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2019年 12月 24日 

 

株式会社志摩スペイン村 

 
 2020 年 春の営業について 

 
志摩スペイン村では、2月 8日（土）から 2020年春の営業がスタート。新しいアトラクション、エンターテ

イメント、ライブスペクタクルが続々と登場いたします。太陽が降り注ぐ伊勢志摩の自然の中、心弾む、心躍る

アトラクションやエンターテイメント、写真映えする景観、ホテル、温泉に、この春から登場する新しい感動体

験を加えて「パッション（情熱）」、「スマイル（笑顔）」で出会った瞬間、ふれあった瞬間、「アミーゴ（親友）」

になれる志摩スペイン村ならではの体験価値をお届けいたします。未だ体験したことのない心のときめきを感

じてください。2020年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。                                                   

記 

■2 月 8 日（土）から春営業スタート！2020 年、新しい感動体験が続々登場！ 

◆見える？見えない？学校に隠れるオバケを見つけて退治せよ！ 

拡張現実シューティングアトラクション 「オバケハンター」 

◆3 月 20 日(金・祝)登場！ハイレベルなパフォーマーたちが繰り広 げるサーカスエンターテイメント 

新ライブスペクタクル 「シルコ・デ・ティエラ～ネオ・レジェンド～」 

◆3 月 28 日(土)、29 日(日)2ＤＡＹＳ開催！ヤバ T 史上最大規模の野外ワンマンライブ 

「ヤバイ T シャツ屋さん“スペインのひみつ解明 ONE-MAN SHOW” in 志摩スペイン村」 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆1年 365日 毎日が誰かのお誕生日！  

新キャラクターショー 「パティオ デル カント ～ダルシネアの秘密の花園～」 

◆クラシックの美しき音色と情熱のダンス  

新フラメンコショー 「クラシコス」 

 

 
 

 

拡張現実アトラクション 
「オバケハンター」 

 

新キャラクターショー 
「パティオ デル カント～ダルシネアの秘密の花園～」 

 

新フラメンコショー「クラシコス」 

 

新ライブスペクタクル 

「シルコ・デ・ティエラ～ネオ・レジェンド～」 

 

ヤバイ Tシャツ屋さん 
“スペインのひみつ解明 ONE-MAN SHOW” 

in 志摩スペイン村 
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新ライブスペクタクル 

「シルコ・デ・ティエラ～ネオ・レジェンド～」 

※画像はイメージ 

 

Ⅰ.テーマパーク「パルケエスパーニャ」 
新しい感動体験、続々登場！ 

１．拡張現実シューティングアトラクション「オバケハンター」 ＮＥＷ！ 

小学校にオバケが出現。学校にまつわるオバケたちが夜の学校で大暴れ！「オバケハンター」となって 

音楽室や理科室など教室の中を探索しながら夜の学校に出現する沢山のオバケを退治していきます。 

スマートフォンの空間認識カメラと銃型デバイスをあわせた最新の「3D空間トラッキング」と「AR（拡張現実） 

技術」で、現実と非現実の境界をさまよいながらアトラクションの世界観に没入できます。小さなお子様から 

大人まで幅広い世代の方にお楽しみいただける拡張現実シューティングアトラクションです。 

【実施期間】 2月 8日（土）～ 8月 31日（月） 

【実施場所】 エンバシーホール 

【所要時間】  約 5分 

  
 
 
 

２．3 月 20 日（金・祝）登場！ 

新ライブスペクタクル「シルコ・デ・ティエラ～ネオ・レジェンド～」 ＮＥＷ！  
    シルコ・デ・ティエラ（地球雑技団）とは、身体的にも精神的にも、「最高の能力と技」を持ち 

合わせた異能種たちの集合体。「神」とも呼ばれる彼らが一同に会し、一日限りの「祭り」を魅 

せる。アクロバット、ジャグリング、イリュージョンなどハイレベルなスキルをもった若きアーティ 

ストたちが、大迫力の「炎」と「水」のスペクタクルな演出とともに競演するサーカスエンター 

テイメントです。 

【上演期間】 3月 20日（金・祝）～ 5月 6日（水・休） 

         7月 18日（土）～ 8月 31日（月） 

【上演場所】 ロストレジェンド広場 

【上演時間】 約 20分 

【上演回数】  1日 2～3回 

 

 

３．３月２８日（土）、２９日（日）「ヤバイＴシャツ屋さん」野外ワンマンライブ LIVE EVENT! 

