
のんほいパーク

イチオシ動物ベスト5

家族連れを中心に市民のみなさんに
親しまれている、のんほいパーク。
昨年度は83万人を超える
来園者が訪れました。
今回の特集では、その人気に
一役かっている動物をピックアップ。
飼育員の声などから動物たちがみせる
さまざまなようすや園内の魅力に迫ります。

問合せ　動植物公園（☎41・2185）
!うこ行

動 へ園物
特 集
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2位

5位

3位

4位
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スマトラ
オランウータン
ウータン（♂）

サーバル
ステル（♀）

かわいいと美人の両立

サバンナのスーパーモデル
フランジは強い雄のしるしイケメンオランウータン

5,500kg超級国内最大級の大食漢

出会えることが奇跡

世界一美しいサル

ステルはサーバルの中で
もスレンダーな体や長い
足、アーモンドのような大
きな目、そしてピンと立つ
長い耳が魅力的です。多
くの撮影ファンが彼女を
一目見に訪れています。

ステルはサーバルの中で
もスレンダーな体や長い
足、アーモンドのような大
きな目、そしてピンと立つ
長い耳が魅力的です。多
くの撮影ファンが彼女を
一目見に訪れています。

顔の両脇が張り出すフランジは強い
雄にしか見られない証。ウータンのフ
ランジが徐々に張り出してきていて、そ
のようすを観察できるのは希少です。

ホッキョクグマ
クッキー（♀）
全国で初めてホッキョクグマの飛び込みを始めた
のが、のんほいパーク。気付けば24年間クッキーは
飛び込み続けています。豊橋の気候に慣れてしまっ
たので、冬の冷たいプールは苦手ですが、華麗に
プールに飛び込む姿はさすがです。

ダイアナモンキー
チコリー（♀）
額の白い毛が三日月に見えることから月の女神
（ダイアナ）と称されています。日本の動物園で飼育
されている数は約20頭と少なく、赤ちゃんまで見ら
れるのは東海地方でのんほいパークだけです。

アジアゾウ
ダーナ（♂）
アジアゾウの平均体重の4,200kg
を遥かに上回り、1日約70kgもの
餌を食べています。

のんほいパークが誇る
必見の動物たちを紹介します。

ドイツ産まれ 豊橋育ち

ダイビング歴24年のベテラン
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少し毛が抜けている
サルもいますが、

毛づくろいをし過ぎるほど
仲が良いだけなので
心配はいりませんよ。

飼育員:杉浦直樹

のんほいパークには個性を持った動物がたくさん
います。毎日、見ている飼育員だからこそ気付く、
動物たちの特徴や面白いところなどを紹介します。

飼育員が知っている

ニホンザルといえば、湯船に浸かって寒さを凌ぐ姿が注目されますが、の
んほいパークのニホンザルたちはお湯が苦手なサルが多いです。ムツミ
は気持ち良さそうに浸かりますが、ムタはまだまだ怖いようです。

ゴマフアザラシ
茶々丸（♂）

手先が器用なウランは、毛布を渡すと自分でハンモックを作り
ます。作るときは頭上の格子にぶら下がりながら、手足や口を
使いしっかりと結び付けます。ウランもお客さんがよく見えると
ころにいたいのかもしれません。

スマトラオランウータン
ウラン（♀）

ユララのお尻付近には
ハート型の模様があります。

見つけるとユララの
ように恋愛上手に

なるかもしれませんよ。
飼育員:奥野浩史

ダーナは好物の
ニンジンや青草を

大事そうに牙の間に
挟んで取っておく

お茶目なゾウです。
飼育員:堀井美穂

茶々丸はおっとり、のんびり、マイペースな性
格です。おもちゃで遊ぶのが好きで、黄色の
輪と小さなタイヤのおもちゃがお気に入り。
人懐っこく、頻繁に来園者の近くに寄って来
ます。

の物 ち動 た

ろこ
面
と

い白

園内を歩いていると動物の足跡に
気付きます。足跡の先にはその動物
がいますので、足跡を頼りに巡るの
もお勧めです。

牧草などの餌を、ダーナは左巻きで集
めてつかみ、妻のアーシャーは右巻き
につかんで食べます。利き手ならぬ利
き鼻があり、大きさだけでなく食事の
ようすにも注目です。

アジアゾウ
ダーナ（♂）

チャームポイントは
“鼻の穴”です。

息継ぎして水面に
顔を出す時に

パカッと開くのが
とてもかわいいです。

飼育員:松野真希子

ニホンザル ムツミ（♀）・ムタ（♂）

ユウの
石ころを使った
ジャグリングは

必見!!
飼育員:井上康子

アミメキリン
ウリュウ（♂）・ユララ（♀）・キララ（♀）

昨年、キララが生まれ、親子3頭で並ぶ姿が見
られるようになりました。ウリュウはユララの
ことが大好きで、キララが近付きすぎると娘に
やきもちを焼いて怒ることがあります。

