
1 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 12月 21日 

各 位 

株式会社志摩スペイン村 

 

志摩スペイン村 平成 29年春の営業について 
【平成 29 年 2 月 4 日（土）～ 5 月 31日（水）】 

 

平成 29年春の志摩スペイン村は、新アトラクション「スチームコースター“アイアンブル”」の登場をはじめ、

新ストリートミュージカル、新フラメンコショーが登場。さらにお子さま無料の特別営業や、春休み、ゴー

ルデンウィークには、炎と洪水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、お越しいただいたすべてお客様に「楽しかった」「おもしろかった」「感動した」という体験と思い出を

お届けします。平成 29年春の営業概要につきましては下記のとおりです。 

記 

◆平成 29年 2月 4日（土）登場！新アトラクション・新エンターテイメント 

 ・スチームパンクの世界を疾走するインドアコースター  スチームコースター「アイアンブル」 

・ゲスト参加型の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！～」 

・中南米のエッセンスを取り入れた新感覚のフラメンコショー  「イーダ・イ・ブエルタ」 

◆お子さま無料！スチームコースター「アイアンブル」登場記念“特別営業” 

◆春休み、ＧＷ上演！「ロストレジェンド～シルコ・デ・ティエラ～」 

◆ＧＷ上演！「エスティバル フェスティバル～真夏のフェスティバル～」 

◆春限定！お得なチケットの発売 

・新しいときめきを何度でも！「年間パスポート期間限定購入キャンペーン」 

・卒業旅行はパルケで決まり！「学割満喫パスポート」 

・ＧＷは、ムーンライトパスポート発売 
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Ⅰ.テーマパーク「パルケエスパーニャ」 
 

１．春登場！新アトラクション・新エンターテイメント 

（１）スチームパンクの世界を疾走するインドアコースター    

スチームコースター「アイアンブル」ＮＥＷ！ 

舞台は西暦 2ＸＸＸ年。 

レトロフューチャーなアイアンブル・ファクトリー。 

メカ闘牛“アイアンブル”を強化し、闘いの場へ送り出す 

工程を恐るべきスピードで疾走するインドアコースター。 

【場  所】 シベレス広場 

【施設概要】 ①コース全長   489m 

②最高速度   51km/ｈ 

③乗車定員   24名 

【所要時間】 約 3分 50秒          

【利用条件】 身長 110cm以上   

 

（２）ゲスト参加型の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！～」ＮＥＷ！ 

舞台はお祭りの準備で盛り上がるスペインのある広場。お祭りのテーマは「大航海時代」。 

お祭りの主役の船長（カピタン）も選ばれて準備万端！しかし思わぬハプニングが・・・。 

陽気で明るいパルケエスパーニャのスペイン人エンターテイナーが繰り広げるゲスト参加型の 

ミュージカル。 

【上演期間】 2月 4日（土）～11月 30日（木） 

【上演場所】 シベレス広場 

【出演者数】 スペイン人エンターテイナー 8名 

【上演時間】 約 25分 

【上演回数】 1日 2回 

 

 

（３）中南米のエッセンスを取り入れた新感覚のフラメンコショー！  

「イーダ・イ・ブエルタ」 ＮＥＷ！ 

スペインで生まれたフラメンコは、関係の深い中南米との間でイーダ・イ・ブエルタ（スペイン語 

で「往復」の意）をくり返し、様々な中南米音楽の影響を受け進化してきました。 

スペインのテイストに中南米のエッセンスを取り入れた新感覚のフラメンコショー。 

【上演期間】 2月 4日（土）～11月 30日（木） 

【上演場所】 カルメンホール 

【出演者数】 スペイン人エンターテイナー 7名 

【上演時間】 約 25分 

【上演回数】 1日 2～3回 

【料  金】 500円（ワンドリンク付・当日予約制） 

 

スチームコースター「アイアンブル」 

 

タイトルロゴ 

タイトルロゴ 
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２．お子さま無料！スチームコースター「アイアンブル」登場記念〝特別営業″ 

スチームコースター「アイアンブル」の登場を記念し、春の営業開始日を前倒しして、平成29年2月4日（土）

から2月10日（金）の間、特別に営業いたします。身長110㎝のお子さまからお楽しみいただけるインドア

コースターをいち早く、お得に体感していただけます。 

【実施期間】平成 29 年 2 月 4 日（土）～2 月 10 日（金） 

【特別料金】 

 

 

 

 

 

スチームコースター「アイアンブル」の登場で、コースターデビューにぴったりなキッズコースター「キディ

モンセラー」、山あり谷ありの本格的マウンテンコースター「グランモンセラー」、吊下げ式ならではのスリル

を体感できるインバーテッドコースター「ピレネー」と4機種のコースターが揃い、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るようになります。あわせて、新しくなったストリートミュージカル、フ

