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怒りの大爆発！高さ18mの巨大神殿 

から吹き出す大迫力の炎。赤く燃え 
上がり、熱風が吹き付けます。 

 

押し寄せる大洪水！500tもの激流が 

轟音を上げながらダイナミックに迫り 

来る。水しぶきが高く舞い上がり涼し 

い空気に包み込まれます。 

 

目の前で繰り広げられる水晶玉パフォーマンス 

神に捧げる渾身のパフォーマンスに思わず息を飲む 

 

 

ナイトパレード 
「エスパーニャ カーニバル“アデランテ”」 

 

プロジェクションマッピング 
「真夏の夜の夢」 

 

花火と音楽の競演 
「ムーンライトフィナーレ」 

 

 

 

 

 

 

2018年 7月 10日 

 

株式会社志摩スペイン村 

夏の営業 ７月 14日（土）スタート！ 
 

夏の志摩スペイン村は、7月 14日（土）から夏の営業がスタートします。7月 14日（土）、15日（日）

と夏休み 7月 21日（土）、22日（日）、7月 28日（土）～8月 31日（金）の間、ナイター営業を実施し、

7 月 28 日(土)からは、ライブスペクタクル「ロストレジェンド～シルコ・デ・ティエラ～」を 8 月 31

日（金）まで連日上演します。周囲 360度すべてが立体映像で楽しめるアトラクション「ダルのファン

タジーワールド 360」には、新映像ソフト「びっくり！！昆虫ワンダーワールド」の登場、夏のグルメ

イベント「トマトまつり」や氷点下の世界を歩いて体感できる「氷の城」など、昼も夜も「楽しさ」、「感

動」、「驚き」の夏をお楽しみいただけます。詳細につきまして下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．昼も夜も、志摩スペイン村でしか観ることができないライブスペクタクル！ 

（１） ナイトスペクタル「エスティバル フェスティバル～真夏のフェスティバル～」 
【概   要】  情熱のナイトパレード、ロマンチックでドラマチックなプロジェクションマッピ 

ング、迫力満点の花火へと続く一大サマーナイトスペクタクルで、広場が感動と 

歓声に包まれます。ラストを飾る大きな花火が、真夏の夜空を夢色に彩ります。 

【上演スケジュール】 7月 14日(土)、15日(日)、7月 21日(土)、22日(日)  19:40～ 

        7月 28日(土)～ 8月 31日(金) 19:30～ 

【上演時間】 約 35分 1回/日 

【上演場所】  シベレス広場  ※パレードはパレードコース 

 

 
 

 

 

 

（２） ライブスペクタクル「ロストレジェンド～シルコ・デ・ティエラ～」 
【概   要】  今は荒果てた「タルテス帝国の遺跡」を舞台に、大迫力の炎と洪水、パルクール、エアリアル 

         等のアクロバティックなパフォーマンスが織りなすライブスペクタクル。 

【上演スケジュール】 7月 28日（土）～ 8月 31日（金） 3回上演/日 ①12：35 ②14：30 ③16：30   

【上演場所】 ロストレジェンド広場 

【出演者数】 パフォーマー 8～9名 

【上演時間】 約 15分/回 
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２．新映像ソフトが「ダルのファンタジーワールド 360」に登場！  ＮＥＷ！ 

周囲 360度すべてが立体映像で楽しめるアトラクション「ダルのファンタ 

ジーワールド 360」に、新映像ソフト「びっくり！！昆虫ワンダーワール 

ド」が登場。夏の学校の帰り道、虫が苦手な太陽と友達の花は、目の前に 

飛んできた揚羽蝶から逃げて穴に落ちてしまった。昆虫の大きさなってし 

まった二人が体験する不思議な世界を 360度の３Ｄならではの迫力の映像 

でお楽しみいただけます。 

【上映開始日】  7月 14日（土） 

【作品タイトル】 「びっくり！！昆虫ワンダーワールド」 

【上映場所】   360度超立体映像アトラクション 

「ダルのファンタジーワールド 360」 

           ※本映像ソフトの導入により「ビーミュージカル」は上映を終了いたします 

 

３．おいしい、楽しいがいっぱい！志摩スペイン村のトマトまつり 
スペイン・バレンシアの「トマトまつり」がテーマの夏限定グルメイベント。トマトと肉のガッツ 

リメニューから生ハムや魚介と合わせたさっぱりしたメニューなど多彩なトマトメニューをお楽し 

みいただけます。トマトまつりの対象メニューを食べて応募すると抽選でカゴメギフトセットが当 

たるキャンペーンも実施いたします。 

（１） トマトまつり限定メニュー 

【実施期間】 7月 21日(土)～8月 31日(金) 

【実施店舗】 テーマパーク内レストラン 8店舗          

    【内  容】 トマトを素材に使用した料理を提供します。 

また、対象のトマト料理をご注文いただき応募用紙に 

記入し応募すると抽選で素敵な賞品をプレゼントいたします。 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 （２） トマト当てゲーム 

まるでトマト祭りに参加したみたい！的をめがけてトマトボールをぶつけるゲーム。 

的に命中したら賞品をプレゼントいたします。 

【実施場所】 ファンタシア前 

【実施期間】 7月 21日(土)～8月 31日(金) 

