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2017 年 3 月 10 日
株式会社伊豆シャボテン公園

伊豆シャボテン動物公園グループ

さぁ、春休み!「Spring Event 2017」開催 !!
伊豆シャボテン動物公園グループでは 2017 年 3 月 18 日（土）～4 月 9 日（日）まで、「伊豆シャボテン動物公園」
「伊豆ぐらんぱる公園」「伊豆四季の花公園」「伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと」の各施設にて「Spring Event 2017」
を開催します。

130 種のどうぶつたちと驚きの近さ！ !

今シーズンはフィナーレ！「元祖カピバラの露天風呂」

■「元祖カピバラの露天風呂」 今シーズンはいよいよフィ
ナーレ！
■大人気！「アニマルボートツアーズ」
■ふれあいがいっぱい！「リスザルのごはんタイム」
■動物たちが大活躍のアニマルショー！「モンキータイム」

昼も夜も！ 新しいが目白押し！ ！

「船型立体迷路～KAiZOKU～」 コースリニューアル

■「船型立体迷路～KAiZOKU～」 コースリニューアル
■大好評！「ゴールドラッシュ」
■新アトラクション登場①「ＶＲエグい～っす（EGG 椅子）」
■新アトラクション登場②「工事現場風アスレチック～スパ
イラルダクト～」
■伊豆にオーロラ出現！！「フルカラーレーザーショー
360（サンロクマル）」 ほか

大将もびっくり大粒の牡蠣！

春の花を見に行こう！

■かき大将「かき祭り」！売切れ御免！！

■マーガレット×ノースポール「マーガレットまつり」開催

お問い合わせ先：株式会社伊豆シャボテン公園

企画広報部

TEL：0557-51-1115（代）MAIL：kouho@shaboten.jp
URL：http://shaboten.co.jp/
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1085-4
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ふれあいがいっぱい♪

130 種類のどうぶつ達と驚きの近さ！ ！
「元祖カピバラの露天風呂」
今シーズンはいよいよフィナーレ !!
【期 間】 4 月 9 日（日）まで
【時 間】 10：30～、13：30～ 1 日 2 回
【内 容】 “伊豆の冬の風物詩”といわれる「元祖カピバ
ラの露天風呂」も今シーズンはいよいよフィナーレ。春休
み期間中は週末ごとに「変わり湯」を開催。そして最終
日の 4 月 9 日（日）は、「カピバラたらいの湯」と「かぴな
べ」の豪華変わり風呂同時開催！

日本初！ 「アニマルボートツアーズ」
【場 所】 インコ広場前・乗船受付ブース（有料）
【受付時間】 10：00～15：30（最終受付）
【内 容】 園内中央の大池を、ボートに乗って動物ガイ
ドを聞きながらめぐるここでしか体験できないツアー！
【注意事項】期間中 3 月 18 日～20 日と 3 月 25 日～
4 月 5 日は、動物の体調を考慮して「ぐるっと 1 周コー
ス」のみ開催。対象は 3 歳以上、ペットの乗船は不可。
ふれあいがいっぱい♪「リスザルのごはんタイム」

動物が大活躍！ アニマルショー「モンキータイム」

【時 間】 「リスザルのごはんタイム」は 1 日 2～3 回開
催、時間未定。※園内放送にてお知らせ
【内 容】 園内で放し飼いになっているリスザルたちにご
はんをあげよう（有料）。リスザルのほかにも、カピバラや
チンパンジー、フェネック、コツメカワウソ、ミーアキャット
などにエサやりができるスポットあり！ふれあいがいっぱ
い♪

【場 所】 大講堂
【時 間】 11：00～、13：30～、15：00～ 約 20 分間
【内 容】 動物たちが日ごろの学習の成果を披露する
ステージ。様々な動物が登場する「ドッグパーティ de ア
ミーゴ」、ヒトと動物が能力を競う「どうぶつと遊ぼう
DX」、そしておススメはこの冬デビューしたばかりの「モン
キータイム」！

