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伊豆シャボテン動物公園×テルマー湯
「伊豆シャボテン動物公園カピバラ足湯グランイルミフェスタ in
新宿ステーションスクエア」開催
～DDT「NωA」･歌手「山口かおる」･LED 覆面ユニット「CTS」スペシャルライブ！～
この度、伊豆シャボテン動物公園（静岡県伊東市富戸1317 番地13）とテルマー湯（東京都新宿区歌
舞伎町1丁目1-2）は、2016年10月30日（日）に、
「伊豆シャボテン動物公園カピバラ足湯グランイルミ
フェスタin新宿ステーションスクエア～DDT「NωA」
・歌手「山口かおる」
・LED覆面ユニット「CTS」
スペシャルライブ～」を開催します。
本イベントは、伊豆シャボテン動物公園とテルマー湯
の楽しさと癒しを多くの方に体感してもらうことを目的
としており、内容は 2 部構成となっております。
昼の部では、10 時より巨大ウサギ・フレミッシュジャ
イアント、モルモットやチンチラなど動物たちとのふれ
あいや、11 時より本物のカピバラが登場し、「元祖カピ
バラの露天風呂～テルマー湯温泉バージョン～」を開催
します。また、テルマー湯の出張足湯を同時に開催し、
足湯につかりながら、
「カピバラの露天風呂」も楽しめる
という、目にも体にも効く癒しが満載です。また、テル
マー湯の熱波師による「ロウリュ」体験、正解すると景
品がもらえる「〇×クイズ」や、SNS フォロワーを対象
にした「大抽選会」などイベントが盛り沢山です。
さらに、12 時よりスペシャルゲストとして DDT プロ
レスリング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高
木三四郎）より 2016 年 5 月に結成されたアイドルユニ
ット「NωA（エヌダブリューエー）
」のライブを 12 時よ
り、15 時より伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーとの「かき
祭り」CM ソングを歌う「山口かおる」のライブをそれ
ぞれ約 15 分間開催いたします。
夜の部ではグランイルミの親善大使を務め、グランイ
ルミキャンペーンソング「DREAM ILLUMINATION」を歌う 3 人組 LED 覆面ユニット「CTS」の
ライブを 20 時より約 15 分間開催いたします。
今後も伊豆シャボテン動物公園グループでは、お客様に楽しんでいただける様々なイベントの企画と情
報発信をしてまいります。

伊豆シャボテン動物公園
伊豆シャボテン動物公園
URL http://izushaboten.com
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検索
TEL 0557-51-1111

伊豆シャボテン動物公園
世界各地のサボテンと多肉植物 1500 種類
と 120 種類以上の動物たちがいる。放し飼
いのクジャクやリスザルとの出会い、カピ
バラやチンパンジーなどへのエサやりを通
じて動物たちとのふれあい体験が楽しめ
る。2016 年 10 月 22 日に伊豆シャボテン公
園から伊豆シャボテン動物公園に名称変更
をする。
住所：静岡県伊東市富戸 1317-13
電話番号：0557-51-1111

テルマー湯
新宿にある天然温泉施設。毎日、中伊豆か
ら天然温泉「神代の湯」を運搬している。
関東最大級の高濃度炭酸浴を始め、内風呂
6 種、露天 2 種、サウナ 2 種があり、岩塩・
アロマ・黄土（女性専用）・ゲルマ（男性
専用）のヒーリングテラ（岩盤浴）が楽し
め、レストラン 2 店舗、ボディケア・あか
すりを始め、リラクゼーションも豊富に用
意し最高の『癒し』と『空間』を堪能でき
る。
住所：東京都新宿区歌舞伎町 1 丁目 1-2
電話番号：03-5285-1726

