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報道関係各位 
 

   

 2017 年 9 月 8 日 
株式会社伊豆シャボテン公園 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 

秋だ！ きのこ狩り de ゴールドラッシュ 
■秋の特別ルールでリアル宝探し！きのこ狩り de ゴー

ルドラッシュ 

■ソテッチーと記念撮影♪ハッピーハロウィンフォト 

■オクトーばーるメニュー ＠ぐらん亭 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

秋のどうぶつまつり 
■カピバラも、マーラも！ちぃさい赤ちゃん見ぃつけた♪ 

ニューフェイスも登場 

■ハロウィンアニマルボートツアーズ 

■秋限定メニュー 「月見カピバーガー」 

  
 

 
 
 

 
10th anniversary ! 

■おトクな限定セット！「かきのカンカン焼き」5 個盛り 

■10 周年記念！ぐらんぱるぽーとのトク得セットが当たる  

キャンペーン♪ 

■パフォーマンスイベント 

 

 

 

 

秋のお花を見つけちゃおう♪ 

■園内で使える商品券 250 円分を限定でプレゼント 

■リーフレットを片手に園内に咲く秋のお花めぐり！  

花のタネをプレゼント 

 
伊豆シャボテン動物公園グループでは 2017 年 9 月 16 日（土）～10 月 31 日（火）まで、「伊豆ぐらんぱる公園」「伊

豆シャボテン動物公園」「伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと」「伊豆四季の花公園」の各施設にて、『AUTUMN FESTA 

2017』を開催します。 

 
 
 

NEWS RELEASE 

伊豆シャボテン動物公園グループ 
『AUTUMN FESTA 2017』 

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/


2 
 

 

 
 
 

 

 
ちぃさい赤ちゃん見ぃつけた！  
ニューフェイスも仲間入り 
 

 
8 月に誕生したカピバラの四つ子の赤ちゃんや双子のマーラ
の赤ちゃんに会いに行こう！ほかにもホオジロカンムリヅルの
ヒナもいるよ！ビーバーやヒメハリテンレックなどのニューフェ
イスも仲間入り！ 動物たちを探してみてね♪ 
■BABY スポット／カピバラ虹の広場（カピバラ）、なかよし牧

場（マーラ）、バードパラダイス（ホオジロカンムリヅル） 
■NEW FACE スポット／タッチ de ZOO（ヒメハリテンレック＆
シマテンレック）、アニマルボートツアーズの池・ロックガーデン
側（ビーバー） 
 

 
ハロウィンアニマルボートツアーズ

 
アニマルボートツアーズがハロウィンバージョンに変身。動物
たちが住む島々や沿岸におばけかぼちゃが出現！  
そして動物ガイドスタッフもハロウィンコスチュームで盛り上げ
ます！ 
■受付時間／10:00～15：30 ※季節により変動あり 
■場所／インコ広場前 乗船受付ブース 
■所要時間／1 周コース約 15 分、上陸コース約 20 分 
※有料、対象：3 歳以上、ペットの乗船不可 
 

 
 

 

 
秋だ！  
きのこ狩り de ゴールドラッシュ 
 

 
リアル宝探しアトラクション「ゴールドラッシュ」できのこ狩
り！？きのこを発掘してためたポイントで、スーパーアイテム
をゲットできる新ルールが登場♪  
詳しくはホームページをご覧ください
http://granpal.com/attraction/goldrush/ 
■開催日／土・日曜・祝日のみ開催 
■受付時間／10:00～15：00 
■所要時間／30 分間 
■料金／大人 1200 円・小人 800 円 
 （発掘アイテム代込み） 
 

 
ソテッチーとハッピーハロウィンフォト 
 

 
巨大なおばけカボチャのフォトスポットが園内に出現！イベン
ト期間中の土・日曜・祝日限定で 14 時からの約 30 分間、
オリジナルキャラクターの「ソテッチー」が登場して記念撮影
をします。 
■開催日／土・日曜・祝日のみ開催 
■時間／14:00～（30 分間） 
■場所／入園ゲート横ステージ 
※スマホやデジカメをご用意ください 
 

 
オクトーばーるメニュー＠ぐらん亭 

 
レストラン「ぐらん亭」の秋限定メニューは、ドイツのオクトーバ
ーフェストをイメージしました！ソーセージ・ポテト・チーズ＆ビ
ールで秋のドイツ気分を楽しんじゃおう！ 
■場所／レストランぐらん亭 
■営業時間／10:00～16:00（L.O15:00） 
 

 
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1090  
TEL：0557-51-1122  URL：http://granpal.com/  年中無休 

営業時間： 9 月・10 月／9：00～17：00（最終入園 16：30） 11 月以降／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） 
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 

※2018 年 3 月 16 日まで入園料金「平日割引キャンペーン」を実施中（年末年始除外日あり） 
 

カピバラの赤ちゃん 

ヒメハリテンレック

マーラの赤ちゃん 

http://granpal.com/
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秋は月見カピバーガー♪ 
秋限定メニュー＠ギボン亭 

