
【伊豆シャボテン公園】 
～ 新施設「カピバラ虹の広場」2014.７.19（土）OPEN！！ ～ 

2014 年７月 19 日（土）～９月７日（日） 
イベント名 日 程 時 間 場  所 開催内容 

カピバラ虹の広場オープン ７/19～ 10:30～ 
カピバラ

虹の広場 
カピバラ水遊びコーナー、カピバラエ

サあげ体験、カピバラ工房のお絵かき 

あなたが選ぶ！第３回ＩＳＰ

どうぶつ名誉園長総選挙！ 

～８/31 まで  園内 

３代目どうぶつ名誉園長は誰だ！発表

は、９/１。 
出馬動物は、リスザル（チーム出馬）、

コクチョウ（ルル・ララ）、ラマ（ひよ

り）、ベニコンゴウインコ（コン）、ミ

ナミコアリクイ（ココア）、ブラジルバ

ク（ナニワ）、フサオキザル（もんじろ

う）、チンパンジー（ピノ） 

７/13、 
８/24 

11:30～ 
インコ広

場 

応援ふれあい演説会 
登場動物：もんじろう、コンゴウイン

コ、モルモット、リクガメなど 

カピバラとうもろこしまつり 土日祝 16:00～ 
カピバラ

の展示場 
カピバラに大好きなとうもろこしをプ

レゼントします。 

幻想空間わくわく 
ナイトツアー 

７/19、７/20、
７/26、 
８/２、８/９、

８/13～８/16、
８/23、８/30 
９/６、９/13、
９ /14、９ /20
～９/22、９/27 

受付時間

19:45 
～20:00 
ツアー時

間 
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） 
※小雨決行、荒天中止 

見て！作って！カブト・クワガ

タ昆虫展 
毎日  

地球環境

館２階 

外国産カブト、クワガタの展示。ヘラ

クレスオオカブトも登場。日本のカブ

ト虫の放し飼いテントも設置。 

ちびっこピニャータ割り ８/14、８/15 15：30～ 中央広場 
小学生以下のお子様限定 
メキシカンな大サービスでお菓子をゲ

ットしよう！ 

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 土 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 



シャボテン自由研究クイズ 毎日 
９:00 
～20：00 

ピラミッ

ド温室 
クイズを解きながらキーワードを集め

てサボテン研究ガイドをゲット 

フサオマキザルフォト 土日 14:50 
～15:00 

大講堂 
フサオマキザルのルビーまたはもんじ

ろうと記念撮影 

カピバラのえさあげ体験 毎日  
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  
カメ展示

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  
ポニー 
展示場 

数量限定無くなり次第終了。200 円 

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 

ポニーの乗馬体験 日 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！ 

エサあげどうぶつガイドツア

ー 
日 11:30  

約 30 分定員 20 名。 
小学生以上 500 円 
（カピバラエサあげ付き） 

第 59 回中部ブロック写生大会

優秀作品展示 
毎日 

９:00 
～20:00 

地球環境

館１階 
ゴールデンウィークに開催した写生大

会の優秀作品展示。 

バードカービング展 
８/18 
～８/24 

９:00 
～17:00 

バードパ

ラダイス 
鳥の工房「つばさ」による鳥の木彫 バ

ードカービング作品展 

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」、「ドッグパーティＤ

Ｅアミーゴ」、「どうぶつと遊ぼう DX」 

夜間営業「ナイト ZOO 夜の動

物 園 は わ く わ く が い っ ぱ

い！！」７/19～９/30 

７ /19～９ /30
の平日 

20：00 
閉園 

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、暗視スコープで夜の動

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。NEW
スポット登場！マヤ文明アステカカレ

ンダーの秘密に迫る！！ 

休前日及びお

盆 
21:00 
閉園 

※ 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】 
～新施設ジップライン～風 KAZE 2014.７.19（土）OPEN！！～ 

2014 年７月 19 日（土）～９月７日（日） 
 イベント名 日  程 時  間 開催内容 

ジップライン～風 KAZE～ 毎日 
９:00～ 
最終受付営業時間

30 分前 

新アトラクション 
※７/19 よりオープン 
【オープン記念キャンペーン開催】 
通常料金 800 円→400円 
（7/19～31 まで） 

バトルオブ水鉄砲 毎日 ９:00～18:00 
撃って、撃って、撃ちまくれ 
400 円、※対象年齢５才以上 

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。30 分 200 円 

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 
夏休み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。 

夏休み限定ぐらんぱるセットバ

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 
ドクターフィッシュを体験しよう。ゴ

ーカート前広場、600 円（７分間） 

わくわくステージショー 

７/19～７/21 
８/９,８/10、
８/15、８/17 

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 
７/26、７/27 11:30～、14:30～ フォークデュオふたり 

８/16 11:30～、14:30～ 
ジェームズ小野田＆FRIEBDOS に

よるステージパフォーマンス 

夜もあそばなきゃもったいな

い！！「ナイトプレジャー」 
７/19～９/30 

平日 20：00 閉園 ジップライン、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 
休前日及びお

盆 
21:00 閉園 

星空でロマンティック NIGHT 
７/26、 
８/16、８/23 

受付 18:00～ 
開始 19:30～ 

伊豆高原の星空を観察しよう。「天文

学普及プロジェクト」スタッフの星

の解説あり。 
※観測不能の場合は、プロジェクタ

ーを使用し、天体の説明。 
 



18:00～ 
天体望遠鏡も作れる。（有料）場所：

ぐらん亭テラス。※所要時間 60 分 

夜間わくわくステージショー 

７/19～７/21、 
８/９、８/10、
８/13、８/14、
８/15、８/17 

18:00 
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 

探偵で Night（夜間営業限定） 毎日 18:30～ 

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。 
※入園時間により費用が異なりま

す。 
 

 
【伊豆海洋公園ダイビングセンター】 

～おさかな気分で泳いじゃおう！海に近い磯プール～ 
カラーペイントでリニューアル にぎやか海のアートプール登場！ 

2014 年７月 19 日（土）～21 日（月）、26 日（土）～８月 31 日（日） 

ちびっ子宝探し 11:00～ 
プールの底にある「おはじき」を拾って、宝物をゲット

しよう！対象：小学生以下 

ちびっ子あじのつかみどり！ 14:00～ 
プールに放ったあじを捕まえよう！その場でおいしいバ

ーベキュー！対象：小学生以下 
 
 

【伊豆四季の花公園】 
～夏が大好き！いつも元気なポーチュラカ～ 

2014 年７月 19 日（土）～９月７日（日） 
ハートを探せ 
カシャッとキャンペーン 

園内にあるハートの植栽を探して、デジカメまたは携帯で写真を撮ろ

う。撮った写真を売店で提示するとプチプレゼントがもらえる。 

ポーチュラカの丘 
赤青黄など色鮮やかな花が咲き誇る。城ヶ崎の絶景を臨む園内喜望峰付

近に 3,000 株植栽されている。開花期間は９月上旬頃まで。 
夏の山野草・水草展 園内無料休憩所にて開催。 

※ 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 夏彩丼（汁椀、香の物付） 1,300 円（税込） 

夜間営業 
７/19～９/30 
 

平日 
21:00 閉園 
ラストオーダー20：30 ※各店舗により営業時間は異なりま

す。 
休前日及びお盆 

22:00 閉園 
ラストオーダー21：30 

 


