2019 年 7 月 19 日
報道関係各位
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」秋・冬の営業について
25th アニバーサリーの秋・冬は、異国情緒溢れるインスタ映えする景観の中、ハロウィーン気分を楽
しめる「ハロウィーンフィエスタ」
、スペイングルメが堪能できるグルメイベント、冬休み限定プロジェ
クションマッピングの上演など季節折々のイベントをはじめ、さらに盛り上がりをみせるエンターテイ
メント、28 機種のアトラクションなどで 25th アニバーサリーの「心弾む」
「心躍る」ときめきハートビ
ートな秋・冬をお届けいたします。また、志摩スペイン村テーマパーク「パルケエスパーニャ」の入園
料金等を 10 月 1 日（火）から改定いたしますので合わせてお知らせいたします。
詳細につきましては下記のとおりです。
記

ときめきハートビート！25thアニバーサリーの秋・冬
◆25ｔｈアニバーサリー「ハロウィーンフィエスタ」

高さ 4ｍの「モンスターパンプキン」

「ワンダーフォトブロック」

スペイン人ハロウィーンキャスト

◆秋グルメ、ロマンチックに彩るビッグツリー、冬休み限定プロジェクションマッピング

直径 1ｍの大鍋パエリャ

クリスマス衣裳のキャラクターとビックツリー

冬休み限定プロジェクションマッピング
「太陽・月 ラプソディア」

◆盛り上がりを見せるエンターテイメント・絶叫のアトラクション・インスタ映えの景観

見逃せない！12/1 まで連日上演！
ゲスト参加型のエンターテイメント

「絶叫」
「興奮」
「熱中」バラエティ溢れる
２８機種のアトラクション

インスタ映え間違いなし！
サンタクルス通り
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Ⅰ テーマパーク「パルケエスパーニャ」
１．25ｔｈアニバーサリー「ハロウィーンフィエスタ」
25thアニバーサリーの「ハロウィーンフィエスタ」は、パーク内に登場する魔法使いにマジックを教えて
もらえる魔法体験やスペイン人ハロウィーンキャストに「オラ！トリック オア トリート！」の合言葉で
お菓子がもらえるなど、ハロウィーンフィエスタならではの体験をお楽しみいただけます。モンスターパ
ンプキンやワンダーフォトブロックなどのハロウィーンフォトスポットが登場しパーク内を陽気なハロ
ウィーン色に彩ります。
【期

間】 9月14日（土）～10月31日（木）

（１）参加型マジックショー「魔法使いとマジックハロウィーン」
パーク内に登場する魔法使いに様々な魔法を教えてもらえます。
目の前で起こる不思議な現象をあなたも魔法使いになりきって
体験できる参加型マジックショーです。
【期 間】 ハロウィーンフィエスタ期間中の土日祝
および 10 月 31 日（木）

（２）「オラ！トリック オア トリート！」が合言葉！
ハロウィーンキャストがお菓子をプレゼント！

※画像はイメージ

スペイン人ハロウィーンキャストがユニークなカボチャの
乗り物に乗って陽気に登場いたします。
「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。ハロウィーンキャストと一緒に撮影できます。
【期 間】 ハロウィーンフィエスタ期間中の土日祝
および 10 月 31 日（木）
【場 所】 シベレス広場（雨天時 エスパーニャ通り）
【回 数】 1 日 2 回 各 20 分間（予定）
【対 象】 小学生以下のお子さま

合言葉は、「オラ！トリック オア トリート!」
スペイン人ハロウィーンキャスト

（3）「モンスターパンプキン」や「ワンダーフォトブロック」など
ハロウィーンフォトスポットの登場
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や、不思議な形を
したブロックをある角度から撮影すると「ＨＡＬＬＯＷＥＥＮ」の文字が浮かび上がるフォ
トスポット「ワンダーフォトブロック」が登場いたします。

高さ 4ｍのモニュメント「モンスターパンプキン」

一定の角度から見ると文字が浮かび上がる！
「ワンダーフォトブロック」
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（４）25th アニバーサリーハロウィーンフィエスタならでは体験
「オラ！スタンプラリー」、「フェイス＆ボディペインティング」、「おでかけハロウィーン」
「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」のペイントが 25th
アニバーサリーハロウィーンバージョンで登場。ハロウィーン衣裳がレンタル出来る「おでかけハロ
ウィーン」でハロウィーン気分を満喫していただけます。