「ヤバイＴシャツ屋さん“スペインのひみつ解明 ONE-MAN-SHOW” in 志摩スペイン村」 

志摩スペイン村のテーマソング「きっとパルケエスパーニャ」をカバーしたあの「ヤバイ Tシャツ  

屋さん」が閉園後のテーマパークを貸し切ってヤバＴ史上最大規模の野外ライブを開催いたします。 

【実 施 日】  3月 28日（土）、29日（日）  

  ※両日テーマパーク閉園時間 17：00 

【会  場】  シベレス広場 特設会場 

【時  間】  ・開場 17：00  

・開演 18：00   

・終演予定 19：30 

  【料  金】  ・通常チケット 8,400円 

・親子チケット(通常 1名+小人 1名) 15,000円  

※上記料金にはパスポート料金を含みます。 

 ※ライブ鑑賞には専用の前売りライブチケットが必要です。詳しくは、ヤバイ Tシャツ屋さん 

オフィシャルホームページ特設サイト（http://yabaitshirtsyasan.com/parque/）をご覧ください。 

拡張現実アトラクション「オバケハンター」 

 

タイトルロゴ 

 

http://yabaitshirtsyasan.com/parque/
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新フラメンコショー「クラシコス」 

 
※座席限定でホームページから事前予約可 

 

※画像はイメージ 

 

４．新エンターテイメント 

（１） 新キャラクターショー「パティオ デル カント ～ダルシネアの秘密の花園～」 ＮＥＷ！ 

いろいろな花が咲きほこるパティオ祭りの日。ダルシネアの家のパティオ「秘密の花園」の門も 

開きます。そこには 1年 12ヶ月の誕生月の花が咲き乱れ、1年分のドラマが詰まっていました。 

1年 365日 毎日が誰かの誕生日。誕生日を迎えたゲストをみんなでお祝いしながら、キャラクター 

たちの誕生花や花言葉などを歌やダンスで紹介する花いっぱいのレビューです。 

【上演期間】2月 8日（土）～11月 30日（月） 

【上演場所】コロシアム 

【出演者数】キャララクター 

      日本人ダンサー6名 

            計 13名 

【上演時間】約 25分 

【上演回数】1日 2回 

 

（２） 新フラメンコショー「クラシコス」 ＮＥＷ！ 

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、1950年代の映画やクラシック音 

楽など、「古典」とされている音楽を現代風にアレンジし、本場スペイン人ダンサーが迫力あるステージ 

をお届けいたします。 

【上演期間】 2月 8日（土）～ 11月 30日（月） 

【上演場所】 カルメンホール 

【出演者数】 スペイン人ダンサー 7名 

【上演時間】 約 25分  

【上演回数】 1日 2～3回 

【料  金】 600円 

（ワンドリンク付・当日予約制※） 

 

５．ますます映える新しいフォトスポット、景観 ＮＥＷ！ 

花をテーマにしたキャラクターの新デザインイラストのフォトスポットや、より美しくカラフ

ルになるサンタクルス通りなどインスタ映えするロケーションで、友だちやご家族と一緒に思

い出に残る記念撮影をお楽しみください。 

  

 

 

 

 

 

タイトルロゴ 

 

2020年 キャラクター新デザインイラスト 

 

タイトルロゴ 

 

新キャラクターショー 

「パティオ デル カント～ダルシネアの秘密の花園～」 

エスパーニャ通りの新フォトスポット  

 

より美しくカラフルになるサンタクルス通り 
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※画像はイメージ 

