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平成 29年 7月 19日 

 

株式会社志摩スペイン村 

志摩スペイン村 秋・冬の営業について 

 

秋・冬の志摩スペイン村は、11 月 30 日まで連日開催のエンターテイメントにハロウィーンなどの

季節折々に開催されるイベント、グルメ＆ショッピング、そしてお子さまから大人まで各々の楽し

み方ができるアトラクションで、志摩スペイン村ならではの「こころ躍る瞬間」「驚きと感動の体験」を

お届けいたします。 

秋・冬の営業について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 
 

 こころ躍る瞬間！驚きと感動体験！ 
 
◆さらに盛り上がりを見せるエンターテイメントは 11月 30日まで！ 

・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」 
 

◆パーク内が賑やかで楽しいハロウィーンモードに！「ハロウィーンフィエスタ」 

・フラッシュ撮影で不思議な写真が撮れる大きなカボチャのモニュメントが登場！  

・ハロウィーンデザインがされた景品がもらえる期間限定ハロウィーンフィエスタ「オラ！スタンプラリー」 

・「オラ！トリック オア トリート！」が合言葉 ! ハロウィーンキャンディーキャストが登場 

・ハロウィーンならではの妖しいメニューや可愛いメニューが新登場！「ハロウィーンスペシャルメニュー」 
 

   ◆季節感溢れるイベント、グルメ＆ショッピング    

・まるでスペインにいるかのようなテラス席で大鍋パエリャやスペインタパスを食す 「バルフィエスタ」 

・夕暮れ時からの幻想的な空間を演出する光と音のファンタジア「イサベルの光」 

・パーク内をロマンチックに彩る高さ 7ｍのビッグツリー＆クリスマス装飾 

・クリスマスツリーやサンタクロースをモチーフにしたクリスマス限定メニュー＆グッズ 

・からくり時計にあわせみんなでダンス！キャラクターパフォーマンス「歌って！踊ろう！からくりダンス！」 

・新年をキャラクターと一緒に祝う「新春もちつきイベント」 
 

◆大人も子どもも絶叫！4つのコースター 

・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」 

・吊下げ式ならではのスリルを体験インバーテッドコースター「ピレネー」 
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Ⅰ テーマパーク「パルケエスパーニャ」 

１．さらに盛り上がりを見せるエンターテイメントは 11月 30日まで！ 
目の前の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を 

はじめ、ゲストからショーの主役を選ぶストリートミュージカル、ステージショーのキャラクター 

ショーやフランメンコショーまで志摩スペイン村のエンターテイメントは、ただ観ているだけはで 

なくお客様も参加して一緒に盛り上げます。本年のエンターテイメントは 11 月 30 日まで。 

さらに盛り上がりを見せるライブ感溢れるエンターテイメントで見ている人の心を躍らせます。 

(1)さあ！みんな一緒に踊ろう！ 

パレード「エスパーニャカーニバル“アデランテ”」 

スペインの陽気なフィエスタを表現したパルケエスパーニャならではのパレード。 

ホームページに公開しているダンスタイムの振付を覚えて一緒に踊ってパレードの仲間入り！ 

(2)オーディションに勝ち残って主役になろう！ 

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！～」 

お祭りの主役「カピタン」になるのは誰だ？！ 

観客のみなさんを巻き込んで繰り広げられる陽気なストリートミュージカル。 

(3)立ち上がって一緒にダンス！ 

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！」 

スペイン語の ABC にあわせて、キャラクターたちがスペインを代表する文化や食べ物を楽し 

く紹介するミュージカルショー。お子さまも一緒に踊ったり手拍子をして参加できる楽しい 

キャラクターショーです。 

(4)足踏み、テーブルを叩き盛り上がる！ 

フラメンコショー「イーダ・イ・ブエルタ」 ※今年の演目は 11月 30日まで、来春新演目で登場予定 

 劇場の中に入るとそこはもうスペイン！日本にいながらまさに本場の臨場感を体感していた 

だけます。中南米発祥のルンバやタンゴ、ラ・バンバなどをふんだんに取り入れた新感覚のフラ 

メンコショーは、ダンサーとの掛け合いや手拍子など一体感を味わえる内容で、初めてご覧にな 

られる方やお子様連れの方も楽しんでいただけるフラメンコショーです。 

 

 

 

  

 

 

 

