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2018年 12月 25日 

株式会社志摩スペイン村 

 
 志摩スペイン村「25ｔｈアニバーサリー」春の営業について 

 
2019年4月、志摩スペイン村（テーマパーク＆ホテル志摩スペイン村）は、おかげさまで開業25周年を迎えます。

スペインを感じる伊勢志摩の青い空・青い海・輝く太陽のもと、見た瞬間、出逢った瞬間に、心が弾む、心躍るエン

ターテイメントやアトラクション、そしてスペインのゆとりやおおらかさ、情熱をお届けしてまいりました。 

1994年 4月 22日開業以来、お越しいただいた約 4,600万人※のお客様、志摩スペイン村を支えてくださったすべ

ての皆さま・Amigo（アミーゴ・友だち）に Gracias（グラシアス・感謝）をお届けするとともに、25年経った今

も、そしてこれからも「心ときめく」、「心弾む」エンターテイメント＆アミューズメントパークであり続けます。 

志摩スペイン村 25thアニバーサリーは、2019年 2 月 9日（土）からスタートいたします。第 1弾は、25 周

年を明るく賑やかに祝う新フラメンコショー「エントレ・ドス・アグアス」を皮切りに、春休みには、子どもか

ら大人まで楽しめる謎解き屋内迷路「メイズ 25～黄金王からの挑戦状～」の登場、第 2 弾としてゴールデンウ

ィークにプロジェクションマッピングを新作映像とし、ナイトパレード、新プロジェクションマッピング、花

火へと続く 25thアニバーサリーナイトスペクタクル「エスティバル フェスティバル」を上演いたします。 

ふれあいを大切にするおもてなし、気分上々の空間、大人も子どもも自由に楽しめ、家族や友人と会話が弾み、

その時だけの経験・体験「ときめき、ハートビート」、記念すべき25周年の志摩スペイン村をご体感ください。  

25thアニバーサリー春の営業概要につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 
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■25ｔｈアニバーサリー 

25周年の Gracias（グラシアス、感謝）をお届けいたします！ 

◆2月 9日（土）登場！新フラメンコショー「エントレ・ドス・アグアス」 

◆3月 23日（土）登場！謎解き屋内迷路「メイズ 25～黄金王からの挑戦状～」 

◆4月 27日（土）登場！プロジェクションマッピング新作映像 

25ｔｈアニバーサリーナイトスペクタクル「エスティバル フェスティバル」 
・ナイトパレード、新プロジェクションマッピング、花火へと続く 25ｔｈアニバーサリーナイトスペクタクル 

■25年間の感謝を込めて「25th」にちなんだお得なチケットの発売！ 

「三重県民」パスポート期間限定割引、年間パスポート期間限定割引、学割満喫パスポートの発売  

 
 

25thアニバーサリー キービジュアル 

 

 
第 1弾 

 

 第 2弾 

 

※2018 年 12 月 25 日現在 
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花火と音楽の競演 

“ムーンライトフィナーレ”

ィエラ～」 

ナイトパレード 

「エスパーニャカーニバル“アデランテ”」 

Ⅰ.テーマパーク「パルケエスパーニャ」 
１．Amigo(アミーゴ・友だち)に感謝！25ｔｈアニバーサリー企画続々登場！  

第1弾 

（１） 2月 9日（土）登場！25周年を明るく賑やかに祝う 

新フラメンコショー「エントレ・ドス・アグアス」 

日本にいながら、まさに本場スペインの臨場感を体感できるフラメンコショー。フラメンコの伝統と 

革新的なアイデアで観客を魅了してきた演出家“ホセ・バリオス”が、25周年の志摩スペイン村を明 

るく賑やかで祝祭感溢れるフラメンコで表現いたします。陽気で活気ある南スペインの港町「カデ 

ィス」に春を告げるカーニバルで生まれたテンポの速い爽快な曲に合わせてお届けいたします。 

【上演期間】 2月 9日（土）～ 12月 1日（日） 

【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※） 

（２） 3月 23日（土）登場！謎解き屋内迷路 

期間限定アトラクション「メイズ 25～黄金王からの挑戦状～」 

   25thアニバーサリー期間限定アトラクションとして謎解き屋内迷路が登場。迷路内の様々な試練 

をクリアしながら、隠された 25の暗号を手掛かりに謎を解き明かしゴールを目指します。 

黄金王と呼ばれた冒険家が隠した財宝を君は探し出せるか！？ 

お子さまから大人まで楽しめる体感型ウォークスルーアトラクションです。 

【実施期間】 3月 23日（土）～ 9月 1日（日） 

【実施場所】 エンバシーホール 

 