 

６．新しい感動を先取り。コスパ最強！春限定のチケットを発売！ 

（1） 「年間パスポート期間限定割引販売」  

ご購入から 1 年間テーマパークに何度もご入園いただける年間パスポートが、期間中は約 20％割

引でお得にご購入いただけます。 

【販売期間】  2月 8日（土）～4月 22日（水） 

【料  金】  大人・中人   9,800円（通常料金 12,300円） 

        小人・シニア 6,500円（通常料金 8,200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   

（2） 「学割満喫パスポート」  

卒業旅行や春休みの思い出を志摩スペイン村で！学生限定のお得なパスポートを 3,000 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】 3,000円 

【設定期間】 2月 8日（土）～3月 31日（火） 

【販売箇所】 チケット窓口または 

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。 

７．新メニュー・グッズ、続々登場！   

（1） 春満開！色鮮やかなフォトジェニックメニュー！   

地元食材にこだわったメニューや春の味覚“いちご”を使ったスイーツなど春限定メニューが登場します。 

伊勢志摩産の伊勢海老を使ったパエリャや松阪牛重など、旅先ならではの贅沢な味覚をご堪能ください。 

スイーツでは、スペインのおやつをテーマにしたデザートプレートやキャラクターをモチーフにした見た目 

も映えるメニューで、カップルやグループでシェアしてお楽しみいただけます。 

 

 

 

 
 
 
 
 

（２）  新商品が続々登場！ 

花をテーマにしたキャラクターの新デザインイラストのグッズやお菓子などを販売します。またキャ

ラクターのぬいぐるみがオリジナル衣裳バージョンで新登場します。ショップ「ファボリト」には、スペ

インから直輸入の生ハムやチーズ、ワイン、ジャムなどがずらりと並ぶショーケースが登場し、スペイン

の珍しい食材も販売します。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。 

 

 

 

 

 

 

年間パスポート 

エンターテイナーと思い出のショット 

 

「スパニッシュデザートプレート」 

スペイン産の生ハム、チーズ  
※3月 20日から販売予定 
 

「いちごスイーツ各種」 

 

「伊勢志摩産 伊勢海老 
パエリャセット」※２名分から 

 

「松阪牛重」 
 

キャラクターグッズ・お菓子 
 

スペインから直輸入の様々な
輸入食品等 

 

オリジナル衣裳のぬいぐるみ 
※4月中頃から販売予定 
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８．「乗り放題」「仲良し放題」「目立ちたい放題」「映え放題」で遊び尽くそう！ 

バラエティ豊かなアトラクションの数々を「乗り放題」、スペイン人エンターテイナーやキャラ

クター達が繰り広げるエンターテイメントで「仲良し放題」「目立ちたい放題」、異国情緒あふれ

る景観が「映え放題」で志摩スペイン村を思う存分に満喫していただけます。 

（１） 好きなだけ「乗り放題」！全制覇するもよし、何度も乗るもよし！  

小さなお子様も体験できるキッズコースターから吊下げ式コースターの絶叫アトラクションはもちろん、

ゆったりとしたボート周遊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機種が勢揃い。28機種すべてのアトラクションを制覇するもよし、シューティングアトラ

クションに何度も乗って高得点を狙うもよし、楽しみ方は無限大。比較的短い待ち時間だからこそ、好き

なタイミングに好きなだけ、思い通りにお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

（２） 「仲良し放題」「目立ちたい放題」！ゲストも参加して一緒に楽しむエンターテイメント！ 

スペインのお祭り気分を味わえる賑やかなパレードや、主役になれるストリートミュージカル、新し

くなったフラメンコショー、キャラクターショーなどゲスト参加にこだわった演出で一緒に盛り上が

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「クラシコス」NEW！ 

④キャラクターショー「パティオ デル カント ～ダルシネアの秘密の花園～」NEW！ 

【上演期間】 2月 8日（土）～11月 30日（月）※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 8日（土）～2021年 1月 11 日（月・祝） 

