
【伊豆シャボテン公園】 
～伊豆シャボテン公園 開園 55 周年 Let’s go go ～ 

2014 年９月 13 日（土）～10 月 31 日（金） 
イベント名 日 程 時 間 場  所 開催内容 

カ ピ バ ラ 虹 の 広 場 

OPEN 記念イベント 
平日 随時 

カピバラ虹

の広場 

カピバラ虹の広場でお手伝いもで

きる！青草巻きのお手伝い、場内お

掃除など、10 分程のお手伝いに参

加。 

新登場！「シャボパパ」と

遊ぼう！ 

９/13～９/15、
９/20、９/21、
９/23、９/27、
９/28 

11:30～ 太陽の広場 
シャボパパとジャンケン勝負。勝者

にはオリジナル缶バッジをプレゼ

ント 

アニマルミッション！              

VOL２ 
10/18 からス

タート、毎日 
９:00～17：00  

アニマルミッション！VOL２がス

タート 

 
死者の祭り！メキシカン

ハロウィンパレード 

９/14、９/15、
９/21、９/23、
９/28 
10/５、10/12、
10/13、10/19、
10/26 

14：20～15：00 
インコ広場

～太陽の広

場 

コンゴウインコ、ミニチュアホー

ス、リクガメ、モルモット、ワシミ

ミズク、イヌ、シャボくん、シャボ

パパも登場 

フォルクローレバンド  
「ミルカ・ミルカ」 

10/5、10/26 
11：30～12：00 
14：30～15：00 

太陽の広場 南米民族音楽バンドの演奏 

みんなで踊ろう！マリア

ッチパーティー 10/19 
11：30～12：00 
12：30～13：00 
14：30～15：00 

太陽の広場 楽器を片手にみんなで踊ろう。  

ハロウィン ファンタジッ

クナイト ZOO 
～９/30、 
10/11、10/12 

～20：00 
ナイトツアー実

施日は～21：00 
 

スポットガイド役が暗視スコープ

で動物解説 

幻想空間 ハロウィン 

ナイトツアー 

９/13、９/14、
９/20、９/21、
９/22、９/27 
10/11、10/12、 

20：00 
～21：00 

入口よりス

タート 

大人 1,200 円、小学生 600 円、 
幼児 200 円                 

トワイライト入園の方はプラス大

人 500 円、小学生 300 円、幼児無料 
第３代どうぶつ名誉園長

任命式 
10/４ 11:30 インコ広場 

９月に発表される第３代動物名誉

園長の任命式 

開園記念式典 10/19 12:00 大講堂 
式典 入園 55 組目のお客様と一緒

に参加。くす玉割 

伊豆シャボテン公園公式

キャラクターと遊ぼう 

10/４、10/５、

10/11、10/12、
10/18、10/19、
10/25、10/26 

11:30 太陽の広場 
伊豆シャボテン公園公式キャラク

ターとジャンケン勝負。勝者には、

オリジナル缶バッジをプレゼント 

チェンソーアート展  
丸太の恐竜登場 

９/13～10/19 ９:00 ～17：00 
地球環境館

２階 
チェンソーで作った木像作品展。テ

ィラノサウルス登場。 



開園 55 周年記念キャンペ

ーン 
伊東市民 伊豆半島民 
10 月は伊豆シャボテン公

園入園無料！ 
※ １：対象７市６町 
伊東市、沼津市、伊豆の国

市、熱海市、三島市、下田

市、伊豆市、河津町、東伊

豆町、南伊豆町、松崎町、

西伊豆町、函南町 

10/１～10/31 ９:00 ～17：00 
入園入口に

て 

伊東市、対象地域の伊豆半島に在住

の方限定。 
必ずご住所を確認できる証明書を

お持ちください。ご本人様のみ。 
駐車料金は別途必要 
（※幻想空間ハロウィンナイトツ

アーご参加のお客様、団体でお越し

のお客様や旅行業者の手配旅行は

対象外） 

おもしろサボテン品評会 10/19~11/19 11：00~14：00 
第５温室出

口付近 

珍しいサボテン、多肉植物の品評

会。投票参加のお客様に抽選でプレ

ゼント進呈。 

サボテンおばけクイズ！ 毎日 終日 
ピラミッド

温室群 
おばけみたいなサボテンの豆知識

クイズ。温室内で随時実施 

キンシャチ冬支度体験 10/４ 14：00~ 
ロックガー

デン 
冬支度 ロックガーデンのキンシ

ャチ温室へお引っ越し 

ピニャータわり 
10/11、10/18、
10/25 

14:30 高原竜横 
メキシコのお祭りに欠かせないピ

ニャータわり。たたいて割って中の

お菓子をもらおう。 

どうぶつ学習発表会 毎日 
① 11:00～ 
② 13:30～ 
③ 15:00～ 

大講堂 
「ドッグパーティdeアミーゴ」 or 
「動物と遊ぼう DX」or「チンパン  

ジー」                        

リスザルくん ごはんタイ

ム 
毎日 園内放送でお知らせ 

数量限定無くなり次第終了 
（200 円） 

カピバラ・ポニー・カメの

えさあげ体験 
毎日 ９:00 ～17:00 各展示場 

カピバラ、ポニー、カメにごはんを

あげよう 

