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伊豆シャボテン動物公園グループ

「GOLDEN WEEK 2022」4/29～5/8
2022 年 4 月 7 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、まだまだ続く動物たちのベビーラッシュ、絶品バーベキ
ューが楽しめるシーサイドバーベキューなど、大型連休を満喫できる体験が待っています。

伊豆シャボテン動物公園

●ミナミコアリクイ、ワオキツネザルなどの動物の赤ちゃんが続々誕生♪
●カラフルな可愛らしいサボテンの花が見頃！
●メスにプロポーズ♡クジャクたちは恋の季節「クジャクのディスプレイ」

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

●大好きなペットの気持ちがわかる！
「ペットコミュニケーション」2022.4/29（金）、30（土）、5/3（火）、4（水）開催
●春の花々がハイシーズン♪

伊豆高原旅の駅 ぐらんぱるぽーと

●海鮮バーベキューが楽しめる「炭火焼海鮮バーベキューかき大将」
●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」は～2022.9 月末まで（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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どうぶつたちの赤ちゃん誕生
【カピバラ】 「カピバラの露天風呂展示場」にて 2022.3/6
（日） に 1 頭誕生、3/15（火）に 4 頭、さらに 4/3（日）にも
赤ちゃんが誕生し、チビっ子たちでさらに賑やかに♪
【ミナミコアリクイ】2022.2/22（火）に、メスの赤ちゃんが 1 頭
誕生！人工哺育ですくすく成長中です。
【ワオキツネザル】「ワオキツネザルの島」にて、2022.3/14
（月）に 1 頭、3/26（土）に 1 頭の赤ちゃんが誕生！

サボテンの花が見頃
当園の 5 つの温室で、春から初夏にかけて約 100 種類、
1,000 点のサボテンの花が次々と開花します！
ピンク、赤、黄色などのカラフルなお花が見頃です。
【場 所】シャボテン温室

クジャクは恋の季節♡
放し飼いのクジャクたちが「ディスプレイ」と呼ばれる求愛行動
を始め、雄が美しい飾り羽を広げて雌にプロポーズしている姿
を園内のあちらこちらでみることができます。
求愛行動が最も盛んに見られるのは 4 月下旬頃で 7 月初旬
頃まで続き、早ければ 6 月頃にはかわいい雛が誕生します！
※クジャクの「ディスプレイ」は、雄雌が各餌場に集まる給餌
の時間（開園～9 時 30 頃までと、15 時 30 分～16 時 30
分頃）に見られる確率が高くなります。
※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。

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」の
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）以降は
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
海鮮バーベキュー＆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、炭火で焼く本格
的な海鮮バーベキューが楽しめます！

tabb
サザエ、ホタテ、ホンビノス貝などの食材も豊富に取り揃えて
います。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.0557-51-1158（代）

URL: https://granpalport.com/
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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
大好きなペットの気持ちがわかる！
ミュージアム内にて「ペットコミュニケーション～動物と話がで
きる世界へようこそ～」を開催いたします！
ペットコミュニケーション(アニマルコミュニケーション)とは、コミ
ュニケーターがペットと「心と心で会話」し、ペットが思っている
こと、感じていることを飼い主に伝える手法です。
【期 間】2022.4/29（金）、30（土）、5/3（火）、4（水）
【料 金】5 分 1100 円（税込）※別途入園料金が必要
【ペットコミュニケーションカウンセラー】へんみなおこ
※詳細は公式ホームページをご覧ください。

春の花々がハイシーズン♪
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、～2022.5/8（日）まで「インスタグラムフォトコンテスト」

も開催中です！投稿する写真は、花、ランプ、人、わんちゃ
ん、なんでもＯＫです！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」
は SNS 映え間違いなし♪

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/

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

【販売場所】入園窓口
【有効期限】販売日～1 年
【価 格】3,600 円

伊豆海洋公園
伊豆オーシャンバーベキューを楽しもう
サイトは約 20 か所！

「伊豆オーシャンバーベキュー」は～2022.9 月末まで 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、他にはない空間を楽しめる！
【期 間】～2022.9 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。

伊豆オーシャンバーベキュー

伊豆海洋公園
〒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

【お問合せ】
伊豆シャボテン動物公園グループ予約センター
TEL.0557-51-5553 平日 10：00～15：00
URL: https://iop-dc.com/izu-ocean-bbq
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