PRESS RELEASE
報道関係各位

夏は伊豆シャボテン動物公園グループで楽しもう！
「Summer Vacation 2022」
2022 年 6 月 30 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」「伊豆海洋公園」「伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと」「伊豆シャボテンヴィレッジ」では、夏期限定
OPEN『ウォーターランドぷるぷる』や『磯プール』で水遊びを楽しんだり、リゾート感溢れるプライベート空間で絶品バーベキュー
を堪能したりと、楽しい夏を満喫することができます。

伊豆シャボテン動物公園

●NEW！「サボテン×遺跡×動物」のコラボエリアが登場
●「カピリンピック★第 7 回カピバラのスイカ早食い競争」SNS 生配信！

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
●NEW！空中浮遊体験が楽しめる「エアバルーン」が登場

伊豆高原グランイルミ～7th シーズン～

●浴衣で来園すると入園料が割引に♪「浴衣 de イルミ」
●夜の水遊びゾーンぷるぷるはフォトジェニック！「ナイトぷるぷる」開催

公式オンラインショップ「伊豆シャボテン本舗」

●アニマル T シャツやトートバッグなど可愛いグッズがたくさん♪

伊豆海洋公園

●シーサイドバーベキューが楽しめる「伊豆オーシャンバーベキュー」
●夏期限定！海が近い「磯プール」OPEN

ニューヨークランプミュージアム
＆フラワーガーデン

●青い海をバックにヒマワリが咲き誇るフラワーガーデン
●涼しいミュージアムで約 120 年前に作られたティファニーランプを楽しむ

伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと

●炭火焼海鮮バーベキュー「かき大将」で絶品バーベキュー♪
●涼しげな見た目が SNS 映え！「金魚鉢ソーダ」

公認オフィシャルホテル

伊豆シャボテンヴィレッジ

●NEW！2022.7 月グランピング施設「伊豆グランヴィレッジ」 OPEN（予定）
●恐竜などのコンセプトルームが可愛い！プチホテル「アニマルキャンプ」
※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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伊豆シャボテン動物公園
アニマルボートツアーズ
「アニマルボートツアーズ」を体験できるのは日本でここだ
け！ボートに乗って冒険へ出発★
【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
島に上陸しておやつあげ体験ができる）
《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ください。
・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。

NEW！ロックガーデン
ロックガーデンが「サボテン×遺跡×動物」のコラボレーショ
ンエリアに大変身！
古代メキシコのオルメカ文明をはじめとした巨大な石像石
彫のレプリカとサボテンや多肉植物が異国情緒を醸してい
たロックガーデンに、ヒツジ、ヤギ、ラマたちが登場！動物た
ちにおやつあげ体験もできる新エリアが誕生しました。

※写真はイメージです

アニマルベイビーズ❤

カピバラのスイカ早食い競争

森のどうぶつレストラン GIBBONTEI

動物の赤ちゃんがすくすく成長中！

５園国コラボ企画「 カピリンピック★
第 7 回カピバラのスイカ早食い競争」
を SNS 生配信！
どのカピバラが 1 番早くスイカを食べ
終わる！？

カピバラやレッサーパンダの巨大な
ぬいぐるみと相席！？カピバラをモチ
ーフにした「カピバーガー」や、レッサ
ーパンダのしましま模様のしっぽに見
立てた「レッサーパンダのしっぽパン」
など可愛いメニューが SNS 映え♪

■キタコアリクイ
2022.5/12（木）1 頭誕生
■カピバラ（露天風呂展示場）
2022.3 月～5 月に 15 頭誕生
■フタユビナマケモノ
2022.6/2（木）1 頭誕生