 
 

第2弾 

（３） 4月 27日（土）登場！プロジェクションマッピング新作映像 

   25ｔｈアニバーサリーにちなみ、よりフェスティバルなナイトスペクタクルにリニューアル！ 

プロジェクションマッピングに新作映像が登場し、幻想的なナイトパレード、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」が、25thアニバーサリーにふさわしく、 

よりフェスティバルにリニューアルいたします。 

 

 

 

 

 

  

※ナイトスペクタクルは、7月13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）、7月27日（土）～8月31日（土）も上演いたします。 

タイトルロゴ 

 

イメージビジュアル 

 

プロジェクションマッピング新作映像   

※画像はイメージ 

 

タイトルロゴ 

 

※座席限定でホームページから事前予約可 
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２．25周年アニバーサリー「25ｔｈ」にちなんだお得なチケットの発売 

（1） 25ｔｈアニバーサリー「三重県民」パスポート期間限定割引販売 約25％割引  

     三重県に感謝！「25th」にちなみ、三重県在住の方はなんと約 25％割引でパスポートを 

ご購入いただけます。 

【設定期間】 2月 9日（土）～4月 26日（金） 

【料  金】                                            

 

  

 

 

 

【購入方法】 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）                                    

※三重県在住の証明書の提示により 

ご本人を含む 5名様までご購入いただけます。 

証明書は公的なもので、氏名、三重県民と 

わかる住所記載のあるもの（運転免許証、 

健康保険証、パスポート、住民票など）です。 

※他の割引券等との併用はできません。 

 

（２） 25ｔｈアニバーサリー「年間パスポート期間限定割引販売」 25％割引 

年間パスポートが、「25th」にちなみ、期間中は 25％割引でさらにお得にご購入いただけます。 

記念すべき 25周年の志摩スペイン村をお得に何度もお楽しみください。 

【販売期間】  2月 9日（土）～4月 22日（月） 

【料  金】  大人・中人   9,000円（通常料金 12,000円） 

        小人・シニア 6,000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。 

【販売箇所】 エントランスインフォメーション   

 

（３） 25ｔｈアニバーサリー「学割満喫パスポート」  2,500円 

卒業旅行や春休みの思い出を 25thアニバーサリーの志摩スペイン村でお得に。「25th」にちなみ、 

学生限定のパスポートを 2,500円で期間限定販売いたします。 

【対 象 者】 高校生、大学生、大学院生、短大生、各種専門学校生 

【料  金】 2,500円 

【設定期間】 2月 9日（土）～3月 31日（日） 

【販売箇所】 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。 
他の割引券等との併用はできません。 

券種 大人 
18歳～59歳 

中人 
12 歳～17 歳 

中学生・高校生 

小人 
 3 歳～11 歳 
幼児・小学生 

シニア 
60 歳以上 

「三重県民」パスポート 
割引販売料金 

4,000円 3,250円 2,650円 2,650円 

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

25thアニバーサリーデザインの年間パスポート 

※画像はイメージ 

 



 

 4 

 

３．25ｔｈアニバーサリーメニュー、グッズ、新フォトスポット、続々登場！   

（1） 伊勢志摩の幸に感謝！25ｔｈアニバーサリーメニューが登場！   

伊勢志摩の青い空、青い海、輝く太陽が生み出す伊勢志摩の幸に感謝して、伊勢志摩産の伊勢海老を使

ったパエリャや日本料理、「25th」にちなみお得な 2,500円メニューが登場。その他にも春限定メニュー

やキャラクターをモチーフにした 25thアニバーサリーメニューが登場いたします。 

 

 

 

 

 

 
 

