PRESS RELEASE
2020 年 9 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
～2020 中秋の名月＆Halloween Monthly～
2020 年 9 月 19 日（土）～10 月 31 日（土）
伊豆シャボテン動物公園グループでは 2020 年 9 月 19 日（土）～10 月 31 日（土）まで、「伊豆シャボテン動物公
園」「伊豆ぐらんぱる公園」「伊豆高原グランイルミ」「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」「グランピング伊豆シャボテンヴィレッジ」の各施設にて『伊豆シャボテン動物公園グループ～
2020 中秋の名月＆Halloween Monthly～』を開催します。

中秋の名月＆Halloween
伊豆高原グランイルミ～6th シーズン～

☽雅-MIYABI-ナイト「＃みやびナイト」
☽うさぎのもちつき～伊豆シャボテン動物公園伝統のもちつき
が此度復活！今宵は中秋の名月。お家にいながらお月見気分。
☽恋人神社限定 お月見御朱印はじめました。
☽出張ウサギと一緒に記念撮影をして、中秋の名月を楽しもう。
【伊豆シャボテン本舗】にて、なりきり衣装・Halloween グ
ッズを購入して、公園に来園しよう

Halloween Monthly
伊豆シャボテン動物公園

森のどうぶつレストラン『GIBBONTEI』
ソーシャルディスタンスで話題のレストラン。動物たちが可愛
いコスプレ衣装に大変身。

芸術の秋 ティファニーランプで優雅な休日を
『伊豆よりみち総本舗』海鮮丼「頂～itadaki～」はぜひ食べた
伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと
い。いよいよ牡蠣のシーズン迫る！
サボテンを育てて 30 年！サボテンスタッフがセレクトする
公式オンラインショップ『伊豆シャボテン本舗』
サボテン絶賛販売中！他にも新商品販売予定。
~IZU SHABOTEN HONPO~
第３弾『ZOO EATS』9/26（土）9：00~開催
★
本物のくつろぎを ～Real Relaxation～ 極上のグランピ
伊豆シャボテン動物公園グループオフィシャルホテル
ングが伊豆で体験できる
グランピング／プチホテル 伊豆シャボテンヴィレッジ
★ プチホテルのダイナソールームが大人気！
ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン

※内容は、予告なく中止・変更になる場合があります。

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
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1085-4 TEL：0557-51-1115（代）
URL：https://shaboten.co.jp/
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====== 2020 中秋の名月＆Halloween Monthly

2020.9/19（SAT）～10/31（SAT）======

伊豆高原グランイルミ 6th シーズン
~中秋の名月 Monthly~
◆ 体験型イルミネーション最前線！！
日本初の体験型イルミネーション！光と音楽が融合した個性的なショータイムや、夜行性動物とイルミネーションのコラ
ボなど、独自のスタイルで進化し続けている「伊豆高原グランイルミ」！3 大ショーを見逃せない！
【場 所】 伊豆ぐらんぱる公園 （ナイトタイム／昼夜入替制）
【時 間】 ～21：30（予定）

中秋の名月＆Halloween 雅-MIYABI-ナイト

9/19（土）～10/31（土） ～21：30
月見といえば「日本のこころ」！この季節だけは雅やかな衣装で楽しもう。
和装で来園して、SNS に『＃みやびナイト』と投稿すると、豪華プレゼントが抽選で当たる！
「鬼滅」コスプレも大歓迎。さらに、当グループ WEB ショップ『伊豆シャボテン本舗』で“なりきり衣装“（数量限定）を購
入し来園するとプチギフトプレゼント！※他のお客様のご迷惑になるようなコスプレ、場所取りはご遠慮ください。

※内容は予告なく変更になる場合があります ※コスプレはグランイルミ限定イベントです。
うさぎのもちつき
出張伊豆シャボテン動物公園
今宵は中秋の名月

出張ウサギと一緒に記念撮影して、中
秋の名月を楽しもう。

恋人神社限定
御朱印はじめました。

10/1（木）19：00～
Twitter 生配信

9/26（土）
18：30～19：00

10/1（木）～10/31（土）

伊豆シャボテン動物公園伝統のもちつき
が此度復活！
お家にいながらお月見気分が味わえる。
日本の伝統もちつきを中秋の名月限定で
復活。 ※雨天中止

伊豆シャボテン動物公園からウサギとパ 当園初となる『恋人神社』の御朱印
ンパスグラスが飛び入り参加。
1 体 300 円
＃みやびナイトと投稿して、投稿者の中
から豪華プレゼントが抽選であたる！
※雨天中止

