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花火と音楽の競演「ムーンライトフィナーレ」 
 

 

 

 

 
 

2022年 6月 21日 

 

 

株式会社志摩スペイン村 

  
7月 2日（土）～8月 31日（水） 

「サマーフィエスタ」について 
 

テーマパーク、ホテル、温泉が一体となった複合リゾート施設「志摩スペイン村」の 2022年夏は、

7 月 2日（土）～8月 31日（水）の期間「サマーフィエスタ」（協賛：コカ･コーラ ボトラーズジャ

パン株式会社）を実施します。7 月 30 日(土)～8 月 28 日（日）のナイター営業日には、大迫力の花

火と華やかなショーが夜のパークを彩ります。太陽と青空が輝く伊勢志摩の開放的な空間で、夏の

リゾート気分を思いきりお楽しみください。 
 

１．ナイター営業 
ナイター営業期間は毎夜、きらびやかなショーと大迫力の花火が夏の志摩スペイン村を彩ります。スペ

インのお祭りをテーマにした明るい音楽にのせて、陽気な仲間たちが踊るストリートレビューと志摩

スペイン村のテーマソング「きっとパルケエスパーニャ」にのせて次々と打ちあがる美しい花火をお楽

しみいただけます。 

【上演期間】 7月 30日(土)～8月 28日（日）  

【上演時間】  19:20（約 25分） 

【上演場所】  シベレス広場 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

２．夏を浴びよう！「ミスト DE スプラッシュ」 ＮＥＷ！ 
夏に大人気の急流すべり「スプラッシュモンセラー」では、数台に一台ランダムで、ひんやりミスト

の噴射が降りかかる仕掛けを降り場付近に期間限定で設置します。ミストを浴びたラッキーなお客

さまには、コカ・コーラの自動販売機でお好きなドリンクと交換できる「CokeON ドリンクチケット」

をプレゼント。冷たいミストとドリンクをゲットして夏の暑さを吹き飛ばしましょう！ 

【実施期間】7月 30日（土）～8月 28日（日） 

【実施場所】スプラッシュモンセラー 

【協 賛】コカ･コーラ ボトラーズ 

ジャパン株式会社 

 

 

 

※「スプラッシュモンセラー」はコカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社が提供しています。

「CokeONドリンクチケット」 

プレゼント（イメージ） 
「スプラッシュモンセラー」 

ストリートレビュー 
「ヌエボ・プログレッソ “アデランテ”」  
 

※天候などの状況により中止、内容を変更する場合があります。 
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３．「ジャブジャブラグーン」 
お子さまに大人気の水遊び場「チャプチャプラグーン」が大量の水が出るびしょ濡れアイテムで「ジャ

ブジャブラグーン」としてパワーアップ。水が空高く吹き上がる「スプラッシュ・ウォーターキャノン」

や写真映えする「ひまわりミスト」、はずれの穴に剣を刺すと水が吹き出す「噴水危機一髪」などが

登場します。 

【実施期間】 7月 2日(土)～9月25日(日)     

【場 所】コロンブス広場 チャプチャプラグーン 

【協 賛】ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社 

 

 
 

 

 

 

４．シーズンイベント「パール祭り」 ＮＥＷ！ 

 7月 11日の「真珠記念日」を記念して、真珠にフォーカスした「パール祭り」を実施します。ジャパニ

ーズレストラン「的矢」では真珠貝を使用した新メニュー「パール御膳」を販売（数量限定）。また、パー

ルギャラリー「マルガリタ」で 3万円以上の真珠製品をご購入されたお客さまには志摩スペイン村のパス

ポートをプレゼントします。是非この機会に、世

界のブランド"MIKIMOTO"のジュエリーをはじめ、

伊勢志摩が誇る真珠の魅力に触れてください。 

【実施期間】7月 2日(土)～7月29日(金)     

【場 所】パールギャラリー「マルガリタ」ほか 

【協  賛】株式会社御木本真珠島 

５．シーズンイベント「ひまわり祭り」 ＮＥＷ！ 
きらきらと輝く太陽のような夏の花、ひまわりをテーマにしたイベントを実施します。レストラン「エ

ル パティオ」では、スペイン・アンダルシア地方のひまわり畑をイメージした人気の「ひまわり

カレー」の再登場や、「アサヒスーパードライ」を使ったスペシャルメニューをお楽しみいただ

けます。また、同店で生ビールを注文すると「ひまわりの実のおつまみ」が付いてきます。 

ホテル志摩スペイン村レストラン「ヒラソル」では、期間限定

でアサヒビール「レッドアイ」を販売。さらに、期間中に陶器

工房「カンタロ」でひまわり柄のスペイン陶器、または伊勢志

摩温泉「ひまわりの湯」で入浴回数券をご購入いただいたお客

さまには、ご自宅などで花を育てられるひまわりの種を配付し

ます。 

【実施期間】7月 30日(土)～8月28日(日)   

