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2015 年 10 月 23 日 
各   位 

株式会社伊豆シャボテン公園 
企画広報部 TEL：0557-51-1115 

伊豆シャボテン公園 

「元祖カピバラの露天風呂イベント」のお知らせ 
 
この度、伊豆シャボテン公園では、2015 年 11 月 21 日（土）から 2016 年４月６日（水）まで、「元祖

カピバラの露天風呂」を開催いたします。イベント期間中の土曜・日曜・祝日、2015 年 12 月 19 日（土）

から 2016 年１月５日（火）まで及び 2016 年３月 19 日（土）から同年４月６日（水）までの期間中に

は、カピバラたちが１日に２回、露天風呂に入ります。 
「元祖カピバラの露天風呂イベント」では、11 月 21 日（土）10 時 20 分より開催するプール開きなら

ぬ「カピバラの風呂開き」を皮切りに本年の「元祖カピバラの露天風呂」がスタートいたします。11 月

26 日（木）の“いい風呂”の日に開催する「カピバラたらいの湯」や、新たにカピバラが大鍋で入浴を

楽しむ「カピなべ」が登場しお客様の目を和ませます。また、おなじみとなった伊豆の温泉をブレンド

した「カピバラの温泉」や、伊豆四季の花公園の“菜の花”や伊東名産の“ぐり茶”を入れた「カピバ

ラの○○風呂」、「カピバラさんスタンプラリー」、「鬼ゆず風呂」など様々なイベントを行います。 
当園の「カピバラの露天風呂」展示場のカピバラファミリーは、「がんも」（2013 年 11 月２日生まれ・

オス２才）、「キントキ」（2013 年５月 28 日生まれ・メス２才）、そして 2015 年４月に誕生した「白玉」

「抹茶」「あずき」の合計５頭のファミリーです。湯けむりの中でゆったりと気持ちよさそうに目を細め

入浴するカピバラ一家の姿をご覧下さい。 
今後も伊豆シャボテン公園では、「元祖カピバラの露天風呂」に関する様々なイベントの情報発信をし

てまいります。 
 

 
「カピバラの露天風呂」と「カピバラの温泉」は当社グループの登録商標です。 

 
伊豆シャボテン公園 

 
 
 

URL izushaboten.com  TEL 0557-51-1111 
営業時間：９:00～17:00(３/１～10/末)  ９:00～16:00(11/１～２/末) 

伊豆シャボテン公園 検索 



2 
 

元祖カピバラの露天風呂 イベントスケジュール 場所：カピバラの露天風呂 
2015 年 11 月 21 日（土）～2016 年４月 6 日（水） 

開催日時 タイトル 内  容 
2015.11/21（土）～2016.４/６（水） 
・平日は１日１回開催 
 13:30~14:30 
・土日祝と下記イベント期間は１

日２回開催 
2015.12/19（土）～2016.１/５（火） 
2016.３/19（土）～４/６（水） 
10:30～11:30 
13:30～14:30 

元祖カピバラの露天風呂 
カピバラが露天風呂で入浴。（毎日約 1 時

間・カピバラが出たり入ったりします） 
  

2015.11/21（土）～2016.４/６（水） 

カピバラの露天風呂シール 
プレゼント 

小学生以下の入園チケットご購入のお子様

限定。 
※ 無くなり次第終了 

カピバラエティランチ販売 
レストラン「ギボン亭」にて期間限定カピ

バラエティランチを販売。 

2015.11/21（土）～2016.2/29（月） カピバラ川柳 

カピバラを見て一句。園内投句箱またはハ

ガキにて募集。優秀作品にはプレゼントあ

り。 
宛先は、〒413-0231 静岡県伊東市富戸

1317-13、伊豆シャボテン公園「カピバラ

川柳」係まで。裏面に住所、氏名、電話番

号、カピバラ川柳一句記入。 

2015.11/21（土） 
10:20～10:30 

カピバラの風呂開き 
2015 年冬の初風呂を祝して、プール開きな

らぬカピバラの“風呂開き”。カピバラがテ

ープカットならぬ“草カット”をします。 
2015.11/26（木） 
10:30～ 

いい風呂の日 
「カピバラたらいの湯」 

カピバラが伊東温泉名物「たらい」で入浴。 

2015.11/28（土）、11/29（日） 
13:00～ 

新登場！「カピなべ」 
カピバラがおおきな「なべのお風呂」で入

浴。 

2015.12/５（土）、12/６（日） 
10:30～11:30、13:30～14:30 

カピバラの温泉 
「伊東温泉の湯」 

「カピバラの露天風呂」に「伊東温泉」か

ら運んだ源泉をブレンド。 

2015.12/12（土）、12/13（日） 
10:30～11:30、13:30～14:30 

カピバラの温泉 
「熱川温泉の湯」 

「カピバラの露天風呂」に「熱川温泉」か

ら運んだ源泉をブレンド。 

2015.12/中旬～2016.４/６（水） カピバラさんスタンプラリー 
カピバラさんのスタンプラリー開催。新柄

スタンプ 2 種類を園内に設置。 
2015.12/19（土）～2016.１/５（火） 
10:30～11:30、13:30～14:30 

カピバラのゆず湯 
2015.12/22（火）は冬至。 
カピバラ一家がゆず湯で入浴！ 

2015.12/23（水・祝）～12/25（金） 
13:00～ 

カピバラのクリスマス 
カピバラ一家にクリスマスケーキの形にし

たえさをプレゼント。 
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2016.１/１（金）～１/３（日） 
13:00～ 

