PRESS RELEASE
報道関係各位

伊豆シャボテン動物公園グループに春が来た♪

～SPRING 2021～
2021 年 3 月 8 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の各施設 「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」では、動物の赤ちゃん誕生やフラワーガーデンの見頃など、癒し
とぬくもりにあふれたさまざまな春のシーンに出会うことができます。
★ 今シーズンの「元祖カピバラの露天風呂」もいよいよフィナーレ！4/4（日）まで

伊豆シャボテン動物公園

★ 春はベビーラッシュの季節。ワオキツネザル・カピバラ・ミミナガヤギ・エミューの
赤ちゃんが誕生
伊豆ぐらんぱる公園

★ 実物大の恐竜が目の前に！春風を感じながらディノエイジカートで疾走

伊豆高原グランイルミ～6th シーズン～

★ 3 つのショータイム、ナイトアトラクション、夜行性動物とのコラボ「イルミ de ZOO」
体験型イルミネーションは春も楽しい♪

ニューヨークランプミュージアム＆

★ マーガレット・リナリア・ルピナス…春の花々がいよいよハイシーズンに！

フラワ―ガーデン

★ ペットも入園 OK！“うちのコ”とミュージアム&ガーデンで春を満喫

伊豆高原旅の駅 ぐらんぱるぽーと

★ 広島県江田島産の牡蠣を直送！かき大将「かき祭り」は 3/31（水）まで
★ 和×伊豆×雅 伊豆ならではの「食」を楽しむお食事処「伊豆よりみち総本舗」

公式オンラインショップ
「伊豆シャボテン本舗」

★ 公式オンラインショップで伊豆シャボテン動物公園グループのグッズをゲットしよう♪
SNS で人気のミナミコアリクイのぬいぐるみも登場
※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
TEL：0557-51-1115（代）
URL：https://shaboten.co.jp/ 〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1085-4
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========= 伊豆シャボテン動物公園グループ SPRING 2021
===========

3/20sat～4/4sun

==========

伊豆シャボテン動物公園

伊豆シャボテン動物公園は、動物たちとの距離感ゼロ！人気のカピバラや人懐こいワオキツネザルなど数多くの動物たちとの
ふれあい体験ができます。春は動物たちのベビーラッシュの季節。かわいいベビーたちに癒されます。

元祖カピバラの露天風呂
ハイビスカスの湯、だいだい&ゆずの湯、ラベンダーの湯、
春らしく香りいっぱいのお風呂が続々と登場！
そしてフィナーレは、なべ風呂＆さくらの湯。お楽しみに♪
【期 間】 2021.4/4（日）まで
【時 間】 1 回目 10:30～、2 回目 13:30～（約 1 時間）
【場 所】 カピバラの露天風呂展示場
※ご観覧の際は、必ずマスクをご着用下さい。
※隣のお客様との間隔を充分に確保してください。
※カピバラは入浴し始めてから 1 時間は湯舟につかっていることがあります。
入浴直後よりも、後でゆっくりと空いている時間にご覧いただいたほうが混
雑を避けられます。

どうぶつたちの赤ちゃん誕生
【ワオキツネザル】 2021.1/6（水）、2/21（日）、2/26（金）、
3/3（水）アニマルボートツアーズ「ワオキツネザルの島」で
赤ちゃんが合計 4 頭誕生
【ミミナガヤギ】 2021.1/21（木）
「なかよし牧場」で双子の赤ちゃん（メス）が誕生。
【カピバラ】 2021.1/22（金）
「カピバラ虹の広場」で赤ちゃん 1 頭が誕生
【エミュー】 2021.1/25（月）、2/5（金）
それぞれ 1 羽ずつの雛が孵化。「カンガルーの丘」にて、
1 日 1 回（予定）親鳥と顔合わせ中

Youtube「シャボテン ZOO TV」
SNS で大人気のミナミコアリクイはじめ、カピバラにモルモッ
ト、ペンギンやエミューの赤ちゃんまで…様々な動物たちの
姿を日々更新中♪まずはアニマルウィークリーニュース「シ
ャボニュー」で動物たちの 1 週間をチェックしよう。
楽しくてためになる動物たちの生配信もお楽しみに！
公式 Youtube
「シャボテン ZOO TV」はこちら →
＼ チャンネル登録よろしくおねがします ／

