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平成 29年 4月 21日 

 

株式会社志摩スペイン村 

平成 29年夏の営業について 
 

夏の志摩スペイン村では、夏休み前の 3連休 7月 15日（土）～17日（月・祝）と夏休み 7月 22日（土）

～8月 31日（木）の間、ナイター営業を実施します。期間中、昼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～」、夜はサマー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～」を期間限定で上演します。スチームコースター「アイアンブル」の登場により

お子様から大人までお客さまにあった楽しみ方ができる 4機種のコースター、観ているだけでなく参加

して一緒に盛り上がるエンターテイメント、暑い夏を快適に楽しんでいただけるアトラクション＆クー

ルスポットとあわせて、大人も子どもも朝から夜まで、興奮と感動の夏をお楽しみいただけます。 

期間中は、16時以降パークをお得にお楽しみいただける「ムーンライトパスポート」も発売します。 

夏の営業概要がまとまりましたので下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

興奮と感動の夏！大人も子どもも朝から夜まで遊び尽くせ！ 
 

その１  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！ 

◆怒りの大爆発！押し寄せる大洪水、日々変わるパフォーマンスが織りな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～」 

◆ナイトパレード、プロジェクションマッピング、花火へと続く一大サマーナイトスペクタクル 

サマー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～」 

その２  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 「スチームコースター“アイアンブル”」 

◆身長90㎝のお子さまから楽しめるキッズコースター「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」 

◆吊下げ式ならではスリルを体験インバーテッドコースター「ピレネー」 

その３  ゲストもいっしょに参加して盛り上がるエンターテイメント！  

 ◆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！～」 

◆キャラクターミュージカル「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「イーダ・イ・ブエルタ」 

その４  夏だからもっと楽しい！アトラクション＆クールスポット  

 ◆一気に急流をすべる迫力ライド「スプラッシュモンセラー」 

◆氷点下の世界を体感「氷の城」 

◆水と遊べるフリースペース「チャプチャプラグーン」 

◆ひんやり気持ちいいミストでクールダウン「クールミストスポット」 
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目の前で繰り広げられるファイヤーパフォーマンス 

神に捧げる渾身のパフォーマンスに思わず息を飲む 

 

 

布やストラップを操り

優雅に舞うエアリアル 

絶妙なバランスで魅せる 

バランスデュオは、まさに神業 

目の前を縦横無尽に駆け 

抜けるパルクール 

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。 

 

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。 

 

Ⅰ.テーマパーク「パルケエスパーニャ」 

１．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）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～」 

怒りの大爆発！ 押し寄せる大洪水！ 日々変わるパフォーマンス！ 

【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】 7月 15日（土）～ 17日（月・祝）、7月 22日（土）～ 8月 31日（木） 

【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 

【上演回数】  １日 3回  

  

 

 

 

 

 
 

◆怒りの大爆発！              ◆押し寄せる大洪水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆日々変わるパフォーマンス！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ロストレジェンド～シルコ・デ・ティエラ～」イメージ 



 

 3 

 

◆ 花火と音楽の競演 

「ムーンライトフィナーレ」 
 

クライマックスを飾るのは大空を彩る花火！  

花火と音楽の競演“ムーンライトフィナーレ” 

で真夏の夜空が夢色に染まる。 

 

 

（２）サマー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、ラストを飾る花火は見逃せない！  

【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で感動まちがいなし！ 

【上演期間】  7月 15日（土）～ 17日（月・祝） 7月 22日（土）～ 8月 31日（木） 

【上演回数】  1日 1回 

【上演時間】 約 35分  

【上演場所】  シベレス広場   

    ※パレードはパレードコース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【構    成】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナイトパレードの始まりを告げるファンファーレ！ 

華やかなナイトパレードとプロジェクションマッピ 

ングがコラボレーションしてより鮮やかに夜のパーク 

を彩ります。 

 

◆ プロジェクションマッピング 

“真夏の夜の夢” 
 

夏のスペインを旅した家族が見た素敵な夢物語。 

        シベレス広場に面した３つの建物に、スペインの 

各所・祭りが次から次へとリズミカルに操り広げら 

れていきます。 

 

「エスティバル フェスティバル～真夏のフェスティバル～」 イメージ 

◆ ナイトパレード 

  「エスパーニャカーニバル“アデランテ”」 
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２．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」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」

の 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ます。 

 

 

 

 

 

 

３．ゲストも一緒に盛り上がる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”」をはじめ、ゲスト参加型のストリートミュージカル、ルンバや 

