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報道関係各位 
 

  2017 年 6 月 23 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では 2017 年 7 月 15 日（土）～8 月下旬まで、「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」「伊豆海洋公園磯プール」「伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと」の各施設にて、

『SUMMEEEER!! 2017』を開催します。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 

130 種類のどうぶつたちと驚きの近さ!! 
 

■16:00 以降のご入園特典「涼 ZOO ミ～な！」PASS♪ 
■大人気！アニマルボートツアーズ  

■どうぶつたちが大活躍！アニマルショー 

■ふれあいいっぱい！リスザルのごはんタイム 

■可愛い赤ちゃんに会いにきて！ブラウンキツネザル 

■れすとらんギボン亭に、どうぶつ新メニューが登場！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
  

夏は、朝から夜まで遊びきる！  
■夏期限定！『ウォーターランドぷるぷる』OPEN!! 
■大人のリゾート♪夜の水遊びゾーン『ナイトぷるぷる』 
■目指せ！トレジャーハンター「ゴールドラッシュ」 
■イチオシ！新アトラクション「ミニパイレーツ」が登場 
■夏のグランイルミ、浴衣を着て入場料半額に♪ 
■伊豆にオーロラが出現！音楽×レーザーショー 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
カラフルなポーチュラカ 3000 株が見頃 

 
 
 
 
 
 
 

2017.7/15（土）より「磯プール」OPEN 

 

 

 

 

 

 

 

ゴロっと貝づくし！貝鮮カンカン焼き 

 
 
 

 
 

NEWS RELEASE 

伊豆シャボテン動物公園グループ 
『SUMMEEEER!! 2017』 

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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『涼 ZOO ミ～な!!』PASS♪ 
伊豆シャボテン動物公園に 16:00 以降ご入園のお

客様は“グランイルミ入場券”が付いてきます♪ 
【涼 ZOO ミ～な!! PASS 販売日】  

■2017 年 7/15（土）～8/27（日）の土日祝、 
8/11（金）～15（火）お盆期間 ※18：00 最終受付 

■2017 年 8/1（火）～25 日（金）の平日 
※17：00 最終受付 

【特典】グランイルミ入場券、土日祝限定送迎バス利用可 
【注意事項】詳しくは公式ホームページをご覧ください 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

園内中央の大池を、スタッフによる動物ガイドを聞きながらめぐる 

ボートツアー！ワオキツネザルの赤ちゃんに会えるかな？ 

 
大人気!『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】 

■2017 年 7/18（火）～7/31（月）の平日、8/28（月）以降 

※9：30～16：00 最終受付 
■2017 年 8/1（火）～25 日（金）の平日 
※9：30～17：00 最終受付 

■2017 年 7/15（土）～8/27（日）の土日祝・お盆 
※9：30～18：00 最終受付 

【注意事項】夏休み期間は、「ぐるっと周遊コース」限定開

催。対象は 3 歳以上、ペット不可。雨天中止。 

アニマルショー リスザルのごはんタイム 園内ベビーラッシュ♪ どうぶつ新メニュー登場 

【場所】大講堂【時間】平日 3 回

開催①11：00～②13：30～③

15：00～、土日祝 4 回開催①

11：00～②13：30～③15：00～

④16：30～【内容】時間によりシ

ョーの内容が異なります。 

【場所】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

いるリスザルにごはんをあげよ

う（有料）。ペリカンやマーラなど

エサやり体験充実（有料） 

【内容】2017 年 4/25「カピバラ」4
頭誕生、4/21「ブラウンキツネザ

ル」1 頭誕生、4/17「マーラ」3 頭

誕生など、園内はとってもにぎや

か。可愛い赤ちゃんたちに会いに

きてね！ 

【場所】れすとらんギボン亭 
【時間】11：30～15：30 【内

容】カピバーガーの他、パス

タやサラダなど新メニューが

続々登場！ ※営業時間が

変更になる場合があります。 

夏の自由研究‥「サボテン自由研究クイズ」に挑戦しよう♪ 
夏休み期間中、シャボテン温室内で毎日開催！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！ 

 
 
 
 
 
 
 

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1317-13 TEL.0557-51-1111  
URL：http://izushaboten.com/  年中無休 

夏期営業時間： 7 月平日・8 月 28 日以降 9：00～17：00（最終入園 16：30）、8 月平日 9：00～18：00（最終入園 17：30）、 
7 月 15 日～・8 月土日祝、お盆 9：00～19：00（最終入園 18：30） 

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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水遊びに、新アトラクション！ 夏は朝から夜まで遊びきる!! 
   
