
ZOOMO ナイト 

盛岡市動物公園 ZOOMO では、毎年「ホタルの夕べ」と題して、アフリカ園の動物の一部展示と園内 

に生息するホタルを観察してもらう夜間開園を行ってきましたが、今年からタイトルを「ZOOMO ナイ 

ト」へと変更し、内容も大幅にリニューアルいたします。 

盛岡市動物公園 ZOOMO で飼育されている動物たちは、来園者の皆さんに日々その美しい姿や素晴ら 

しい生態を見せてくれています。ZOOMO ナイトでは、動物たちに協力をしてもらいながら、普段より 

も少しだけ長く開園をして、動物たちのもうひとつの姿を見てもらいます。 

園内は来園者の安全のために設置する照明を除き、例年よりも展示を照らす照明の数を少なくします。 

出来る限り動物へのストレスを軽減させながら一部の動物の展示を行いますが、動物の福祉と安全面に 

配慮し、展示を行わない動物もおります。見えにくい動物やご覧いただけない動物もいるかと思います 

が、動物の福祉に配慮した当園の取り組みに、ご理解ご了承いただけますようお願いいたします。 

＜開催日時＞ 

8 月 15 日（土）・16 日（日） 

ZOOMO ナイト第四部「ポニーとキリンの晩ごはん」 

19：30～ 寝室でキリンに木の葉をプレゼント。 

参加費：お 1 人様 園内共通チケット 1 枚（110 円分） 

定員：各日先着 50 名 

19：00～ ポニーに笹をプレゼント。（無くなり次第終了） 

ZOOMO ナイトイルミネーション 

園路を楽しく上り下りしてもらうため、動物への影響が無いエリアにイルミネーションを設置します。 

また、園内に設置したハート型のイルミネーションを探してもらい、見つけた方先着 30 組に「手作りエ 

ミューの羽根お守り」をプレゼントする「ハートのイルミネーションを探せ」も同時開催。 

 

お盆特別企画 

これまで来園者を楽しませてくれた飼育動物たち、園内に生息し人知れず亡くなっていったすべての生 

き物たちを供養するため、動物慰霊碑に灯りを灯します。 

 

＜入園料＞ 

大人（高校生以上）：500 円 

こども（中学生以下）：無料 

＊盛岡市内在住の 65 歳以上の方は、住所と生年月日が分かるものをご提示いただければ無料です。 

＜駐車料金＞ 

普通車：200 円 

中型・大型車両：1000 円 

＜ZOOMO食堂 営業時間＞ 

お食事メニュー（カレー・スナック類）：ラストオーダー 19：30 

※17 時よりカワウソカレーセットも販売しております。お得なチケットは下記をご覧ください。 

カフェメニュー（ドリンク・アイス・ケーキ）：ラストオーダー 20：00 

＊園内 ZOOMO SHOP、ZOOMO食堂も営業するほか、ケータリングカーも出店予定です。 

（変更になる場合もございます。予めご了承ください。） 

 

 



「タフとニーナのフォトカード付：ピューマのごちそうチキンレッグ」 

8 月 15 日（土）・16 日（日）の 17 時以降限定で ZOOMO 食堂にて 

引換え可能な特別なスモークチキンレッグです。 

料金は入園券とセットで 1050 円 限定 20 ヶの販売です。 

ZOOMO ナイト特別販売数量限定「タフとニーナのフォトカード付：ピューマのごちそうチキンレッグ」 

お得な入園券セットはこちら 

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0198y0114p1hn.html 

 

「ZOOMO食堂お食事付き入園券セット」 

 

 入園券とお食事がセットになったお得なチケットです。 

雨の日限定イベントで大人気となったカワウソカレーが ZOOMO ナイト特別バージョンセットで登

場！ZOOMO ナイト開催日限定で 1000 円で提供しているカワウソカレーが、チケットを事前購入し

ていただくと 800 円で食べられます！ 

※カワウソカレーZOOMO ナイト特別バージョンは 17 時からのご提供になります 

料金：お 1 人様 1300 円 ※入園券大人お 1 人様分（500 円）を含みます。 

※チケット購入後の払い戻しはできませんので予めご了承ください。 

 

ZOOMO食堂 ZOOMO ナイト特別メニューカワウソカレーセット+入園券は、 

下記 URL からご購入下さい。 

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/018njt113vgr8.html 

    

「暗闇探検隊！ ～四季の森で野生動物を探そう～」 19：45～20：15 

スタッフ（隊長）と一緒に真っ暗な四季の森に入り、あらかじめ仕掛けておいたカメラトラップを確認

しながら歩く特別な体験をしてみましょう。 

参加費：専用チケット 1 組 1100 円（1 組 5 名様まで）定員：各日先着 10 名 

 入園時に正面入口券売所にてチケット受付画面を提示し、専用チケットと引き換えて下さい。開始 10 

分前（19：35）よりサル山前にて受付します。 

※園内共通チケットではご参加いただけません。開催前日までに Pass Market より専用 チケットの購

入が必要です。事前予約分で定員に達していない場合にのみ当日券を正 面入口券売所で販売いたします。

チケット購入後の払い戻しはできませんので予めご了承ください。 

 

