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報道関係各位 

 

 

 

2018 年 10 月 1 日 
株式会社伊豆シャボテン公園 

 

 

伊豆高原グランイルミ~4th シーズン~ 
 
伊豆ぐらんぱる公園では、2018 年 10 月 20 日（土）より 2019 年 8 月末日（予定）まで、園内特設エリア

において、「日本初！体験型イルミネーション伊豆高原グランイルミ ～4th シーズン～」をスタートいたし

ます。 
「伊豆高原グランイルミ」は、Walker+全国イルミネーションランキングにおいて、二年連続第 1 位を獲

得※し、日本初！体験型イルミネーションとして幅広い世代の方から高評価を得ております。伊豆高原の夜

は思っていたよりスゴイ！とみるものを驚かせ、その壮大なスケール及び凄さは満足度、想像以上です。 
また、今シーズンは新スポット「イルミ de Zoo」が誕生。夜行性の動物である「キンカジュー」などが、

グランイルミに仲間入り。伊豆シャボテン動物公園グループならではの新 area で、動物にエサやり体験がで

きます。 
お菓子、花々や海底と陸地の生き物達の世界は立体感にあふれ、他とは異彩を放つ「グランイルミ 
～4th シーズン～」の世界をお楽しみください。 

（※walker+2017.7.9、2018.9.1 調べ http://illumi.walkerplus.com/ranking/） 
＜伊豆高原グランイルミは、映画「春待つ僕ら（2018.12.14（金）公開）」ロケ地です。＞ 

NEWS RELEASE 

～日本初！体験型イルミネーション～ 

「伊豆高原グランイルミ～4th シーズン～」2018 年 10 月 20 日 START 

伊豆高原の夜は思っていたよりすごい！満足度、想像以上。 

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 

http://illumi.walkerplus.com/ranking/
http://shaboten.co.jp/
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2018 年 10 月 20 日オープニング 点灯 
【日  時】 2018 年 10 月 20 日（土）17 時 30 分（予定）～ 

【内  容】 
伊豆ぐらんぱる公園オリジナルキャラクター「ソテッチー」が点灯 

点灯後、伊豆総合高等学校の太鼓演奏及びフルート三重奏の演奏予定 

【注意事項】 天候により内容変更の場合あり 

 

日本初！体験型イルミネーション 伊豆高原グランイルミ 
2018 年 10 月 20 日（土）～2019 年 8 月末日（予定） 

【日 程】 

■2018 年 10 月 20 日～11 月 15 日/17：30－21：30 

■2018 年 11 月 16 日～2019 年 1 月 6 日/16：30－21：30 

■2019 年 1 月 7 日～1 月 31 日/17：00－21：30 

■2 月 1 日～3 月 15 日/17：30－21：30 

■3 月 16 日～4 月 7 日/18：00－21：30                                                           

※2019 年 4 月 8 日以降の営業時間も時期により変動あり、公式ＨＰ要確認   

【場 所】 伊豆ぐらんぱる公園内 「グランイルミ」特設エリア 

【入園料金】 大人（中学生以上）1,500 円、小学生 800 円、幼児無料 ※小学生以下は要保護者同伴 

【駐 車 場】 約 1,000 台、グランイルミ駐車料金無料 

【U R L】 http://www.granillumi.com/ 2018 年 10 月 1 日開設予定 

 

 

『虹のゲートとユニコーン』 パワーアップ 
『グランビジョン』～摩天楼～ 『イルミ de Zoo』 

すぐ目の前には、異世界へのゲ

ート 

ビジョンが更なるパワーアッ

プ！ビジョン前には摩天楼がそ

びえたつ。ビジョンにも新たな

仕掛けを搭載。お見逃しなく。 

伊豆シャボテン動物公園から夜

行性動物が参入！イルミネーシ

ョンと動物のコラボレーショ

ン、えさやり体験もできる。 
『ウキウキのかけ橋』 『フルカラーレーザーショー』 映画『春待つ僕ら』のロケ地 

4th シーズン、ピンクの懸け橋が

お色直し 

3rd シーズンより、見渡せるエリ

アが広域に！イルミ広場全体から

見渡せる。レーザーショーは、下

から見上げるとより幻想的に。 

映画『春待つ僕ら』のロケ地であ

るグランイルミ。4th はフォトス

ポットを二か所設置。 

『光 area』 『絶景展望台＆展望デッキ』 『海賊レストラン GRANTEI』 
2018 年 7 月リニューアル！！ 

ペアブランコ、ハンキングチェ

ア、光るソファなど設置予定。 

絶景展望台も更なるパワーアッ

プ。展望デッキも登場。すぐ横で

は、地面に四季折々の映像が投

影される 

海賊をテーマにしたレストラ

ン。内装のこだわり、フォトスポ

ットもあり。ディナーを食べな

がらイルミネーションも楽しめ

る。 

New「伊豆高原グランイルミ ～4th シーズン～」 
今シーズンは、人気アトラクションである「ジップライン～流星 RYUSEI～」では、自らも輝きながらイ

ルミネーション上空を滑空できます。衣装も光量 UP。また、滑走している姿を自撮りすることもできる

ようになりました。さらに圧倒的スケールを誇る 3 つのショーがパワーアップ。まばゆいオーロラの輝き

「フルカラーレーザーショー」がより広域になり、イルミ広場全体から見渡せるように。60 メートルの超

大型ビジョン「グランビジョンショー」も更なる進化！ビジョン前には摩天楼のハイパービルディングが

そびえたち、LED 大型ビジョンにも新たな仕掛けを搭載。音楽に合わせて光が踊りだす「光と音のショ

ー」など、今期の 3 つのショーも見逃せません。 

http://www.granillumi.com/
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フルカラーレーザーショー 『グランビジョンショー』 『光と音のショー』 

まばゆいオーロラの輝き 

ビジョン前には摩天楼のハイパ

ービルディングがそびえたつ。

LED 大型ビジョンにも新たな仕

掛けを搭載 

楽しい曲に合わせて、お菓子も

海の仲間も花も踊り出す 

日本初！（※1） 
『ジップライン～流星 RYUSEI～』 『イルミ広場』＆『地上絵』 

イルミネーションの上を滑空！ドキドキキラキ

ラアトラクション 

4th シーズンは、「Happy Day」＝「おめでたい日」

がテーマ。記念日に来る、記念日に来たイルミネー

ションを目指しました。 

  

New！！ 『Night Walk  Illumi area』体験・体感・演出参加型～光で遊ぼう～ 
<<<Coming soon>>> 

 
「伊豆高原グランイルミ ～4th シーズン～」 

世界最大級！（※2） 

『Sweets Lantern』 

世界最大級面積！（※3） 

『ランタン花畑』 
『たんぽぽの草原』 

マカロン、ドーナツ、キャンデ

ィ、巨大なケーキも登場！ 

時空を超えた場所へと通じる異空

間？ 

30,000 本を超えるたんぽぽの花

畑。 

『夢のトンネル』 
日本初！（※4） 

『ナイトレインボー』 
体験アトラクション 

さらなる夢の世界へ。 
 

グランイルミ名物のロングスライ

ダー。 

体験型乗り物がいっぱいの

area。 

※1～4 MIDORI 企画調べ 

※内容は予告なく変更になる場合があります。 

（詳細は、2018 年 10 月 1 日開設グランイルミホームページをご覧ください。） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1090 TEL：0557-51-1122（代） 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 1,500 円、小学生 800 円、幼児無料（要保護者同伴） 

http://granpal.com/