  

エリア拡大『ウォーターランドぷるぷる』 
【期間】2017 年 7/15（土）～8/下旬まで 
【場所】水と冒険の広場 
【料金】4 歳以上一律 400 円 

※未就学児は必ず保護者（有料）同伴のこと 
【時間】9：00～17：00 ※最終受付 16：00 
【内容】水深 55cm～65cm、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、ユニークな形のフロートもたくさん！巨大アヒ

ルに、ひまわりのミスト、無料休憩スペースの他、この夏拡大リニューア

ルした『トロピカルエリア』（※有料）には、おしゃれなファニチャーが並

び、リゾート気分満点！ 
【注意事項】乳児は水遊び用おむつを着用。ぷるぷる以外のエリアで

は、水着でのアトラクションのご利用はできません。 
営業時間等、内容は予告なく変更する場合があります。詳しくは公式ホ

ームページをご覧ください。（近日公開予定） 

  
大人のリゾート♪夜の水遊びゾーン 

『ナイトぷるぷる』OPEN!! 
【期間】2017 年 7/15（土）～8/下旬まで 
【場所】水と冒険の広場 
【料金】小学生以上一律 800 円、幼児無料 

※18 歳未満は必ず保護者（有料）同伴のこと 
【時間】18：30～22：00 ※最終受付 21：00 まで（予定） 
【内容】DAY とは違う大人のリゾートを楽しめる水遊びゾーンが登場！ 
イルミネーションを眺めながら、夜に映える光るフロートや、光るビーチボ

ールなど、夏を感じるアイテムで遊びゴコロたっぷり♪ナイトならではの“光
の世界”へ。 
【注意事項】水着でのイルミネーションエリアの散策や、ナイトアトラクショ

ンのご利用はできません。 
営業時間等、内容は予告なく変更する場合があります。詳しくは公式ホー

ムページをご覧ください。（近日公開予定） 

  
新アトラクション『ミニパイレーツ』 

【場所】のりものと太陽の広場 
【料金】大人 400 円、小人 200 円 
【定員】小人 12 人または、大人 2 人（付添）＋小人 8 人 
【対象】3 歳以上（身長 110cm 未満は保護者同伴） 
【内容】バイキング系アトラクション「ミニパイレーツ」が登場。風をきる“爽
快感”を楽しもう！ 
【注意事項】詳しくは公式ホームページをご覧ください。 
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目指せ！ トレジャーハンター『ゴールドラッシュ』 
【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（発掘アイテム代込） 
※未就園児は要保護者同伴（ただし保護者も利用料金必要） 
【時間】9：30～15：00（予定） ※利用時間 30 分 
【内容】ソテッチー海賊団が隠した金貨や、お宝を掘り当てて最新ゲーム

機や、吸引力が自慢の掃除機など、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！ 
【注意事項】詳しくは公式ホームページをご覧ください。 

おなじみ！ パフォーマンスショー 
『ジャグラー賢太朗』 

 

 

【場所】入園ゲート横ステージ 【時間】未定 ※雨天中止 
【内容】ジャグリング世界最高峰の舞台に出場した実力者！ 
出演日など、公式ホームページ『イベントカレンダー』をご覧ください。 
 

インスタ映え確実♪ 
コンテナ壁画で蝶になろう 

 

 

【場所】園内を探してね♪ 【料金】無料 
【内容】人気のストリートアート♪壁画の前に立つと‥まるで羽が生えたみ

たいな写真が撮れる。 

 
 

