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花火と音楽の競演「ムーンライトフィナーレ」 
音楽にのせて次々 と打ちあがる花火。間近で上がる大迫力の 
花火に、広場は感動と拍手に包まれます。 

 

 

 

 
 

2021年 6月 22日  

 

 

株式会社志摩スペイン村 

  
7月 3日（土）～8月 31日（火）  

「サマーフィエスタ」について 
 

2021年夏の志摩スペイン村は、7月 3日（土）～8月 31日（火）の期間「サマーフィエスタ」を実

施いたします。ナイター営業日には、きらびやかなナイトパレードと大迫力の花火が、夜のパークを

華やかに彩ります。さらに、電子チケットで通常の約 20％割引の料金でご購入いただける「サマーフ

ィエスタ限定パスポート」を 1,000枚限定で販売します。ナイター営業日に夕方からお得に入園できる

「ムーンライトパスポート」も販売します。 

詳細につきましては、下記のとおりです。 
記 

１．ナイトパレード＆花火を上演                                  
イルミネーションで彩られたナイトパレード「エスパーニャカーニバル“アデランテ”」、夜空いっぱいに広

がる大迫力の花火と音楽の競演「ムーンライトフィナーレ」を上演いたします。志摩スペイン村ならではの

華やかな夜をお楽しみください。  

【上演期間】 7月 22日(木・祝)～7月 25日（日）、7月 31日(土)～8月 29日(日)  

【上演時間】  19:30（約 30分） 

【上演場所】  シベレス広場 ※パレードはパレードコース 

 

 

 

   

  

 

 

 
 

※予定しておりましたプロジェクションマッピング「太陽・月 ラプソディア」は新型コロナウイルス

感染拡大防止のため上演を中止いたします。 

２．「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し、期間限定で登場します。 

【実施期間】7月 3日(土)～9月20日(月・祝)     

【場 所】コロンブス広場 チャプチャプラグーン 

 

 
 

 

水が空高く噴き上がる「スプラッシュ・ウォー 
ターキャノン」と、写真映えする「ひまわりミスト」 

 

樽に剣を刺してはずれると 
水が勢いよく吹き出す「噴水危機一髪」 

 

お子さまに大人気の 
「ジャブジャブラグーン」 

 

ナイトパレード「エスパーニャカーニバル“アデランテ”」 
スペインの陽気なお祭りを表現したパレード。イルミネーション輝く 
フロートが夜のパークを華やかに彩ります。 

※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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エビとトマトの冷製ジェノベーゼやバスクチ
ーズケーキなどがセットになった「冷製パスタ
のランチセット」1,950円［アルハンブラ］ 

※画像はイメージ 

 

ＮＥＷ！ 

サマーランチ「ラ・トマティーナ」2,500円 
［ホテル志摩スペイン村「ヒラソル」］ 
※営業時間11:30～13:30 

３．グルメイベント「トマトまつり」 

スペイン・バレンシアの「トマトまつり」がテーマの夏限定グルメイベント。パークやホテルのレストラ

ンに、トマトを使った新メニューが登場。テーマパークでは夏にぴったりの冷製メニューからボリューム

満点のメニューまで多彩なメニューを販売します。「ホテル志摩スペイン村」ではトマトを使ったサマー

ランチをお楽しみいただけます。さらに、まるでトマトまつりに参加しているような体験ができる｢トマ

ト当てゲーム｣も実施します。 

【実施期間】 7月 22日(木・祝)～8月 29日(日) 

【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」       

【内  容】 トマトを素材に使用した料理を提供します。 

【協  賛】 カゴメ株式会社 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【ひまわりの湯 開業 20周年記念】ホテルランチ＆日帰り入浴優待キャンペーン実施中 

