PRESS RELEASE
報道関係各位

伊豆シャボテン動物公園グループ

～さま★さま SUMMER 2021～
2021 年 7 月
株式会社伊豆シャボテン公園

仮
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、動物たちとのふれあいや夏期限定の水遊びゾーン、そし
てラグジュアリーなグランピングまで、グループ各施設で夏を満喫するさまざまな体験がお待ちしています。
伊豆ぐらんぱる公園

★ 夏期限定！巨大な水遊びゾーン「ウォーターランドぷるぷる」OPEN
★ 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よう！「ディノエイジカート」
★ 夏の限定開催！目指せトレジャーハンター 「GOLD RUSH」

伊豆シャボテン動物公園

★ 日本でここだけ！「アニマルボートツアーズ」で夏の大冒険♪
★ アメリカバク・リスザル・ジェフロイクモザルなどの子どもたちがすくすく成長中！

伊豆高原グランイルミ
～6th シーズン～

★ 6th シーズンも 8 月末でいよいよフィナーレ！
★ 夏の新定番！浴衣を着てイルミを見よう「浴衣 de 夏イルミ」
★ 夜の恐竜エリアは別世界！夏の体験型イルミネーションはエキサイティング♪

伊豆海洋公園

★ 海は目の前 「伊豆海洋公園 磯プール」！ちびっ子限定「アジのつかみどり」を毎日開催

ニューヨークランプミュージアム＆
フラワ―ガーデン

★ 夏の花・ヒマワリがフラワーガーデンを彩る♪
★ ティファニーミュージアム、オーシャンビュー…フォトジェニックなスポットがいっぱい

伊豆高原旅の駅 ぐらんぱるぽーと

★ 夏といえば BBQ！「かき大将」で本格的な炭火焼バーベキューを楽しもう
★ 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」

☆ 公認オフィシャルホテル ☆

★ ラグジュアリーな設備とアウトドア体験が融合した「グランピング」でリフレッシュ♪
伊豆シャボテン動物公園は徒歩すぐ！！

グランピング 伊豆シャボテンヴィレッジ

※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 さま★さま SUMMER 2021

7/22thu～8/31tue========

伊豆ぐらんぱる公園

===========

SUN SUN
おひさまー☀

夏期限定の大人気エリア「ウォーターランドぷるぷる」がオープン！恐竜エリアも、リアル宝探しも、太陽のもとで思い切り遊びつくそう

ウォーターランドぷるぷる
夏期限定！大人も子どもも楽しめる巨大な水遊びゾーン「ウォー
ターランドぷるぷる」が今年も OPEN！
【 期 間 】 2021.7/22（木）～8/29（日）
【営業時間】 9：00～17：00（最終受付 15：30）
【利用料金】 4 歳以上一律 400 円（1 回 2 時間）
※小学生以下は必ず保護者（有料）同伴
【注意事項】
●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（上着のみ着用も不可）
●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。
●時間制限（2 時間）があります。※状況により変更の場合が
あります。係員の指示に従って下さい。

ディノエイジカート＆ウォーク
「ディノエイジカート」はゴーカートで実物大の恐竜たちが棲むエリ
アを駆け抜けるアトラクション（有料）。
恐竜エリアをのんびり散策する「ディノエイジウォーク」は無料で
楽しめます。
【 場 所 】のりものと太陽の広場
※幼児は要保護者同伴。小・中型犬利用可

夏の限定開催「GOLD RUSH」
目指せ、トレジャーハンター！掘って掘って金貨や金の延べ棒を
集めよう。集めたアイテムのポイントに応じてお宝を GET！
【 開催日 】 限定開催！公式 HP を要チェック
※雨天、コンディション不良により中止の場合あり
【利用料金】 中学生以上 1,200 円、小学生以下 800 円
※超過料金（10 分毎）800 円

無料遊具

ジップライン～風 KAZE～

海賊レストラン GRANTEI

カラフルな巨大ボールやすべり台もいろいろ
♪キッズ用の無料遊具が充実。

全長 400m の爽快アクティビティ。時速 25
～35km で伊豆高原の空を飛ぶ！

おススメは GRANTEI 名物 1.2kg の ド
迫力ステーキ「海の覇者トマホーク」！

※イベント内容は予告なく中止または変更になる場合があります

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/
【入園料金】中学生以上 1,300 円、小学生 700 円、幼児（4 歳以上）400 円 ※詳細は公式ホームページをご覧ください
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7/22thu～8/31tue========
おつかれさまー★
動物たちに癒される夏！