 
夏休みに登場してたちまち人気 No.1 メニューとなった「カピ
バーガー」に秋バージョンができました！その名も「月見カピ
バーガー」！月をイメージした目玉焼きの上に、秋の味覚・
キノコソテーを ON！！パテのソースもテリヤキからデミグラス
になり味も大変身。パスタも秋色カルボナーラが登場。オリジ
ナルメニューと秋メニュー、どちらにするか迷っちゃう！？ 
■場所／れすとらんギボン亭 
■営業時間／10:30～15:30（L.O15:00） 
 

 
巨大パンプキン 
フォトスポット登場 
 

 
※写真は昨年  

                                     のもようです 

 
高原竜や大室山を臨むナイスビューエリアに 3m の巨大お
ばけかぼちゃ現る！ハロウィンシーズン限定の SNS 映えする
写真が撮れちゃうかも♪ 
■場所／太陽の広場 
 

 
伊豆シャボテン動物公園公式アプリ 
「クリッカー」で遊んじゃおう！  

 
まずはアプリをダウンロード。園内 9 カ所に設置されたボタン
を探し出し、見つけたらクリック！「なぞときスタンプラリー」に
参加できます。スタンプラリーをしながら秋の園内ウォーキン
グも楽しもう♪ コンプリートするとメインゲート受付にて賞品が
もらえます。その他にも「どうぶつずかん」など、楽しいアイテ
ムが盛りだくさんのアプリを使って、親子・友人・カップルで盛
り上がってみませんか？ 
※スマホの OS のバージョンにより、アプリをダウンロードでき
ない場合があります。 
 

 
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1317-13 
TEL：0557-51-1111  URL：http://izushaboten.com/  年中無休 

営業時間： 3 月～10 月／9：00～17：00（最終入園 16：30） 11 月～2 月／9：00～16：00（最終入園 15：30） 
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 

※2018 年 3 月 16 日まで入園料金「平日割引キャンペーン」を実施中（年末年始除外日あり） 
 

 
 
 

 

2007 年 11 月 3 日にオープンした「伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと」は皆さまのご愛顧に支えられ今年 10 周年を迎えます。 

これからも旅のオアシスとして、地域の憩いの場として、ぐらんぱるぽーとをよろしくお願いいたします。 

 
10 周年！ おトクな限定セット 
「かきのカンカン焼き」 

5 個盛り！  

 
10 周年を記念して「炭火焼海鮮バーベキュー」コーナーに「かきのカンカン焼
き 5 コ盛り」を特別価格 1,000 円でご用意しました！当イベント期間中、毎日
先着 10 セット！I LOVE 牡蠣の皆さん、ぜひお早めに！！ 
【炭火焼海鮮バーベキュー】 
■受付時間／11:00～15：00 
■料金／4 名様まで 1 テーブル 1 台（炭・コンロ・バーベキュー用具）500 円 
 他、食材により金額が異なります。 
※食材は仕入れ状況により内容が変わります 
  

レシートで応募！  
10 周年記念トク得セットを 10 名様に 

 
1 枚で 3,000 円以上お買い上げのレシートの裏に、必要事項を記入して投函
箱へ！ ご応募頂いた方の中から、10 周年を記念して 10 組様にぐらんぱるぽ
ーとトク得セットをプレゼント！ 
抽選日は開店記念日の 11 月 3 日（金）です。 
■応募期間／2017 年 10 月 1 日（日）～31 日（火） 
■1 セット内容（予定）／干物セット、お菓子詰め合わせ、商品券など 20,000

円相当の品 
 

 
パフォーマンスイベント 

 
■10/22（日） 一輪車チーム「豆ぞうクラブ」 
■10/29（日） よさこい（伊東市内 6 チーム参加） 
※イベントの内容は変更になる場合があります 

 
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1090   TEL：0557-51-1158 年中無休 
URL：http://granpalport.com/  営業時間： 9：00～18：00（店舗により異なる） 

月見カピバーガー 秋のカルボナーラ 

http://izushaboten.com/
http://izushaboten.com/
http://granpalport.com/
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商品券 250 円分プレゼント♪ 
 
通常入園料金（500 円）で入園されたお客さま限定！ 
園内のレストラン・ショップ・テイクアウトコーナーで利用できる 250 円
商品券をプレゼントします。 
※キャンペーンの内容は予告なく変わる場合があります。 
※商品券は 1 品につき 1 枚をご利用下さい。 
※釣銭は出ませんので予めご承知下さい。 
 
 
秋のお花を見つけちゃおう 
 
入園窓口で配布するリーフレットに載っている秋のお花数種類をス
マホやデジカメでパチリ。ショップスタッフにその画像を提示して頂く
と、花のタネを一つプレゼントします。 
 

 
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 841-1  
TEL：0557-51-1128  URL：http://izushikinohana.com/  年中無休 

営業時間： 3 月～10 月／9：00～17：00（最終入園 16：30） 11 月～2 月／9：00～16：00（最終入園 15：30） 
入園料金： 小学生以上一律 500 円 

http://izushikinohana.com/

