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2017 年 4 月 14 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

「GOLDEN Weeeek! 2017」
伊豆シャボテン動物公園グループでは 2017 年 4 月 29 日（土）～5 月 7 日（日）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」の各施設にて「GOLDEN Weeeek! 2017」を開催します。

ワオ！ 夜の動物園で冒険（アドベンチャー）!

4 日間限定で開催する「ナイト冒険（アドベンチャー） ZOO」の
「ナイトアニマルボートツアーズ」

■『ナイト冒険（アドベンチャー） ZOO』 冒険とふれあいの
ナイトスポットを 5/3～6 の 4 日間限定で開催！
■大人気！『アニマルボートツアーズ』
■今が見頃 『第 5 回 伊豆高原 サボテンの花まつり』
■ふれあい、エサやり体験 『リスザルくんごはんタイム』
■ワオ！クロキツネザル！ワラビーも！動物たちのベビー
ラッシュ

魂を揺さぶるオーロラレーザーショー この臨場感、グッとくる。
「フルカラーレーザーショー360（サンロクマル）」

■魂を揺さぶるオーロラレーザーショー！グランイルミ『フ
ルカラーレーザーショー360（サンロクマル）』に、グッとくる。
■目指せトレジャーハンター 『ゴールドラッシュ』
■『船型立体迷路～KAiZOKU～』 コースリニューアル
■キッズに大人気！『工事現場風キッズアスレチック～ス
パイラルダクト～』
■ナウなヤングに大人気！『VR エグい～っす（EGG 椅子）』

昼も夜もぐらんぱるを遊びつくそう！

ネモフィラ、マーガレット、春の花々。
■ネモフィラの花畑が見頃に！
■マーガレット×ノースポール「マーガレットまつり」開催中
■「ハートを探せ！」でプチプレゼントゲット！
■クイズラリーで春の花に親しもう「四季の花クイズラリー」

青空、海、ネモフィラ…鮮やかなブルーの世界が広がる

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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ナイト冒険（アドベンチャー）ZOO
【期間】 2017.5/3（水）～6（土） 4 日間限定
【時間】 18：00～21：00 （入園受付時間 18：00～20：15）
【料金】 大人（中学生以上）1,200 円、小学生 600 円、幼児（4 歳
以上）200 円、駐車料金は無料
【内容】 ■『ナイトアニマルボートツアーズ』 受付時間／18：00～
20：40、受付場所／インコ広場前乗船ブース、料金／大人（中学
生以上）800 円 小人（3 歳～小学生）400 円、コース／ぐるっと 1
周コース（約 20 分間） ■『タッチ de ZOO』 場所／わくわくモンキ
ーハウス 2 階 内容／動物ふれあいコーナー、夜行性動物の観察
も楽しもう ■『ナイトアニマルショー』 時間／19：30～（約 20 分
間）、場所／大講堂、内容／動物たちが大活躍するステージを夜
も楽しめる ■『シャボテン温室ライトアップ』 時間／18：00～21：
00
【注意】 アニマルボートツアーズは雨天時欠航の場合あり

アニマルボートツアーズ

第 5 回 伊豆高原

（デイタイム）

サボテンの花まつり

【受付時間】9：30～16：40
【受付場所】インコ広場前
乗船ブース
【料金】大人（中学生以上）
800 円、小人（3 歳～小学
生）400 円
【コース】ぐるっと 1 周コース（約 20 分間）
【内容】園内中央の大池を、ボートに乗って動物ガイドを聞
きながらめぐる、ここでしか体験できないツアー。
【注意】対象は 3 歳以上、ペットの乗船は不可。

【期間】2017.5/31（水）まで
【場所】シャボテン温室
【内容】『サボテンの花鑑賞
会』100 種類 1,000 点のサ
ボテンの花が次々と開花。
初日の出・桃太郎・金鯱・
クジャクサボテンなど、この
時期にしか見ることのできないサボテンの花を鑑賞する。
『サボテン狩り』約 100 種類のサボテンから自分好みの寄
せ植えを作る（有料）。 『サボテンスポットガイド』平日
13:00～30 分間、スタッフがサボテンガイドをする。

