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平成 28年 9月 2日 

 

株式会社志摩スペイン村 

志摩スペイン村 秋の営業について 

 

この秋も、驚きと感動はとまらない！季節のイベントが盛りだくさん！ 

志摩スペイン村では、秋の 3 連休 9 月 17 日（土）から 9 月 19 日（月・祝）および、10 月 8 日（土）

から 10月 10日（月・祝）にこの夏好評のライブスペクタル「ロストレジェンド～シルコ・デ・ティエラ～」

を上演します。大迫力の炎と洪水、アクロバティックなパフォーマンスが秋にもお楽しみいただけます。 

10 月 1 日（土）から 10 月 31 日（月）は、ハロウィーンにちなんだイベントや、限定メニューがお楽し

みいただける「志摩スペイン村 ハロウィーンフィエスタ」を開催。秋の期間限定グルメイベントでは、  

大鍋パエリャの実演販売、アツアツのアヒージョがお楽しみいただける「バルフィエスタ」を 9月 10日（土）

～10 月 23 日（日）の土日祝に開催します。この春ご好評いただいた「年間パスポート期間限定購入キャ

ンペーン」の第 2弾として 9月 16日（金）から 11月 6日（日）に発売します。 

お得に志摩スペイン村を楽しむなら、14 時からの入園・アトラクションの利用が出来る「アフタヌーン

パスポート」がおすすめです。 

この秋も、驚きと感動はとまらない！季節のイベントが盛りだくさん！秋の志摩スペイン村を存分にお

楽しみください。詳細は、下記のとおりです。  

記

１．秋の 3 連休も好評上演！「ロストレジェンド～シルコ・デ・ティエラ～」  

【概  要】栄華を極めた「タルテス帝国の遺跡」を舞台に、大迫力の炎と洪水、そしてアクロバティッ

クなパフォーマンスが織りなすライブスペクタクル。 

【見どころ】縦横無尽に駆け抜けるスピード感溢れる「パルクール」、まるで水晶玉が宙に浮いている

かのように操る「水晶玉パフォーマンス」、布やリングを使って空を優雅に舞う幻想的な

「エアリアル」等、繰り広げられる数々のパフォーマンスから目が離せません。 

【上演期間】9月 17日（土）、18日（日）、19日（月・祝） 

      10月 8日（土）、9日（日）、10日（月・祝） 

【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名 

【上演時間】①12:15 ②14:10（各回約 15分・開場は 15分前） 

 

 

 

 

 

エアリアル 

 

水晶玉パフォーマンス 

 

パルクール 

 

大迫力の炎と洪水 
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２．志摩スペイン村 ハロウィーンフィエスタ 

異国情緒満載の園内にはフォトジェニックな写真スポットがいっぱい！ 

大きなかぼちゃのフォトスポット「モンスターパンプキン」が 

エスパーニャ通りに登場します。10月の土日祝と 10月 31日（月）は、 

キャンディーキャストがパーク内に登場し、「オラ！Ｔrick or Ｔreat !」 

の合言葉で小学生以下のお子様を対象に、お菓子をプレゼント。 

また、ハロウィーン限定メニューが各レストランでお楽しみいただけます。 

パエリャの調理体験など限定イベントが盛りだくさんです。 

 

（１）モンスターパンプキン登場！ 

かぼちゃのモニュメントが特設フォトスポットになって登場。 

フラッシュ撮影で不思議な写真が撮れる高さ約 4ｍのフォトスポット 

です。 

【実施場所】エスパーニャ通り 

【実施期間】10月 1日（土）～10月 31日（月） 

 

（２）キャンディーキャストを探せ！ 

子どもたちにお菓子を配るキャンディーキャストがパーク内に 

登場します。「オラ！Ｔrick or Ｔreat !（トリック・オア・トリート）」 

と合言葉を伝えると、お菓子が貰えます。 

【実施期間】10月の土日祝および 10月 31日（月） 

【対  象】小学生以下のお子様 

 

（３）ハロウィーン限定メニュー 

見て楽しい、食べて楽しいハロウィーン限定メニューをそろえました。 

おばけやジャックオーランタンをモチーフにしたゆかいなメニューが登場。竹炭を使用した黒い大きな

バケットとソーセージは 60ｃｍ！「ハロウィーンびっくりボカディリョ」は約 5人前のびっくりボカデ

ィリョ（スペイン風サンドイッチ）です。 

【実施期間】10月 1日（土）～10月 31日（月） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

※写真はイメージ 

写真を撮ると何かが起こる！？ 

「モンスターパンプキン」 

レストラン エル パティオ 

「ハロウィーンびっくり 

ボカディリョ」4,000円 

（1日限定 5食） 

 

合言葉は、「オラ！Ｔrick or Ｔreat !」 

「キャンディーキャストを探せ！」 

 