ラメンコショーもお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

３．春休み、ＧＷ上演！「ロストレジェンド～シルコ・デ・ティエラ～」  

春休みとＧＷに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～」を期間限定

で上演します。 

【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。 

【上演期間】 3月 18日（土）～4月 5日（水）、 4月 29日（土・祝）～5月 7日（日） 

※夏休み前 3連休 7月 15日（土）～7月 17日（月・祝）、夏休み 7月 22日（土）～8月 31日（木）も上演します。 

【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】 約 15分 

【上演回数】  1日 2～3回 

 

 

 

 

 

 

 

 
特別料金 通常料金 

小学生以下 無料   3,500円 

 大人（中学生以上） 3,500円 
大人 5,300円 
中人 4,300円 

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) 
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４．春限定！お得なチケット 

（１）年間パスポート期間限定購入キャンペーン  

一年間何度でもご利用いただけるお得な年間パスポートが、キャンペーン期間中は特別料金でさら

にお得にご購入いただけます。 

【発売期間】 2月 4日（土）～4月 5日（水） 

【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 

※一部店舗・商品を除きます。 

【発売箇所】エントランスインフォメーション   

 

（２）学割満喫パスポート 

学生限定のお得なパスポートを期間限定で発売します。卒業旅行や春休みの想い出作りに、お得にお

楽しみください。 

【特別料金】 2,500円 

【設定期間】 2月 11日（土）～3月 31日（金） 

【対 象 者】 高校生、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（宿泊者のみ）                                    

※学生証の提示により本人のみ適用。 

割引券等のご利用はできません。 

 

５．春休みワクワク企画 

 みんなで楽しくおいしいパエリャを作ろう！ 

シェフ指導のもと、２種類の異なるパエリャをみんなで楽しく調理します。調理したパエリャにサラ

ダ、スープ、デザートが付きます。包丁を使わず、カット済みの具材でお子さまにも簡単にできる調

理体験です。 

【実施日時】3月 26日（日） 11:15～12:45 

【実施場所】レストラン「エル パティオ」 

【料  金】大人（中人以上）1,800円  小人（3歳～小学生）1,300円 

      ※2歳以下は無料（サラダ・スープ・デザートはなし）          

※パスポート代は別途必要 

【参加人数】60名限定（４人掛けテーブル×18テーブル） 

※相席なし ※申込みは 2名から 

【申込方法】1月 25日（水）より志摩スペイン村公式ホーム 

ページにて受付開始。定員になり次第受付終了。 

参加案内は 2月下旬郵送。 

 

 

年間パスポート  

 

※写真は全てイメージです 

パエリャ調理体験の様子  
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６．エンターテイメント 

キャラクターやスペイン人エンターテイナーたちと一緒に歌って踊って参加できるパレード「エスパー

ニャカーニバル“アデランテ”」や、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！」、スパニッシュパフォーマンスなど、パルケエスパーニャならではの陽気で情熱的なエンタ

ーテイメントは必見です。 

（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”」  

【上演期間】2月 4日（土）～11月 30日（木） 

（２）キャラクターショー 

「ドンキホーテのA B C D ESPAÑA！ ～アー・ベー・セー・デー・エスパーニャ！～」 

【上演期間】2月 4日（土）～11月 30日（木） 

（３）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！～」ＮＥＷ！ 

【上演期間】2月 4日（土）～11月 30日（木） 

（４）フラメンコショー  

「イーダ・イ・ブエルタ」 ＮＥＷ！ 

【上演期間】2月 4日（土）～11月 30日（木） 

（５）キャラクターグリーティング 

【上演期間】2月 4日（土）～平成 30年 1月 14日（日） 

（６）スパニッシュパフォーマンス 

【上演期間】3月 25日（土）～11月 30日（木）予定 

 

 

 

 

  

 

 

７．春限定グルメ＆新商品 

レストランでは、本場スペイン料理をはじめ、旬の食材を使った料理や期間限定のスイーツなどがお

楽しみいただけます。ショップでは、スチームコースター「アイアンブル」をモチーフにデザインされた

新商品をはじめ、ここでしか手に入らないキャラクターグッズ、スペイン直輸入のお菓子、食品、雑貨、

陶器など種類も豊富に取り揃えています。シーズンごとに変わるテーマと新商品。いつご来園いただいて

も新しい発見があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャラクターグリーティング スパニッシュパフォーマンス エスパーニャカーニバル”アデランテ” 

 

ドンキホーテの 

アー・ベー・セー・デー・エスパーニャ！ 

春限定スイーツ 旬の食材を使った本格的な
スペイン料理 

キャラクターグッズ スペイン製陶器・輸入食品 

※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 
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「ロストレジェンド 

