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2017 年 10 月 24 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では、2017 年 11 月 18 日（土）～2018 年 4 月 8 日（日）まで「元祖カピバラの

露天風呂」を開催いたします。イベント期間中、平日は 13 時 30 分からの 1 日 1 回、土曜・日曜・祝日と、

冬休みおよび春休みの期間（※別紙参照）には 10 時 30 分からと 13 時 30 分からの 1 日 2 回カピバラたちが

露天風呂に入ります。 

 

 

 

 

 

NEWS RELEASE 

カピバラの赤ちゃん♪今シーズンお風呂デビュー 

「35周年!!元祖カピバラの露天風呂」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 

 

mailto:kouho@shaboten.jp
http://shaboten.co.jp/
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期 間 2017 年 11 月 18 日(土)～2018 年 4 月 8 日(日)  

時 間 ①13 時 30 分～14 時 30 分まで 平日は 1 日 1 回開催 

 ②10 時 30 分～11 時 30 分、13 時 30 分～14 時 30 分まで 土日祝、2017 年 12 月 23 日(土)

～2018 年 1 月 8 日(月・祝)、

2018 年 3 月 17 日(土)～4 月 8

日(日)は、1 日 2 回開催 

 

 

日程 タイトル 内容 

期間中毎日 ★カピバラさんコラボ★ 

隠れカピバラさんを探せ！

インスタ写真投稿キャンペ

ーン 

園内 10 カ所に隠れているカピバラさんを探し、見つけたら写

真をとってインスタグラムに投稿！カピバラさんバッヂをつけ

ているスタッフに投稿した画面を見せると、カピバラさんコラ

ボ限定ステッカーがもらえる。 

【参加料】無料 ※お 1 人様 1 回まで ※数量限定 

期間中毎日 ★カピバラさんコラボ★ 

スタンプラリー 

「おみやげ館」と、れすとらん「ギボン亭」両方をご利用の方

限定のスタンプラリー。スタンプを 2 つ集めるとカピバラさん

コラボ限定バッヂがもらえる。スタンプ・スタンプ台紙は入園

受付、「おみやげ館」、れすとらん「ギボン亭」レジ横に設置。 

【参加料】無料【受取場所】おみやげ館・れすとらんギボン亭 

 ※お 1 人様 1 回まで ※数量限定 

期間中毎日 ★カピバラさんコラボ★ 

顔出しパネル 

サボテンの帽子をかぶったカピバラさん顔出しパネルが登場。 

【場所】カピバラ露天風呂展示場前 

期間中毎日 ★カピバラさんコラボ★ 

新商品ラインナップ 

期間中、数量限定！カピバラさんコラボ商品を販売。第 1 弾は

「クリアファイル」、第 2 弾は「ミニタオル」、そして第 3 弾は

‥3 月発表！お楽しみに♪ 【場所】おみやげ館 

2018.1/8 

（月・祝） 

カピバラの露天風呂協定＆

長風呂対決 

2013 年にスタートした人気イベント「長風呂対決」も、つい

に 6 年目に突入！さらに今年は BIG サプライズも♪ 

【時間】協定捺印 12:30～、長風呂対決 13:30～ 

【場所】カピバラ露天風呂展示場 

期間中毎日 オリジナルスマホアプリ 

期間限定フォトフレーム 

登場 

「伊豆シャボテン動物公園」公式アプリのフォトフレーム「シ

ャボテンカメラ」に、期間限定で『元祖カピバラ 

の露天風呂バージョン』が登場！ 

【参加料】無料 ※アプリダウンロードが必要 

※イベント内容は、予告なく変更になる場合がございます 

カピバラの露天風呂展示場前では、期間限定「冬のあったかテイクアウトメニュー」の販売をいたします（売切次

第終了）。今年の冬もイベントが盛りだくさん！あったかいスープをフーフーしながら、楽しんでくださいね。 

 

 

元祖カピバラの露天風呂 期間限定イベント 

元祖カピバラの露天風呂 
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日 時 イベント／変わり湯 内容 

2017.11/18(土) 風呂開き 10:25～ 今シーズンの初風呂を祝し、プール開き

ならぬカピバラの「風呂開き」を開催。 

11/18(土)、11/19（日） みかんの湯 10:30～、13:30～ 伊東産みかんを入れて入浴。 

11/25(土)  カピなべ 10:30～、13:30～ カピバラが大きな鍋のお風呂で入浴。 

11/26（日)  

～いい風呂の日～ 

たらいの湯・鬼ゆずの湯 

10:30～、13:30～ 

11 月 26 日（いい風呂の日）にちなん

で、カピバラが伊東温泉名物「たらい」

で入浴。「鬼ゆず湯」も同時開催。 

12/2（土）、12/3（日） だいだいの湯 10:30～、13:30～ 伊東名産だいだいを入れて入浴。 

12/9（土)、12/10(日) お茶の湯 10:30～、13:30～ 伊東名産「ぐり茶」を入れて入浴。 

12/16（土)、12/17(日) グレープフルーツの湯 10:30～、13:30～ グレープフルーツを入れて入浴。 

2017.12/22(金)～

2018.1/6(土) 

ゆず湯 10:30～、13:30～ 

（12/22（金）冬至は 13:30～1 回） 

1996 年のねずみ年を記念してスタートし

た「カピバラのゆず湯」を開催 

12/23(土)～12/25(月) カピバラのクリスマス 13:00～ カピバラファミリーにクリスマスケーキ

の形にしたエサをプレゼント。 

2018.1/1(月・祝) 松竹梅の湯 10:30～、13:30～ 松、竹、梅を入れて入浴。 

2018.1/1(月・祝)～1/3(水) 