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 
ペリカンくん ごはんです

よ！ 
毎日 12:00 芝生広場 

放し飼いのペリカンが魚のアジを

食べる様子を解説。 

コンゴウインコの手のせ 土 11:20～11:50 インコ広場 
カラフルなコンゴウインコを手に

乗せて記念写真を撮ろう。 
モルモットの抱っこタイ

ム 
土 14:00～14:30 

なかよし牧

場 
まるくてふわふわのモルモットを

抱っこしよう 

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 

ハシビロコウのごはんを近くで見

よう。アジサシにはご飯をあげよ

う。 

奇跡！ハートのサボテン

キャンペーン 
毎日 ９:00 ～17：00 

ロックガー

デン 

ロックガーデンにあるハート型の

ウチワサボテンの前で、カップルで

カシャッと自分撮り。入園窓口で提

示するとハートの種（フウセンカズ

ラ）をプレゼント。 
※ 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】 

～熱血！スポーツの秋 走って風を切ってまわって笑顔になろう～ 
2014 年９月 13 日（土）～10 月 31 日（金） 

 イベント名  日  程 時  間 開催内容 
オープン記念キャンペーン第二

弾！ジップライン～風 KAZE～に

トライ！  
毎日 

９:00～ 
最終受付営業時

間 30 分前 

【オープン記念キャンペーン第二

弾！！開催】 
通常料金 800 円→600 円 

秋の運動会 土日 11：00～ 
二人三脚、綱引き、○×クイズを開

催。 

第２回ぐらわんピック 
わんこ運動会 10/11 

受付９:15～ 
開始 10:45～ 

芝生広場でワンちゃんの大運動会

を開催（有料）（主催：lovely wans
×wan heart presents） 

大人気！ウォーターバルーン 

毎日 
９:00～17:00 

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 
只今ブレイク中！ファミリーや仲間

と遊んじゃおう！20 分 400 円 
ニュースポーツ「フットショット」

新登場！ 
埼玉発のニュースポーツ、７個のゴ

ールで高得点を狙おう。 

秋限定ちびっ子クイズラリー 
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。 

キノコ探しに出発 土日 
園内に隠されているキノコを探そ

う。 

秋限定 季節の野菜バーベキュー 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 20 組限定。 

わくわくステージショー 
９/13、９/15 
９/21、９/23 

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。 

夜もあそばなきゃもったいな

い！！「ナイトプレジャー」 
 

～９ /30 まで

毎日 
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。 

９/６、９/13、
９ /14、９ /20
～９/22、９/27 

21:00 閉園 

星空でロマンティック NIGHT ９/13 

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：

無料休憩所。※所要時間 60 分 

探偵で Night（夜間営業限定） 毎日 18:00～ 

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。 
※入園時間により料金が異なりま

す。 



【伊豆四季の花公園】 
～秋の花フェスタ～ 

2014 年９月１日（月）～10 月 31 日（金） 

秋の花フェスタお得な入園無

料キャンペーン 
９/１（月）～10/31（金） 

期間中、伊豆シャボテン公園、伊豆ぐらんぱ

る公園にご入園されたお客様は入園無料。 
※ 各園の入園券をご提示ください。 

スイフヨウ、オキナワフヨウ

まつり 
９/13（土）～10/31（金） 

色鮮やかな花が咲き誇る。スイフヨウ 20 株、

オキナワフヨウ 100 株植栽されています。 
カッシア 10/11（土）～ 黄色の花が咲きます。50 株植栽されています。 

※ 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 
ねごめし丼 
1,000 円（税込） 

“ねごめし”とは、伊豆の伊東に古くから伝わる漁師めし。 
“ねごめし丼”は、１度で２回楽しめる。まずは、新鮮なアジをそのままで。次は

特製のダシをたっぷり入れて召し上がれ。 

夜間営業 
～９/30（火） 

～９/30 まで毎日 
21:00 閉店 
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。 ９/６、９/13、９/14、 
９/20～９/22、９/27 

22:00 閉店 
ラストオーダー21：30 

 