※内容は、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
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1317-13 TEL.0557-51-1111（代）
URL：https://izushaboten.com/
詳細は公式ホームページをご覧ください
【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
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ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン
カラフルな春の花々が見頃に
マーガレットとノースポールは 5 月中旬頃までの長い期間、
可憐な花を楽しむことができます。
他にも、リナリアやムルチコーレ、ルピナスなど、色鮮やかな
春の花々がいよいよハイシーズンを迎えます。花に囲まれた
贅沢なひとときをご堪能ください。
【場 所】 エントランス付近、階段花壇、岬付近の花壇を中
心に、園内各所

わんちゃんと一緒に春を満喫！
園内はわんちゃんと一緒に入園 OK。フラワーガーデンが華
やぐこの季節は、青空のもと園内をゆっくりと散策するのがお
すすめ。たっぷりと春を満喫してください。
また各所にフォトスポットがあり、人間もわんちゃんも SNS 映
えする写真がバッチリ撮れます♪
※ペットを連れてのご入園の際は、マナーを守ってお楽しみ下さい。
※フラワーガーデンでは、必ずペットに 1m 以内のリードを付けて下さい。
※ティファニーミュージアム内は、ペットカート（キャリー）のご利用、または抱
っこでご入館いただけます。

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 TEL.0557-51-1128（代） 海洋公園バス停前下車
【入園料金】大人（中学生以上）1,200 円、小学生 600 円、幼児無料 ※小学生以下要保護者同伴
URL：https://nylfmuseum.com/ 詳細は公式ホームページをご覧ください

★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
【価格】3,600 円

伊豆高原 旅の駅 ぐらんぱるぽーと
＼かき大将かき祭り／

「かき祭り」も、伊豆ならではの食も！

＼伊豆よりみち総本舗／

★炭火焼海鮮バーベキュー「かき大将」では、日本一美味し
い広島県江田島産の牡蠣を産地直送！特別価格でご提
供できるのは「かき祭り」の時期だけ！
【期 間】 2021.3/31（水）まで
【場 所】 炭火焼海鮮バーベキュー「かき大将」
★番傘、着物、竹林…和風のムードたっぷりの食事処
「伊豆よりみち総本舗」では、宝石のような海鮮丼「～頂
itadaki～」や「干物膳」など伊豆の味覚を楽しんで♪

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
URL：https://granpalport.com/

TEL.0557-51-1158（代）

詳細は公式ホームページをご覧ください
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伊豆ぐらんぱる公園
実物大の恐竜と出会えるディノエイジエリア
「ディノエイジカート」（有料）は、実物大の動く恐竜たちが棲
むエリアをゴーカートで駆け抜けるアトラクション。
恐竜たちの間を散策する「ディノエイジウォーク」（無料）に
は、ティラノサウルスに食べられちゃう!?ユニークなフォトスポ
ットも。面白写真を SNS にアップしてみよう★
他にも、小さなお子様も安心して遊べる無料遊具や、ジップ
ライン～風 KAZE～、船型立体迷路～KAiZOKU～など、
世代を超えて楽しめるアトラクションがいっぱい！

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://granillumi.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

伊豆高原グランイルミ
魅力あふれる“体験型”イルミネーション
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つのショータイムは見逃せない！
【場 所】 伊豆ぐらんぱる公園内（昼夜入替制）
【時 間】 時期により変動あり、公式 HP 要確認
【期 間】 2021.8 月末日まで （予定）
※2021.4/5（月）以降、平日休園あり（GW、夏休み期間は毎日開催）

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）

公式オンラインショップ「伊豆シャボテン本舗」
お気に入りを見つけたらすぐゲット★
＼ NEW ／

威嚇ポーズがカワイイ♪ミナミコアリクイのぬいぐるみが登場
しました！サボテンも、オリジナル T シャツも、巨大なカピバラ
のぬいぐるみも！公式オンラインショップでお気に入りの
アイテムを見つけて下さい。
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