【場  所】レストラン「エル パティオ」ほか 

【協  賛】アサヒビール株式会社  

 

 

 

 

 

※レストラン「エル パティオ」はアサヒビール株式会社が提供しています。 

「スプラッシュ・ウォーターキャノン」と 
「ひまわりミスト」 

 

「噴水危機一髪」 

 

「ジャブジャブラグーン」 

 

「ひまわりカレー」 
レストラン「エル パティオ」 

※イメージ 

「アサヒスーパードライを使った三種盛」 
レストラン「エル パティオ」 

「レッドアイ」 
ホテル志摩スペイン村「ヒラソル」 

ひまわり柄のスペイン陶器 
陶器工房「カンタロ」 

「パール御膳」 
レストラン「的矢」 

真珠イメージ 
（写真提供 ミキモト真珠島） 
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「スペインランチセット」2,000円 
レストラン「アルハンブラ」 
※14:30までの販売 ＮＥＷ！ 

サマーランチ「ラ・トマティーナ」2,800円 
ホテル志摩スペイン村「ヒラソル」 
※営業時間11:30～13:30 

６．シーズンイベント「トマトまつり」 

スペイン・バレンシアの「トマトまつり」をテーマにしたイベントを実施します。パークやホテルの

レストランでのトマトを使ったメニューの販売や、トマトに見立てたストーンを投げて滑らせるカー

リングゲーム「トマって～な！｣も新登場します。 

【実施期間】 7月 30日(土)～8月 28日(日) 

      【内  容】 指定のトマトメニューをご注文された方およびゲームに参加された方の中から 

抽選で 50名様にカゴメギフトをプレゼント。 

【協  賛】 カゴメ株式会社 

（1） グルメイベント 

トマトを使った多彩なメニューが登場します。夏にぴったりの冷製メニューからボリューム満点の

メニューが勢揃い。またホテル志摩スペイン村では夏ランチ「ラ・トマティーナ」を販売します。 

【実施店舗】 テーマパーク各店舗、ホテル志摩スペイン村「ヒラソル」 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

（2） 新ゲーム「トマって～な！」 ＮＥＷ！ 

トマトに見立てたストーンを投げて滑らせるカーリングゲーム「トマって～な！｣が登場します。 

見事、ストーンが的に止まると景品をプレゼントします。 

【料 金】 1回 400円 

【実施時間】 10:00～17:00 

【実施場所】 ショップ「ファンタシア」前 

  

 

 

 

 

 

 

ＮＥＷ！ 
ＮＥＷ！ 

トマトメニュー各種 
 

「スペアリブのパエリャ ガーリックトマトソース」
1,700円 レストラン「エル パティオ」 

 

ＮＥＷ！ 

【ホテル志摩スペイン村】 
 

【テーマパーク】 

新ゲーム「トマって～な！」（イメージ） 



 

 4 

 

７．新かき氷が登場！「モンセラーかき氷」 ＮＥＷ！ 

ゴツゴツした岩山を走り抜けるスリル満点のコースター「グランモンセラー」のモチーフにもなってい

るスペインの“モンセラー山”を表現したティラミス風のかき氷が新登場。マスカルポーネホイップ

に包まれたバニラアイスの甘さとビターなココアやコーヒーのハーモニーをお楽しみください。 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

※モンセラー山：スペイン北東部、バルセロナ郊外にそびえ立つ山。 

突き出た奇岩群が特徴的でスペインでは「のこぎり山」とも呼ばれています。 

８．おすすめグッズ 

扇子や冷感タオル、ペットボトルホルダーなどの夏に大活躍のキャラクターグッズや、志摩スペイン村

の夜がもっと楽しくなる光るグッズを販売。また、かわいいダルシネアのカチューシャを身につけて、

お友達やご家族と一緒に夏の志摩スペイン村をお楽しみください。 

 

 

 

 
 
 

９．お得なパスポート 

（1）夏の年間パスポート購入キャンペーン ＮＥＷ！  ※WEBでのチケット購入のみ 

テーマパークとホテル志摩スペイン村のレストランで利用可能なお食事券をつけて、お得な年間パス

ポートがさらにお得にご購入いただける期間限定キャンペーンを実施いたします。7月 2日（土）～

7月 31日（日）の期間中に、入園およびカードを受け取られた方が対象です。 

 

