
【伊豆シャボテン公園】 
～カピバラたけのこまつり～ 

2014年４月 26日（土）～５月６日（火） 
イベント名 日  程 時  間 場  所 開催内容 

カピバラへたけのこ 
プレゼント 

毎日 13:00～ 
カピバラ展示

場 

カピバラが大好きな「たけ

のこ」をプレゼント。迫力

の食べっぷり。 

求愛クジャクの 
プロポーズガイド 

毎日 16:00～ 
大講堂周辺か

ロックガーデ

ンのどちらか 

恋の季節が始まった。プロ

ポーズの狙い目は夕方！ス

タッフがガイド 

幻想空間わくわく 
ナイトツアー 

４/26～28 
５/３～５ 20：00～21：00 

入園入口 
スタート 

大人 1,200 円、小学生 600
円、幼児 200円。通常入園・
トワイライト入園済の方は

追加料金大人 500 円、小学
生 300円（幼児無料） 

第２回伊豆高原 
サボテンの花まつり 

毎日 ９:00 ～20：00 
ピラミッド 
温室群 

サボテンの花が順次咲いて

いきます。５/31まで 

リスザルくん ごはんタイム 
毎日 
（荒天中止） 

時間・場所は当日園内放送にてお

知らせ 200円（数量限定) 

バクのごしごしマッサージ 毎日 12:30～ バク展示場 
マッサージ好きなバクにみ

んなでブラッシングしよ

う！特製長々ブラシ登場！ 

伊豆シャボテン特捜隊 
vol.１アニマル・ミッション 
～消えた黄金のカピバラを追

え～ 

毎日 最終受付 16:00 
受付場所 
－おみやげ館 

どうぶつたちとふれあう

「アニマル・ミッション」

など様々なミッションをク

リアする体感型アトラクシ

ョン。 
※料金１チーム（２～３人）

／1,000円 

シャボテンおもしろクイズ 毎日 ９:00 ～20：00 
ピラミッド 
温室 

シャボテンに関するおもし

ろいクイズを出題 

カピバラのえさあげ体験 毎日 終日 
カピバラ 
展示場 

数量限定無くなり次第終

了。200円 

カメのえさあげ体験 毎日 終日 カメの展示場 
数量限定無くなり次第終

了。200円 

ポニーのえさあげ体験 毎日 終日 
ポニーの 
展示場 

数量限定無くなり次第終

了。200円 

チンパンジーの島 
アリ塚ガイド 

毎日 14:00～ 
チンパンジー

の島 

アリ塚の中には甘いハチミ

ツ。小枝を使って舐めとる

様子を解説。 
コンゴウインコを 

手に乗せよう 
毎日 11:20～11:50 インコ広場 

コンゴウインコを腕にのせ

て記念撮影できる 

モルモットの抱っこタイム 毎日 14:00～14:30 なかよし牧場 
かわいいモルモットを抱っ

こできる 



ポニーのブラッシング体験 ４/26～５/２ 14:00～ なかよし牧場 
ブラッシング好きなポニー

とのふれあい。 

ポニーの乗馬体験 ５/３～６ 14:10～14:40 なかよし牧場 
ポニーに乗って記念撮影を

どうぞ。小学生以下 200円 

 ペリカンくんごはんですよ！ 毎日 12:00 芝生広場 
大きなくちばしのペリカン

がえさを食べる様子をガイ

ド 
ハシビロコウ・アジサシごはん

タイム 毎日 15：30～ 
バードパラダ

イス ハシビロコウファン必見！ 

カンガルーくんごはんです

よ！ 毎日 15:30～16:00 
カンガルーの

丘 
カンガルーへえさやり体

験。※数量限定 

第 14 回地球環境世界児童画コ
ンテスト優秀作品展 毎日 ９:00～20:00 地球環境館 

世界各国の小・中学生が地

球環境をテーマに絵を描い

た優秀作品を展示 
第 59回中部ブロック写生大会 毎日 ９:00～17:00 園内 GWは恒例の写生大会 

カップル限定キャンペーン 

求愛！クジャクのプロポーズ

キャンペーン 
毎日 ９:00～18：30  

クジャクの前

または地球環

境館 

クジャクのプロポーズ前ま

たは地球環境館のクジャク

のパネル前で、カップルで

カシャッと撮影。入園窓口

で提示すると、クジャクの

ポストカードプレゼント。 

カップル限定キャンペーン 

奇跡！ハートのサボテンキャ

ンペーン 
毎日 ９:00～18：30  

ロックガーデ

ン 

ロックガーデンのハート型

ウチワサボテンの前で、カ

ップルでカシャッと撮影。

入園窓口で提示すると、ハ

ートのタネ※をプレゼン

ト。 
※フウセンカズラ 

どうぶつ学習発表会 毎日 
11:00～、 13:30
～、15:00～ 大講堂 

「チンパンジー」「バード＆

アニマルショー」「ドッグパ

ーティＤＥアミーゴ」「動物

と遊ぼう DX」 

夜間営業 毎日 

～20：00 
ナイトツアー実

施日は 21：00ま
で 

温室、おみや

げ館、ロック

ガーデン等 

夜間営業スタート。ライト

アップした植物を見たり、

夜の動物達を観察したりで

きる。専門スタッフによる

スポットガイドあり。 
※ 動物の体調により内容等予告なく変更する場合があります。 

 
 