 

カピバラのお正月 13:00～ カピバラファミリーに鏡もちの形にした

エサをプレゼント。 

1/7(日) 春の七草風呂 10:30～、13:30～ お正月の伝統行事「七草」にちなんで、

春の七草を入れて入浴。 

1/8(月・祝) ゆず湯 10:30～ 

カピバラの露天風呂協定 12:30～ 

第 6 回「カピバラの長風呂対決」13:30～ 

各園国を代表するカピバラが対決。1 番

長くお風呂に入っていたカピバラが優

勝！カピバラ隊長も参戦？！ 

1/9(火)～1/14（日） 行ったつもりで〇〇風呂～特産物編～ 

1/9(火)～12(金) 13:30～ 

1/13(土)～14(日) 10:30～、13:30～ 

各園国の特産物で、変わり湯を楽しもう 

1/20(土)、1/21(日) カピ温泉の湯 10:30～、13:30～ 当園オリジナル、天然素材で安心の入浴

剤をブレンド。※おみやげ館にて販売中 

1/27(土)、1/28(日) 金柑の湯 10:30～、13:30～ 甘酸っぱい香り、金柑を入れて入浴。 

2/3(土)～2/4（日） 2/3（土）カピバラの節分 13:00～ 

 

大根の湯 10:30～、13:30～ 

カピバラファミリーに野菜で作った恵方

巻をプレゼント。 

ホカホカ温まる、大根を入れて入浴。 

2/10(土)～2/12（月・祝） りんごの湯 10:30～、13:30～ カピバラの大好物リンゴを入れて入浴。 

2/14（水） カピバラのバレンタインデー 12:45～ 

 

バラの湯 13:30～ 

カピバラファミリーにハート型のリンゴ

をプレゼント。先着 35 名様限定／有料 

愛の花とされるバラを入れて入浴。 

 

 

 

元祖カピバラの露天風呂 変わり湯スケジュール 



4 

 

 

日 時 イベント／変わり湯 内容 

2/17(土)、2/18(日) つばきの湯 10:30～、13:30～ 伊東市の花木、つばきを入れて入浴。 

2/24(土)、2/25(日) アロエの湯 10:30～、13:30～ 伊豆四季の花公園のアロエを入れて入

浴。 

3/3(土)、3/4(日) 3/3（土）カピバラの雛まつり 13:00～                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

桃の湯 10:30～、13:30～ 

カピバラファミリーにひし餅の形をした

エサをプレゼント。 

桃の節句にちなんで、桃を入れて入浴。 

3/10（土)、3/11(日) よもぎの湯 10:30～、13:30～ 季節湯、よもぎを入れて入浴。 

3/14（水) カピバラのホワイトデー 12:45～ 

 

バラの湯 13:30～ 

カピバラファミリーにハート型のリンゴ

をプレゼント。先着 35 名様限定／有料 

愛の花とされるバラを入れて入浴。 

3/17(土)、3/18(日) 洋らんの湯 10:30～、13:30～ 蘭の花を入れて入浴。 

3/24(土)～3/25(日) 菜の花の湯 10:30～、13:30～ 伊豆四季の花公園の、菜の花を入れて入

浴。 

3/31(土)、4/1(日) さくらの湯 10:30～、13:30～ 春の到来、桜を入れて入浴。 

4/7(土) カピなべ 10:30～、13:30～ カピバラが大きな鍋のお風呂で入浴。 

4/8(日) ついにフィナーレ！ 

たらいの湯・さくらの湯 10:30～、13:30～ 

季節湯、桜を入れて入浴。今シーズンの

フィナーレを飾る「たらいの湯」も同時

開催。 

※イベントの内容・スケジュールなどはカピバラの体調や天候等により、変更・中止となる場合があります。 

 

 

 

 

当園では 1966 年からカピバラの飼育を始めました。 

1982 年の冬、飼育場の掃除にお湯を使っていたところ偶然に風呂好

きなことを発見しました。以来、毎年「カピバラの露天風呂」を開催

し、現在では“伊豆の冬の風物詩”として多くの人々に親しまれており

ます。今年で 35 周年を迎えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元祖カピバラの露天風呂 
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DATA 

【英名】Capybara 

【学名】Hydrochoerus hydrochaeris 

【分類】齧歯目（げっしもく）テンジクネズミ科 

【分布】南米アンデス山脈の東側・水辺近くの茂み

や林に生息 

【メモ】齧歯目（ネズミの仲間）の中で最も大き

く体長 100cm～130cm、体重 50 ㎏になる。 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

カピバラ露天風呂展示場のカピバラファミリーは、合計 13 頭のにぎやかな大家族となりました。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

がんも 

キントキ 

白玉 

こんぶ 

ちくわ 

くろはんぺん 

もちきん 

つみれ 

赤ちゃん 5 頭 

2013.11.2 生 

2013.5.28 生 

2015.4.22 生 

2016.4.16 生 

2017.4.25 生 

2017.4.25 生 

2017.4.25 生 

2017.4.25 生 

2017.9.27 生 

オス 

メス 

メス 

オス 

オス 

オス 

オス 

メス 

不明 

体長 73cm 

体長 100cm 

体長 70cm 

体長 56cm 

体長 46cm 

体長 45cm 

体長 46cm 

体長 47cm 

体長 25cm 

体長 45kg 

体長 60kg 

体長 35kg 

体長 18kg 

体長 7kg 

体長 6.5kg 

体長 7.5kg 

体長 6kg 

体長 1.5kg 

 

 

カピバラ 

 
 

〒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 1,100 円、幼児（4 歳以上）400 円 

http://izushaboten.com/