ふれあい、エサやり体験
リスザルくんごはんタイム

ワオ！ クロキツネザル！
動物たちのベビーラッシュ

【時間】「リスザルくんごはん
タイム」は 1 日 2～3 回開
催（園内放送でお知らせ）
【内容】 園内で放し飼いの
リスザルたちにごはんをあげ
よう（有料）。GW 期間は
『ペリカンくんごはんガイド』
（大講堂下のペリカンエサやり場にて毎日開催。11:20～・
14:10～、有料）を開催。ほかにもカピバラ、コツメカワウソ、ミ
ーアキャット、フェネックなどにエサやりができるコーナーがあ
る（有料、エサは売り切れ次第終了）。

■『ワオキツネザル』 場所
／アニマルボートツアーズ「ワ
オキツネザルの島」 赤ちゃ
ん情報／2017.2/23～3/8
に 5 頭の赤ちゃんが誕生。
■『クロキツネザル』 場所／
わくわくモンキーハウス 1 階
赤ちゃん情報／2017.3/1 にオスの赤ちゃん 1 頭が誕生。
■『パルマワラビー』 場所／カンガルーの丘 赤ちゃん情報
／2017.1/18～3/18 にかけてお母さんの袋から姿を見せ
る赤ちゃんが 5 頭確認され、すくすくと成長中。

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1317-13 TEL.0557-51-1111
URL：http://izushaboten.com/
年中無休
GW 期間（4/29～5/6）…デイタイム営業時間／9:00～18:00、ナイト冒険 ZOO 営業時間／18:00～21:00
デイタイム入園料金／中学生以上 2,300 円、小学生 1,200 円、幼児（4 歳以上）400 円
ナイト冒険 ZOO（5/3～5/6）入園料金／中学生以上 1,200 円、小学生 600 円、幼児（4 歳以上）200 円
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魂を揺さぶるオーロラレーザーショー この臨場感、グッとくる。
「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
【時間】 GW 期間中（2017.4/29～5/7）は、19:00～・20:00～・
21:00～の 1 日 3 回（1 回約 4 分間）
【注意事項】
・天候によりレーザーの見え方は異なり、見えにくい場合があります。
・強風等の気象条件下では中止の場合があります。
・レーザー光を直視しないように注意して下さい。
・レーザーショー開催中は暗くなるため足元にご注意ください。
【内容】 「夢のお菓子エリア」にスモークを発生させ、エリアを取り囲
むように 6 カ所からフルカラーレーザーを照射することにより、まる
で伊豆の夜空にオーロラが舞うかのような幻想的な光景が出現す
る。このため夜空を見上げるように観賞すると、本物のオーロラのよ
うな臨場感がある。メロディアスに、時にはハードに、音楽と融合した
壮大な光のショーをぜひお見逃しなく！

目指せ！ トレジャーハンター

コースリニューアル

「ゴールドラッシュ」

「船型立体迷路~KAiZOKU~」

【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
テム代込み） ※未就学児
は要保護者同伴（ただし保
護者も利用料金必要）
【営業時間】9:30～15:00（予定）
【内容】海賊団が隠した金貨やお宝を掘り当てて、3 月発
売の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！

【場所】水と冒険の広場
【料金】1 回 400 円（再チ
ャレンジ 200 円）
【対象】4 歳以上、3 歳未
満は要保護者同伴
【内容】2015 年 7 月にオ
ープンした「船型立体迷路
～KAiZOKU～」を今年 3 月にコースリニューアル。迷路
内でチャレンジするスタンプラリーも一新。前回はソテッチー
海賊団の仲間になろう！というものだったが、今回は海
賊団のメンバーをスタンプで集めるストーリーに！

