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【伊豆シャボテン公園】 
～カピバラの露天風呂まつり ～ 

2014 年 12 月 20 日（土）～2015 年１月４日（日） 
イベント名 日 程 時 間 場  所 開催内容 

元祖 カピバラの露天風

呂～ゆず湯～ 
毎日 

① 10：30～ 
② 13：30～ 

カピバラ露

天風呂展示

場 

元祖カピバラの露天風呂が期間限

定で「ゆず湯」に変わる。飼育員に

よるガイドあり。１日２回、各回１

時間ほど。 

カピバラ大好きウォーク

ラリー 
毎日 9：00～16：00 園内５箇所 

隠されたレインボーカピバラをさ

がせ。抽選で特賞はカピーバのお宅

訪問。300 円（税込） 

カピバラのクリスマス 12/23（火） 13:00～ 
カピバラ露

天風呂展示

場 

飼育員が作った「特製カピバラ用ク

リスマスケーキ」をカピバラが食べ

るところをガイドします。 

カピバラのお正月 
１/１（木）～３

（土） 
13:00～ 

カピバラ露

天風呂展示

場 

飼育員が作った「特製カピバラ用鏡

もち」をカピバラが食べるところを

ガイドします。 

カピバラ大博覧会 
11/22（土）～

1/31（土） 
9：00～16：00 地球環境館 

カピバラの野生での生態映像、露天

風呂の歴史、全国カピバラ露天風呂

マップなど展示 

カピバラ川柳 
11/22（土）～

1/31（土） 
9：00～16：00 

投句箱 
入園入口 

カピバラを見て一句。優秀作品に

はプレゼント。 

アニマルミッション２                 

～探偵カピバラとリスザ

ル盗賊団～ 
毎日 

9：00～16：00
（最終受付 14：
30） 

受付場所：

入園窓口、

お み や げ

館、ギボン

亭 

リアル謎解き体験ゲーム！ リス

ザル盗賊団が盗んだものを探せ！

１グループ 1,000 円（税込） 

初夢クイズラリー！ピラ

ミッドの大冒険！ 
毎日 

受付 9：00～16：
00 

サボテン温

室 
シャボテンの謎ときクイズ！抽選

でオリジナルグッズをゲット                             

どうぶつ学習発表会 毎日 
① 11：00～ 
② 14：00～ 

大講堂 
「ドッグパーティーde アミーゴ」 

or 「動物と遊ぼうＤＸ」 

クリスマスどうぶつパレ

ード 
12/20（土）～

25（木） 
14：30～15：00 

スタート地

点：インコ

広場 

明るく陽気などうぶつパレード！

お客様の参加も大歓迎！ 終点の

太陽の広場ではパレードの動物た

ちとにぎやかふれあいタイムがは

じまる ※雨天中止 
ゆるきゃらフォトコーナ

ー 
毎日 １日数回 園内各所 

ゆるきゃらと一緒に記念撮影タイ

ム 

新春もちつき大会 
１/１（木）～３

（土） 
14:30～ 太陽の広場 

各日先着 200 名（きなこ、あんこ）  

※雨天強風中止 

一富士二鷹三なすび フォ

ト 
１/１（木）～３

（土） 
12:00～12：15 富士見広場 

富士山をバックに  ナスを持って 
鷹と一緒に写真タイム 
※富士山が見える場合実施 
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リスザルくん ごはんタイ

