PRESS RELEASE
報道関係各位

伊豆シャボテン動物公園グループ

SUMMER 2020

7/23thu~8/23sun
2020 年 7 月 9 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では 2020 年 7 月 23 日（木）～8 月 23 日（日）まで、「伊豆シャボテン動物公園」「伊豆ぐ
らんぱる公園」「ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン」「伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと」「伊豆海洋公園磯プー
ル」の各施設にて、『伊豆シャボテン動物公園グループ SUMMER 2020』を開催します。

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：https://shaboten.co.jp/ 〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1085-4
※伊豆シャボテン動物公園グループ SUMMER 2020』の内容は、予告なく中止・変更になる場合があります。
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伊豆シャボテン動物公園グループ『SUMMER2020』7/23thu～8/23sun

伊豆シャボテン動物公園
SNS で話題沸騰中のミナミコアリクイ 3 兄弟！！
ミナミコアリクイ長男「コン」、次男「トト」、三男「ケイ」のとってもキュートな
ミナミコアリクイ 3 兄弟。みんな人工哺育で育ったので、おとなしくてか
わいい子たちばかり。SNS を席巻しています。
そんな中、イベントを開催予定。
「コンとトトどっちが勝つ！？ミナミコアリックイズ」
「ミナミコアリクイの大冒険~他の動物たちとのコラボ動画も配信中~」
こうご期待！詳細は、7 月下旬公開予定
【 展示場所 】 温室内

ベビーラッシュ♥かわいい赤ちゃんが続々誕生♪
国内では大変珍しいシロテテナガザル「しーちゃん」とブラウンキツネザ
ル「いつき」が誕生♪人工哺育で飼育員も奮闘中。ほかにも、アカハナ
グマ、ミーアキャットやクジャクの赤ちゃんなどなど、園内各所ですくすく
と育っています。
■アカハナグマ／レッサーパンダ館
■ミーアキャット／池の橋近く
■クジャク／園内
シロテテナガザル「しーちゃん」とブラウンキツネザル「いつき」は、非公
開です。体調を見ながら群れ入りを目指し、両親と人工哺育の赤ちゃ
んとの顔合わせ訓練を行っています。
※動物の体調により、展示場での公開を行わない場合があります

カワイ過ぎてオーマイガッ！アニマルボートツアーズ
■受付時間／10:00～15：30
■場所／インコ広場前 乗船受付ブース
■内容／ぐるっと1周コース（約15分）、モンキー島上陸コース
（約20分）
※有料。対象：3 歳以上、ペットの乗船不可。
※上陸コースは予約制のため、当日ボート受付にてご予約ください。
※繁忙期の上陸コースは、動物の体調等により運航回数の制限があり
ます。 予告なく変更になる場合があります。
※天候により中止の場合があります

どうぶつたちへのエサあげ

森のどうぶつレストラン GIBBONTEI

シャボテン温室

◀カピバラ虹の広場

▲タッチ

de ZOO

巨大なカピバラのぬいぐるみと相席💛

1,500 種類のサボテンと多肉植物温室

伊豆シャボテン動物公園

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1317-13 TEL.0557-51-1111（代） URL：https://izushaboten.com/
【入園料金】中学生以上 2,400 円、小学生 1,200 円、幼児（4 歳以上）400 円
伊豆シャボテン動物公園グループ『SUMMER2020』 7/23thu～8/23sun
【営業時間】＜3 月～10 月＞9:00～17:00 ＜11 月～2 月＞9:00～16:00 年中無休
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伊豆シャボテン動物公園グループ『SUMMER2020』7/23thu～8/23sun

伊豆ぐらんぱる公園
実物大の恐竜たちがうごめくエリア「ディノエイジカート」＆「ディノエイジウォーク」
『Dino Age Kart（ディノエイジカート）』は、ゴーカートで恐竜たちの棲む
エリアを駆け抜けるアトラクション。恐竜は人気のティラノサウルス、ステ
ゴサウルスやトリケラトプスなど、約 20 体もの大群はどれも実物大！こ
のエリアには、ウォークサファリのように恐竜の間近を散策するコース
『Dino Age Walk（ディノエイジウォーク）』もあり、のんびり散歩派もスリ
ル追求派も楽しめます♪
【 場 所 】 のりものと太陽の広場
【注意事項】 ・「Dino Age Kart」は有料です。
・カート運転者は身長 135cm 以上。幼児は保護者同
伴。小、中型犬利用可。

