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2016 年 12 月 8 日 
各   位 

株式会社伊豆シャボテン公園 
企画広報部 TEL：0557-51-1115 

伊豆シャボテン動物公園グループ 
「冬休みイベント～Winter Event 2017～」開催 

 
 伊豆シャボテン動物公園グループでは、2016 年 12 月 17 日（土）～2017 年 1 月 9 日（月・祝）までの期間に

「冬休みイベント～Winter Event 2017～」を開催いたします。 
伊豆シャボテン動物公園では、「元祖カピバラの露天風呂」恒例のゆず湯が今シーズンで 20 周年を迎えます。

また、園内中央にある池を動物のガイドをしながら巡る「アニマルボートツアーズ」では、2017 年の干支である

“鳥”の仲間、“ペリカン”や“フラミンゴ”“ハクチョウ”などを探検気分で観察することができます。さらに

「カピバラのクリスマス」「カピバラのお正月」「干支の引き継ぎ式イベント」など年末年始ならではの光景を見

ることができ、その他に人気キャラクター「カピバラさん」とコラボした「カピバラさんフェスタ」が好評開催

中と、多彩なイベントが盛りだくさんです。 
伊豆ぐらんぱる公園では、大人気の「船型立体迷路 ～KAiZOKU～」や「ウォーターバルーン」「ジップライ

ン～風 KAZE～」などのアトラクションで、寒さを忘れて思いきり遊ぶことができます。さらに「ソテッチーサ

ンタの贈り物」「雪だるまの宝探し」などの季節感あふれるイベントもご用意しております。また、夜には大人気

の「グランイルミ～2nd シーズン～」で、空気の澄み渡る伊豆高原の冬の夜を 400 万球の LED が彩る中、熱く

アクティブに「体験型イルミネーション」を満喫することができます。 
伊豆四季の花公園では、「アロエ」や「菜の花」が見頃となるほか、2017 年 1 月 1 日（日）元旦には午前 6 時

00 分から午前 7 時 30 分まで入園料金無料で開放し、菜の花の咲き揃う「つなきり岬」から伊豆大島越しに昇る

初日の出をご覧いただけます。 
伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーとでは、炭火焼「かき大将」で「かき祭り」を開催しており、広島県江田島よ

り直送の高級牡蠣を特別価格で楽しむことができます。 
今後も伊豆シャボテン動物公園グループは、お客様に楽しい想い出を作っていただけるよう、他にも様々なイ

ベントを用意しております。どうぞ、ご期待ください。 
 

  
伊豆シャボテン動物公園「カピバラのゆず湯」 伊豆ぐらんぱる公園 「グランイルミ～2nd シーズン～」 
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伊豆シャボテン動物公園グループ 
冬休みイベント～Winter Event 2017～ 

2016 年 12 月 17 日（土）～2017 年 1 月 9 日（月・祝） 
【伊豆シャボテン動物公園】 

イベント名 日 程 時 間 場  所 開催内容 

元祖カピバラの露天風呂 
「カピバラのゆず湯」 

毎日 
※2017.1/7(土)
は「カピバラ春

の七草風呂」を

開催 

10:30～11:30、
13:30～14:30 

カピバラの露天

風呂展示場 

伊豆の冬の風物詩「元祖カピバラの

露天風呂」が恒例のゆず湯に。今シ

ーズンはゆず湯 20 周年のアニバー

サリーイヤー。飼育員によるガイド

あり。1 日 2 回開催。 

アニマルボートツアーズ 
毎日 

※天候により中

止の場合あり 

【受付時間】

9:30～15:00 

【受付場所】 
インコ広場前 
乗船受付ブース 

園内中央に位置する大池「噴火湖」

をボートで巡り、動物たちの観察が

できる動物ガイドツアー。島にはリ

スザル、ワオキツネザルなどのサル

類が暮らしているほか、ペリカンや

フラミンゴ、ハクチョウなどの鳥類

も観察できる。 
※有料、対象年齢 3 歳以上。 

カピバラのクリスマス 12/23(金・祝) 
～12/25(日) 13:00～ カピバラの露天

風呂展示場 
カピバラにクリスマスケーキの形

をしたエサをプレゼント。 

カピバラのお正月 2017.1/1(日) 
～1/3(火) 13:00～ カピバラの露天

風呂展示場 
カピバラに鏡もちの形をしたエサ

をプレゼント。 

アニマルショー 
「モンキータイム」 

11:00～、13:30～、15:00～の 
いずれかに登場予定(休みの日

あり) ※動物の体調により中

止・変更の場合あり 

大講堂 フサオマキザルの楽しいステージ

がいよいよ本格デビュー！ 

カピバラさんフェスタ 毎日 

①『カピバラさんを探せ』 
園内に隠れているカピバラさんを探せ！全て見つけるとオリジナ 
ルシールがもらえる。参加料金/200 円、受付/入園窓口 

②『カピバラさんコラボメニュー』 
ここでしか食べられないカピバラさんメニューが登場！ 
「カピバラさんメキシカンファイヤー」1180 円、「カピバラさん

の露天風呂ぽかぽかあったかゆず湯なべ」1280 円 
③『カピバラさんバス』 
ふもと駅（路線バス停前）‐入園窓口を無料送迎バスが運行。 

④『記念写真カピバラさんバージョン』 
記念写真コーナーの写真フレームがカピバラさんバージョンで登 
場！1000 枚限定、1 枚 1000 円 

⑤『カピバラさんがやってくる』 
2016.12/17(土)、2017.1/5(木)はカピバラさんがやってくる！一緒 
に記念撮影を楽しもう。時間/9:45～10:05、12:00～12:20、14:30 
～14:50、場所/記念撮影コーナー 