ハロウィーンフィエスタ
「オラ！スタンプラリー」
限定缶バッチ
【対象】小人チケットのご入園のお子さま

「フェイス＆ボディペインティング」
ハロウィーンバージョン
1 ペイント 500 円～

「おでかけハロウィーン」

（５）ハロウィーンメニュー
ハロウィーン気分が盛り上がるパーティーメニューをはじめ、ハロウィーンバーガーやカボチャ味の
カタラナソースをかけたパンケーキ、ハロウィーン期間限定のおばけなどをモチーフにしたインス
タ映えする楽しいメニューが登場いたします。

楽しいハロウィーンメニューの数々

ハロウィーンバーガープレート

ハロウィーンデザート プレートセット

（６）ハロウィーングッズ
ハロウィーンデザインのパッケージやグッズ、お菓子が登場。ハロウィーンイラストのチョッキー
が手に持つマジカルステッキ味!?のロールケーキやマグカップ、キーホルダーなど他にもオリジナ
ルグッズがたくさん登場いたします。

チョッキーのマジカルステッキ

ハロウィーン限定のマグカップなど

ハロウィーン限定のキーホルダーの数々

※期間中にコスプレイベント実施する予定です。詳細については別途お知らせいたします。
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２．秋のグルメイベント「バルフィエスタ」
志摩スペイン村では、秋のグルメイベント「バルフィエスタ」を実施いたします。直径 1ｍの大鍋で炊き上
げるスペインの名物料理「パエリャ」や、イベリコ豚の網焼きをマヨール広場で販売いたします。
爽やかな秋空の下、まるでスペインにいるかのようなテラス席で、スペインビールやサングリア、
スペイン産のワインと合わせて、スペイングルメをご堪能ください。またマヨール広場の 2 店舗に
「バルフィエスタ」ならではのこだわりメニューが登場します。
【期
間】 9 月 14 日（土）～10 月 27 日（日）の土日祝 ※10 月 22 日（祝）は除く

直径 1ｍの大鍋パエリャの販売

「バルフィエスタ」メニュー

マヨール広場のテラス席

３．高さ 7ｍのビックツリーに幻想的なイルミネーションがクリスマスシーズンを彩る
色とりどりのオーナメントや大きな赤いリボンでデコレーションされた高さ約 7ｍのクリスマス
ビッグツリーがエスパーニャ通りに登場します。華やかなクリスマス装飾とともにクリスマス限定
のグルメ＆ショッピングをお楽しみいただけます。夕暮れ時からは、スペインの異国情緒溢れるシ
ベレス広場、サンタクルス通りのイルミネーションやライトアップが光り輝き、昼間とは違ったロ
マンチックな雰囲気に包まれます。また、クリスマス衣裳のキャラクタ―たちが、グリーティング
に登場しパーク内を楽しく盛り上げます。
【期
間】 11 月 9 日（土）～12 月 25 日(水)

クリスマス衣裳のキャラクターたち

クリスマス限定メニュー

クリスマス限定ポルボロン
場のテラス席

４．冬休み限定プロジェクションマッピング「太陽・月 ラプソディア」の上演
スペイン、アランフェス王宮をモチーフにした異国情緒ある建物を中心に、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映像世界。25th アニバーサリーで新作映像となり、情熱的な映像とリズムとと
もにゲストも手拍子で盛り上がります。世界のフェスティバルを巡る光と音楽の旅に皆さまを誘います。
【上演期間】 12 月 21 日（土）～2020 年１月 5 日（日）
【上演時間】 17 時 30 分～（約 8 分間）１回/日（予定）

プロジェクションマッピング

「太陽・月 ラプソディア」
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５．25th アニバーサリー「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
陽気で情熱的なエンターテイメント、
「絶叫！」「興奮！」「熱中！」のアトラクション、インスタ
映えする景観などで、小さなお子さまから大人まで「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をお楽しみいただけます。