伊豆シャボテン動物公園

===========

大人気の「アニマルボートツアーズ」はじめ、カピバラや人懐こいリスザルなど園内各所で数多くの動物たちとのふれあい体験ができます。

アニマルボートツアーズ
体験できるのは日本でここだけ！「ぐるっと 1 周コース」と「モンキ
ー島上陸コース」どっちを選ぶ！？（有料）
【受付場所】 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。リスザル島またはワオキツネザル島に上陸）
【注意事項】
●有料（対象年齢：3 歳以上）、ペットの乗船は不可です。
●上陸コースは当日ボート受付にて予約して下さい。
●動物の体調等により運行回数を制限する場合があります。
●天候等により中止または予告なく変更になる場合があります。

動物の子どもたちがすくすく成長♪
■リスザル／2021.5/5（水）、5/26（水）に 1 頭ずつ誕生
放し飼いのため園内のどこかで出会えるかも♪
■ジェフロイクモザル／2021.4/28（水）1 頭の赤ちゃんが誕生
アニマルボートツアーズ「ジェフロイクモザルの島」で暮らしている
ため、ボート上からより近く見ることができます。
■アメリカバク／2021.4/24（土）に 1 頭の赤ちゃんが誕生
幼獣特有の縞模様は生後半年～1 年ほどで消えるため、今だ
けしか見られない貴重な姿です。

シャボテン狩り工房

森のどうぶつレストラン

大人気のサボタニ（サボテン＆多肉植物）
で世界に一つの寄せ植えを作ろう！

巨大なカピバラやレッサーパンダのぬいぐる
みと相席してランチタイムはいかがですか？

GIBBONTEI

シャボテン ZOO TV！SNS に注目

GIFT SHOP

アニマルマート

オリジナルグッズから伊豆のおみやげまで
揃うショップでお気に入りを探して♪

Online Shop「伊豆シャボテン本舗」

YouTube はじめ Twitter、
Instagram、TikTok…
動物たちの動画や生配信
など伊豆シャ
ボテン動物
公園の SNS
に注目！

夏のおすすめアイテムは
飼育スタッフもお気に入
り、オリジナルアニマル T
シャツ。当園ならではの
かわいいサボテンの鉢植
えやぬいぐるみも揃って
います♪

※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/
【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 ※詳細は公式ホームページをご覧ください
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伊豆高原グランイルミ～6th シーズン～

===========

まるで
おほしさまー☆

6th シーズンもいよいよ 8 月末でフィナーレ！浴衣×サマーイルミネーション＝夏の新定番☆

浴衣 de 夏イルミ
8 月末でフィナーレを迎える「6th シーズン」をお得に楽しもう！
“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♪
サマーイルミには浴衣がよく似合う☆
【 期 間 】 2021.7/22(木)～8 月末
【 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）

水遊びゾーン「ナイトぷるぷる」
夜の水遊びゾーン「ナイトぷるぷる」は、デイタイムとは異なるラグ
ジュアリーな空間に大変身！
【 開催日 】 2021.8/7(土)～8/15(日)
【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
※18 歳未満は必ず保護者（有料）同伴
【注意事項】
●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（上着のみ着用も不可）
●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。

ナイトアトラクション

夜の「ディノエイジカート」「ディノエイジウォーク」は別世界。カラフルにライ
トアップされた恐竜たちが闇夜に映えて幻想的に！ほかにも夜のジップラ
インやファミリースイングなどアトラクションが充実。

3 つのショータイム

オーロラが出現したかのような「フルカラーレーザーショー」、幅 60m の
「グランビジョンショー」、光と音のコラボレーション「光と音のショー」。3 つ
のショータイムを 10 分毎に開催。

※イベント内容は予告なく中止または変更になる場合があります

伊豆高原グランイルミ <昼夜入替制>
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1090 TEL.0557-51-1122 伊豆ぐらんぱる公園（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） ※詳細は公式ホームページをご覧ください
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伊豆海洋公園 磯プール

夏の
おうさまー☆

目の前はオーシャンビュー！プールの水は海水！気分は海水浴

夏期限定！磯プール OPEN
夏期限定の磯プールが OPEN。恒例の、小学生以下のお子様
限定イベント（無料）も開催！
11：00～「ちびっ子宝さがし」、14：00～「ちびっ子あじのつかみ
取り」に挑戦してみよう。
【 開催日 】 2021.7/22(木)～8/22(日)
【営業時間】 9：00～16：00
【利用料金】 中学生以上 1,500 円、小学生 900 円、
幼児（4 歳以上）500 円
※イベントは予告なく変更・中止になる場合があります