※詳細は近日公開

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/ 詳しくは公式ホームページをご覧ください。

横浜ワールドポーターズ 2F
ふれあい動物施設
「アニタッチみなとみらい」
https://anitouch.jp/
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伊豆ぐらんぱる公園
夏期限定！「ウォーターランドぷるぷる」
大人も子供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】 2022.7 月中旬～8 月下旬
【営業時間】 9：00～17：00（最終受付 15：30）
※期間、時間は公式ホームページを要確認
【利用料金】 4 歳以上一律 400 円（2 時間）
※小学生以下要保護者同伴（有料）
《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。※状況により変更になる場合が
あります。係員の指示にしたがってください。

NEW！「エアバルーン」登場
新アトラクション「エアバルーン」は、円状に配置された 8
台の気球の形をしたゴンドラが回転しながら上昇するアトラ
クションです。1 回約 2 分間の空中浮遊体験で、絶叫系
が苦手な方やお子様も安心して乗ることができます！
【場
所】 のりものと太陽の広場
【利用料金】 有料（ゴンドラ 1 台につき定員 4 名）
《注意事項》
・身長 90cm 未満のお子様はご利用できません。
・身長 90cm から 130cm 未満の場合は保護者の同伴（有料）が
必要です。

ディノエイジカート＆ウォーク

無料遊具エリア

海賊レストラン GRANTEI

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）が大人気！エリアをのんびり
散策できる「ディノエイジウォーク」も
おすすめ。（無料）

カラフルな巨大ボール、キッズアスレ
チックやボルダリングなど、キッズ用
の無料遊具が充実♪小さなお子様
も安心して思いきり遊ぶことができま
す。

海賊をイメージしたユニークなメニュ
ーがたくさん！約 1.2kg のステーキ
肉「海の覇者ト マホーク」 が人気で
す。テラス席には海賊気分になれる
フォトスポットも♪

※幼児は要保護者同伴。小・中型犬利用可

※ご入園（有料）のお客様のみ利用可

伊豆ぐらんぱる公園
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1090
URL： https://granpal.com/

TEL.0557-51-1122（代）

詳しくは公式ホームページをご覧ください。＜昼夜入替制＞
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伊豆高原グランイルミ ～7th シーズン～
2022.7/16(土)～7/18(月・祝)・7/23(土)～8/31（水）

浴衣 de イルミ

( 7th シーズンもいよいよフィナーレ！
doo浴衣を着てご来園のお客様は「グランイルミ」の入園料金
が割引になる「浴衣 de イルミ」を今年も実施します☆彡
【期
間】 2022.7/23（土）～8/31（水）
【内
容】 浴衣を着てご来園のお客様は「グランイルミ」
の入園料金が割引になります。
大人（中学生以上）1,700 円→1,200 円
小学生 1,000 円→700 円
幼児（4 歳以上）500 円→350 円
※小学生以下要保護者同伴

ナイトぷるぷる
夜の水遊びゾーン「ナイトぷるぷる」は、デイタイムとはまた
違ったラグジュアリーな空間に大変身！
【期
間】 2022.8/11（木・祝）～8/15（月）
【営業時間】 18：00～21：00（最終受付 20：00）
【利用料金】 4 歳以上一律 400 円
※18 歳未満要保護者同伴（有料）
《注意事項》
・ぷるぷる以外のエリアでは、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。

ジップライン～流星 RYUSEI～

イルミネーションの上を滑空！
気分は流れ星！？☆彡（有料）

ウォークオンザイルミ

メリーゴーランド

華やかなランタンゲートをくぐりながら
イルミネーションの上を歩ける！

ライトアップされたゴージャスなメリー
ゴーランドで楽しいひと時を（有料）

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/

詳しくは公式ホームページをご覧ください。

＼ NEW！カピバラ＆ミナミコアリクイの T シャツ販売中 ／

公式オンラインショップ「伊豆シャボテン本舗」

ぬいぐるみや雑貨などのアニマル＆恐竜グッズがたくさん！
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伊豆海洋公園
伊豆オーシャンバーベキュー
サイトは
約 20 ヶ所！