ピッツェリア ピザ ラ ロハ 

「ハロウィーンキッズピザ 
セット」760円 

※写真は昨年の様子 

カフェ ミ カサ 

「ハロウィーンデニッシュ 
パンケーキセット」 

950円 

キャラクターカフェ 
 チィコ チィコ 

「ハロウィーンバーガー  
セット」900円  
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（４）パエリャ調理体験 ハロウィーン限定バージョン 

    シェフ指導のもと、スペインの代表料理「パエリャ」をハロウィーン風にアレンジします。 

    仮装をしての参加もＯＫ！楽しくパエリャを作ったあとは、シェフの作った 50人分のパエリャと 

食べ比べ！いつもと違うパエリャを味わって下さい。 

【実施日時】10月 23日（日） 12:00～13:30 

【実施場所】レストラン エルパティオ 

【料  金】大人（中学生以上）1,800円・小人（3歳～小学生）1,300円 

         ※パスポート代は別途、ハロウィーン風サラダ・スープ・デザート付き 

          ※2歳以下は無料（サラダ・スープ・デザートはなし） 

【募集人数】60名程度  

※申込みは 2名から 

  ※仮装でご参加の場合、調理できる服装で入園基準を満たすものとします。 

【応募方法】志摩スペイン村公式ホームページより応募 

【応募期間】9月 6日（火）～10月 2日（日） 

※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。 

※参加案内は 10月 7日（金）頃郵送。 

３．秋のグルメイベント＆ショッピング！ 

さわやかな秋空の下、マヨール広場では、大鍋パエリャの実演販売、アツアツのアヒージョがお楽しみ

いただける「バルフィエスタ」を開催します。秋の味覚の数々をご堪能ください。また、ショッピン

グでは、めずらしいスペインの食材がおみやげにもおすすめ。アヒージョやパエリャ用の食器や調理器

具など思わず自分用にも欲しくなるアイテムが満載です。 

（１）バルフィエスタ 

秋の食材や伊勢志摩の食材を使った秋のグルメが各レストラン 

に登場します。スペインの名物料理「パエリャ」を、直径 1ｍ 

の大鍋で目の前で豪快に炊き上げる調理実演販売や、秋の食材 

や海の幸をスペインタパスの代名詞「アヒージョ」で楽しめる 

「バルフィエスタ」を実施。広場が香ばしい香りで包まれ、 

食欲をそそります。青空の下、薪木で炊き上げた出来たてのパエ 

リャをお楽しみください。 

■大鍋パエリャの実演およびアヒージョ販売 

【実施期間】9月 10日（土）～10月 23日（日）土日祝に実施予定 

【実施時間】11:30～13:30（売切れ次第終了） 

【料  金】・大鍋パエリャの実演販売 1皿 1,000円（スープ付き） 

  ※前売りチケットを実施日の 11:30より販売します。 

      ・アヒージョの販売 

地場産伊勢海老のアヒージョ 1,500円 

伊勢地鶏の砂肝とキノコのアヒージョ 600円 

小海老とブロッコリーのアヒージョ 600円 

地蛸とポテトのアヒージョ 600円 

 
 

「アヒージョ」 

※写真はイメージ 

「大鍋パエリャ」 
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（２）おみやげにおすすめ！ 

生産量世界一を誇る本場スペインのオリーブオイルや、めずらしいスペイン食材がおみやげにおす

すめです。ご家庭でパエリャを楽しめるパエリャセットやアヒージョ用のカスエラ皿は、自分用に

も思わず欲しくなるアイテム。「真珠の塩」を使用したキャラクター菓子などバラエティ豊かな商品

を取り揃えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．第 2弾！「年間パスポート期間限定購入キャンペーン」 

1年間何度でもご利用いただける年間パスポートを特別料金で発売します。 

【発売期間】 9月 16日（金）～11月 6日（日） 

【特別料金】 大人・中人   8,400円（通常料金 12,000円） 

       シニア・小人 5,600円（通常料金 8,000円） 

【特   典】 ・パーク内ショップでのお買い物 10％割引 

・パーク内レストランでのお食事 5％割引 

・ホテル志摩スペイン村レストランでのお食事 20％割引 

            ・伊勢志摩スカイライン通行料 20％割引 

※一部店舗・商品を除きます。 

 

５．お得なチケット「アフタヌーンパスポート」 

9月 1日からは 14時以降に入園できるチケット「アフタヌーンパスポート」を販売いたします。 

秋の 3 連休にはアフタヌーンパスポートで、期間限定「ロストレジェンド～シルコ・デ・ティエラ～」、

キャラクターショー「ドンキホーテのアー・ベー・セー・デー・エスパーニャ！」、フラメンコショー「フィ

エスタ・デ・セビーリャ」（別途お1人500円・ワンドリンク付）などのショーが楽しめてとってもお得で

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 

アフタヌーンパスポート 2,300円 1,700円 

パスポート 5,300円 3,500円 4,300円 3,500円 

「パエリャセット」2人用2,900円 

・パエリャ鍋（単品 2,270円） 

・パエリャの素（単品 570円） 

・エクストラバージン  

オリーブオイル（単品490円） 

※写真はイメージ 

スペインの食材 
・オリーブオイル 1,300 円 

・レンズ豆水煮   680円 
・イベリコ豚のランチョンミート パテ 
 760円など 

 