（２） 25thアニバーサリー 約 50種類の新商品が登場！ 

キャラクターのぬいぐるみやステーショナリーなどのキャラクターグッズ、キャラクター菓子に約 50 

種類の 25thアニバーサリー新商品が登場。また、日用品からファッション、食料品まで個性豊かな 

スペイン雑貨を取り揃え、シーズンごとに変わるテーマと新商品でいつご来園いただいても新しい 

発見があります。 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 25thアニバーサリー「オラ！スタンプラリー」、「フェイス＆ボディペインティング」 

「オラ！スタンプラリー」のプレゼントや「フェイス＆ボディペインティング」に 25thアニバーサリー 

デザインが登場いたします。 

 

 

 

 

 

 

（４） 25thアニバーサリー新フォトスポットや思わず顔を出したくなる顔出しパネルが登場！ 

 25thアニバーサリーモニュメント、インスタ映えする新フォトスポット、思わず顔を出したくなる顔出 

しパネルが登場いたします。25thアニバーサリーのフォトロケーションで友だちやご家族といっしょに 

記念撮影をお楽しみください。 

 

  

 

 

 

 

 

「25th」にちなみ 2,500円で登場！ 
「苺のロングフレンチトースト」 

スペイン料理に欠かせない 
陶器食器や鍋  
 

「オラ！スタンプラリー」 

 

「フェイス＆ボディペインティング」 

 

25th アニバーサリー 

オリジナル缶バッチ 

 

25thアニバーサリー 

キャラクターメニュー 
伊勢志摩産  

伊勢海老パエリャセット 
(数量限定) 

伊勢志摩産  
伊勢海老長寿鍋御膳 

（数量限定） 

25thアニバーサリー 

キャラクターグッズ 
 

25thアニバーサリー 
キャラクター菓子 

 

スペインから直輸入

の様々な輸入食品等 
 

※画像はイメージ 

 

新フォトスポット 
エスパーニャ通り 

25thアニバーサリー 
モニュメント  

25thアニバーサリー 
顔出しパネル   

25thアニバーサリー 
フラッグ装飾 



 

 5 

 

４．スペインの「情熱」「陽気さ」「楽しさ」をこれからもお届けします！ 

ときめく瞬間、興奮・熱狂が止まらないハートビートな瞬間！ 
スペイン人エンターテイナーによるパフォーマンスなど目の前で繰り広げられる陽気で情熱的な

エンターテイメント、小さなお子さまから大人の方まで「絶叫！」「興奮！」「熱中！」のアトラ

クションの数々、異国情緒あふれるインスタ映えする景観など、志摩スペイン村ならではのとき

めく瞬間、興奮・熱狂がとまらないハートビートな瞬間をぜひ体感してください。 

（１） ゲストの心を躍らせる！一緒に踊り盛り上がるエンターテイメント 

ゲストが主役気分でショーに参加できるパレードやストリートミュージカルだけでなく、フラメンコ

ショーやキャラクターショーなどのステージショーでも一緒に参加して盛り上がっていただけます。 

①パレード「エスパーニャカーニバル“アデランテ”」 

②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！～」 

③フラメンコショー「エントレ・ドス・アグアス」NEW！ 

④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！」 

【上演期間】 2月 9日（土）～12月 1日（日）※上記①～④のエンターテイメントの上演期間 

⑤キャラクターグリーティング 【実施期間】 2月 9日（土）～2020年 1月 13日（月・祝） 

⑥スパニッシュパフォーマンス 【上演期間】 3月 23日（土）～12月 1日（日）予定 

 

 

 

 

 

（２） 大人も子どもも 「絶叫！」 「興奮！」 「熱中！」バラエティ豊かな 28機種のアトラクション 

吊下げ式コースター「ピレネー」、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」、

マウンテンコースター「グランモンセラー」、キッズコースター「キディモンセラー」の 4 機種のコース

ターをはじめ、シューティングライド、ボート周遊アトラクション、ヨーロッパの移動遊園地をモチーフ

にした屋内型のアトラクションなど小さなお子さまから大人の方まで夢中になれるバラエティ豊かな 28

機種のアトラクションで「絶叫！」「興奮！」「熱中！」体験をお楽しみください。 

 

 

 

 