工事現場風キッズアスレチック

バーチャルリアリティ

～スパイラルダクト～

エグい～っす！ (EGG 椅子)

【場所】風の丘「キッズパー
ク」
【対象】小学生までのお子様
（無料、ただし混雑時は約
15 分を目安に交代で利用）
【内容】今年 3 月、幼児の遊
び場「キッズパーク」に登場し
たキッズアスレチック。特徴はなんといっても、巨大なブロッ
クでできた工場か工事現場のようなデザイン。小さな現場監
督たちが縦横無尽にかけまわり遊ぶ姿がとても可愛い♪
パパママ必見のフォトジェニック・スポット。

【場所】入園ゲート横
【所要時間】約 4 分（有料）
【内容】「VR MAGICa!!
（マジか!!）」に続き、VR
（バーチャルリアリティ）シリー
ズ第 2 弾が登場!!
その名も「エグい～っす
（EGG 椅子）」！タマゴ型の椅子に座れば、そこはバーチャ
ルリアリティの世界。1 人でも、2 人でも、最大 4 人まで、迫
力のシューティングを思い切り楽しめる！！

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1090 TEL：0557-51-1122
URL：http://granpal.com/
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）
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空、海、ネモフィラの花畑、青の競演！
四季の花公園のゴールデンウィーク
■ネモフィラが見頃に
伊豆大島と相模灘を臨む「つなきり岬」付近の花畑に約 3,000 株
を植栽。例年 5 月下旬頃まで観賞することができる。
■『ハートを探せ！』でプチプレゼントゲット！
4 月 29 日（土）～5 月 7 日（日）開催。園内 3 カ所にあるハート
形の植栽のうち 2 カ所をスマホやカメラで撮影して、ショップのスタ
ッフに提示するとプチプレゼントがゲットできる♪
■『四季の花クイズラリー』
4 月 29 日（土）～5 月 7 日（日）開催。クイズラリーに挑戦しなが
ら園内を回れば、春から初夏にかけての花々をよりいっそう身近
に感じることができる！

マーガレット × ノースポールが競演 ！
「マーガレットまつり」
【期間】 2017 年 5 月 7 日（日）まで
【場所】 花壇を中心に園内各所
【内容】 園内に植栽されたマーガレットとノースポールは合わせて
およそ 1,000 株。5 月中旬頃まで可憐な花々を楽しむことができ
る。
【注意事項】 温室リニューアル工事中のため、一部入場ができ
ないエリアがあります。

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 841-1 TEL：0557-51-1128（代）
URL：http://izushikinohana.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：小学生以上 500 円

GOLDEN Weeeek! 2017
infomation
【営業時間延長】
■伊豆シャボテン動物公園
・4/29（土）～5/6（土） デイタイム >>> 9:00～18:00
入園料金／大人（中学生以上）2,300 円、小学生 1,100 円、幼児（4 歳以上）400 円

・5/3（水） ～5/6（土） ナイト冒険 ZOO >>> 18:00～21:00
入園料金／大人（中学生以上）1,200 円、小学生 600 円、幼児（4 歳以上）200 円

■伊豆ぐらんぱる公園
・4/29（土）～5/7（日） デイタイム >>> 9:00～18:00
入園料金／大人（中学生以上）1,200 円、小学生 600 円、幼児（4 歳以上）400 円

・4/29（土）～5/7（日） グランイルミ >>> 18:30～22:30
入園料金／大人（中学生以上）1,200 円、小学生 600 円、幼児無料

※ぐらんぱるデイタイムとグランイルミは昼夜入替制
【平日割引キャンペーン】
5/1（月）、5/2（火）は「平日割引キャンペーン」適用！
対象施設：伊豆シャボテン動物公園、伊豆ぐらんぱる公園
注意事項：伊豆シャボテン動物公園「ナイト冒険 ZOO」と伊豆ぐらんぱる公
園「グランイルミ」はキャンペーン対象外です
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