タンゴ、ラ・バンバなど中南米の音楽を取り入れた新感覚のフラメンコショーなど、ただ観てる 

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。 

・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！～」 

・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「イーダ・イ・ブエルタ」   

・スパニッシュパフォーマンス      

・期間限定ストリートパフォーマンス  ※上演期間 7月 22日（土）～8月 31日（木）   

 

 

 

 

 

 

 

４．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。   

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

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) 

※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 

「イーダ・イ・ブエルタ」   

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！」 

   

クールミストスポット 
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５．グルメイベント＆夏グッズ 

（１）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。パーク内のレス

トランに、トマトを使ったオリジナルメニューが登場。トマトまつりの対象メニューを食べて

応募すると抽選でプレゼントが当たるキャンペーンも実施します。 

①トマトまつり限定メニュー 

【実施期間】 7月 22日(土)～8月 31日(木) 

【実施店舗】 テーマパーク内レストラン 9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すると 

抽選で素敵な賞品をプレゼントします。 

 

   

 

 

 

 

 

 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します。 

【実施場所】 ファンタシア前 

【実施期間】 7月 22日(土)～8月 31日(木) 

【時  間】 開園～18:00（予定） 

【料  金】 1回300円 

 

 

（２）夏のおすすめ、定番グッズ 

パークの中でも外でも夏に大活躍のフード付きタオルや、フェイスタオル、バイザー付きサングラス

など、夏にぴったりのオリジナルキャラクターグッズで、夏のパークを楽しく快適にお過ごしいただ

けます。新デザインのガラスタンブラーは、夏のお土産にもぴったりです。 

 

 

 

 

 

 

トマト当てゲーム 

トマトを使ったオリジナルメニュー ※写真は昨年のメニュー 

フード付きタオル 各2000円 フェイスタオル 各980円 バイザー付きサングラス 各800円 ガラスタンブラー 各600円 
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６．夏のナイター営業について 

（１）ナイター営業の実施期間 

夏休み前の 3連休 7月 15日（土）～17日（月・祝）と夏休み 7月 22日（土）～8月 31日（木）までの

44 日間、ナイター営業を実施します。お盆期間を含む 8月 11日（金・祝）～8 月 20 日（日）は、

朝 9：00から夜 21：00まで営業します。 

 

 

 

 

 

（２）お得なムーンライトパスポートの発売 

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！ 

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。 

朝遅めの出発をしても大丈夫。日中は海水浴や、伊勢神宮を参拝して 16時からの入園でも、 

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～」、サマー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～」の期間限定のライブスペクタクルも 

ご覧いただけるお得なパスポートです。 

 

 

 

 

 

 

 

７．なんと 2,000円割引！ 

「ハッピー学割パスポート」期間限定発売 

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 21日（月）～9月 30日（土） 

【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。                      

 
 
 
 
 

期  間 営業時間 

 7/15(土)～7/17（月・祝）、 

7/22（土）～8/10(木)、8/21(月)～8/31(木) 
9:30～20:30 

8/11(金・祝)～8/20(日) 9:00～21:00 

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 
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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 

本格的なスペイン料理 伊勢志摩の食材を贅沢に使った日本料理 ファミリーバイキング 

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、本格的な

スペイン料理をはじめ、伊勢志摩の食材を贅沢に使った日本料理、小さなお子さまから大人までお楽し

みいただけるファミリーバイキングなど多種多様なお料理で、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。全館で Wi-Fi（無料）をご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．ホテルプールでリゾート気分を満喫！ 

   夏休み限定でホテルガーデンプールを営業します。ホテル宿泊者だけでなくご宿泊以外の方も 

   ご利用いただけます。日焼けを気にせずにご利用いただけるインドアプールも併設しております。 
 

【期  間】 7月 22日(土)～8月 31日(木) 
【営業時間】 9:00～18:00     
【料  金】 大人（中学生以上）   1,050円   

小人（4歳～小学生）    550円   
 

※ホテル志摩スペイン村にご宿泊の方は 
無料でご利用いただけます。 

 
 

 
 

    
 
 
 
 

 

 

ファミリールーム 

ガーデンプール 

※パルケエスパーニャ当日チケットをお持ちの方は下記の料金で 
ご利用いただけます。 

 

大人（中学生以上）   850円 
小人（4歳～小学生）  450円 

※写真はイメージ 
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「ひまわりの湯」 

２．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。 

 
 
 
 
 

３．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。 

４．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）  

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：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） 

Ⅲ．伊勢志摩温泉 志摩スペイン村「ひまわりの湯」 

お肌ツルツル、しっとりになる良質の泉質は Ph値 8.6のアルカリ性の 

単純温泉。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。 

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ます。 

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＞ 
 
 
 

 

 

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。 

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 

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

 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 