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1317-13 TEL：0557-51-1111（代）
URL：http://izushaboten.com/
営業時間：〈3 月～10 月〉9：00～17：00、〈11 月～2 月〉9：00～16：00、年中無休
入園料金：中学生以上 2,300 円、小学生 1,200 円、幼児（4 歳以上）400 円
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昼も夜も！ 新しいが目白押し !!
「船型立体迷路 ～KAiZOKU～」
コースリニューアル！
【日にち】 3 月 18 日（土）～
【場 所】 水と冒険の広場
【料 金】 1 回 400 円 （再チャレンジ 200 円）
【対 象】 4 歳以上、3 歳未満は要保護者同伴
【内 容】 2015 年 7 月のオープン以来、大人気の船
型立体迷路がコースをリニューアル。リニューアルにあ
たり、迷路内でチャレンジするスタンプラリーの内容も一
新。今回は、航海士、船医、コックなどソテッチー海賊
団のメンバーをスタンプで集めるストーリーに！

コースリニューアルでリピーターの方も楽しめる！

ソテッチー海賊団の秘宝を探せ！
大好評！ 「GOLD RUSH」
【場 所】 宝島エリア （パークゴルフ場サウスコース奥）
【料 金】 大人 1,200 円、小学生以下 800 円 ※利
用時間 30 分間、発掘アイテム代込
【営業時間】 9：30～15：00 （予定）
【注意事項】 未就学児は要保護者同伴 （但し保護者
も利用料金必要）。天候により中止の場合あり。
【内 容】 「船型立体迷路～KAiZOKU～」で仲間を
募ったソテッチー海賊団はここ「宝島」に秘宝を埋蔵し
ていた！海賊団が隠した金貨やお宝を掘り当てて豪華
賞品をゲットしよう！リアル宝探しアトラクションに挑戦！

↑ソテッチー

新アトラクション①

新アトラクション②

「VR エグい～っす（EGG 椅子）」

「工事現場風アスレチック～スパイラルダクト～」

【場 所】 入園ゲート横
【所要時間】 約 4 分 （有料）。
【内 容】 大人気アトラクション「VR MAGICa!! （マジ
か!!）に続き、VR 第 2 弾が登場!!その名も「エグい～っ
す （EGG 椅子）」！タマゴ型の椅子に座れば、そこは
バーチャルリアリティの世界。迫力のシューティングを思
い切り楽しめる！！

【場 所】 風の丘「キッズパーク」
【対 象】 小学生までのお子様 （無料、但し混雑時は
15 分ほどを目安に交代で利用）
【内 容】 まるで巨大なブロックを積み上げたような形
の、お子様専用アスレチック。工事現場風の見た目から
大人も思わず興味津々！登りたくなるかも…でもパパマ
マはお子様を優しく見守って♪
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伊豆にオーロラが出現 !!
「フルカラーレーザーショー360 (サンロクマル)」
～ 視界は 360°！ 君のベスポジを探せ！ ～

【場 所】 夢のお菓子エリア
【開 催】 3 月 18 日（土）～4 月 9 日（日）の春休みイベント期間は
1 日 3 回 （19：00～、20：00～、21：00～）
【時 間】 1 回約 4 分間
【注意事項】
・天候によりレーザーの見え方は異なり、見えにくい場合もあります。
・強風等の気象条件下では中止の場合があります。
・レーザー光を直視しないように注意してください。
・ショーの開催中は暗くなりますので足元などにお気をつけ下さい。
【内 容】 体験型イルミネーション「グランイルミ」に、レーザーと音楽
が融合した壮大な光のショー「フルカラーレーザーショー360 （サンロ
クマル）」が新登場！「夢のお菓子エリア」にスモークを発生させ、超カ
ラフルなレーザー光を照射することにより、まるでオーロラが躍動して
いるかのような幻想的な光景に！