（３） 友だちやご家族とシェアしたくなるフォトジェニックな景観や体験の数々 

季節折々の花々や美しい街並みはどこを切り取ってもインスタ映えし、友だちや家族とシェアしたくなる 

写真がお撮りいただけます。また、テーマパーク気分が盛り上がるフェイス＆ボディペインティング、 

フラメンコ衣裳に着替えてスペイン気分が満喫できる「おでかけフラメンコ」など、志摩スペイン村でし 

かできない体験を思い出にしていただけます。 

 

 

 

 
 
 

「おでかけフラメンコ」 

 

「キャラクターグリーティング」 「エントレ・ドス・アグアス」 

           ※イメージ 

「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！」 

 

「アイアンブル」 

 

「ピレネー」 

 

「グランモンセラー」 

 

「キディモンセラー」 

 

「アルカサルの戦い 
  “アデランテ”」 

 

「バイレ・デル・カピタン」 

 

「3Ｄトリックツアー」 

 

「サンタクルス通り」 

 

「ウォールアート」 

 

「フェイス 

＆ボディペインテイング」 

 ※画像はイメージ 
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５．25ｔｈアニバーサリーのゴールデンウィーク 

4月27日（土）～5月5日（日・祝）は連日ナイター営業！ 
フェスティバルなナイトスペクタクルに、グルメイベントも連日開催！ 
4月 27日(土)～5月 5日（日・祝）は、ナイター営業を連日開催。25thアニバーサリーナイトスペ

クタクル「エスティバル フェスティバル」やスペイン料理が気軽に楽しめるグルメイベント 

「バルフィエスタ」をお楽しみいただけます。 

【営業時間】 

 

 

 

 
 

（１） 25thアニバーサリー ナイトスペクタクル 「エスティバル フェスティバル」 

     【上演期間】 4月 27日（土）～ 5月 5日（日・祝） 

（２） 期間限定グルメイベント「バルフィエスタ」 

50人前の大鍋をつかったパエリャや、テイクアウトグルメを販売。オープンテラスで 

スペイン料理を気軽にお楽しみいただけます。 

【場  所】マヨール広場 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 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。 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

（４） 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いたします。 

 

 

 
 
 
 

期 間 営業時間 

4月 27日(土) ～ 5月 2日（木・休） 9:30～21:00 

5月 3日(金・祝) ～ 5月 5日（日・祝） 9:00～21:00 

券種 大人 
18 歳～59 歳 

  中人 
12歳～17歳 
中学生・高校生 

小人 
3歳～11歳 
幼児・小学生 

シニア 
60 歳以上 

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

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

「大鍋パエリャ」の販売 バルフィエスタ 

※画像はイメージ 
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キャラクタールーム 

25thアニバーサリーディナーメニュー（洋食） 

ファミリーバイキング スタンダードツインルーム 

25thアニバーサリーディナーメニュー（和食） 

25thアニバーサリーランチメニュー 

Ⅱ.ホテル志摩スペイン村 

１．２５年間の感謝の気持ちを、伊勢志摩の幸に感謝を込めて  

（１） 25thアニバーサリー宿泊プランが 25,000円で登場！伊勢海老、鮑、松阪牛を贅沢に 

伊勢志摩の幸「伊勢海老」「鮑」「松阪牛」に、パークを２日間遊んでいただけるパスポート、 

良質な泉質の温泉と志摩スペイン村のすべてを盛り込んだ贅沢かつお得な宿泊プランが登場。 

宿泊料金は、「25th」にちなみ、なんとお１人 25,000円。記念すべき 25周年の志摩スペイン村 

を満喫していただけます。 

【プラン名】  25thアニバーサリー宿泊プラン 

【宿泊料金】  25,000円（サービス料、消費税等込、入湯税別） 

・1泊 2食、ホテル 2DAYパスポート、温泉付 

         ・平日休前日同料金、ただしトップシーズン（ＧＷ、お盆、年末年始等）は除く。 

【夕  食】  25thアニバーサリーディナーメニューの洋食もしくは和食からお選びいただけます。 

【料  理】     

 

 

 

 

 

 

 