伊豆高原グランイルミ 【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＞
〒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）
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====== 2020 中秋の名月＆Halloween Monthly

2020.9/19（SAT）～10/31（SAT）======

伊豆シャボテン動物公園
SNS で話題騒然ミナミコアリクイの 3 兄弟

森のどうぶつレストラン『GIBBONTEI』
ソーシャルディスタンスで話題のレストラン。動物たちが
可愛いコスプレ衣装に大変身。
公式オンラインショップ「伊豆シャボテン本舗」にてハロ
ウィンバージョン限定販売！

SNS で話題沸騰のミナミコアリクイ 3 兄弟！靴が大好き
なお兄ちゃん「コン」と、わんぱくな弟の「トト」
、甘えん
坊な「ケイ」に会える!?

※各イベントは、動物の体調や天候により中止または変更になる場合があります

伊豆シャボテン動物公園 URL：https://izushaboten.com/
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1317-13 TEL.0557-51-1111（代）
【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 【営業時間】9:30～17:00

伊豆高原 旅の駅 ぐらんぱるぽーと
まるで山のように
高く積み上げられ
た輝く宝石のよう
な海鮮丼「頂～
itadaki～」

炭火焼 海鮮バーベキュー 広島県江田島産 大粒のカキ
海鮮はもちろん、肉も野菜も充実。旨い！の声いただいています！一度食べ
たら忘れられないカキをふんだんに召し上がれ
【時

『伊豆よりみち総本舗～和×伊豆×雅～』

間】 11：00～15：00（受付終了）

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/

ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン
120 年前のティファニーランプが輝くミュージアム
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！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
ショットを芸術の秋の記念にしてみてはいかがですか？
※10 月 25 日（日）海と高原の室内楽「四重奏コンサート開催」
詳細は後日ホームページにて。

ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン

年間入園パスポート

URL：https://nylfmuseum.com/
好評発売中！
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 841-1
TEL.0557-51-1128（代）
【販売場所】入園窓口
【入園料金】大人（中学生以上）1,200 円、小学生 600 円、幼児無料 ※小学生以下は保護者同伴 【有効期限】販売日～1
【営業時間】9:30～17:00 ※入園の場合は駐車料無料
年間
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伊豆ぐらんぱる公園

第 3 回「クールジャパン・マッチングアワード」審査員特別賞受賞

『Dino Age Walk（ディノエイジウォーク）』

『無料遊具エリア』

海賊レストラン『GRANTEI』

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！のんびり散歩派
もスリル追求派も楽しめます♪

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て遊ぶ『ボール
ランドぽよぽよ』♪キッズ用のボルダリ
ング★飛行機の遊具はフォトスポット。

約 1.2 ㎏のトマホーク肉をシェアして
食べよう♪他にもお子様メニューも充
実。※お肉の焼き上がりまではお時間が
かかります

伊豆ぐらんぱる公園 【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＞
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1090
TEL.0557-51-1122（代） URL：https://granpal.com/
【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

公式オンラインショップ

『伊豆シャボテン本舗』

爆発的人気！伊豆シャボテン動物公園で
育てた「サボテン」がいよいよ販売！他にも
伊豆シャボテン動物公園グループならでは
の商品がそろっています♪

伊豆の老舗店「伊豆中」とコラボ商品
旅館の朝食スタイルが自宅で楽しめる
「干物セット」9/19（土）～販売開始予定
伊豆シャボテン本舗

Izu Shaboten Zoo Group

検索

”PICK UP!!”

グランピング 伊豆シャボテンヴィレッジ

プチホテル

ドームテントにキャビンタイプのバス＆トイレを

伊豆シャボテンヴィレッジ

連結。本物のくつろぎを。極上のグランピング

恐竜が出現する！？『ダイナソールーム』

が伊豆で体験できる。

が大人気！予約殺到中！

https://id-village.jp/glamping/

https://id-village.jp/petithotel/

静岡県伊東市富戸１３１７－５９０
お問い合わせ専用：０５５７－５２－３７１１

静岡県伊東市富戸１３１７－５９０
お問い合わせ専用：０５５７－５1－5772
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