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
ます！
【営業時間】 11：00～15：00
【利用料金】 プランにより異なります。詳しくは公式ホーム
ページをご覧ください。
※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。

夏期限定！「磯プール」
海に近い磯プール！海水浴気分で遊べます♪期間中は、
「ちびっ子あじのつかみ取り」などお子様のイベントも！
【期
間】 2022.7/23（土）～8/28（日）
【営業時間】 9：00～16：00（最終受付 15：30）
【利用料金】 大人 1,500 円/小学生 900 円/幼児（3 歳
以上）500 円
※小学生以下要保護者同伴（有料）
《注意事項》
・悪天候、水温等により営業を中止する場合があります。
・イベントは、小学生以下が対象です。

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）

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

詳しく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
ヒマワリが咲き誇るフラワーガーデン

ティファニーミュージアム
約 120 年前に作られ
たティファニーランプ
など約 70 点を展示
しています。
涼しいミュージアム内
で、ゆっくりと癒しの空
間をお楽しみくださ
い。

お花畑で
わんちゃんとの
写真はいかが♪

ペットとのご入園の際は、
1m 以内のリード着用または
ペットカートをご利用下さい

四季折々の花が咲くフラワーガーデン。夏には青空と青い
海に映えるヒマワリが岬に咲き誇ります。わんちゃんと一緒
に記念写真はいかがですか♪

★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】5,600 円

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 海洋公園バス停前 TEL.0557-51-1128（代）
URL：https://nylfmuseum.com/ 詳しくは公式ホームページをご覧ください。

5

======

伊豆シャボテン動物公園グループ Summer Vacation 2022

7/16sat～8/31wed

======

伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと
炭火焼海鮮バーベキュー「かき大将」

伊豆よりみち総本舗＆伊豆よりみち本舗

炭火焼海鮮バーベキュー「かき大将」では、炭火で焼く本
格的なバーベキューが楽しめます。サザエ、ホタテ、エビな
どの定番食材の他にも、広島県江田島産の最高級牡蠣を
ぜひ召し上がれ♪

伊豆ならではの食が楽しめる「伊豆よりみち総本舗」では、
高く積み上げられた宝石のような海鮮丼「頂～itadaki～」が
人気。テイクアウトコーナー「伊豆よりみち本舗」には、夏の
名物「金魚鉢ソーダ」が登場！

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/ 詳しくは公式ホームページをご覧ください。

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

伊豆シャボテンヴィレッジ＆伊豆グランヴィレッジ
グランピング施設「伊豆グランヴィレッジ」OPEN

NEW
OPEN!!

伊豆ぐらんぱる公園の目の前！2022 年 7 月に新施設「伊豆グ
ランヴィレッジ グランピング」が OPEN（予定）！
たくさんのアクティビティで思いきり遊んだ後は癒しのグランピン
グへ。極上の食事、飲み放題のドリンク、ゆったりとくつろげる快
適なプライベート空間が待っています。
【伊豆グランヴィレッジ グランピング】
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1089-4
URL：https://id-village.jp/granvillage/

伊豆シャボテンヴィレッジ
グランピング

プチホテル
伊豆シャボテンヴィレッジ

プチホテル伊豆シャボテンヴィレッジ

国内初！ドームテントとバス・トイレ一
体型のこれまでにない新感覚グラン
ピング。シェフ特製のアウトドアディナ
ーは絶品♪

モダンでシックなお部屋、自然や動
物をテーマにしたコンセプトルームな
ど、森の中のような寛ぎとワクワクを
お楽しみいただけます。

2022 年 3 月に OPEN！
全てのお部屋が恐竜や動物などのコ
ンセプトルーム♪プチホテル内にあ
る新グランピング施設です。

「アニマルキャンプ」

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

伊豆シャボテンヴィレッジ
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1317-584
URL:https://id-village.jp/

詳しくはは公式ホームページをご覧ください。
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