Walker+ 全国の人気イルミネーションランキング『第 1 位』 ※2017.6.22 現在 
 

 
フルカラーレーザーショー360（サンロクマル） 

【場所】夢のお菓子エリア 
【期間】2017 年 8 月下旬まで 
【時間】1 日 3 回 19：30～、20：15～、21：00～ 
 それぞれ約 4 分間 
【内容】音楽×スモーク×超カラフルなレーザー光で、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！ 
【注意事項】天候等の都合により、内容が変更になる場合があります。 
詳しくは、グランイルミ公式ホームページをご覧ください。 
（URL：http://granpal.com/granillumi） 
 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1090 TEL：0557-51-1122  
URL：http://granpal.com/  

夏期営業時間      ： 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） ※期間中、浴衣着用で入場料金半額 

“浴衣 de 夏イルミ”入場料半額!! 
【期間】2017 年 8 月下旬まで 
夏休み期間中、浴衣を着てグランイルミにご来園いただ

くと入場料が半額に！カップルの浴衣デートにも♪ 

http://granpal.com/glanillumi
http://granpal.com/
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ポーチュラカが見頃です！  
【場所】つなきり岬付近花壇 
【内容】城ケ崎海岸の絶景を望む花壇が、3000 株のカラフルなポーチュラカの花に彩ら

れ、9 月上旬まで楽しめる。 ※開花状況は天候・気象により遅れる場合があります。 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
海の幸・山の幸が豊富！ 炭火焼海鮮バーベキュー 
活さざえ、ホンビノス貝、ほたて、有頭えび、干物、骨付き牛カルビ、豚バラカルビ、牛串、 
豚串、鳥串など盛りだくさん！この夏のおすすめは、かき・さざえ・ホンビノス貝がゴロゴロ

っと入った「貝鮮カンカン焼き」！  
【注意事項】メニューは食材の仕入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 200 円～、種類により

異なります。天候により中止となる場合があります。当日販売分が完売次第終了。 

 
リニューアル！ ドラム缶焼肉コーナー！ ！ ！  
「ドラム缶焼肉」は、ドラム缶をコンロとして使用したスタイル！「骨付きカルビ」「ハラミ」「ホ

ルモン」「豚バラカルビ」などに、サンチュやご飯・スープをセットにしたり、本場韓国の焼肉

の雰囲気を楽しめます。 
 
 
 
 

 
海に近い磯プール OPEN！  
【期間】2017 年 7/15（土）～17（月）、7/22 日（土）～8/末日まで 
【時間】9：00～16：30 ※最終受付 16：00  
【料金】大人（中学生以上）1400 円、小学生 800 円、幼児（4 歳以上）400 円 ※天候によ

り変更・中止になる場合があります 

 
ちびっ子宝探し 
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！ 
【時間】11:00～ 【料金】無料 【対象】小学生以下 ※数量限定 

ちびっ子あじのつかみどり 
プールに放った鯵を捕まえて、その場で焼いて食べよう！ 
【時間】14:00～ 【料金】無料 【対象】小学生以下 ※数量限定 

【伊豆四季の花公園】 〒413-0231 静岡県伊東市富戸 841-1 TEL：0557-51-1128（代） URL：http://izushikinohana.com/  
夏期営業時間： 9：00～17：00 入園料金： 小学生以上 500 円 

【伊豆海洋公園磯プール】 〒413-0231 静岡県伊東市富戸 841-1 TEL：0557-51-1128（代） URL：http://iop-dc.com/pool 
夏期営業時間： 7/15（土〉～17（月）、7/22（土）～8/末日 9：00～16：30 ※最終受付 16：00 まで 
入園料金： 大人（中学生以上）1,400 円、小学生 800 円、幼児（4 歳以上）400 円 

【伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと】 〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1090 TEL：0557-51-1158（代）、年中無休 
URL：http://granpalport.com/  営業時間： 9：00～18：00（店舗により異なります） 

【炭火焼海鮮バーベキュー・ドラム缶焼肉コーナー】 
夏期営業時間： 昼 11：00～15：00（最終受付 14：00、L.O.14：30）、夜 17：00～20：00（最終受付 19：00、L.O.19：30） 
夜営業日： 2017 年 7/15（土）、16（日）、29（土）、30（日）、8/5（土）、6（日）、10（木）～20（日）、26（土）、27（日） 

http://izushikinohana.com/
http://iop-dc.com/pool
http://granpalport.com/

