価格です。 
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【伊豆ぐらんぱる公園グランイルミ】 

グランイルミ 

18:30～22:00 

※お盆シーズン

は 18:30～22:30 

グランイルミ 

特設エリア 

東京ドームの約 2 倍にあたる 8 万㎡もの広大なエ

リアに 210万球以上の LEDが敷きつめられ、ナイ

トアトラクションも楽しめる「体験型イルミネー

ション」。 

※ナイトアトラクションは天候などの都合により変更または中止となる場合があります。 

※安全上の理由によりペット同伴のご入園はご遠慮ください。 

 

 

【伊豆四季の花公園】 

ポーチュラカ見頃 
城ヶ崎海岸の絶景を望む花壇が 3,200 株のカラフルなポーチュラカの花

に彩られる。開花時期は 9月上旬まで。 

※花の開花状況は天候・気象状況により遅れる場合があります。 

 

 

【伊豆海洋公園磯プール】 

イベント名 時 間 内 容 

ちびっ子宝探し 11:00～ 
プールの底にある「おはじき」を拾って、宝物をゲットしよう！

対象：小学生以下（無料） 

ちびっ子あじのつかみどり 14:00～ 

プールに放ったあじを捕まえよう！捕まえたあじはその場でお

いしいバーベキューにして食べることができる。対象：小学生以

下（無料） 

※イベントは天候などの都合により変更または中止となる場合があります。 

 

 

【伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと】 

炭火焼海鮮バーベキュー 

【昼の部】 

11:00～16:00 

（最終受付／15:00、

L.O／15:30） 

【夜の部】 

17:00～20:00 

（最終受付／19:00、

L.O／19:30） 

※夜間営業日は 

7/8～10、7/15～8/31 

海の幸・山の幸が豊富にそろった炭火焼バーベキュー！ 

（活さざえ、ホンビノス貝、ほたて、富戸港の地魚、有

頭えび、干物、牛カルビ、豚ロース、牛串、豚串、鳥串、

伊豆産しいたけなど。） 

※メニューは、食材の仕入れ状況により異なります。 

※バーベキューコンロ1台500円（炭代込み）、1テーブル

4名まで、人数により追加料金あり 

※食材280円～、種類により異なります。 

※天候により中止となる場合あり 

 

 


