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お問合せ先

よこはま動物園 副園長 渡辺 武志 Tel 045-959-1298

野毛山動物園 園長 鈴木 浩 Tel 045-231-1307

金沢動物園 園長 原 久美子 Tel 045-783-9400

平 成 2 8 年 8 月 1 9 日
（公財）横浜市緑の協会
よ こ は ま 動 物 園
野 毛 山 動 物 園
金 沢 動 物 園

記 者 発 表 資 料

よこはま動物園ズーラシア

アフリカのサバンナゾーンは必見！

「よこはま夜の動物園 2016」の開催が、残すところあと 4 回となりました。夜の動物園では、各園開園

時間を 20:30 まで延長し、夜ならではの動物の姿をご覧いただける他、イルミネーションやビアガーデン

など、真夏の夜の動物園をお楽しみいただけます。※各動物園イベントの詳細は裏面を参照ください。

【よこはま夜の動物園 2016 開催日】

8 月 20 日（土）・21 日（日）・27 日（土）・28 日（日）の 4 回

金沢動物園

夜のオオカンガルー展示場が美しい！

野毛山動物園

夕涼みガーデンライブは大盛況！
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【イベント詳細】

★ナイトズーラシア★
時間：昼間の開園に引き続き20:30まで開催（入園は19:00まで）

料金：大人800円、中人・高校生300円、小・中学生200円※毎週土曜日は高校生以下無料（要学生証等）

リアル恐竜体験ライブショー「サマーナイト☆ダイナソーズ」

日程 内容 時間 場所

星空の下、開放感のある大迫力の恐竜ライブです。

時には、すぐそばまで恐竜たちが近づきます。

①18:00～

②19:30～

（約20分）

ころころ広場

イルミネーション

日程 内容 時間 場所

園内各所にイルミネーションを設置します。

幻想的な光に園内が包まれます。

18：00～

20：30

正門、オージ

ーヒルレスト

ラン前広場、

噴水口、サバ

ンナテラス前

など

ビアガーデン

日程 内容 時間 場所

動物やイルミネーションを見ながら、ビアガーデン

を楽しめる空間を提供します。皆さまで楽しめるお

つまみも多数ご用意してお待ちしております。

16：30～

20：00
（ラストオーダー

19：30）

オージーヒル

レストラン、

サバンナテラ

ス

20・21・

27・28 日

このほかにも、飼育係員のとっておきタイム（ナイトズーラシア特別版）馬のエサやり体験などを

お楽しみいただけます。

【おすすめポイント】

・夜の動物園に恐竜たちが初登場する「サマーナイト☆ダイナソーズ」を開催します。

・夜の動物たちの観察はドキドキがいっぱいです。

20・21・

27・28 日

20・21・

27・28 日
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★ナイトのげやま★
時間：昼間の開園に引き続き20:30まで開催（入園は20:00まで）