    【予約方法】  ネット予約限定 

             ホテル志摩スペイン村公式ホームページからご予約いただけます。 

（２） 25thアニバーサリーランチメニューが 2,500円で登場！ホテルならではの落ち着いたランチを  

    「25th」にちなんで、2,500円のアニバーサリーランチメニューが登場。ホテルならではの優雅で 

上質なランチタイムをお得にお楽しみいただけます。 

【レストラン】  ホテル志摩スペイン村  

カフェ＆スペイン料理「ヒラソル」 

【料  金】   2,500円（サービス料、消費税等込） 

【営業時間】      11:30 ～13：30 

 

 

 

２．パーク、温泉隣接のリゾートホテルに泊まって志摩スペイン村を優雅に満喫！ 
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、Wi-Fi 無

料通信サービスを全館完備。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。 

 

 

 

 

 ファミリールーム 
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（１）充実のホテル特典 

①１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、無料ロッカーの設置およびパーク・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、旅行かばんやスーツ 

ケースなどを預けられ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 

（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！ 

「ホテルフラメンコショー」  

ホテルフロントロビーで上演。本場スペイン人ダンサーによる 

情熱的なフラメンコを間近で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 16日（土）～11月 30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。 

（３）伊勢神宮 内宮⇔伊勢志摩近鉄リゾートホテル直行 高速バス「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直通で結ぶ大変便利なバスをご利用いただけます。 

【運  賃】 片道・おひとりさま  

おとな 1,000円 こども 500円 

未就学児は小学生以上の方が同伴される場合、１人に限り無料 

但し、座席を確保される場合は、こども料金が必要です。 

※「まわりゃんせ」、「伊勢神宮参拝きっぷ」「お伊勢さんきっぷ」をお持ち 

の方は、片道 1回限り無料で乗車いただけます。ただし事前予約が必要です。 

    【運行日】  毎日（ただし、2019年 1月 1日～4日は除く）※年末年始、2019年 4月 1日以降のご利用はお問合せください。 

【利用方法】  事前予約制、インターネット予約は 2日前まで、電話予約は前日まで、 

窓口予約は各便発車 30分前まで、お申込みいただけます。 

座席の予約が出来ない為、事前の購入をおすすめします。 

【予約申込】 電話予約 観光販売システムズTEL052-253-6324（受付時間 10：00～18：00） 

      インターネット予約 http://www.kanko-pro.co.jp/pearlshuttle/ 

                                            パールシャトル で検索  

 

区分 
大人 

18 歳～59 歳 

中人 

12 歳～17 歳 

中学生・高校生 

小人 

3 歳～11歳 

幼児・小学生 

シニア 

60 歳以上 

ホテル２DAYパスポート 3,300円 

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

ホテルフラメンコショー 

http://www.kanko-pro.co.jp/pearlshuttle/
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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」 

（１）「25th」にちなみ、毎月 25日（9：00～15：00）はワンコイン（500円）でお得に！  
テーマパーク、ホテルの25thアニバーサリーに合わせて、「25th」にちなみ、毎月25日はワンコイン 

（500円）でご利用いただけます。 
【期  間】   4月～12月までの毎月 25日  
【受付時間】   9：00～15：00 
【料  金】   500円 

（２）お肌ツルツル、しっとりになる良質の泉質、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。テーマ 

パーク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＞   ※４月１日料金を変更いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆テーマパーク「パルケエスパーニャ」2019年の営業カレンダー 
（１）期 間   2019年2月9日（土）～2020年1月13日（月・祝） 

（２）ナイター営業 

 

 

 

 

 
 

（３）休園・休館日  2019年6月24日（月）～ 6月28日（金） 

以 上 

 

 
 
※表示金額は税込みです。 
※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。 

 

3月 31日まで 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 

4月 1日以降 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 1,200円 800円 

パルケエスパーニャご入園の方 900円 600円 

      期 間 日 数 

ゴールデンウィーク 4月 27日(土) ～ 5月 5日（日・祝） 9日間 

夏休み前 7月 13日(土) ・14日（日） 2日間 

夏休み 
7月 20日(土) ・21日（日） 

7月 27日(土) ～ 8月 31日(土) 
38日間 

※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。 

 