⑥スパニッシュパフォーマンス 【上演期間】2月上旬～11月 29日（日）の土日祝 

 

 

 

 

 

（３） 「映え放題」！友だちやご家族とシェアしたくなる異国情緒あふれる景観 

美しい白壁を色鮮やかな鉢や扉が彩るサンタクルス通りをはじめとする異国情緒あふれるスペインの街

並み、スペインを舞台にした３Ｄアート「３Ｄトリックツアー」、南スペインの雰囲気が漂うホテルの内

観や中庭など、写真映えするスポットがたくさん。写り込みを気にせず、満足のいくまで写真をお撮りい

ただけます。たくさん撮影して、お気に入りのショットを友達や家族とシェアしてお楽しみください。 

 

 

 

 

※画像はイメージ 

 

「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”」 

 

 

「３D トリックツアー」 「グエル広場」 

「キャラクターグリーティング」 「クラシコス」 「エスパーニャカーニバル 

                               “アデランテ”」 

「パティオ デル カント  

～ダルシネアの秘密の花園～」 

 

「バイレ・デル・カピタン 

～ダンスフェスタの主役はキミだ～」 

「ホテル志摩スペイン村」 「サンタクルス通り」 
 のカラフルな扉 

「サンタクルス通り」 
の街並み 
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（４） 志摩スペイン村でしかできない思い出作り 

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。 

① オラ！スタンプラリー 

パークのキャストにスペイン語のあいさつ「オラ！」と声をかけ

てスタンプを集めたお子さまに、オリジナル缶バッジをプレゼ

ント。 ※小人チケットでご入園の方が対象です。 

② フェイス＆ボディペインティング 

お気に入りのキャラクターやかわいい絵柄のペイントをつけると 

テーマパーク気分が盛り上がります。 

【場所/料金】ピエロ・ザ・サーカス/1ペイント500円～ 

③ おでかけフラメンコ 

お好きなフラメンコ衣裳を着て、パークを散策すれば、気分は海外旅行。 

衣裳を着たままアトラクションも楽しめます。 

【場所】フォト ファンタスティカ 

【料金】2,500円（120分） ※レンタルは女性衣裳のみ 身長80cm～ 

④ 手作り体験 

オリジナルジェルキャンドルや天然木材使用のネームプレート作りなど 

手作り体験をお楽しみいただけます。 

【場所】手作り体験のお店「マノ マノ」 

【料金】手作りジェルキャンドル      1,580円～ 

    “樹になる木”ドアプレート     330円～ 

    お絵かきヒノキのネームプレート   770円～ 

 

９．ゴールデンウィークはナイター営業！ 

フェスティバルなナイトスペクタクルに、グルメイベントと盛りだくさん！ 
4月 29日(水・祝)～5月 6日（水・休）は、ナイター営業を連日開催します。ナイトスペクタクル 

「エスティバル フェスティバル」をはじめ、拡張現実アトラクション、新ライブスペクタクル、 

大鍋パエリャなど、昼も夜も一日中盛りだくさんのイベントでお楽しみいただけます。 

16時以降、テーマ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」も販売いたします。 

【営業時間】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 間 営業時間 

4月 29日(水・祝) ～ 5月 1日（金）、6日（水・休） 9:30～20:30 

5月 2日(土) ～ 5月 5日（火・祝） 9:00～21:00 

「おでかけフラメンコ」 

 

「フェイス＆ボディペインティング」 

 

「オラ！スタンプラリー」 

 

「手作りジェルキャンドル」 

k 

maー」 

 

オリジナル缶バッチ 

（イメージ） 

 

拡張現実アトラクション 

「オバケハンター」 

 

新ライブスペクタクル 

「シルコ・デ・ティエラ 

～ネオ・レジェンド～」 

「大鍋パエリャ」の販売 ナイトスペクタクル 

「エスティバル フェスティバル」 

※画像はイメージ 
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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”」 