真珠の塩を使用したキャラクター菓子 
・塩キャラメルナッツクッキー 700円 
・真珠の塩のおせんべい 800円 

・真珠の塩スイートポテト 1,100円など 

 

年間パスポート  
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光と音のファンタジア「イサベルの光」 

６．エンターテイメントもアトラクションも！ 

陽気なエンターテイナーやキャラクターたちが目の前で繰り広げるパフォーマンスは必見！スペインの

情熱を体感できるパルケエスパーニャならではのエンターテイメントは、11月 30日まで連日上演です！ 

アトラクションでは 28施設のバラエティ豊富なアトラクションがラインナップ。夕暮れ時からは幻想的な

雰囲気に包まれる、光と音のファンタジア「イサベルの光」でロマンチックなひとときをお過ごしください。 

（１）エンターテイメントは 11 月 30日まで！ 

1.パルケエスパーニャパレード「エスパーニャカーニバル“アデランテ”」 

2.キャラクターショー「ドンキホーテのアー・ベー・セー・デー・エスパーニャ！」 

3.ストリートミュージカル「エンシエロ！～UNO!DOS!TRES!MOOH!ちょっと変わった牛追い祭り！～」 

スペイン三大祭りのひとつ、「パンプローナ」の牛追い祭りを舞台に、明るく陽気なスペイン人達が繰り広げる

コミカルなストリートミュージカル。平成 28 年 11 月 30 日(水)の上演をもって終了いたします。来春、新スト

リートミュージカル登場（予定）。 

4.フラメンコショー「フィエスタ・デ・セビーリャ」 

スペイン三大祭りのひとつ、「春祭り」をはじめ、闘牛や聖週間など、スペイン南部の都市セビーリャの春、そ

して祭りをテーマにしたフラメンコショーです。ショーの途中でダンサーとのかけ合いや手拍子など一体感が味

わえます。初めてご覧いただく方にもお子様連れの方にもおすすめです。平成 28 年 11 月 30 日(水)の上演をも

って終了いたします。来春、新フラメンコショー登場（予定）。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）光と音のファンタジア「イサベルの光」 

夕日が沈む頃、コロンブス像を主役とした、全長 35ｍの大型光ゲート 

が輝きます。コロンブスへ希望の光を贈ったスペイン初代女王イサベ 

ルをテーマに心の葛藤や、未来への“夢と希望”を表現した光と音の 

エンターテイメントです。 

【上演期間】10月8日（土）～12月18日（日）の土日および10月10日（月・祝） 

12月 23日（金・祝）～平成 29年 1月 3日（火） 

【上演場所】コロンブス広場 

【上演時間】約 8分／回 

 

（３）世代を問わずに楽しめる２８施設のアトラクションが勢ぞろい！ 

ジェットコースターデビューはパルケで決まり！身長 90ｃｍから乗れるキッズコースター「キディ

モンセラー」や、体験型ウォークスルーアトラクション「３Ｄトリックツアー」、「ピレネー」をは

じめとするスリル系、のんびり癒し系フィエスタ広場を汽車で一周「フィエスタトレイン」など、

28施設のアトラクションで小さなお子さまから大人の方まで幅広い世代にお楽しみいただけます。 
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吊り下げ式ジェットコースター 

「ピレネー」 

 

 

  

 

 

 

 

７．ホテルフラメンコ 

パークに隣接するオフィシャルホテル「ホテル志摩スペイン村」では、ホテルロビーでフラメンコショー

を上演します。本場スペイン人ダンサーの情熱的なフラメンコと軽快な音楽で、気軽にフラメンコを

お楽しみいただけます。 

【上演期間】 9月 3日(土)～11月 26日(土)の土曜日および 
9月 18日(日),10月 9日(日)  

【場  所】 ホテル志摩スペイン村ロビー 

【上演時間】 21:00～（約 20分間） 
※予告無く上演を中止する場合がございます。 

【料  金】 鑑賞無料 

    

８．休園日・休館日のご案内 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

パルケエスパーニャ(休園) ・ホテル志摩スペイン村(休館)・ひまわりの湯(休館) 

 

おどろきとスリルの３Ｄアート 

「３Ｄトリックツアー」 

フィエスタ広場を一周 

「フィエスタトレイン」 

  
 

 

ホテルフラメンコ 

キッズコースター 

「キディモンセラー」 

平成 29年 1月 10日（火）～ 2月 10日（金） 