【販売期間】  ～7月 31日（日） 

【料  金】  大人  15,000円（1,500円分のお食事券付） 

中人  12,300円（1,000円分のお食事券付） 

        小人・シニア 10,000円（1,000円分のお食事券付） 

【購入手順】 ①パソコンやスマートフォンから事前購入 

（クレジット決済のみ） 

       ②7月 2日（土）～7月 31日（日）の期間の入力した入園日に 

エントランスインフォメーションにて年間パスポート（カード）を受け取る。 

【そ の 他】  パーク・ホテルのショップやレストランで提示割引特典があります。 

※一部店舗・商品を除く 

 

ＮＥＷ！ 「モンセラーかき氷」 650円 カフェ「ミ カサ」 

 

光るグッズ（回転サインボード） 
1,200円 

暑い夏にぴったりなグッズ各種 

「グランモンセラー」 

ダルの耳 1,000円 ぬいぐるみフェイスペットボトル

ホルダー 各750円 

年間パスポート 
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スペイン料理 日本料理 ひまわりの湯 

 
（２） 「ムーンライトパスポート」 

16時以降に入園できる「ムーンライトパスポート」をナイター営業日に販売します。日中は伊勢志摩

観光、夜は志摩スペイン村の花火など、夏の旅行プランを思う存分お楽しみください。 

 

 

 
 

※ナイター営業日 7月 30日(土)～8月 28日（日）のみ販売 

10.ホテル志摩スペイン村でテーマパークリゾートを満喫！ 

（1）プールの営業 

ホテル志摩スペイン村では、夏期限定でプールを営業します。ホテル志摩スペイン村の宿泊者は無料

で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います。 

【期  間】 7月 23日(土)～8月 28日(日) 

【営業時間】 9:00～18:00     

【料  金】 ・ホテル志摩スペイン村宿泊者   無料 

       ・ホテル「シーズン イン アミーゴス」宿泊者 

大人（中学生以上）   700円 

小人（3歳～小学生）  400円 

・テーマパーク「年間パスポート」所持者 

大人（中学生以上）   850円 

小人（3歳～小学生）  450円 

・テーマパーク入園者 ※当日入園の方 

大人（中学生以上）   900円 

小人（3歳～小学生）  500円 
                 ※上記の方以外はご利用いただけません。 

 

（2）夏期限定おすすめ宿泊プラン 

夏期限定、伊勢志摩の幸を使ったホテル自慢のコース料理に、テーマパークを 2日間楽しめるホテル

２ＤＡＹパスポートも付いてお得にお楽しみいただける宿泊プランです。 

ご夕食は、地元産の伊勢海老を使ったスペイン料理、日本料理からお選びいただけます。 

良質な泉質と絶景ロケーションの露天風呂につかって、身も心もリフレッシュ。たっぷり遊んで、食

べて、くつろいで、夏のリゾート気分を存分にお楽しみください。 

【プラン名】 「夏の伊勢志摩をホテル自慢の料理で楽しむ 夏限定プラン  

志摩スペイン村 2DAY パスポート付」 

【期    間】   8月 31日（水）まで 

【宿泊料金】  1泊 2食、温泉、ホテル２ＤＡＹパスポート付 お 1人様 17,900円～ 

（サービス料、消費税等込、入湯税別） 

【予約方法】 ネット予約限定  

 

 

 

 

 

           

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 
（16時以降の利用） 

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 

ホテル志摩スペイン村のプール 
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11.夏期の営業スケジュール 

 

 

 

◆休園・休館日 

   下記の期間、施設メンテナンスのため休園、休館いたします。 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

◆今後の新型コロナウイルス感染症拡大状況により上記営業内容および開催期間は変更になる 

場合がございます。新型コロナウイルス感染症予防および拡散防止対策の詳細については、 

ホームページをご確認ください。（https://www.parque-net.com） 

◆テーマパーク「パルケエスパーニャ」および「ホテル志摩スペイン村」は「みえ安心おもてなし 

施設認証」を取得しております。 

 
 
 

 
以 上 

 
※表示金額は税込みです。 ※画像はイメージ。 
※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。 

期  間 営業時間 

7/2（土）～7/15（金）、7/18（月・祝）～7/22（金）、 

8/29（月）～8/31（水） 
9:30～17:00 

            7/16（土）、 7/17（日）、7/23（土）～7/29（金） 9:30～18:00 

 ナイター営業実施日 7月 30日(土)～8月 28日（日） 9:30～20:00 

        施設名 期 間 日 数 

テーマパーク「パルケエスパーニャ」 

6月27日（月） 

～ 7月1日（金） 
5 日間 ホテル志摩スペイン村  

伊勢志摩温泉「ひまわりの湯」 

https://www.parque-net.com/