～シルコ・デ・ティエラ～」 

花火と音楽の競演 

「ムーンライトフィナーレ」 

アクロバティックなパフォーマンス② 

パルクール 

アクロバティックなパフォーマンス① 

エアリアル 

◆ゴールデンウィーク営業 

4月 29日(土・祝)～5月 7日(日)は、ナイター営業を実施します。プロジェクションマッピングとコラボ 

したナイトパレード「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」へと続く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～」を連日上演します。昼間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～」の期間限定上演や、スペイン各地方の料理が広場で楽しめるバルフィエスタを開催します。 

陽気で情熱的なフィエスタで朝から夜まで楽しさテンコ盛りのゴールデンウィークです。 

【営業時間】 

 

 

 

 

 

（１）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～」 

ナイトパレード、プロジェクションマッピング、花火と音楽の競演「ムーンライトフィナーレ」

へと続く一大ナイトスペクタクル。 

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

点の花火で、広場が感動と歓声に包まれます。 

  ☆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” 

  ☆花火の音楽の競演“ムーンライトフィナーレ” 
 

 

  

 

 

 

 
 

（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～」 

  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。 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

※「エスティバル フェスティバル～真夏のフェスティバル～」「ロストレジェンド～シルコ・デ・ティエラ～」は、 
夏休み前 3連休 7月 15日（土）～7月 17日（月・祝）、夏休み 7月 22日（土）～8月 31日（木）も上演します。 

 

期 間 営業時間 

4月 29日(土・祝)～5月 2日(火)、5月 7日（日） 9:30～20:30 

 5月 3日(水・祝)～5月 6日（土） 9:00～21:00 

ナイトパレード プロジェクションマッピング 
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（３）バルフィエスタ 

マヨール広場でスペイン風バケットサンド「ボカディリョ」の実演販売をします。異国情緒溢れ 

る広場で、出来立てのスペイン料理をお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）光と音のファンタジア「イサベルの光」 

夕陽が沈む頃、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。 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

（５）ムーンライトパスポートの発売 

 ナイター営業日の16時以降お得にパルケエスパーニャを楽しめるパスポートを発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5,300円 3,500円 4,300円 3,500円 

光と音のファンタジア 

「イサベルの光」 

バルフィエスタ 「ボカディリョ」の実演販売 

※写真はイメージです 
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テーマパークに隣接し、移動も楽  々 キャラクタールーム 

Ⅱ.ホテル志摩スペイン村 

ホテル志摩スペイン村に泊まって志摩スペイン村を満喫！ 

南スペイン・アンダルシアの面影漂う、インテリアの隅々までこだわった 40.5 ㎡のゆったりした

スタンダードツインルーム、パークで楽しんだ思い出をそのままに、キャラクターたちがデザイ      

ンされたキャラクタールーム、1 部屋に 6 名まで宿泊できるファミリールームなど異なるタイプ

の客室で、ファミリーからお友達同士、グループ旅行まで、お客様の要望に合わせた多彩な宿泊

プランをご用意。テーマパーク、温泉も隣接しているので、移動も楽々。オフィシャルホテルな

らではの宿泊特典も充実し、志摩スペイン村を満喫していただけます。 

ホテル館内でより快適にインターネットをご利用頂けるよう、館内各所に Wi-Fi アクセスポイン

トを設置しております。観光情報の検索などにご活用ください。 

 

（１）多彩な宿泊プラン 

①朝食＆志摩スペイン村 2ＤＡＹパスポート付プラン 

   宿泊当日と翌日の 2日間、お得にパルケエスパーニャを楽しみいただけるご宿泊プラン。 

     【期  間】  平成 29年 2月 11日（土・祝）～5月 31日（水） 

   【料  金】  10,200円～18,000円 

 

②キャラクタールームで夢のひとときを！ディナーバイキングプラン 

   パルケエスパーニャの思い出をそのままに、夢あふれるキャラクタールームで、ホテルでの 

楽しいひとときを。ホテル志摩スペイン村自慢の和洋バイキングをご堪能いただけます。 

【期  間】  平成 29年 2月 11日（土・祝）～5月 31日（水） 

   【料  金】  16,700円～26,840円 

 

③ファミリールームに泊まる 

レストランチョイス＆志摩スペイン村 2ＤＡＹパスポート付プラン 

     1部屋に 6名までご宿泊できます。ファミリーや女子会にも気軽にご利用いただけます。 

【期  間】  平成 29年 2月 11日（土・祝）～5月 31日（水） 

   【料  金】  18,500円～31,100円 

※上記料金は、サービス料込・消費税込・入湯税別、大人 1名あたりの料金です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファミリールーム 
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（２）宿泊特典 