 
 
 



【伊豆ぐらんぱる公園】 
～笑顔がいっぱい！１日中遊ばなきゃもったいない！～ 

2014年４月 26日（金）～５月６日（火） 
 イベント名  日  程 時  間 開催内容 

大人気！ウォーターバルーン 毎日 ９:00～18:00 
大人気！ウォーターバルーンで遊ぼ

う。１人 800円２人 1200円 
※体重制限あり 

おもしろ自転車 毎日 ９:00～18:00 
只今ブレイク中！ファミリーや仲間と

遊んじゃおう！30分 400円 

キッズパーク 毎日 ９:00～18:00 

広々とした天然芝の上でのびのび遊べ

ます。設置遊具は、木のぬくもりを感じ

られる物となっています。ブランコ、滑

り台、ウッドランド（うんていやろくぼ

くが合わさった物）、平均台、飛び石な

ど 30分 200円 

新スポーツ登場！FOOT SHOT!! 
みんなでゴール！ 毎日 ９:00～18:00 

FOOT SHOT は「サッカーのまち“さ
いたま”」で生まれたキックターゲット

に似た新しいスポーツ。サイズや形状の

異なる7種類のミニゴールに対して7球

ボールを蹴り、ゴールインにより獲得し

たポイントを競うことが基本ルール。

300円 
フットボールパフォーマーO-SHI
登場 ５/４ 

11:00～11:30 
14:00～14:30 

リフティングショー＆リフティング教

室。 

キッズアートボード 毎日 ９:00～18:00 
白い大きなボードに思いっきり書いち

ゃおう。無料 
ゴールデンウィーク限定ちびっ子

クイズラリー 
毎日 ９:00～18:00 

ホームページにて答え合わせ。正解者

に抽選で招待券プレゼント。 

ゴールデンウィーク限定ぐらんぱ

るコースバーベキュ～★ 毎日 10:00～16:00 
３人前 5,000円相当のバーベキューが
サンキュー価格の 3,900円で食べられ
る。１日 30組限定。 

ドクターフィッシュ 毎日 ９:00～17:30 

自然のピーリング効果、マッサージ効果

やリラクゼーション効果が期待される

ドクターフィッシュを体験しちゃおう。

ゴーカート前広場、600円（７分間） 

わくわくステージショー 

４/27 
４/29 
５/５ 
4/26 

10:30～ 
11:30～ 
13:30～ 
14:30～ 

世界大会２位の経歴を持つジャグラー

賢太郎のマジック＆ジャグリングショ

ー 

４/26～28 
５/３～５ ～21:00 

夜間営業 
４/29～５/３ 
５/６ ～20:00 

屋台（わたがし、チョコバナナ、かき

氷）、ワークショップ、ミニゲーム、レ

ストランぐらん亭営業 
※18:00 以降入園のお客様にはミニゲ
ーム１回利用券進呈 



４/26,27 
５/４,５ 

18:00～20:00 
夜間わくわくステージショー 

４/29,30,５/１ 18:00～19:00 

世界大会２位の経歴を持つジャグラー

賢太郎のマジック＆ジャグリングショ 
ー 
 

４/26～28 
５/３～５ 

受付開始 18:30 
スタート 19:00 
最終受付 20:30 

探偵で Night（夜間営業限定） 
４/29～５/２ 
５/６ 

受付開始 18:30 
スタート 19:00 
最終受付 19:30 

暗視スコープを使用した新感覚アトラ

クション。料金 500円。 
※18:00以降入園のお客様は無料 

 
 

【伊豆四季の花公園】 
～花色は青空のようなブルー ネモフィラの丘～ 

2014年４月 26日（土）～５月６日（火） 
押し花ストラップ作り 12:00～14:00 好きな花で押し花ストラップが作れる。（有料） 

マーガレットまつり ～５/11 
園内 800株以上のマーガレット、500株のノース
ポールを楽しめる。 

ネモフィラ開花 
ネモフィラはブルーの色が特徴の花。城ヶ崎の絶景を臨む園内喜望峰付

近に 3,500株植栽されている。開花期間は５月下旬頃まで。 
※ 花の開花状況は天候・気象状況により遅れる場合があります。 

 
 

【伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと】 
◎期間限定 初夏の彩りちらし（汁椀、香の物付） 1,550円（税込） 

大ぶりの赤海老と菜の花を盛りつけたカラフルなちらし 
４/26～28 
５/３～５ 

９:00～21:00 
営業時間延長 
※夜間営業 ４/29～５/２ 

５/６ ９:00～20:00 
※各店舗により営業時間は異なります。 

 