グランイルミ
～2nd シーズン～
東京ドーム約 2 個分（8 万平米）の広さに、
1st シーズンの約 2 倍の LED400 万球が高
密度に敷きつめられ、キラキラした美しい
イルミネーションの世界が広がる。また、
イルミネーションを見ながらワイヤーロー
プを滑りおりる「ジップライン～Julie～」、
イルミネーションのトンネルを滑り下りる
ナイトレインボーをはじめ、ナイトバルー
ン～バブリィ・ザ・ナイト～など沢山のア
トラクションを楽しめる体験型イルミネー
ション。2016 年 11 月 11 日 2nd シーズン
がスタートする。
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NωA
大石真翔・勝俣瞬馬・MAO で構成される
DDT プロレスリング内の男性アイドルユ
ニット。「NωA」とは「ニュー・レスリン
グ・アイドル」の略。
デビュー曲は「ネバギバ☆I LOVE YOU」
DDT プロレスリングとは、1997 年に設立
されたプロレス団体。団体名 DDT とは
「Dramatic Dream Team」の略。リング
以外での興行、個性豊かな選手、アイドル
やタレントの参戦など、既存のプロレス団
体とはまったく異なるオリジナリティに溢
れた活動で、女性やファミリーなど多くの
ファンからの支持を集めている。また、エ
ンターティメント性が豊かで、時代の一歩
先をいく斬新なスタイルから「文科系プロ
レス」として親しまれている。

山口かおる
平成 5 年（1993 年）本名青木香織という名
前で、日本コロムビア（当時）から「速達」
でデビュー。
平成 16 年日本クラウン㈱へ移籍にあたり、
長嶋茂雄氏命名の「山口かおる」と改名。
平成 16 年 7 月 22 日、日本クラウン㈱移籍
第一弾シングル「月の砂時計／cw 哀しみ
万華鏡」を発売。
平成 17 年「第 37 回 日本作詩大賞・最優
秀新人賞」を受賞。NHK テレビ、歌謡コ
ンサート「歌コン金メダル」では、最高支
持率 99％で、歴代第 1 位に輝く。平成 21
年クラウンレコード「ヒット賞」受賞。
平成 25 年デビュー20 周年記念曲「運命じ
ゃない／cw 夢で抱いて」発売。27 年「ア
モーレ・ミオ/はぐれ花」発売。28 年セカ
ンドアルバム「山口かおる歌謡曲集２～ア
モーレ・ミオ」を発売。
28 年新曲「大阪波止場/あなた雪になった
のね」発売。28 年伊豆シャボテン動物公園
グループ・伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽー
と「かき祭り」の CM ソングを歌う。
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CTS
Circle/サークル(vo)、Triangle/トライアン
グル(syn)、Square/スクエア(DJ)からなる、
謎のLED覆面ユニット。LED内蔵の特殊マ
スクを着用した特異な外見に、最新型国産
ダンス・ポップサウンドと評される音楽性
で、ROCK IN JAPAN FESTIVAL、
SUMMER SONIC、electrox、Girls Award
等、国内大型フェスティバルへ多数出演。
デビュー作から最新作まで10作連続で
iTunesダンスチャート1位を獲得し、本年5
月にリリースされた自身メジャー初オリジ

■ Official HP :

ナルアルバム「WAVINESS」はiTunesア

http://cts-official.com/

ルバム総合チャートにて1位も獲得してい

■ Universal Music Official HP :

る。KONAMIサッカーゲーム「ウイニング

http://www.universal-music.co.jp/cts

イレブン2016」20周年記念タイアップソン

■ Twitter :

グ、テレビCM「MAZDA TRY！」、映画

https://twitter.com/CTS_staff

「変態仮面アブノーマルクライシス」主題

■ Facebook :

歌への楽曲起用、テイラー・スイフトの来

https://www.facebook.com/CircleTriangleSquare.jp

日公演でのオープニングアクトへの抜擢、

■Youtube :

インドネシア、台湾を始めとした海外音楽

http://www.youtube.com/user/CTSVEVO?feature=watch

フェスティバルに出演するなど国内外から

■ SoundCloud :

も大きな注目を浴び、ダンスミュージック

https://soundcloud.com/cts-signal-posse

の垣根を越え幅広いシーンで活動してい
る。
【ライブ情報】
2016.12.16（金）
CTS ワンマンライブ「SAYONARA
TWILIGHT -未来への帰還-」at Zepp
Tokyo
チケット先着先行販売 : CN プレイガイド
（10.10（月・祝）AM10:00〜10/23（日）
23:59）
http://cncn.jp/cts1216/
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