（１） ナイトスペクタクル 「エスティバル フェスティバル」 

昼間とは違って幻想的なイルミネーションで彩られたナイトパレード、シベレス広場に面した３つ 

の建物に映し出される迫力のプロジェクションマッピング、夜空いっぱいに広がる大迫力の花火で、 

広場は感動と歓声に包まれます。 

【上演期間】 4月 29日（水・祝）～ 5月 6日（水・休） 
                ※夏休み期間7月18日（土）～8月31日（月）も上演いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 新ライブスペクタクル 

「シルコ・デ・ティエラ～ネオ・レジェンド～」 

「炎」と「水」の演出とシルコ・デ・ティエラ（地球雑技団）の 

パフォーマンスが共演する大迫力のサーカスエンターテイメント。 

【上演期間】4月 29日（水・祝）～ 5月 6日（水・休） 

※夏休み期間 7月18日（土）～8月31日（月）も上演いたします。 

（３） グルメイベント「大鍋パエリャ」の販売 

50人前の大鍋で作ったパエリャを販売。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。 

【実 施 日】5月 2日（土）～ 5月 5日（火・祝） 

【場  所】マヨール広場 

【料  金】1皿 1,000円 

【実施時間】11：00～13：30（売り切れ次第終了） 

           ※天候などの状況により中止、変更する場合あり 
 

（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。 

【場所】コロンブス広場 

 

（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いたします。 

 

 

 

 

 

 

券種 大人 
18 歳～64 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 
65 歳以上 

ムーンライトパスポート 3,300円 2,700円 2,200円 2,200円 

パスポート（通常料金） 5,400円 4,400円  3,600 円 3,600円 

プロジェクションマッピング  

「太陽・月 ラプソディア」 

 

「大鍋パエリャ」の販売 

新ライブスペクタクル 
「シルコ・デ・ティエラ 

～ネオ・レジェンド～」 

光と音のファンタジア「イサベルの光」 

※画像はイメージ 
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伊勢海老、黒鮑をつかったスペイン風コース料理 

キャラクタールーム ファミリールーム 

ファミリーバイキング 

スタンダードツインルーム 

花と緑があふれるパティオ（中庭） ホテル、テーマパークを存分に楽しむ 

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 

贅沢和会席料理 

Ⅱ.ホテル志摩スペイン村 

1．パークで思いっきり楽しんだ後はホテルに泊まって優雅に過ごす！ 
テーマパークをゆったりと満喫できるホテル２ＤＡＹ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。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
ンにいる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。 

 

 

 

 
  
 

 

 

  

 

  

 
 
 

 

2．伊勢志摩の海の恵み、伊勢海老、黒鮑を贅沢に 「伊勢志摩の海の恵み」宿泊プラン 
伊勢志摩の海の幸が贅沢に楽しめる宿泊プラン。贅沢なご夕食は地元志摩産の伊勢海老、黒鮑をつかった 

スペイン風コ－ス料理もしくは贅沢和会席からお選びいただけます。良質な泉質の温泉と合わせてゆっく 

りと贅沢なひとときをお過ごしいただけます。家族や大切な人との記念日におすすめです。また、パーク 

を２日間遊んでいただけるホテル２ＤＡＹパスポートがセットになったプランもご用意しております。 

【プラン名】  「伊勢志摩の海の恵み」宿泊プラン 

【宿泊料金】   ・1泊 2食、温泉付 お 1人様 18,000円～ 

・1泊 2食、温泉、ホテル２ＤＡＹパスポート付 お 1人様 21,000円～ 

（サービス料、消費税等込、入湯税別） 

【予約方法】   ホテル志摩スペイン村公式ホームページ限定  ※当宿泊プランは 3月 31日宿泊利用までです。 

【料  理】     

 

 

 

 

 

本場スペインさながらの趣きあるロビー 

※画像はイメージ 
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ホテル志摩スペイン村 優雅にランチを ヒラソルランチ 

３．ホテルならではの落ち着いたランチを ！ 

 白壁の建物の中庭を眺めながら、優雅で上質なランチタイムを気軽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」 