「イースターバニーを探せ！ 」
「イースターエッグプレゼント」

おなじみ！ パフォーマンスショー

「ジャグラー賢太郎」

写真はイメージです

【場 所】 入園ゲート横ステージ
【日にち】 3 月 21 日～4 月 2 日、※雨天中止
【時 間】 10：30～、11：30～、13：30～、14：30～
【内 容】 ジャグリング世界最高峰の舞台に出場した実
力者、静岡県東部を中心に活動するパフォーマンス集
団に所属し、当園ではおなじみのパフォーマー・ジャグラ
ー賢太郎のジャグリングショー！

「イースターバニーを探せ！ 」
【内 容】 期間中毎日、1 日 5 個限定で園内に隠され
ているイースターバニーを見つけよう！イースターバニ
ーをおみやげ館スタッフに渡して景品をゲット！
「イースターエッグプレゼント♪♪」
【内 容】 小学生以下のお子様限定で、ソテッチーから
イースターエッグをプレゼント！3 月 25・26 日、4 月 1・
2 日開催。15：00～先着 50 個。

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1090 TEL：0557-51-1122（代）
URL：http://granpal.com/
営業時間：季節・曜日により変動あり（ホームページをご確認ください）、年中無休、昼夜入替制
デイタイム入園料金 ：中学生以上 1,200 円、小学生 600 円、幼児（4 歳以上）400 円
グランイルミ入園料金：中学生以上 1,200 円、小学生 600 円、幼児無料（要保護者同伴）
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マーガレット × ノースポールが競演 ！
「マーガレットまつり」
【期 間】 3 月 18 日（土）～5 月 7 日（日）
【場 所】 花壇を中心に園内各所
【内 容】 園内に植栽されたマーガレットとノースポールは
合わせておよそ 1,000 株。5 月中旬頃までの長い期間、
可憐な花々を楽しむことができる。
【注意事項】 温室リニューアル工事中のため、一部入場
ができないエリアがあります。

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 841-1 TEL：0557-51-1128（代）
URL：http://izushikinohana.com/
営業時間：〈3 月～10 月〉9：00～17：00、〈11 月～2 月〉9：00～16：00、年中無休
入園料金：小学生以上 500 円

大将もびっくり大粒の牡蠣！
かき大将「かき祭り」
【期 間】 4 月 28 日（金）まで
【場 所】 炭火焼海鮮バーベキュー・かき大将
【内 容】 一流料亭御用達、超高級江田島産牡蠣使用！
・カンカン焼き 5 個入通常 1,500 円→1,280 円（税込）
・カンカン焼き 10 個入通常 3,000 円→2,480 円（税込）
・焼き牡蠣 5 個通常 1,500 円→1,280 円（税込）
・焼き牡蠣 10 個通常 3,000 円→2,480 円（税込）
・生牡蠣 1 皿通常 1,280 円→980 円（税込）
※当日販売分が完売次第終了

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1090 TEL：0557-51-1158（代）
URL：http://granpalport.com/
営業時間：9：00～18：00 ※店舗により異なる、年中無休

伊豆シャボテン動物公園グループ「伊豆半島民限定！ 毎日入園料半額キャンペーン」終了のお知らせ
《伊豆半島民だけのお得なキャンペーンもいよいよラスト！この春休みはぜひご家族、ご友人、皆さまでお越しください》

2015 年 4 月にスタートし、2 年間にわたり伊豆半島 7 市 8 町の皆さまに親しまれてまいりました「伊豆半島民限
定！毎日入園料半額キャンペーン」は、2017 年 3 月 31 日（金）をもちまして終了いたします。当キャンペーンを通じ
て、多くの地元住民の皆さまに当グループをご利用いただいたことにより、各施設の魅力をより広く、より深くご理解いた
だけたものと自負しております。今後とも、伊豆シャボテン動物公園グループに変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申
し上げます。
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