料金：無料

飼育係員による動物ガイド

日程 内容 時間 場所

1日2種の動物ガイドを行います。
19：00～

19：30～
各展示場前

イルミネーション

日程 内容 時間 場所

園内にイルミネーションを設置します。
18：00～

20：30

動物園入口

ひだまり広場

ビアガーデン

日程 内容 時間 場所

イルミネーションとビールで、大人も楽しめる空間

を提供します。

16：30～

20：00
（ラストオーダー

19：30）

ひだまり広場

夕涼みガーデンライブ

日程 内容 時間 場所

ビアガーデンの雰囲気を盛り上げる生演奏を行いま

す。

①18:00～

②19:00～

（約30分）

ひだまり広場

※なかよし広場の小動物とのふれあいは、通常通り 15:30（最終入場 15:10）で終了します。

【おすすめポイント】

・園内にイルミネーションを設置します。

・ひだまり広場屋内休憩所前でビアガーデンを営業します。

・飼育係員による特別ガイドを一日２回行い、夜の動物たちの様子についてお話します。

20・21・

27・28 日

20・21・

27・28 日

20・21・

27・28 日

20・27 日



★ナイト金沢 ZOO★

時間：昼間の開園に引き続き20:30まで開催（入園は19:30まで）

料金：大人500円、中人・高校生300円、小・中学生200円 ※毎週土曜日は高校生以下無料（要学生証等）

毎週発見☆夏の夜 （雨天中止）

日程 内容 時間 場所

20・21日
「おしゃべりナイト」

各エリアの動物について飼育係員が説明を行います。
18:30～19:30 園内各所

27・28日

「ひかるどうぶつえん 2016」

アニメーションや映像等、光のアート作品を園内各所でお

楽しみいただけます。

【主催】ひかるどうぶつえん実行委員会

【共催】（公財）横浜市緑の協会金沢動物園/一般社団法人ファースト・ワン

【助成】横浜市地域文化サポート事業・ヨコハマアートサイト 2016

［協賛］東京造形大学校友会

［後援］公益財団法人 画像情報教育振興協会(CG-ARTS 協会)

15:30～20:00

（開始時間は天候に

よって変更します。）
園内各所

ビアガーデン

日程 内容 時間 場所

開放感のある広場で、ビールや各種メニューを

お楽しみいただけます。

16：30～20：00

（ラストオーダー

19：30）

わくわく広場

【おすすめポイント】

・「毎週発見☆夏の夜」を開催中！

20・21 日はライトアップされた動物の展示場前で、飼育係員が解説を行う「おしゃべりナイ

ト」を開催します。27・28 日は光のアート作品を園内各所で展示する「ひかるどうぶつえん

2016」を開催します。

20・21・

27・28 日
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動物園について

1．よこはま動物園ズーラシア

◆入 園 料：大人 800 円、中人・高校生３00 円、小・中学生 200 円、小学生未満無料

毎週土曜日は高校生以下無料（要学生証等）

よこはま動物園・金沢動物園共通年間パスポート 18 歳以上 2,000 円

◆開園時間：9:30～16:30（入園は 16:00 まで ※ナイト開催日は 19：00 まで）

◆休 園 日：毎週火曜日(祝日の場合は開園。翌日休園。)

◆交 通：相鉄線「鶴ヶ峰」「三ツ境」駅、JR 横浜線・市営地下鉄「中山」駅から「よこはま動物園」行きバス

で約 15 分、「横浜」駅から「よこはま動物園」行きバスで約 1 時間

◆U R L：http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/

◆住 所：横浜市旭区上白根町 1175-1

◆問合せ先：045-959-1000

２．野毛山動物園

◆入 園 料：無料

◆開園時間：9:30～16:30（入園は 16:00 まで ※ナイト開催日は 20：00 まで）

◆休 園 日：毎週月曜日(祝日の場合は翌日)

◆交 通：JR 根岸線・横浜市営地下鉄「桜木町」駅下車 徒歩 15 分、

または市営バス 89 系統「一本松小学校」行き「野毛山動物園前」下車すぐ

京浜急行「日ノ出町」駅下車徒歩 10 分

◆U R L：http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/nogeyama/

◆住 所：横浜市西区老松町 63－10

◆問合せ先：045-231-1307

３．金沢動物園

◆入 園 料：大人 500 円、中人・高校生３00 円、小・中学生 200 円、小学生未満無料

毎週土曜日は高校生以下無料（要学生証等）

よこはま動物園・金沢動物園共通年間パスポート 18 歳以上 2,000 円

◆開園時間：9:30～16:30（入園は 16:00 まで ※ナイト開催日は 19：30 まで）

◆休 園 日：毎週月曜日(祝日の場合は翌日)

◆交 通：京浜急行「金沢文庫」駅下車 西口バス乗場「野村住宅センター」行き「夏山坂上」下車徒歩 6 分、

または急行「金沢動物園」行き（土・日・祝のみ）下車約 10 分（終点下車）

◆U R L：http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/kanazawa/

◆住 所：横浜市金沢区釜利谷東 5-15-1

◆問合せ先：045-783-9100