【メニュー】   ヒラソルランチ（セットメニュー）2,500円 

（サービス料、消費税等込） 

【営業時間】     11:30 ～13：30 

 

 

 

 

 

４．充実のホテル特典 

（１） パークをゆったりと贅沢に満喫！ホテル２ＤＡＹパスポート 

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志摩スペイン村エリア内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。志摩スペイン村の各施設

間で無料シャトルバスを運行しております。 

（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 

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） 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 20日（金・祝）～11月 28日（土）（予定）の 

土曜日および一部の日曜日等(ＧＷ、夏休みは除く) 

※上演日はＨＰでご確認ください。 

【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。 

 

 

 

区分 大人 
18歳～64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 
65歳以上 

ホテル２ＤＡＹパスポート 3,400円 

パスポート（通常料金） 5,400円 4,400円 3,600円 3,600円 

ホテルフラメンコショー 

※画像はイメージ 
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Ⅲ.シーズン イン アミーゴス 

志摩スペイン村エリア内にあるリーズナブルなホテル 

4月 1日から通年営業、ホテル 2DAYパスポートも購入可能に 
テーマパークまで徒歩 10 分。志摩スペイン村エリア内にあるリーズナブルな価格でご宿泊いただ 

ける宿泊特化型のホテルです。女性も安心してご利用いただけるくつろぎに満ちた清潔感ある客室 

でカジュアルにご利用いただけます。4 月 1 日（水）からは、通年営業となり、Wi-Fi無料通信 

サービスも全館で利用可能に、さらにフロントでお渡しする「ホテル２ＤＡＹパスポート購入券」 

でテーマパークチケットブースにてホテル２ＤＡＹパスポートがご購入いただけるようになります。 

より便利にリーズナブルに志摩スペイン村をお楽しみいただけます。 

【客 室 数】106室 

（ツインルーム 56室、トリプルルーム 48室、和室 2室） 

【収容人数】264名 

【駐 車 場】 72台（無料） 

【客室設備】 全室：バス、トイレ、テレビ、冷蔵庫、冷暖房完備 

【客室・料金】 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

【館内施設】     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宿泊特典】（１）ホテル２ＤＡＹパスポートご購入券（4/1～） 

ホテル２ＤＡＹパスポートがテーマパークのチケットブースでご購入いただけます。 

ご購入の際、フロントで発行するホテル２ＤＡＹパスポートご購入券が必要です。 

テーマパーク入園前にホテルへお立ち寄りください。 

※3/31までは、約 30％割引のパーク優待券でご利用いただけます。 

（２）伊勢志摩温泉志摩スペイン村「ひまわりの湯」約 40％割引ご入浴優待券 

約 40％割引でご利用いただけるご入浴優待券をフロントでお渡ししております。 

  （３）志摩スペイン村エリア内の無料シャトルバスの運行 

                志摩スペイン村の各施設間で無料シャトルバスを運行しております。 

外 観 

※画像はイメージ 

 

ツインルーム  

シングルユース 5,300円 

ツインルーム  8,800円 

トリプルルーム 

3名定員 11,000円  

和 室 

4名定員 11,000円 

※ネット予約限定 

 
 

朝食コーナー 
ご利用時間 7：30～9：30 
朝食(パン・コーヒー)無料セルフサービス 

 

コインロッカー（有料） 20台 
 400円/台 

フロントロビー 
 チェックイン  15：00～23：00 
 チェックアウト 10：00 
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「ひまわりの湯」 

Ⅳ．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、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＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

◆休園・休館日  

 

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。

 

区 分 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 

     施設名 期 間 日 数 

テーマパーク「パルケエスパーニャ」 

6月29日（月） 

～ 7月3日（金） 
5日間 

ホテル志摩スペイン村  

シーズン イン アミーゴス 

伊勢志摩温泉 志摩スペイン村「ひまわりの湯」 

※画像はイメージ 

 