２．パーク内が賑やかで楽しいハロウィーンモードに！「ハロウィーンフィエスタ」 
フラッシュ撮影で不思議な写真が撮れる高さ 4ｍのカボチャのモニュメント「モンスターパンプキン」

が登場。その他にもフォトスポットの新設、また期間限定のハロウィーンフィエスタ「オラ！スタ 

ンプラリー」の実施や「オラ！トリック オア トリート！」の合言葉でお菓子をプレゼントするハ 

ロウィーンキャンディーキャストが登場、レストランでは期間限定で妖しいメニューや可愛いメ 

ニューが新しく登場し、パーク内を賑やかで楽しいフォトジェニックなハロウィーンモードに彩ります。 

 

【実施期間】 平成 29年 9月 16日（土） 

           ～平成 29年 10月 31日(火) 

 

 

 

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」   

※１ドリンク付 500円 要予約 

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！」 
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※画像はイメージ 

 

(1) フラッシュ撮影で不思議な写真が撮れる大きなカボチャのモニュメントが登場！ 

エスパーニャ通りにフラッシュ撮影で不思議な写真が撮れる 

高さ 4ｍのカボチャのモニュメントが登場。 

さらに、ハロウィーンフィエスタならではのフォトスポットも 

新設。ハロウィーン装飾で彩られたパーク内で賑やかで楽しい 

フォトジェニックな写真を撮影していただけます。 

 

    【場 所】 エスパーニャ通り中央（モンスターパンプキン） 

         各店舗等  

 

(2)ハロウィーンデザインされた期間限定の景品がもらえるハロウィーンフィエスタ「オラ！スタンプラリー」 

 ハロウィーンデザインがされたオリジナル台紙を配付します。園内のキャストに「オラ！」を声をか

けてスタンプを全て集めるとハロウィーンフィエスタ限定の景品をプレセントします。 

【実施期間】 平成 29年 9月 16日（土） 

～平成 29年 10月 31日(火) 

【対  象】 小人チケットでご入園のお子様 

 

(3)「オラ！トリック オア トリート！」が合言葉！ 

ハロウィーンキャンディキャストがお菓子をプレセント！   

     スペイン人エンターテイナーが扮する魔女に加え、新たな 

キャラクターのハロウィーンキャンディキャストが登場。 

「オラ！トリック オア トリート！」の合言葉でお菓子を 

プレゼントします。 

【実施期間】 平成 29年 9月 16日（土） 

～平成 29年 10月 29日(日) 

の土日祝および 10月 31日（火） 

    【場  所】 シベレス広場（雨天時 エスパーニャ通り） 

    【時  間】 1日 2回 

 

 

   (4)ハロウィーンならではの妖しいメニューや可愛いメニューが新登場！ 

「ハロウィーンスペシャルメニュー」 

ハロウィーンならではの妖しいメニューや可愛いメニューが新たに登場します。オムライス 

の中からゾンビの手が妖しく伸びる約 40㎝のシェアプレートや、ハロウィーンデザインがさ 

れたチョコプレートにホットベリーソースをかけて食べるあったか冷たい新感覚スイーツ、 

ハロウィーンバージョンの可愛いパンケーキプレートがハロウィーン気分を盛り上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

合言葉は、「オラ！トリック オア トリート!」 

ハロウィーンキャンディキャスト 

高さ 4ｍのモニュメント 

「モンスターパンプキン」 

オムライスからゾンビの手が・・・ 
お友達といっしょに写真をとったり 
みんなで楽しめるシェアプレート 

ハロウィーンデザインがされたチョ
コにあったかいベリーソースをかけ
るあったか冷たい新感覚スイーツ 

ハロウィーンデザインがされた 
可愛いパンケーキプレート 
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光と音のファンタジア 
「イサベルの光」 

 