ホテル志摩スペイン村「ヒラソル」で 2,500 円以上のランチメニューを

ご利用のお客さまは、今年 20周年を迎えた伊勢志摩温泉「ひまわりの湯」

に通常の半額（大人 600円）でご入浴いただけます。 

 ※お子さま（4歳～小学生）は 400円（入湯税免除） 

※ご入浴優待はランチを利用した当日のみ（最終受付 16:00） 

 

ＮＥＷ！ ＮＥＷ！ 

トマトメニュー各種 
 

辛口の真っ赤なカレーソースで柔らかくなるまで 
煮込んだ牛肉と炙りトマトを盛りつけたボリュー
ム満点の「真っ赤な牛カレー」1,250円［アミーゴ］ 

 

トマトボールを投げて見事、的に命中すると

景品をプレゼント。トマト当てゲーム  

1回400円［ファンタシア前］ 

ひまわりの湯 
 

ＮＥＷ！ 

【ホテル志摩スペイン村】 
 

【テーマパーク】 
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※画像はイメージ 

 

４．夏のおすすめメニュー 

夏に欠かせないひんやりスイーツや趣向を凝らした志摩スペイン村オリジナルメニュー、伊勢志摩産

の伊勢海老を使ったパエリャをはじめとする地元食材にこだわったメニューまで、多彩なメニューが

揃っています。 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

５．夏のパークで楽しめるおすすめグッズ 

扇子や冷感タオル、サングラス、Ｔシャツ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のほか、かわいいダルやチョッキーになりきれるグッズなど

を販売します。お友達やご家族で、お揃いで身につけて夏の志摩スペイン村をお楽しみください。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

パエリャや色付きカレーで、スペインのアンダ
ルシア地方のひまわり畑を表現した一人前の
「ひまわりカレー」1,200円［エル パティオ］ 

 ＮＥＷ！ 

夏のひんやりスイーツ。左から、シベレススイーツ 
2,800円［アミーゴ］、チョッキーのラムネかき氷、 
ダルのピーチかき氷 各800円[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 オリジナルＴシャツ 各2,200円 

伊勢志摩の豊かな海で水揚げされた伊勢海老を使った 

「伊勢海老パエリャセット」3,700円［アルハンブラ］ 

※数量限定 ※2人前から注文可 

志摩の郷土料理てこね寿司に、伊勢まだいを使用した 
「伊勢まだい てこね寿司定食」2,000円［的矢］ 
※数量限定 

 

スペイン・カタルーニャ地方などで多く用いら
れるアリオリソースがかかった「スペイン風 
揚げたこ焼き」600円［アミーゴ］ 

 

三重ブランドの松阪牛を100％使用した牛重 

「松阪牛重」2,600円［的矢］ 

 

ＮＥＷ！ 

ダルの耳 800円 ダルガーゼマスク 600円 フード付きタオル 各2,050円 
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「スペイン風コース料理」 「和会席料理」 ひまわりの湯 ※画像はイメージ 

 

６.お得なパスポート 
（１） 「サマーフィエスタ限定パスポート」 ※電子チケット販売のみ 

公式ホームページからご購入いただける電子チケット限定で通常の約 20％割引となる「サマーフィ

エスタ限定パスポート」を 1,000枚限定で販売します。枚数に達し次第、販売終了しますのでお早

めにご購入ください。 

【販売期間】  6月 28日（月）～7月 31日（土）※限定枚数に達し次第、販売終了します。 

【利用期間】  7月 3日（土）～8月 31日（火）                                 

 

 

 

 
（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 7/22（木・祝）～7/25（日）、7/31（土）～8/29（日）のみ販売 