夏期限定！ちびっ子から大人まで夏を満喫!巨大な水遊びエリア「ウォーターランドぷるぷる」
巨大な水遊びゾーン「ウォーターランドぷるぷる」がオープン！今年もフ
ロートで、大人もお子さまも遊べます。また、昨年有料でご利用いただ
いていた「太陽 SUNSUN エリア」をこの夏は無料で開放！リゾート気
分でくつろいでください♪
【 営業日 】
【営業時間】
【利用料金】
【注意事項】

2020.7/23(木)～8/23(日)
9：00～17：00（最終受付 15：00）
4 歳以上一律 400 円（1 回 2 時間）
・未就学児は必ず保護者（有料）同伴。ペット入場不可。
・ぷるぷる以外のエリアでは、水着でのアトラクションの利
用はできません
・内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

夏だ！むりょうゆうぐであそぼう for kids★
無料遊具エリアが充実！カラフルな巨大ボールでぽよぽよ跳ねる♪キ
ッズ用のボルダリングにレッツ・チャレンジ★飛行機の遊具はフォトスポ
ットに！思い切り体を動かして遊んじゃおう！
【 場 所 】 のりものと太陽の広場ほか、園内各所
【注意事項】 キッズ用ボルダリングは 6 歳以上、ボールランド「ぽよぽ
よ」は 6～12 歳、工事現場風キッズアスレチックは小学
生以下など、対象年齢を守って安全に遊んで下さい。
（幼児は要保護者同伴）

もっと！アクティブに遊ぼう♪
◀キッズコースター

海賊レストラン GRANTEI

GIFT SHOP クリッパー

GRANTEI 名物💛
重量 1.2 ㎏！ドデカ級！

料理の仕上げは
目の前で
ファイヤー！
▲ジップライン

～風 KAZE～

◀トップスインガー

トマホーク肉をシェアして食べよう♪
※お肉の焼き上がりまではお時間がかかります

海賊、グランイルミ、恐竜グッズもいっぱい♪

伊豆ぐらんぱる公園

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1090 TEL.0557-51-1122（代） URL：https://granpal.com/
伊豆シャボテン動物公園グループ『
SUMMER2020
』 7/23thu～8/23sun
【入園料金／デイタイム】中学生以上 1,300
円、小学生 700 円、幼児（4
歳以上）400 円
【営業時間】季節・曜日・内容等変動あり、詳しくは HP をご覧ください。＜昼夜入替制＞
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伊豆シャボテン動物公園グループ『SUMMER2020』 7/23thu～8/23sun

伊豆高原グランイルミ
浴衣を着てイルミに来るといいことあるかも♪「浴衣 de 夏イルミ」
“花火には浴衣、イルミにも浴衣”を伊豆の夏の新定番に掲げたキャンペー

5th シーズンは
8/31 でいよいよ
フィナーレ！

ンを今年も実施！浴衣を着てご来園のお客様は「グランイルミ」の入園料
金が 50％割引になります♪8 月末にいよいよフィナーレを迎える「グランイ
ルミ～5th シーズン～」で、ぜひ真夏の夜の夢を体感して下さい。
【 期 間 】 2020.7/23(木)～8/23(日)
【 内 容 】 浴衣を着てご来園のお客様はグランイルミの入園料金が
50％割引になります。
通常入園料金：中学生以上 1,500 円、小学生 800 円
→「浴衣 de 夏イルミ」キャンペーン料金
中学生以上 750 円、小学生 400 円
※幼児は無料（要保護者同伴）

※内容は予告なく変更になる場合があります。

イルミ＆水遊び「ナイトぷるぷる」
【 開催日 】 2020 年 8/8(土)～16(日)
夜の水遊びゾーンは
ラグジュアリーな
空間に大変身！

【営業時間】 18：30～21：00（最終受付 20：00）
【利用料金】 小学生以上一律 400 円、幼児無料
【注意事項】 ・18 歳未満は必ず保護者（有料）同伴
・水着でのイルミネーションエリアの散策やアトラクショ
ンの利用はできません
・ペット入場不可
・海賊レストラン GRANTEI では、水着のまま（上着着
用）テラス席をご利用いただけます。
※イベント開催時は営業時間等が変更になる場合が
ありますのでご了承ください。

伊豆高原 グランイルミ

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1090 TEL.0557-51-1122（代） URL：https://granillumi.com/
【入園料金／ナイトタイム】中学生以上 1,500 円、小学生 800 円、幼児無料（要保護者同伴）
【営業時間】季節・曜日により変動あり、詳しくは HP をご覧ください。＜昼夜入替制＞
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伊豆シャボテン動物公園グループ『SUMMER2020』