 ①ホテル２ＤＡＹパスポート 

  宿泊当日と翌日の 2日間パルケエスパーニャをお楽しみいただけるお得な ｢ホテル２ＤＡＹ 

パスポート｣。1日のご入園でもお得です。 

 

 

 

 

 

②シャトルバス運行・駐車場無料・無料ロッカーを設置 

「ホテル志摩スペイン村」、「ひまわりの湯」、「パルケエスパーニャ」間で、無料シャトルバ 

スを運行しており、テーマパークまでは便利な連絡通路もご利用いただけます。 

また、ホテルにご宿泊の方は、ホテル駐車場を無料で利用可能です。 

チェックイン前、チェックアウト後いずれも、無料でご利用いただけるロッカーも設置して 

おります。 

 

（３）伊勢志摩温泉 志摩スペイン村「ひまわりの湯」ご入浴無料 

ホテル志摩スペイン村にご宿泊されると、ご宿泊日からご出発日まで何度でも「ひまわりの湯」 

を無料でご利用いただけます。（中学生以上 入湯税 150円別途必要）  

 

（４）ホテルフラメンコ 

ホテルフロントロビーで上演。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楽しめる参加型のフラメンコを 

お楽しみいただけます。 

【料  金】 鑑賞無料 

【上演場所】 ホテル志摩スペイン村ロビーラウンジ 

【上演期間】 3月 25日（土）～11月 25日（土）（予定）の  

土曜日および一部の日曜日(ＧＷ、夏休みは除く) 

【上演時間】 21:00～ 約 20分 

 ※諸事情により予告無く上演を中止する場合がございます。必ず事前にお問い合わせください。 

 

（５）「伊勢神宮 内宮⇔伊勢志摩近鉄リゾートホテル直行バス パールシャトル」 

伊勢神宮 内宮とホテル志摩スペイン村をわずか 39分と大変便利に結ぶバスをご利用いただけます。 

【運 行 日】毎日 ※地元行事等により運行内容が変更となる場合があります。 

【申込期限】事前予約制 インターネットは 5日前まで、電話・窓口は前日まで 

【旅行代金】片道 500円（おとな・こども同額）  

幼児料金 幼児：座席を必要としない場合は無料（膝上等） 

※但し、立ち乗車はできません 

【問合せ先】観光販売システムズ ＴＥＬ 052-589-0200（受付時間 10：00～18：30） 

 

区分 
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 

ホテル２DAYパスポート 3,300 円 

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

２DAYパスポート 6,600 円 4,500 円 5,300 円 4,500 円 

ホテルフラメンコ 
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「ひまわりの湯」 

Ⅲ．伊勢志摩温泉 志摩スペイン村「ひまわりの湯」 

志摩スペイン村の「ひまわりの湯」は、雄大な自然に囲まれた天然温泉。 

泉質はアルカリ性の単純温泉で、健康増進をはじめ冷え症や神経痛など 

に効能があります。お肌がツルツルになる良質の温泉が湧出する露天風呂や、 

全面ガラス張りの大浴場は、伊勢志摩の美しい自然を眺めながら、身も 

心もリラックスしていただける自慢の空間です。 

特に露天風呂から望む夕陽は格別の美しさで、夕暮れ時がおすすめです。 

パルケエスパーニャにご入園された方は割引料金でご利用いただけます。 

【営業時間】9：00～23：00(最終受付 22：00) 

※ホテル志摩スペイン村にご宿泊の方は朝 6：00 からご利用いただけます。 

【泉  質】アルカリ性単純温泉（加温・循環ろ過式）ｐｈ値／8.6 

【効  能】神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労回復 等 

入浴料金（消費税・入湯税込）＜貸しタオル付＞ 
 
 
 

 

 

◆平成 29年の営業 

（１）期 間   ・特別営業 平成 29年 2月 4日（土）～平成 29年 2月 10日（金） 

・営  業 平成 29年 2月 11日（土・祝）～平成 30年 1月 14日（日） 

（２）ナイター営業 

 

 

 

 

 

（３）休園・休館日  平成 29年 6月 26日(月)～6月 30日(金) 

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。 

 

 

 

 

 大人（中学生以上） 小人（4歳～小学生） 

ひまわりの湯のみご利用の方 1,050円 650円 

パルケエスパーニャご入園の方 750円 450円 

      期 間 日 数 

ゴールデンウィーク 4月 29日(土・祝)～5月 7日（日） 9日間 

夏休み前 3連休 7月 15日(土)～7月 17日(月・祝) 3日間 

夏休み 7月 22日(土)～8月 31日(木) 41日間 

※写真はイメージです 

※夏休み、秋冬の営業については、概要が確定次第あらためてお知らせします。 

 


