NEWS RELEASE
報道関係各位

動物たちのベビーラッシュつづく
～カピバラ、ミーアキャット、マーラの赤ちゃん誕生 !～
2018 年 4 月 27 日
株式会社伊豆シャボテン公園

「カピバラの露天風呂」 カピバラの赤ちゃん

「なかよし牧場」 マーラの赤ちゃん

「噴火湖」沿岸展示場 ミーアキャット赤ちゃん

伊豆シャボテン動物公園では、2018 年 4 月 23 日（月）に「カピバラの露天風呂」ファミリーの父親「がんも」と母親「白
玉」の間に 4 頭の赤ちゃんが誕生しました。母親の「白玉」は、昨年 4 月 25 日にも 4 頭の赤ちゃんを出産しており、今回
の出産により「カピバラの露天風呂」は合計 17 頭の大家族となりました。
また 4 月 18 日（水）、園内中央「噴火湖」のほとりに住むミーアキャットに 4 頭の赤ちゃんが生まれました。赤ちゃんは
誕生後、巣箱の中で母親と一緒に過ごしています。赤ちゃんはまだ目が開いておらず、自力で外に出てくることはありませ
んが、1 日 2 回・午前と午後に 20 分ほど巣箱を開放した際に、母親が赤ちゃんをくわえて外に連れ出すことがあります。
そして 4 月 11 日（水）には「なかよし牧場」のマーラに 1 頭の赤ちゃんが生まれました。赤ちゃんは、誕生してしばらくの
間は母親とともに獣舎で過ごしていましたが、4 月 15 日（日）から網越しで群れとの「顔合わせ」と一般公開を開始し、現
在はお客様とのふれあいができる広場で群れと一緒に生活をしています。
生まれたばかりの赤ちゃんたちは、母親のおっぱいを飲んだり兄弟とじゃれあったりとすくすくと成長しています。赤ちゃ
んたちがお母さんの後をついてちょこちょこと歩きまわる愛らしい姿や家族の仲睦まじい様子は、園内各所にて見ることが
できます。

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） URL：http://shaboten.co.jp/
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1085-4
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カピバラ
【英
【学
【分
【分

名】
名】
類】
布】

【生 態】

Capybara
Hydrochoerus hydrochaeris
齧歯目カピバラ科
南米アンデス山脈の東側・水辺近くの茂みや林
に住む。
齧歯目（ネズミの仲間）の中で最も大きく体重
50kg にもなります。体長 100cm～130cm、体は
頑丈で、長くて荒い毛がまばらに生えており尾は
ほとんどありません。20～30 頭の群れで水辺近く
の草原に住み、泳ぎや潜水が得意で四肢の指に
小さな水かきがあります。
食性は草食性で、当園ではキャベツ・さつまいも・
にんじん・りんご・青草・乾草・草食動物用固形飼
料などを与えています。
妊娠期間は約 5 ヶ月、一度の出産で 1～8 頭が
生まれます。赤ちゃんは生後 2～3 日で草やキャ
ベツなどを囓りはじめ、授乳は 1 日 4～8 回、3 ヶ
月程で離乳をします。寿命は野生では約 8～10
年です

2018 年 4 月 27 日撮影

「カピバラの露天風呂」カピバラファミリー
※「元祖カピバラの露天風呂」は冬季限定イベントです
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赤ちゃん 4 頭

（2013.11.2 生・オス）
（2013.9.2 生・メス）
（2015.4.22 生・メス）
（2016.4.16 生・オス）
（2017.4.25 生・オス）
（2017.4.25 生・オス）
（2017.4.25 生・オス）
（2017.4.25 生・メス）
（2017.9.27 生・オス）
（2017.9.27 生・オス）
（2017.9.27 生・オス）
（2017.9.27 生・オス）
（2017.9.27 生・メス）
（2018.4.23 誕生・性別不明）
「カピバラの露天風呂」は 17 頭の大ファミリーに！
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ミーアキャット
【英
【学
【分
【分
【形
【生

名】
名】
類】
布】
態】
態】

母親が赤ちゃんをくわえて外へ出ることも
2018 年 4 月 26 日撮影

Meerkat
Suricata suricatta
哺乳綱・食肉目・マングース科
アフリカ南部
全長 25～31 ㎝ 体重 620～970g
体毛は褐色から灰色で、背部には暗褐色の
横縞模様があります。地下に巣穴を掘り、
10 頭以上の群れを形成する社会性のある
動物です。他のマングースの仲間とは異なり
昼行性で、後肢と尾を使って直立して日光
浴をします。この姿勢はあたりの様子を警戒
するためでもあり、採食中の群れの中には必
ず見張りを務める個体がいます。食性は動
物食性で、主に昆虫や小鳥、トカゲなどを食
べます。

【当園のミーアキャット】
赤ちゃんたちは、普段は巣箱の中で暮らしていますが、天気が良い日は飼育係が 1 日に 2 回ほど展示場に出して外界
に慣らしています。外に出ている時は、大人のミーアキャットたちが子供に危険がないか立ち上がって見張りをしたり、一
緒に日光浴をしたりしています。生後 2 週間ほどで、赤ちゃんの目がぱっちりと開いて、暖かい日にはよちよち歩きで外の
世界を探検する姿が見られそうです。赤ちゃんたちのいる展示場は、噴火湖にかかる橋の上から見下ろすことができ、ま
た「アニマルボートツアーズ」のボートに乗船しながら見ることもできます。

マーラ
【英
【学
【分
【分
【形
【生

2018 年 4 月 27 日撮影
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Mara
Dolichotis patagonum
齧歯目テンジクネズミ科
南アメリカ（アルゼンチンなど）
全長 60cm~70cm 体重 7kg~9kg
草原や岩の多い荒れ地で数十頭の群れを
形成して暮らしており、食性は草食性です。
当園では、キャベツ・にんじん・リンゴ・サツマ
イモ・パン・小松菜などを与えています。野
生化では一夫一妻制で、繁殖期には大きな
集団を作り、それぞれの子供たちを共通の
巣穴で育てます。一度の出産で 1～3 頭の
赤ちゃんが生まれ、生後 4 ヶ月くらいまで授
乳をします。

【当園のマーラ】
父親「セイ」（2016 年 4 月 15 日生）と母親「ゴヘイ」（2013 年 6 月 18 日生）との間に誕生した赤ちゃんは、気温変化な
どの影響を受けやすいため屋内で過ごしていましたが、網越しでの群れとの顔合わせを経て「なかよし牧場」にて一般公
開をしています。赤ちゃんは、雨の日や寒いときは獣舎に入りますので、見学やふれあいは暖かい日がおすすめです。

〒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

※ゴールデンウィーク <2018 年 4 月 28 日～5 月 6 日> 特別営業時間 9：00～18：00
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、年中無休
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