伊豆海洋公園 ダイビングセンター
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 841-1 TEL.0557-51-1129（代） URL：https://iop-dc.com/
※詳細は公式ホームページをご覧ください

ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン

ちょっぴり、
おひめさまー☆

フラワーガーデンに咲く夏の花々とミュージアムのアンティークティファニー作品が美の競演！

ひまわり、絶景、フォトスポットがいっぱい
フラワーガーデンを彩るのは夏を代表する花「ひまわり」。そして
ペンタス、スーパーチュニア、日日草などカラフルな花々が夏空
と青い海に映えます。
また、城ヶ崎海岸の絶景を望む園内各所にはフォトスポットが！
ガーデンには思わず SNS にアップしたくなるスポットがいっぱい
です。ワンちゃん用のフォトスポットもぜひご利用下さい。
※花の開花状況は気候などによって変わります

アンティークティファニーの輝き
ティファニーミュージアムと別館では、約 120 年前に作られたテ
ィファニーのステンドグラス作品を展示しています。
ミュージアム内は写真撮影 OK！豪華な光に満ちたフォトジェニ
ックスポットです。そしてワンちゃんをペットカートまたは抱っこで入
館できます。涼しい館内でゆっくりアート鑑賞＆記念撮影をして
みませんか？
ミュージアム別館のカフェもおすすめ。食べられる花をあしらった
ひんやりスイーツを召し上がれ！

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★
好評発売中！

〒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）
【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 ※小学生以下要保護者同伴
【有効期限】販売日～1 年
URL：https://nylfmuseum.com/ 詳細は公式ホームページをご覧ください
【価格】3,600 円
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伊豆高原 旅の駅 ぐらんぱるぽーと

===========

おまちどうさまー♪
夏は金魚鉢ソーダ

ドライブの途中にちょっとよりみち。伊豆の食もおみやげもおまかせ！

伊豆よりみち総本舗＆よりみち本舗
「和×伊豆×雅」をテーマに、伊豆ならではの食を楽しむ「伊豆
よりみち総本舗」。おすすめメニューは、山のように高く積み上げ
られた宝石のような海鮮丼「頂～itadaki～」。そして伊豆といえ
ばコレ、「おまかせ干物膳」はその場で焼いて召し上がれ！
ちょっとおやつが食べたいときは「伊豆よりみち本舗」。夏は名物
「金魚鉢ソーダ」がおススメ！ホッと一息できるテイクアウトコーナ
ーに、よりみちしてみませんか。

炭火焼 海鮮バーベキュー かき大将
本格的な炭火焼でバーベキューを楽しむ「炭火焼 海鮮バーベ
キュー かき大将」。日本一美味しいと評判の広島県江田島産
の牡蠣を豪快に「カンカン焼き」でどうぞ！牡蠣のほかに魚介類
や肉類、野菜、さまざまな食材が揃っています。
【 席 数 】 200 席以上
【 その他 】 ペット同伴可
「かき屋台」には、焼き牡蠣などのテイクアウトメニューがあります

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/
※詳細は公式ホームページをご覧ください

グランピング

伊豆シャボテンヴィレッジ

おかげさまーで
の～んびり♪

伊豆シャボテン動物公園まで徒歩 0 分！天然記念物・大室山もすぐ目の前に
伊豆シャボテン動物公園グループ

公認オフィシャルホテル

ドームテントにキャビンタイプのバスルームとトイレが連結した贅沢
な設備は、まるでホテルのような快適さ。夕食はプライベートデッ
キでシェフ特製のアウトドアディナーが楽しめます。食事のあとは
温泉露天風呂で極上のリラックスタイムを。
さらに！遊びの拠点としても最高です。「伊豆シャボテン動物公
園」まで徒歩 0 分、「伊豆ぐらんぱる公園」「伊豆高原グランイル
ミ」へは車で 3 分。アクティブに遊ひたい派も、自然と動物に癒さ
れたい派も満足の「新感覚」グランピングです

グランピング 伊豆シャボテンヴィレッジ
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1317-584
※詳細は公式ホームページをご覧ください

TEL.0557-52-3711 URL：https://id-village.jp/
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