新春もちつきイベント クリスマス伝統菓子  

大鍋パエリャの実演 

※画像はイメージ 

３．季節感溢れるイベント、グルメ＆ショッピング  

   秋の食欲をそそるグルメイベント「バルフィエスタ」、夕暮れ時から幻想的に演出する光と音のファンタジア 

「イサベルの光」、クリスマスシーズンをよりロマッチックに彩る高さ7ｍのビッグツリーの登場などの季節折  々

のイベントにあわせ、各レストランやショップでは旬の食材や季節感あるメニューやスペインのクリスマスに欠 

かせない伝統菓子の販売やスペイン陶器から調理食器、食材までバラエティ豊かな品揃えでグルメやショッピン 

グをお楽しみいただけます。 

   (1) 秋のグルメイベント「バルフィエスタ」  

秋の食材やスペイン産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 

調理販売やスペインタパスで楽しむ「バルフィエスタ」を開催。広場が香ばしい香 

りに包まれ食欲をそそります。まるでスペインにいるかのようなテラス席でスペイ 

ングルメを堪能できます。 

 ・大鍋パエリャの実演およびスペインタパスの販売 

【実施期間】  9月9日（土）～10月29日（日）土日祝の実施予定 

【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 

(2)夕暮れ時からの幻想的な空間を演出する光と音のファンタジア「イサベルの光」 

【上演期間】  10月7日（土）～11月26日(日)の土日と3連休および 

年末年始[12月23日(土・祝)～1月8日(月・祝)] 

【場  所】  コロンブス広場 

(3) パーク内をロマンチックに彩る高さ 7ｍのビッグツリー＆クリスマス装飾 

(4)クリスマスツリーやサンタクロースをモチーフにしたクリスマス限定メニュー＆グッズ 

(5)からくり時計にあわせみんなでダンス！キャラクターパフォーマンス「歌って！踊ろう！からくりダンス！」 

 (6)新年をキャラクターと一緒に祝う「新春もちつきイベント」 
 

 

 

 

 

 

 

４．大人も子どもも絶叫！4つのコースター＆バラエティ豊かなアトラクション 

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機種のコースターをはじめ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」、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。 

 

 

 

 

 
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) 

約 7ｍのビッグツリーの登場＆キャラク

ターグリーティングクリスマスバージョン 

クリスマス限定メニュー 
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テーマパーク、温泉に隣接 キャラクタールーム 

本格的なスペイン料理 ファミリーバイキング 上演日限定 ホテルフラメンコ 
※画像はイメージ 

５．お得なチケット 

(1)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。 

9月に入っても、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。                      

 
(2)14時以降の入園にお得なアフタヌーンパスポート 

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。 

 

 

 

 

 

Ⅱ.ホテル志摩スペイン村 

  パーク、温泉隣接のリゾートホテルで優雅で上質な休日を！ 
パークで楽しんだ思い出をそのままに大切な人と過ごす優雅で上質なひとときをお届けいたします。 

パーク、温泉に隣接し、お得なパスポートの販売、温泉入浴の無料などのホテル特典も充実し、ＷｉＦｉ

無料通信サービスを全館完備しております。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、キャラクタールーム、1 部屋に６名様までご宿泊いただけるファミリールームに、

本格的なスペイン料理や日本料理のコース料理、小さなお子さまでも利用しやすいファミリーバイキング

で多種多様なお客様の要望に合わせたプランをご用意しております。南スペインの面影漂うホテルロビー

では上演日限定でフラメンコショーが開催され、まるでスペイン旅行をしたかのような優雅で非日常なひ

とときをお過ごしいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

ファミリールーム 
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「ひまわりの湯」 

１．充実のホテル特典 
(1)１日の入園でもお得！ホテル２ＤＡＹパスポート 

 伊勢志摩観光スポットと合わせパークを1日お楽しみいただく場合でも大変お得なパスポートです。 

ホテル２ＤＡＹパスポートなら宿泊当日から翌日までの２日間、テーマパークを存分に 

お楽しみいただけます。 
 
   
   
   
 

(2)駐車場無料・無料ロッカーを設置およびパーク・温泉・ホテル間の無料シャトルバスの運行・ 

チェックイン前、チェックアウト後は、スーツケースや旅行かばんなどを預ける無料ロッカーを 

ホテルロビーに設置し、ホテル駐車場も無料でご利用いただけます。 

「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ホテル専用連絡通路もご利用いただけます。 

 (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 

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)「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） 

２．アンダルシアの面影漂うホテルロビーで情熱のフラメンコを 

「ホテルフラメンコ」 ※鑑賞無料 

南スペインの雰囲気漂う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。 

【期 間】 9月 2日(土)～11月 25日(土)の土曜日および 

9月 17日(日),10月 8日(日),11月 3日(金・祝)  

【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。 
 

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。 

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＞ 
 
 
 

 

 

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（1日通常料金） 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 
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■ 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) 

 

平成 30年 1月 15日（月）～ 2月 9日（金） 