【時  間】 開園～18:00（予定） 

【料  金】 1回300円 

 トマト当てゲーム 

「肉スペイン村 Ｎ・Ｓ・Ｍ」 

6.000円 

丸鶏を使用し、イベリコ豚のステー

キやベーコン、ソーセージ、肉厚ハ

ンバーグなど肉づくし！みんなでシ

ェアしてお楽しみください。メ～テ

レ「ザキとロバ」の取材の中で、命

名いただきました 

「トマトチーズハンバーグ」 

1.300円 

フレッシュトマトとチューダー

チーズ、果肉たっぷりのトマトソ

ースとあわせたボリューミーな

ハンバーグ 

「ざく切りトマトと 

魚介のマリネ」 500円 

魚介のマリネと酸味あるトマ

トのさっぱりサラダ 

「生ハムとチーズの冷製 

トマトクリームパスタセット」 

1,100円 

生ハムとクリームチーズをトッピ

ングしたコクのある冷たいトマト

クリームパスタ 

協賛：カゴメ株式会社 
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４．アトラクションで！エンターテイメントで！夏を満喫！！ 

（１） 夏だからもっと楽しい！アトラクション＆クールスポット 
びしょ濡れ必須の急流滑り「スプラッシュモンセラー」や、氷点下の世界を歩いて体感できる「氷 

の城」、キッズがおもいっきり水遊びできる「チャプチャプラグーン」で夏がもっと楽しめます。 

クールスポットでは、ひんやり気持ちいいミストを浴びてクールダウン。   

 

 

 

 

 

 

（２） ゲストも一緒に盛り上がるエンターテイメント！ 

    ゲスト参加型のストリートミュージカルがミストを使った夏限定の演出でゲストをさらに盛り上げま

す。ただ観ているだけでなく一緒に盛り上がるエンターテイメントで興奮と感動の世界を体感してください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

（３） 大人も子どもも楽しめる 4機種のコースター！ 

スチームパンクの世界を疾走するインドアコースター「アイアンブル」、コースターデビューぴったりの 

「キディモンセラー」、マウンテンコースターの「グランモンセラー」、吊下げ式コースター「ピレネー」 

の 4 機種のコースターでお子さまから大人の方まで、お客様にあった楽しみ方ができます。 

 

 

 

 

 

（４） 夏のおすすめ！ひんやりスイーツ＆夏グッズ 
夏のパークを楽しんだあとは、ひんやりスイーツでリフレッシュ＆クールダウン。フード付きタオルやフェイ

スタオルなどオリジナルキャラクターグッズで夏のパークを楽しくお過ごしいただけます。 

 

 

 

 

 

 
「ミックスフルーツフラッペ」 

650円  

 

「ダルとチョッキーの 

お絵かきアイスパフェ」 900円  

 
※ショー、アトラクションは、天候などにより予告なく変更、中止する場合があります 

パレード 

「エスパーニャカーニバル 

“アデランテ”」 

ストリートミュージカル 

「バイレ・デル・カピタン 

～ダンスフェスタの主役はキミだ！～」 

 

フラメンコショー 

「カンシオン・デ・アモール」   

期間限定 
ストリートパフォーマンス 

※7月14日（土）15日（日） 

21日（土）22日（日） 

7月28日（土）～8月31日（金）   

フード付きタオル 各2,000円 

氷の城 チャプチャプラグーン スプラッシュモンセラー 

(身長90ｃｍ以上) 

 

クールミストスポット 

アイアンブル  

(身長110ｃｍ以上) 

キディモンセラー  

(身長90ｃｍ以上) 

グランモンセラー  

(身長110ｃｍ以上) 

ピレネー  

(身長130ｃｍ以上) 

キャラクターメッシュキャップ 

各2,000円 
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５．期間限定！お得なチケット 

（1） 16時から入園できるムーンライトパスポートでお得に志摩スペイン村を満喫！ 

 「ムーンライトパスポート」 

ナイター営業日の 16時以降お得に楽しめる「ムーンライトパスポート」を発売します。 

ライブスペクタクル「ロストレジェンド～シルコ・デ・ティエラ～」、ナイトスペクタクル 

「エスティバル フェスティバル～真夏のフェスティバル～」の期間限定ライブスペクタクルも 

お楽しみいただけるお得なパスポートです。 
 

券種  大人 
18 歳～59 歳 

シニア 
60 歳以上 

中人 
12 歳～17 歳 

中学生・高校生 

小人 
3 歳～11歳 
幼児・小学生 

ムーンライトパスポート 3,200円 2,100円 2,600円 2,100円 

パスポート（通常料金） 5,300円 3,500円 4,300円 3,500円 

  

（2） 学生の夏休みはお得！なんと 2,000円割引！ 

「ハッピー学割パスポート」 

学生限定のお得なパスポートを期間限定で発売します。 

学生生活ならではの長い夏休み。お得に志摩スペイン村で夏の思い出を作りませんか？ 

【特別料金】 3,300円(通常料金 5,300円) 

【設定期間】 8月 20日（月）～9月 30日（日） 

【対 象 者】 大学生、大学院生、短大生、各種専門学校生 

【発売箇所】 チケット窓口およびホテル志摩スペイン村のフロント 

       （ホテル志摩スペイン村は宿泊者のみ） 

※学生証の提示によりご本人のみ適用。 

 割引券等のご利用はできません。    

 

６．夏のナイター営業日、営業時間 

  

                  

 

 

以 上 

 
※イベントの名称や内容および開催期間は変更になる場合がございます。 

 

 

期  間 営業時間 

 7/14(土)、7/15（日）7/21（土）、7/22（日） 

7/28（土）～8/10(金)、8/20(月)～8/31(金) 
9:30～20:30 

8/11(土・祝)～8/19(日) 9:00～21:00 

学生ならではの長い夏休みをお得に満喫 