7/23thu～8/23sun

ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン
約 120 年前のティファニーランプが輝くミュージアム
ティファニーミュージアムとミュージアム別館では、約 120 年前に作ら
れたティファニーのステンドグラスランプとウィンドウパネル約 70 点を
展示しています。
自然の風物、特に花をモチーフにした作品が多く、まさにミュージアム
内は花盛り♪館内は写真撮影 OK！涼し～いミュージアムでゆっくり
と美術鑑賞しながらゴージャスなショットを夏休みの記念にしてみては
いかがですか？

ポーチュラカが見頃／城ケ崎海岸の絶景！
暑い夏でも元気な花々が来園者の目を楽しませています。中でも、
岬付近を覆う虹色の「ポーチュラカ」と、小さな太陽を思わせる鮮や
かな「ひまわり」と「ガザニア」が真夏の青空と見事なコントラストを見
せてくれます。
ほかにも、夏にぴったり！カラフルなサンパチェンス・ペンタス・ペチュ
ニア・ランタナ・日日草・トレニアなどが夏のフラワーガーデンを彩りま
す。

ミュージアムカフェにひんや～りスイーツ登場！ニューサマーオレンジのグラニテ
夏期限定！ミュージアムカフェにひんや～りスイーツが登場！
暑～い夏にぴったり！シャーベットよりも「ザクザク」とした食感で「スッ
キリ」とした味わいのフランス生まれの氷菓子
「爽やかな伊豆特産ニューサマーオレンジのグラニテ ～果汁を使っ
たシャーベット～」♪
単品：900 円（税込） ドリンクセット：1300 円（税込）
ニューサマーオレンジの果汁が効いています

「マリーゴールド」

「ポーチュラカ」

「ペンタス」
※写真はイメージ

ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 841-1 伊豆海洋公園バス停前
TEL.0557-51-1128（代）

URL：https://nylfmuseum.com/

【入園料金】大人（中学生以上）1,200 円、小学生 600 円、幼児無料

年間入園パスポート
好評発売中！
【販売場所】入園窓口
【有効期限】販売日～1 年間

※小学生以下は保護者同伴
【営業時間】＜3 月～10 月＞9:00～17:00 ＜11 月～2 月＞9:00～16:00 ※入園の場合は駐車料無料
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伊豆シャボテン動物公園グループ『SUMMER2020』

7/23thu～8/23sun

伊豆海洋公園 磯プール
海は目の前!絶景の海岸「磯プール」／恒例!ちびっ子あじのつかみどり・水中宝さがし
夏期限定！
伊豆海洋公園 磯プール
【 営業日 】
2020.7/23（木）～8/23（日）
【営業時間】
9：00～16：00
【 イベント 】対象：小学生以下
ちびっ子宝探し
ちびっ子あじのつかみどり
※本年は時間の変更あり
※期間中無休、ただし荒天等の理
由により休業となる場合があります
小さなすべり台付きのプールや 50m プールもあります

恒例の「ちびっ子あじのつかみどり」

伊豆海洋公園 磯プール
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 841-1

TEL.0557-51-1129（代）

URL：https://iop-dc.com/

【営業時間】9:00～16:00 【入園料金】大人（中学生以上）1,500 円、小学生 900 円、幼児（4 歳以上）500 円

伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと
「伊豆よりみち総本舗」リニューアル OPEN
お食事、おみやげ、足湯や
わんこの遊び場も！
よりみちしませんか？
伊豆よりみち総本舗
【営業時間】11：00～15：00

炭火焼海鮮 BBQ「かき大将」
【受付時間】11：00～15：00

メニューもリニューアル！しゃぶしゃぶも登場予定

今年も登場！伊豆よりみち本舗の「金魚鉢ソーダ」

※変更になる場合があります
※写真はイメージです

伊豆高原 旅の駅 ぐらんぱるぽーと
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1090

TEL.0557-51-1158（代）

URL：https://granpalport.com/

【営業時間】9:00～18:00（店舗により異なる。時期により時間延長の場合あり） ※年中無休

伊豆シャボテン本舗

URL：https://shaboten.co.jp/honpo/

オンラインショップで、オリジナルグッズを GET!

さわやかに着こなせるオリジナル T シャツ

トートバッグなどのアニマルグッズは可愛さ満点！！

サボテン鉢植えも大好評
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