PRESS RELEASE
報道関係各位

伊豆シャボテン動物公園グループ

春がやって来た！～SPRING 2022～
2022 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「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」「伊豆海洋公園」「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、フラワーガーデンの見頃や、シ
ーサイドバーベキューなど、各施設で賑やかな春を体験することができます。

伊豆シャボテン動物公園

●「元祖カピバラの露天風呂」が今シーズンいよいよフィナーレ！4/3（日）まで
●この春、新登場！リスザルたちをじっくり観察できる「リスザルトンネル」
●春はベビーラッシュ！カピバラ・クロカンガルーなどの赤ちゃんが誕生

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 get♪
人気のお土産やサボテンも販売中！

伊豆ぐらんぱる公園

●実物大の恐竜たちの間をゴーカートで駆け抜ける「ディノエイジカート」
●昭和レトロな大型アトラクション「メリーゴーランド」
●春風を感じよう！「ジップライン～風 KAZE～」

伊豆高原グランイルミ～7th シーズン～

●イルミネーションの上を歩ける「ウォークオンザイルミ」
●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」などの体験型イルミネーションを楽しもう♪

ニューヨークランプミュージアム＆
フラワ―ガーデン

●マーガレットなどの春の花々がいよいよハイシーズン！
●わんちゃんと一緒に園内をお散歩！愛犬も春を満喫♪
●「アンブレラスカイ Spring version」登場！

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」は延長決定！
●伊豆ならではの食を楽しめる「伊豆よりみち総本舗」

伊豆海洋公園

●芝生のプライベートサイトでシーサイドバーベキュー！「伊豆オーシャンバーベ
キュー」が 3/19（土）～OPEN（予定）
※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
元祖カピバラの露天風呂
今シーズンはいよいよフィナーレ！4/2（土）、4/3（日）の
最終日は「なべ風呂＆さくらの湯」を開催。お楽しみに！
【期 間】 2022.4/3（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。
※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。

NEW！リスザルトンネル
この春、リスザルの新展示場「リスザルトンネル」が登場！
これにより、“放し飼いのリスザルたちに出会えなかった”
“アニマルボートツアーズに乗船できない方が間近でリスザ
ルを見ることができなかった”などの状況が解消されます。
トンネル内の壁面には動物たちにおやつあげをするための開
口部があるので、愛らしいリスザルたちとふれあったり、じっく
り観察したりすることができます。
【場 所】「わくわくモンキーハウス」隣

どうぶつたちの赤ちゃん誕生

Baby Rush♡

【カピバラ】 「カピバラ虹の広場」にて、2021.12 月に生まれ
た 2 組の 3 つ子に続き、2022.1/28（金） に 1 頭誕生、合
計 7 頭のチビっ子たちで賑やかに♪
【クロカンガルー】「カンガルーの丘」にて、2022.2/14（月）
に 1 頭誕生。今後も続々誕生予定
【パルマワラビー】「カンガルーの丘」にて、2022.2/12（土）、
2/18（金）に計 3 頭誕生。今後も続々誕生予定
※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。

YouTube 更新中！「シャボテン ZOO TV」
公式アカウント「シャボテン ZOO TV」
にて、かわいい動物たちの様子を配信！
生配信もお見逃しなく！

「伊豆シャボテン本舗」でショッピング
公式オンラインショップ「伊豆シャボテ
ン本舗」で可愛いグッズを get しよう♪
ぬいぐるみやトートバックなどのアニマル
グッズが可愛い！

伊豆シャボテン動物公園

アニタッチみなとみらい

〒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

横浜ワールドポーターズ 2F にある
ふれあい動物施設！可愛い動物たちが
待ってます♪
https://anitouch.jp
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伊豆ぐらんぱる公園
青空の下で遊びつくそう！
実物大の動く恐竜たちの間をゴーカートで駆け抜ける
「ディノエイジカート」（有料）は迫力満点！
恐竜たちをじっくり観察しながらエリアを散策できる「ディノ
エイジウォーク」（無料）もおすすめ♪
他にも、全長 400m の爽快アクティビティ「ジップライン～風
KAZＥ～」や、昭和レトロな大型アトラクション「メリーゴーラン
ド」などで思いきり遊べます。

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/

【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＞
【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～7th シーズン～
魅力あふれる“体験型”イルミネーション
日本初！体験型イルミネーションで夜も楽しもう♪
イルミネーションの上を歩ける「ウォークオンザイルミ」、
豪華絢爛なランタンゲートは、他にはない幻想的な空間で
す！また、イルミネーションの上を滑空する「ジップライン～流
星RYUSEI～」、110mのロングスライダー「ナイトレインボー」
などのナイトアトラクションが充実！夜行性動物たちに会える
「イルミ de ZOO」や、3つのショータイムも他にはない体験！

伊豆高原グランイルミ
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1090 伊豆ぐらんぱる公園 TEL.0557-51-1122（代） URL：https://granillumi.com/
【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＞
【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（小学生以下要保護者同伴）

★～2022.8/31（水）まで
※2022.4/4（月）以降の
平日休園あり（GW、夏休み
期間は毎日開催）

伊豆高原 旅の駅ぐらんぱるぽーと
「かき祭り」＆「伊豆よりみち総本舗」

Kougenn
炭火焼海鮮バーベキュー「かき大将」では、日本美味しい広
島県江田島産の牡蠣を産地直送！「かき祭り」は、5/5（木）
まで延長決定！
tabb

特別価格で生牡蠣がご提供できるのは 3/31（木）まで！
また、和の食事処「伊豆よりみち総本舗」では、金目鯛や鯵な
どの伊豆ならではの食を楽しむことができます。
おすすめは、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～」！

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.0557-51-1128（代）

URL: https://granpalport.com/

詳細は公式ホームページをご覧ください
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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 SNS 映え！
園内各所で、マーガレット、ルピナスやリナリアなど、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！
花に囲まれて、贅沢なひとときをお楽しみください。
また、春をイメージした可愛らしい
カラーの「アンブレラスカイ Spring
version」が登場！
2022.5/8（日）まで「インスタグラム

フォトコンテスト」も開催中♪

愛犬も一緒に春を満喫
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、わんちゃんも一緒に SNS
映えする写真が撮れます♪
※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

★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）
URL：https://nylfmuseum.com/

【販売場所】入園窓口
【有効期限】販売日～1 年
【価 格】3,600 円

詳細は公式ホームページをご覧ください

【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

伊豆海洋公園
伊豆オーシャンバーベキューOPEN！
サイトは約 20 か所！

「伊豆オーシャンバーベキュー」が 3/19（土）OPEN！（予定）
開放的な青い空と目の前に広がるオーシャンビュー！
リゾート感あふれる芝生のプライベートサイトです。
1 日限定 2 サイトの『VIP リゾートエリア』では、バーベキューを
楽しんだり、お風呂に入ったり、他にはない空間で楽しめる！
【期 間】2022.3/19（土）～9 月末（予定）
【時 間】11：00～15：00
※強風等の悪天候により、急遽営業を中止する場合があります。

伊豆海洋公園

伊豆オーシャンバーベキュー

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 841-1
URL：https://izuoceanpark.com/

TEL.0557-51-1129（代）

詳細は公式ホームページをご覧ください

予約 TEL.0557-51-5553
URL: https://iop-dc.com/izu-ocean-bbq
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