消すのがもったいない
黒板アート

飼育員が描いた黒板アートを展示していま
す。鮮やかなイラストやその動物ならではの
特徴など、見どころ満載です。ぜひ、探して
みてください。

見えない姿を追え
足跡の案内表示

毛布をかぶって
隠れるしぐさも
かわいいですよ。

飼育員:八代梓

餌はアジを与えています。
頭から食べたり、真ん中か
らむいて食べたりするコツ
メカワウソがいる中、ユウ
は尾の方から食べます。

餌はアジを与えています。
頭から食べたり、真ん中か
らむいて食べたりするコツ
メカワウソがいる中、ユウ
は尾の方から食べます。

コツメ
カワウソ
ユウ（♂）
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見どころがいっぱいの、のんほいパークは1日中たっぷりと楽しむことができます。
広い園内を上手に周るために、よくある質問を紹介します。

動物の

のんほいパークでは、毎年たくさんの
赤ちゃんを見ることができます。
昨年生まれた赤ちゃんの一部を

紹介します。

んゃち赤

同じ時期に生まれた兄弟な
どはテーマを作って名付け
ています。

公募や親の名前を参考にして名付けて
いますが、中には変わった名付け方を
している動物もいます。

エリンギ、シイタケ、ナメコ

ポンズ、ショウガ、カラシ

アンパン、ラスク、クロワッサン

●きのこシリーズ…

●調味料シリーズ…

●パンシリーズ　 …

テンジクネズミ（モルモット）の場合

赤ちゃんの名前は

どう付けるの？

アミメキリン
キララ（♀）

6月生まれ

&&Q問質 Aく るよ あ

Q

もぐもぐ広場 ふれあい広場 セグウェイガイドツアー

動物の解説はしてもらえますか？

A
Q 食事ができる場所はありますか

A

ボリビア
リスザル
ポンコ（♀）

6月生まれ

コツメカワウソ
サン（♂）・キサ（♀）

2月生まれ

チンパンジー
ルイ（♂）

4月生まれ

マンドリル
ツヨシ（♂）

11月生まれ

カイウサギ
クミン（♀）・

ペンダント（♀）

1月生まれ

フェネック
10月生まれ

園内の飼育員に気軽にお声掛けください。また、展示場所に
解説を掲載しているほか、スマートフォンで、のんほいパーク
の無料Wi-Fi（.nonhoipark_free_wifi）にアクセスすると
ガイドマップが表示され、動物を選択すると詳しい解説を読
むことができます。

展望塔1階や最上階にレストランがあり、遊園地入り口や
西門休憩所には軽飲食コーナーもあります。天気の良い日
は芝生の上で弁当を広げるのもお勧めです。運が良けれ
ば、大沢池前の芝生で、オオハクチョウが優雅に泳ぐ姿を
眺められます。

Q 動物を見るのにお勧めの
時間帯はありますか？

A
Q 授乳室などはありますか？

A 各門と展望塔内の計4か所に授乳室があります。また、お
むつ交換台は授乳室を含め園内16か所に設置していま
す。ベビーカーは、各門で貸し出しており（1回200円）、各門
で返却できます。

開園してすぐと夕方に活発に動く動物が多いです。また、普
段は暗い夜行性動物館は9:30まで明るくしているので、写
真撮影にはこの時間がお勧めです。飼育員が餌やりをす
る時間も見どころです。各門の掲示板やチラシを参考にし
て、お楽しみください。

そのほかにも
こんな動物たちが

生まれました

・ジェンツーペンギン
・パタスザル
・テンジクネズミ
・ダイアナモンキー

ホンドフクロウ
４月生まれ

ヨツユビ
ハリネズミ
３月生まれ

火・水・土・日曜日、祝日の10:30～
11:30、14:00～15:00
東門のツアー受け付け
各2,000円（別途、入園料必要）
申込方法など詳細は、のんほ
いパークホームページ参照

と き

ところ
料 金

その他

10:00～11:45、13:20～15:30
なかよし牧場
土・日曜日、祝日に飼育員によ
る解説会あり（料金100円必
要。9:00、12:00にふれあい広
場入口で整理券配布）

時 間
ところ
その他

10:00～11:45、13:20～15:30
なかよし牧場
ヤギ・ヒツジ・アヒルは100円、
カピバラは200円

時 間
ところ
料 金

べ トイ 報情ン
ヒツジやヤギ、カピバラなどに餌やりが
できます。

乗車講習の後、スタッフの解説付きで
園内を案内します。

ウサギ、テンジクネズミを触ることができ
ます。
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と き

ところ
料 金

その他

10:00～11:45、13:20～15:30
なかよし牧場
土・日曜日、祝日に飼育員によ
る解説会あり（料金100円必
要。9:00、12:00にふれあい広
場入口で整理券配布）

時 間
ところ
その他

10:00～11:45、13:20～15:30
なかよし牧場
ヤギ・ヒツジ・アヒルは100円、
カピバラは200円

時 間
ところ
料 金

べ トイ 報情ン
ヒツジやヤギ、カピバラなどに餌やりが
できます。

乗車講習の後、スタッフの解説付きで
園内を案内します。

ウサギ、テンジクネズミを触ることができ
ます。
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