７．温泉・プール・豪華なディナーもお得に楽しめる宿泊プラン【ホテル志摩スペイン村】 

（１）ひまわりの湯開業２０周年記念 伊勢海老、黒鮑をお得に満喫！ 

「ひまわりの湯」開業 20 周年を記念した贅沢な食事や温泉をお得に満喫できる宿泊プランです。ご夕

食は地元志摩産の伊勢海老、黒鮑を使った「スペイン風コ－ス料理」もしくは「和会席料理」からお選

びいただけます。美肌の湯とも呼ばれるアルカリ性単純温泉と開放感たっぷりの露天風呂で伊勢志摩の

美しい自然を眺めながら、日ごろの喧騒を忘れ、心休まるひとときをお過ごしください。ご家族や大切

な人との記念日におすすめです。また、テーマパークを 2日間楽しめるホテル２ＤＡＹパスポートが

セットになったプランもございます。 

【プラン名】 「伊勢海老、黒鮑をお得な価格で食す！スペイン料理、日本料理 選択プラン」 

【宿泊料金】  ・1泊 2食、温泉付 お 1人様 20,500円～ 

・1泊 2食、温泉、ホテル２ＤＡＹパスポート付 お 1人様 23,500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 ※ホテル志摩スペイン村公式ホームページからご予約ください。 

※7/22（木・祝）～7/24（土）、8/7（土）～8/14（土）、8/21（土）は除く。 

 

 

 

 

 

                   

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 

サマーフィエスタ限定パスポート 4,350円 3,550円 2,900円 2,900円 

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

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 



 

 5 

 

（２）夏期限定 ガーデンプールの営業  

夏期限定でホテルガーデンプールを営業します。ホテル宿泊者はもちろん、テーマパーク入園者も

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 22日(木・祝)～8月 31日(火) 
【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（4歳～小学生）  400円 

  ※優待券をご提出ください。 

（シーズン イン アミーゴスのフロントでお渡しいたします。） 

・テーマパーク入園者割引料金 ※当日入園の方 
大人（中学生以上）   900円 
小人（4歳～小学生）  500円 

             ※パルケエスパーニャガイドマップまたは当日のチケットをご提示ください。 

※ガーデンプールのご利用は宿泊者とテーマパーク入園者限定です。 

 

８.夏期の営業スケジュール 

 

 

※8月 7日（土）～8月 15日（日）は当初 9:00～21:00営業の予定でしたが、9:30～20:30に変更 

いたします。 

 

◆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） 

期  間 営業時間 

7/3（土）、7/10（土）、7/17（土)～7/21（水）、 

7/26(月)～7/30（金）、8/30（月）、8/31（火） 
9:30～18:00 

            7/4（日）～7/9（金）、7/11（日）～7/16（金） 9:30～17:00 

ナイター営業実施日 
  7/22（木・祝）～7/25（日）、 

7/31（土)～8/29(日) 
9:30～20:30 

     施設名 期 間 日 数 

テーマパーク「パルケエスパーニャ」 

6月28日（月） 

～ 7月2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「ひまわりの湯」 

ガーデンプール 

※画像はイメージ 

 

https://www.parque-net.com/
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＜参考資料＞ 

夏のリゾート気分を満喫しよう！  
思う存分遊んで食べて、ゆったりくつろぐ複合リゾート  
きらめく太陽と青空の下、心躍る体験と豊かな自然や食材を楽しみ、ゆったりとくつろぎの時間を堪

能できる複合リゾート「志摩スペイン村」。テーマパーク「パルケエスパーニャ」でたっぷり遊んだあ

とは、異国情緒あふれる「ホテル志摩スペイン村」で優雅なリゾート気分を味わう。さらに良質な泉質の

伊勢志摩温泉「ひまわりの湯」で身も心もリフレッシュ。複合リゾートならではの特典が充実しており、

お得にかつ便利にご利用いただけます。また、志摩スペイン村エリア内にはリーズナブルな価格でご宿泊

いただけるホテル「シーズン イン アミーゴス」もございます。伊勢志摩の開放的な空間で遊んで、食べ

て、くつろいで、夏のリゾート気分をお楽しみください。 
 

 

 

 