（１）見逃せない！12 月 1 日（日）まで連日上演！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。
本年のエンターテイメントは 12 月 1 日（日）まで。キャラクターショー、フラメンコショーはこの秋に
千秋楽を迎えます。さらに盛り上がりを見せるエンターテイメントをぜひご覧ください。

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」※ 新フラメンコショー 来春上演予定
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！」※ 新キャラクターショー 来春上演予定

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
「エントレ・ドス・アグアス」
※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！」

（２）大人も子どもも 「絶叫！」 「興奮！」 「熱中！」バラエティ豊かなアトラクション
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」
、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」
、
の 4 機種のコースターをはじめ、何度も挑戦したくなるシューティングライド、ボートに乗っての
んびり周遊するアトラクション、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。

「ピレネー」

「アイアンブル」

「アルカサルの戦い“アデランテ”」

「キディモンセラー」

「フェリスクルーズ」

「グランモンセラー」

「ピエロ・ザ・サーカス」
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（３）25ｔｈアニバーサリー 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」などをお楽しみください。

フォトスポット「サンタクルス通り」

マノマノ「キャンドル体験」

25th アニバーサリー
顔出しパネル

「ウォールアート」

「オラ！スタンプラリー」

25th アニバーサリー
オリジナル缶バッチ

「おでかけフラメンコ」

25th アニバーサリーデザインも登場！
「フェイス＆ボディペインティング」

６．25ｔｈアニバーサリーの秋・冬 おすすめメニュー＆グッズ
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
贅沢に炊きこんだパエリャや伊勢志摩の豊かな海の味覚をふんだんに味わう日本料理など伊勢志
摩の幸にこだわったメニューや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 アニバーサリー限定商品で、記念すべき 25th
アニバーサリーの思い出にいかがですか。

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
伊勢海老浜焼き御膳
(数量限定)

25th アニバーサリー
キャラクターぬいぐるみ

25th アニバーサリー
キャラクターグッズ・菓子

７．14 時以降の入園には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。
券種

大人
18 歳～59 歳

アフタヌーンパスポート

2,300 円

パスポート

5,300 円

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

1,700 円
4,300 円

3,500 円

3,500 円

※10 月１日に入園料金および年齢区分の変更を予定しております
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Ⅱ.ホテル志摩スペイン村
１．「パーク」
「温泉」をお得に快適にリゾートライフを満喫！
「パーク」
「温泉」をお得に快適に満喫していただきます。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。様々な客室タイプや本格的なスペイン料理、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など、お客様の要望に合わせた宿泊プランをご用意しておりま
す。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。

キャラクタールーム

40.5 ㎡のゆったりした
スタンダードツインルーム

ファミリーバイキング

1 部屋に６名様までご宿泊可能
ファミリールーム

２．25th アニバーサリーの志摩スペイン村を優雅にゆったりと過ごす！
（１）25th アニバーサリーの志摩スペイン村を満喫！
伊勢海老、鮑、松阪牛を贅沢に、「25ｔｈ」にちなみ 25,000 円！ 25ｔｈアニバーサリー宿泊プラン
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人様 25,000 円。記念すべき 25 周年秋・冬の志摩スペ
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（年末年始等）は除く。
【予約方法】

ホテル志摩スペイン村公式ホームページ限定 1 日 25 名様限定

【夕
【料

プレミアムスペイン風コース料理もしくはプレミアム和会席料理からお選びいただけます。

食】
理】

プレミアムスペイン風コース料理

プレミアム和会席料理

（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」
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 14 日(土)～11 月 30 日(土)の土曜日および
9 月 15 日(日),9 月 22 日(日),
10 月 13 日(日),11 月 3 日(日・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。

※鑑賞無料
ホテルフラメンコ
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（３）パークでたっぷり遊んで、お昼はリッチにホテルランチを
「25ｔｈ」 にちなみ 25th アニバーサリーランチ 2,500 円！
「25th」にちなんで、2,500 円のアニバーサリーランチが登場。
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。
【期 間】 9 月 1 日(日)～2020 年 1 月 13 日(月・祝)
【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」
2,500 円（サービス料、消費税等込）
11：30～13：30