干支の引継ぎ式イベント 12/27(火)、
12/28(水) 12:00～ 大講堂 

2016 年の干支(申＝さる)・フサオマ

キザルと 2017 年の干支(酉＝と

り)・コンゴウインコによる干支の

引継ぎ式イベント。 
※動物の体調や天候により内容等予告なく変更する場合があります。 
※料金はすべて税込み価格です。 
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【伊豆ぐらんぱる公園】 
イベント名 日 時 場 所 開催内容 

グランイルミ 
～2nd シーズン～ 

毎日 
16:30～21:30 
(最終受付／

20:45) 

特設エリア、 
ナイトアトラク

ション 

400 万球もの高密度な LED イルミネーションが伊豆高

原の冬の夜をロマンチックに彩る。110m ロングスライ

ダー「ナイトレインボー」や「ジップライン～Julie
～」など人気のナイトアトラクションも楽しめる「体験

型イルミネーション」。 

船型立体迷路 
～KAiZOKU～ 

毎日 
【昼の部】 
9:00～16:00 
【グランイルミ】

16:30～最終受

付 21:00 
 
 

※天候により中

止となる場合あ

り。 

水と冒険の広場 
迷路内で開催中のスタンプラリー「目指せ！ソテッチー

海賊団」にチャレンジ！利用料金：1 回 400 円、対象年

齢：4 歳以上 ※小学生未満は保護者同伴 

ウォーターバルーン 水と冒険の広場 大人気！ウォーターバルーンで遊ぼう。利用料金：1 人

800 円、2 人 1200 円 ※体重制限あり 

ジップライン 
～風 KAZE～ 風の丘 

空中に張られたワイヤーロープを、滑車を使って時速約

30km で滑り降りるアトラクション。最高地点は地上 9
ｍ、長さは往復 400m。利用料金：1200 円、利用制限：

体重 25kg～110kg、身長 120cm～ 

バトルキング 水と冒険の広場 人が搭乗できる対戦型ロボット（有料）。利用時間：5 分

間、利用制限：体重 100kg 以下、身長 110cm～ 

モーターランド

norinori 水と冒険の広場 
体重移動で操作する立ち乗り型電動二輪車「ナインボッ

トミニ」など近未来的で楽しい乗り物がいっぱい！（有

料、乗り物により体重制限、身長制限あり） 

ソテッチーサンタの 
贈り物 

12/17(土) 
～12/25(日) 

13:30～ 
園内 

サンタ姿のオリジナルキャラクター「ソテッチー」から

クリスマスプレゼントがもらえる！(1 日限定 30 個、小

学生以下対象) 

雪だるまの宝探し 毎日 
9:00～16:00 園内 園内に隠された雪だるまを探し出し「おみやげ館クリッ

パー」にて景品をゲットしよう。(1 日限定 5 個) 

クリスマス記念フォト 
12/17(土) 
～12/25(日) 

9:00～16:00 
フォトコーナー サンタのコスチュームを着て記念撮影ができる。 

パフォーマンス 
ショー 

12/18(日)～
2017.1/4(水)、 
1/7(土)～
1/9(月・祝) 

園内 
入園ゲート横 
ステージ 

【ジャグラー賢太郎】ジャグリング世界最高峰の舞台に

出場した実力者、ジャグラー賢太郎のステージ。

12/23(金・祝)～2017.1/4(水)、1/7(土)～1/9(月・祝)の
10:30～、11:30～、13:30～、14:30～に登場。 
【大道芸人ぼくゆう】バランス芸・ローラーボーラーを

得意とする。12/18(日)～12/23(金・祝)、2017.1/1(日)～
1/3(火)の「グランイルミ」に登場。 

※イベントやアトラクションは、天候などの都合により変更または中止となる場合があります。 
※料金はすべて税込み価格です。 
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【伊豆四季の花公園】 

菜の花 菜の花は、植栽面積が 1000 ㎡、栽培株数は 20000 株で、早咲き種と普

通種が 2 段階に開花することから 3 月上旬まで楽しむことができる。 

アロエ（キダチアロエ） アロエの花は、背丈は 1～2m で鮮紅色のトンガリ帽子状。栽培株数は約

1000 株。 

初日の出 in 菜の花畑 2017.1/1(日)午前 6 時 00 分～7 時 30 分まで、入園料金無料で園内を開

放。※駐車料金 500 円 

四季の花クイズラリー 期間中毎日開催。四季の花公園の魅力を発見できる全 5 問のクイズラリ

ーに挑戦。 
※花の開花状況は天候・気象状況により遅れる場合があります。 
 
 

【伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと】 

炭火焼かき大将 
「かき祭り」 

「炭火焼かき大将」 
11:00～16:00 
(最終受付／15:00、L.O／

15:30) 
「かき屋台」 
11:00～15:00 
※食材がなくなり次第終了 

広島県江田島湾内で獲れた最高級の生牡蠣を厳選し

て直送！一流料亭御用達の味を特別料金にて召し上

がれ！ 
【カンカン焼き】5個入：通常1500円→1280円、10個入：

通常3000円→2480円。 
【焼き牡蠣】5個：通常1500円→1280円、10個：通常3000
円→2480円。 
【生牡蠣】1皿：通常1280円→980円 
※メニューは、食材の仕入れ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 
※天候により中止となる場合あり 

初日の出 in 恋人テラス 2017.1/1(日) 
5:30～ 

恋人テラスから初日の出を見よう！「ケニーズハウ

ス」は午前5時30分から特別早朝営業。 
※他店舗は午前9時00分からの営業となります。 

営業時間延長 
12/23(金・祝)・12/24(土)、
12/30(金)・12/31(土)、
2017.1/1(日)～1/3(火) 

営業時間を30分延長！9時00分～18時30分まで営業。 

※料金はすべて税込み価格です。 
 