ム！ 
毎日 

園内放送にてお

知らせ 
園内各所 

リスザルくんにごはんをあげよ！ 

200 円（税込） 
※数に限りがあります 
※雨天中止 

ペリカンくん ごはんタイ

ム！ 
毎日 12:00 芝生広場 

ペリカンがアジを食べる様子をガ

イドします！ 
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乗せて記念

撮影ができる 
モルモットの抱っこタイ

ム 
毎日 13:45～14:15 

なかよし牧

場 
モルモットを抱っこできる 

新旧干支への おせちプレ

ゼント 
１/１（木）～３

（土） 
12：00 

なかよし牧

場 
羊、ポニーに様々な餌で作ったおせ

ちをプレゼント 
オマキザルのルビーor も

んじろう フォト 
サプライズ サプライズ 園内各所 

フサオマキザルと記念撮影ができ

る 

ハシビロコウ・アジサシご

はんタイム 
毎日 15:20～ 

バードパラ

ダイス 

ハシビロコウファン必見！ハシビ

ロコウが生きた鯉を食べる姿を見

られる。  

謎のメキシコ人登場 サプライズ サプライズ 園内 
(雨中止）謎のメキシコ人を探してジ

ャンケンに勝てば記念カードをゲ

ット！ 

カピバラ露天風呂まつり

記念カピバラグッズ福袋 
１/１（木）～５

（月） 
9：00～16：00 おみやげ館 

10,000 円相当のカピバラグッズを

中心とした福袋を 3,000 円（税込） 

にて販売。毎日限定 30 個 
※ 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】 
～冬の風になって、あそんじゃおう～ 

2014 年 12 月 20 日（土）～2015 年１月４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 

空中に張られたワイヤーロープに

滑車を使って滑り降りるアトラク

ション。高さは地上６ｍ。長さは、

東海エリアでは最長となる 180m。

時速約 30km で空中滑走できる。 
料金 800 円（税込） 
利用制限：体重 25 ㎏～110 ㎏、身

長 120 ㎝～。 

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（税込）、２人 1200
円 
※体重制限あり 

冬の大運動会 
期間中の土日

祝、１/１（木）

～１/４（日） 
11：00～ 

二人三脚、綱引き、しっぽとりを開

催。 
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2015 年新春餅つき大会 
１/１（木）～３

（土） 
14：00～ 

場所：イベント特設ステージ 50
名限定 

ぐらんぱるんるん♪巡回サンタ 
12/24（水）,25
（木） 

10：30～乗り物広

場、13：00～水の

広場 

伊豆ぐらんぱる公園にサンタクロ

ースが登場！お子様にクリスマス

プレゼントを配ります。 
※各時間、なくなり次第終了 

昔ながらのお正月遊び 
１/１（木）～４

（日） 
9：00～16：00 

竹馬、コマ、竹ぽっくりなど 
場所：水の広場 

Foot Shot 初蹴りキャンペーン 
１/１（木）～４

（日） 
9：00～16：00 

期間中の参加で空くじなしのガラ

ガラ大抽選会開催。得点王には伊豆

ぐらんぱる公園年間パスポート進

呈 

ジャグラー賢太郎ジャグリングシ

ョー 

12/21（日）、23
（ 火 ）、 27
（土）、28（日） 

１/２（金）～４

（日）  

10：30～ 
11：30～ 
13：30～ 
14：30～ 
※約 20 分間 

ジャグリング世界最高峰の舞台「イ

ンターナショナル・ジャグラーズ・

アソシエーション・ジャグリング世

界大会」に出場した実力者。 

 
【伊豆四季の花公園】 
～アロエと菜の花の丘～ 

2014 年 12 月 20（土）～2015 年１月４日（日） 

菜の花 
菜の花は、植栽面積が 1,000 ㎡、栽培株数は 20,000 株で、早咲き種と

普通種が２段階に開花することから３月上旬まで楽しむことができる。 

アロエ（キダチアロエ） 
アロエの花は、背丈は１～２ｍで鮮紅色のトンガリ帽子状。栽培株数は

約 1,000 株。 
香りのポストカードプレゼント 入園者全員にプレゼント ※数量限定。なくなり次第終了。 

初日の出 in 菜の花畑 2015 年１月１日（木）６：00～７：30 早朝入園料小学生以上 300 円 
※ 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】 

地魚茶漬け 
地元の旬の魚を使用した「地魚茶漬け」1,200 円（税込）。１度で２回楽しめる。ま

ずは、新鮮な魚をそのままで。次は特製のダシをたっぷり入れて召し上がれ。期間

限定販売。 

初日の出 in恋人テ

ラス 2015.１/１（木）6:00～8:00 
フードウィング「ケニーズハウス」、「eat me！」 
が６時 00 分からオープン！「富戸コロッケ」も販

売。 

新春もちつき大会 2015.１/２（金）10:30～   協力：伊豆高原農産物直売所 ※無くなり次第終

了 

お正月福袋販売 2015.１/１（木）～４（日） 

場所：マーケットウィング「アイアイ」 お正月

限 
定福袋販売 1,000 円（税込）約 3,000 円相当の

詰め合わせ 限定 50 個 ※なくなり次第終了 
 