【料
金】
【営業時間】

25th アニバーサリーランチ

３．充実のホテル特典
（１）2 日間たっぷり遊べる！ホテル２ＤＡＹパスポート
伊勢志摩観光スポットと合わせてパークを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、パークを存分にお楽しみいただけます。
大人

券種

18 歳～59 歳

中人
12 歳～17 歳
中学生・高校生

ホテル２DAY パスポート
パスポート（通常料金）

小人
3 歳～11 歳
幼児・小学生

シニア
60 歳以上

3,300 円
5,300 円

4,300 円

3,500 円

3,500 円

※10 月１日に入園料金および年齢区分の変更を予定しております

（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、温泉、パーク間で無
料シャトルバスを運行しており、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 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。

【 運 行 日 】 毎日
【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 分前までにお申込みください
【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
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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】 12 月までの毎月 25 日

【受付時間】 9：00～15：00
【料

金】 500 円（消費税・入湯税込）

２．冬至には、無病息災をお祈りする「柚子湯」を実施！
12 月 21 日（土）と冬至の 22 日（日）の 2 日間、男湯・女湯の大浴槽に柚子を浮かべる「柚子湯」を
実施します。
【実施日】

12 月 21 日（土）
、冬至の 22 日（日）

【柚子湯の効能】風邪の予防、冷え症、神経痛、腰痛、肩こり、ヒビ、アカギレ、しもやけ、血行促進等
※果実に含まれるクエン酸やビタミン C による美肌効果もあるといわれています。
【柚子湯とは】柚子湯は冬至（今年は 12 月 22 日）に、お風呂に柚子を入れて入浴する風習のこと。
端午の節句の菖蒲湯と同様に、黄色の柚子は邪気を祓うといわれ、冬至に柚子湯に入
ると風邪を引かないといわれています。

３．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
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。
泉質は pH 値 8.6 のアルカリ性の単純温泉で健康増進をはじめ
冷え症や神経痛などに効能があります。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

「ひまわりの湯」

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）＜フェイスタオル付、貸バスタオルを含む＞
大人（中学生以上）
ひまわりの湯のみご利用の方
パルケエスパーニャご入園の方

小人（4 歳～小学生）

1,200 円

800 円

900 円

600 円

Ⅳ．休園日・休館日のご案内
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)
2020 年 1 月 14 日（火）～ 2 月 7 日（金）
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■ 「パルケエスパーニャ」入園料金の改定について
（１）改定日

2019 年 10 月 1 日（火）

（２）年齢区分の変更

シニアの年齢区分を 65 歳以上に変更します。

（３）テーマパーク「パルケエスパーニャ」新入園料金
(消費税込）

券種
パスポート

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

5,400 円

4,400 円

3,600 円

3,600 円

6,800 円

5,400 円

4,600 円

4,600 円

3,300 円

2,700 円

2,200 円

2,200 円

2,400 円

1,800 円

1,800 円

1,800 円

年間パスポート

12,300 円

12,300 円

8,200 円

8,200 円

ホテル２ＤＡＹパスポート

3,400 円

3,400 円

3,400 円

3,400 円

2ＤＡＹパスポート
ムーンライトパスポート
（ナイター営業日のみ発売）
アフタヌーンパスポート
（ナイター営業日以外発売）

※参考

現行料金 （2019 年 9 月 30 日まで）
券種

大人
18 歳～59 歳

(消費税込）

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

パスポート

5,300 円

4,300 円

3,500 円

3,500 円

2ＤＡＹパスポート

6,600 円

5,300 円

4,500 円

4,500 円

3,200 円

2,600 円

2,100 円

2,100 円

2,300 円

1,700 円

1,700 円

1,700 円

年間パスポート

12,000 円

12,000 円

8,000 円

8,000 円

ホテル２ＤＡＹパスポート

3,300 円

3,300 円

3,300 円

3,300 円

ムーンライトパスポート
（ナイター営業日のみ発売）
アフタヌーンパスポート
（ナイター営業日以外発売）

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。
※放送原稿・掲載記事にご使用いただく場合は、必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。
※本資料に掲載している写真はデータ（JPEG）にてご用意しております。

配付先：鳥羽志摩記者クラブ、三重県政記者クラブ、東海交通研究会、近畿電鉄記者クラブ、関西レジャー記者クラブ
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