カピバラのお正月 
カピバラ一家に鏡餅の形にしたえさをプレ

ゼント 
2016.１/７（木） 
13:30～ 

カピバラの春の七草風呂 
「カピバラの露天風呂」に春の七草を入れ

る。 
2016.１/９（土）、１/10（日） 
10:30～11:30、13:30～14:30 

カピバラのだいだい風呂 
「カピバラの露天風呂」に伊東名産だいだ

いを入れる。 

2016.１/17（日） 
12:30～ 

大寒！カピリンピック！ 

カピバラ VS 人間！カピリンピックに参加

して上位を狙おう！上位入賞するとカピバ

ラストラップをプレゼント！ 
人数制限あり 

2016.１/30（土）、１/31（日） 
10:30～11:30 

カピバラの温泉 
「和田湯」 

「カピバラの露天風呂」に「江戸幕府将軍

献上の湯和田湯」から運んだ源泉をブレン

ド。 
2016.２/３（水） 
13:30～14:30 

節分の日 
「鬼ゆず風呂」 

節分の日に、カピバラ（和名：鬼天竺鼠（オ

ニテンジクネズミ）が、鬼ゆず風呂に入浴。 
2016.２/６（土）、２/７（日） 
10:30～11:30、13:30～14:30 

カピバラのバラ風呂 「カピバラの露天風呂」にバラを入れる。 

2016.２/13（土）、２/14（日） 
13:00～ 

カピバラのバレンタイン 
カピバラ一家にハート型のリンゴをプレゼ

ント。12:45～受付、先着 25 名様限定、有

料。 
2016.２/13（土）、２/14（日） 
10:30～11:30、13:30～14:30 

カピバラの蘭風呂 「カピバラの露天風呂」に蘭の花を入れる。 

2016.２/20（土）、２/21（日） 
10:30～11:30、13:30～14:30 

カピバラの菜の花風呂 
「カピバラの露天風呂」に伊豆四季の花公

園で咲いている菜の花を入れる。 
2016.２/27（土）、２/28（日） 
10:30～11:30、13:30～14:30 

カピバラの青草風呂 「カピバラの露天風呂」に青草を入れる。 

2016.３ /５（土）、３ /６（日）  

10:30～11:30、13:30～14:30 
カピバラのリンゴ風呂 「カピバラの露天風呂」にリンゴを入れる。 

2016.３/12（土）～３/14（月） 
13:00～ 

カピバラのホワイトデー 
カピバラ一家にハート型のリンゴをプレゼ

ント。12:45～受付、先着 25 名様限定、有

料。 
2016.３/19（土）、３/20（日） 
10:30～11:30、13:30～14:30 

カピバラのお茶風呂 
「カピバラの露天風呂」に伊東名産「ぐり

茶」を入れる。 
2016.３/26（土）、２/27（日） 
10:30～11:30、13:30～14:30 

カピバラのマーガレット風呂 
「カピバラの露天風呂」にマーガレットを

入れる。 
2016.４/２（土）、４/３（日） 
10:30～11:30、13:30～14:30 

カピバラのつばき風呂 「カピバラの露天風呂」につばきを入れる。 

2016.４/６（水） 
13:00～ 

カピバラのバラエティ風呂 
「カピバラたらいの湯」 
「カピなべ」 

カピバラが伊東温泉名物「たらい」または

おおききな「なべのお風呂」で入浴。 

※ イベントの内容・スケジュールなどは、カピバラの体調や天候等により、変更・中止となる場合

があります。 
※ 開催時間中に、カピバラが、「カピバラの露天風呂」に、出たり入ったりします。 
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－カピバラ－ 
体は頑丈で、体長 100 ㎝～130 ㎝、長くて荒い毛がまばらに生えています。齧歯目（ネズミの仲間）

の中で最も大きく、体重 50 ㎏になります。20～30 頭の群れで水辺近くの草原に住み、四肢の指に小

さな水かきがあり泳ぎや潜水が得意で、尾はほとんどありません。草食性で、伊豆シャボテン公園で

は、キャベツ・さつまいも・にんじん・りんご・青草・乾草・草食動物用固形飼料などを与えていま

す。妊娠期間は約５ヶ月で１～８頭生まれます。生後２～３日で、草・キャベツなどを囓り、授乳は

１日４～８回、３ヶ月程で離乳します。カピバラの寿命は野生では約８～10 年です。 
 
－元祖カピバラの露天風呂－ 

1966 年から飼育を始め、1982 年の冬に、掃除にお湯を使い風呂好きなことを偶然見つけました。

以来毎年、“伊豆の冬の風物詩”として入浴をしております。カピバラのゆず湯は 1996 年（ねずみ年）

冬至から始まりました。また 2012 年８月に『カピバラの露天風呂』及び『カピバラの温泉』の商標登

録をいたしました。 
『カピバラの露天風呂』登録番号 5509845 号、『カピバラの温泉』登録番号 5509846 号 
 
－伊豆シャボテン公園 
「カピバラの露天風呂：カピバラ一家」－ 
お婿さん：がんも（2013 年 11 月２日生まれ）体長約 70cm、体重 40kg 
母親：キントキ（2013 年５月 28 日生まれ）体長 100cm、体重 50kg 
子供：白玉、抹茶、あずき（2015 年４月 22 日生まれ）体長約 40cm、体重約 10kg 
 
「カピバラ虹の広場：カピバラ一家」－ 
父親：ケビン（2013 年１月９日生まれ）体長約 80cm、体重 48kg 
母親：ニンジン（2012 年９月２日生まれ）体長 70cm、体重 35kg 
子供：おたま（2014 年７月 23 日生まれ）体長 65 ㎝、体重 18 ㎏ 

ポテト、トマト、ミント（2015 年８月 13 日生まれ）体長 30cm、体重 5kg  
 
「アニマルボートツアーズ：カピバラ兄弟」－ 
タコス、もなか、マロン（2014 年５月 14 日生まれ）体長約 65cm、体重 30kg 
 

 