参加申込は下記 URL から専用チケットをご購入下さい。 

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/014khs114jqrp.html 

 

「ZOOMOナイト特別企画 ～公式 SNS オフ会～企画営業広報が語る裏の裏は表？！～」 

開催日時：8 月 15 日（土） 16：30～17：00   定員：各日先着 15 名 

過去に上がった SNS を見ながら裏話など、楽しくゆるくまったりとお話しします。ゆるいお話の後 

は激熱！超特別非売品争奪じゃんけん大会を行います。 

 

参加費：専用チケット お 1 人様 1600 円（入園券大人お 1 人様分（500 円）を含みます） 

入園時に正面入口券売所にてチケット受付画面を提示し、専用チケットと引き換えて下さい。開始 10 

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0198y0114p1hn.html


分前（16：20）より動物資料館向かいのテラスにて受付します。 

※園内共通チケットではご参加いただけません。開催前日までに Pass Market より専用 チケットの購

入が必要です。事前予約分で定員に達していない場合にのみ当日券を正面入口券売所で販売いたします。

チケット購入後の払い戻しはできませんので予めご了承ください。 

参加申込は下記 URL から専用チケットをご購入下さい。 

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01cfwn114js1f.html 

 

「ZOOMOアーカイブ ～ZOOMOナイトで振り返る 盛岡市動物公園 30 年間の秘蔵記録～」 

開催日時：8 月 15 日（土） 17：30～19：30 定員：先着 30 名 

参加費：お 1 人様 600 円（オリジナルタグマイボトル・アイスコーヒー付き） 

中学生以下は無料で入退場できます。 

動物資料館向かいのテラスで、過去の動物たちやイベント、日常作業などの動画や画像をプロジェク 

ターで投影して皆さんと 30 年間を振り返ります。 

※園内共通チケットではご参加いただけません。当日現金のみでの申し込みとなります。 

 

「ハチクマのはっちゃんハチの巣を食べるの巻」8 月 15 日（土） 16：30～参加費：無料 定員：無し 

鳥類ゾーン鳥類舎ハチクマ前で、はっちゃんが大好物のハチの巣を食べる様子を観察します。 

 

「真夏の灯火に集まる虫の観察会」 19：30～20：30 参加費無料 

     クマ舎奥のあずまやに灯火トラップを設置して、明かりに集まる昆虫の観察をしながら飼育係が 

解説します。 

 

 ZOOMOナイト当日 15 時より正面入り口券売所にて販売するチケットはこちら 

     

「早朝？げっ歯目ガイド」 16：30～17：00 

動物資料館で展示しているムササビ・モモンガ・ヤマネ・ノネズミの生態についてガイドします。 

     参加費：当日販売専用チケット お 1 人様 550 円 定員：各日先着 10 名 

  

「黄昏ガイド・ピューマ」 17：０0～17：30 

ピューマの生態や行動についてのガイドと、柵越しにピューマへ給餌体験ができます。 

参加費：当日販売専用チケット お 1 人様 550 円 定員：各日先着 10 名 

※こちらのイベントは獣舎の中に入ることはできません。 

 

「アナグマと仲良くなろう」 17：00～17：15 

ニホンアナグマの生態や行動についてのガイドと、柵越しにニホンアナグマへ給餌体験ができます。 

参加費：当日販売専用チケット お 1 人様 110 円 定員：各日先着 15 名 

     

 

「カピバラと仲良くなろう」 18：00～18：15 

食べている様子や体の構造を間近で見てもらうために給餌体験を行います。 

参加費：当日販売専用チケット お 1 人様 110 円 定員：各日先着 15 名 

 

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01cfwn114js1f.html


「ハクビシンと仲良くなろう」 18：00～18：30 

ハクビシンの生態や行動についてのガイドと、柵越しに給餌体験ができます。 

参加費：当日販売専用チケット お 1 人様 110 円 定員：各日先着 30 名 

 

当日券不要イベント 

「ヤギとヒツジのごはん」 9：30～21：00（無くなり次第終了） 

子供動物園のヤギ広場前で当日分の飼料の一部を販売します。 

参加費：1 回 100 円（現金のみ） 

※園内共通チケットではご参加いただけません。 

 

「ニホンザルのごはん」 9：30～21：00（無くなり次第終了） 

正面入口券売所前で当日分の飼料の一部を販売します。 

参加費：100 円（現金のみ） 

※園内共通チケットではご参加いただけません。 

 