◆複合リゾートならではの特典 
（１）ホテル２ＤＡＹパスポートの販売 

「ホテル志摩スペイン村」「シーズン イン アミーゴス」にご宿泊の方は、当日から翌日までの

2日間、テーマパークをお得に楽しめるホテル２ＤＡＹパスポートをご購入いただけます。 

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 

パスポートの通常料金 5,400円 4,400円      3,600円 3,600円 

【購入方法】「ホテル志摩スペイン村」ホテルフロントにて購入 

「シーズン イン アミーゴス」フロント発行の購入券を持参しテーマパーク窓口で購入 

※テーマパークご入園前に宿泊のホテルへお立ち寄りください。 

（２）伊勢志摩温泉 志摩スペイン村「ひまわりの湯」のご利用 

 テーマパークご入園の方やホテルご宿泊の方は特別料金でご利用いただけます。 

【「ひまわりの湯」入浴料金】（消費税・入湯税込）＜貸しタオル付＞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ※7月22日（木・祝）～7月 25日（日）、7月31日（土）～8月29日（日）の期間、日帰り入浴の最終受付時間は20：00です。 

区 分 大人（中学生以上） 小人（4歳～小学生） 備考 

ひまわりの湯のみご利用の方 1,200円 800円  

テーマパークご入 園 の方 900円 600円 
当日のテーマパークパスポートまた

はガイドマップを持参すると割引 

ホテル志摩スペイン村宿泊者 無料      無料 
ご宿泊日からご出発日まで何度で

も無料 

シーズン イン アミーゴス宿泊者 700円     500円 
フロント発行のご入浴優待券を持参

すると割引 

複合リゾート「志摩スペイン村」 

テーマパーク「パルケエスパーニャ」 ひまわりの湯 

ホテル志摩スペイン村 シーズン イン アミーゴス 
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氷点下の世界を歩いて楽しめる

「氷の城」 

シューティングアトラクション

「オバケハンター２」 

山頂から一気に急降下！冷たい水
しぶきが気持ちいい急流すべり
「スプラッシュモンセラー」 

スリル満点の吊り下げ式コースター 

「ピレネー」 

志摩スペイン村ルートマップ 

シャトルバス運行ルート 

（３）各施設間の無料シャトルバス運行 

テーマパーク → シーズンインアミーゴス 

→ ホテル志摩スペイン村 → ひまわりの湯 

の間で無料シャトルバスを運行しております。 

運行時刻は公式ホームページをご確認ください。 

             また、ホテル志摩スペイン村、ひまわりの湯へ 

       は、ピレネー横のホテル・温泉ゲートから徒歩 

       で移動できます。 

 

◆テーマパークの見どころ 
■夏にぴったりのアトラクションやハマるアトラクション 

 

 

 

 

 

 

■子どもから大人まで夢中になる本格的なエンターテイメント 

【上演期間】 2月 13日（土）～11月 30日（火） 

 

 

 

 

 

 

 
■写真スポットがたくさん！気軽に海外旅行気分を満喫！ 

 

 

 

 

 

 

 
 

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。 

 

スペインの陽気なお祭りを表現した 

パルケエスパーニャパレード 

「エスパーニャカーニバル“アデランテ”」 

カラフルなタイルが可愛い、建築
家ガウディのアートな世界をモチ
ーフにした「グエル広場」 
 

白壁にカラフルな扉や季節の
花々がよく映え写真スポットと
して人気の「サンタクルス通り」 

 

本場スペイン人ダンサーによる 

大迫力のフラメンコショー「クラシコス」 

400円（予約制）※2歳以下は無料 

パティオ祭をモチーフにした 

花いっぱいのキャラクターミュージカル 

「パティオ デル カント 
～ダルシネアの秘密の花園～」 

 

陽気なエンターテイナーたちが 

繰り広げる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～」 

南スペインの雰囲気漂う 

「ホテル志摩スペイン村」中庭 

 

 

 

 

18世紀バレンシア地方の貴族の 
台所を再現した「バレンシアの 
台所」（ハビエル城博物館） 

※画像はイメージ 

 


