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2023年 1月 10日 

 

株式会社志摩スペイン村 

   

 

  2月 11日（土・祝）～4月 2日（日）  

「スプリング フィエスタ」の実施 
 

志摩スペイン村では 2月 11日（土・祝）～4月 2日（日）の期間「スプリング フィエスタ」（協賛：三井

住友カード株式会社）を実施します。新エンターテイメントが登場し、新たな心ときめくひとときをお届け

します。さらに、学生限定のお得なパスポートや宿泊プランも販売します。 

 

１．新エンターテイメント 
（1）新ストリートミュージカル「テソロ・デ・オーロ～真実の宝を探せ！～」NEW! 
  伝説の都の財宝を探して旅するトレジャーハンターの一行が繰り広げるストリートミュージカル。 

陽気で楽しい仲間たちが、歌や踊り、ジャグリングを通じて、お客さまと一緒に「本当の宝とは何

なのか」を探し当てます。 

   【上演期間】2月 11日（土・祝）～11月 30日（木） 

【上演場所】シベレス広場 ※雨天時はエスパーニャ通り 

【上演時間】約 25分間（1日 2回） 

   

（2）新フラメンコショー「レガード」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。さまざまな文化と

混ざり合い、変容し進化を遂げてきた「レガード LEGADO（遺産）」としてのフラメンコをテーマに

本場スペイン人ダンサーが迫力あるステージをお届けします。 

【上演期間】2月 11日（土・祝）～11月 30日（木） 

【上演場所】カルメンホール 

【上演時間】約 25分間（1日 2～3回） 

【鑑 賞 料】500円 ※当日予約制。2歳以下は無料 

 

２．志摩スペイン村×三井住友カード株式会社 
  使っておいしいキャンペーン！ 

志摩スペイン村のオフィシャルスポンサーである三井住友カード株式会社とのコラボキャンペーンを実

施します。お得に春の志摩スペイン村をお楽しみください。 

【実施期間】2月 11日（土・祝）～4月 2日（日） 

【特 典】①テーマパークにて 20,000円以上利用で 3,000円キャッシュバック 

       ※KIPS-三井住友カードおよびプロパーカードが対象 

②テーマパーク内下記店舗にて、KIPS-三井住友カード決済の方のみ 10％割引  

 レストラン「アルハンブラ」、ジャパニーズレストラン「的矢」、カフェ「ミ カサ」 

③カルメンホールにて、KIPS-三井住友カード提示の上抽選で、フラメンコダンサーの 

ブロマイドをプレゼント 

 ※KIPS-三井住友カードのみ対象 

 ※実施期間中の土日祝および 3/27（月）～3/31（金）限定
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３．いちご祭り  
いちご味のチュロスをはじめとしたスイーツの販売や楽しいイベントを展開します。メリーゴーランド「ガ

ウディカルーセル」では志摩スペイン村のオフィシャルスポンサー「森永乳業株式会社」とのコラボイベン

ト「いちご DE ビンゴ」を実施します。乗っている木馬がラッキーゾーンに停止したらビンゴ！ 

ビンゴしたお客さまには森永乳業提供の「ミニいちごソフト」をプレゼントします。 

 

●志摩スペイン村×森永乳業株式会社 

春の特別イベント「いちご DE ビンゴ」 

【実施期間】3月 18日（土）～4月 2日（日）の午後 1:00～5：00の間 

【実施場所】ガウディカルーセル 

【協 賛】森永乳業株式会社 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

４．春のオススメグルメ ＮＥＷ！ 
伊勢志摩の海の幸を使用したメニューや春らしいメニューが勢揃い。レストラン「アルハンブラ」で

は、南伊勢で養殖された高級魚クエを使ったパエリャ「シン・パエリャ伊勢志摩 幻の魚クエ～！」

が登場。ジャパニーズレストラン「的矢」では、伊勢まだいとマグロを使った「手毬寿司定食」をお

楽しみいただけます。さらにホテル志摩スペイン村でも、「春の祝祭」をテーマにした春らしい華や

かなランチが登場します。 

 

 

 

 
 
 

 

 

５．新キャラクターグッズ ＮＥＷ！ 
新デザインのキャラクターイラストを使ったグッズが登場します。お土産にぴったりのお菓子をはじめ、

ご家庭や職場でも使えるマグカップ、手触りのいいクッションなどかわいいグッズが勢揃いです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

「シン・パエリャ伊勢志摩 幻の魚クエ～！」

4,000円 レストラン「アルハンブラ」  

※数量限定、2名様から承ります。 

食器やステーショナリーなど 

 

 

クッション  

 

春ランチ「フェリア・デ・プリマヴェーラ」 

2,800円【ホテル】カフェ＆スペイン料理 ヒラソル 

※営業時間11:30～13:30 
2月 11日（土・祝）～5月 31日（水）販売 

 

 

「手毬寿司定食」2,600円 

ジャパニーズレストラン「的矢」 

※数量限定 

キャラクターお菓子 

「ミニいちごソフト」イメージ 「チュロス（いちご）」460円 

ピッツェリア「ピザ ラ ロハ」 
「ガウディカルーセル」 
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６．フォトスポット ＮＥＷ！ 
エスパーニャ通りに新デザインのフォトスポットが登場。キャラクターやテーマパークの風景が描か

れた華やかなイラストをバックに、ご家族やお友達と記念撮影をお楽しみいただけます。裏側は「パル

ケエスパーニャ」のネオンサインが目を惹くフォトジェニックなデザインで、チュロス片手に撮影する

のもオススメです。 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
７．学割満喫キャンペーン 
（1）学割満喫パスポート  

通常よりも約 15％割引でご購入いただける学生限定（高校生以上）のお得なパスポートを期間限定

販売します。スマートフォンで購入し、窓口で引き換える必要のない「電子チケット」で、スムーズに

ご入園いただけます。卒業旅行や春休みの思い出作りにお得にお楽しみください。 

【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】 

 

 

 

 

 

 

【ご利用期間】 2月 11日（土・祝）～3月 31日（金） 

【販売方法】 電子チケット（2月 1日より販売開始予定） 

※入園ゲートで学生証をご提示いただく場合がございますので、 

学生証をご持参ください。 

           ※ご本人のみ有効 

 

  （２）学割満喫宿泊プラン【ホテル志摩スペイン村】 
学生限定のお得な宿泊プランを期間限定販売します。テーマパークでめいっぱい楽しんだあとは、スペ

イン情緒あふれるリゾートホテルで、お友達と一緒に特別な時間をお過ごしいただけます。スペインの

雰囲気が満ちあふれた客室や噴水のある中庭など、フォトジェニックなスポットもたくさん。ぜひ志摩

スペイン村で、春休みや卒業旅行の思い出作りをお楽しみください。 

【対 象 者】 高校生、大学生、大学院生、短大生、各種専門学校生 

【宿泊料金】お1人様11,300円～ （サービス料、消費税込） 

【特   典】1泊朝食、温泉、ホテル２ＤＡＹパスポート付き 

【ご利用期間】 2月 11日（土・祝）～3月 31日（金） 

※チェックイン時に、ご宿泊者全員の学生証をご提示 

いただきますので、必ずご持参ください。 

券種 高校生 

 
大学生、大学院生、 
短大生、各種専門学生 

 

パスポート（学割満喫） 3,750円  4,600円 

パスポート（通常料金） 4,400円  5,400円 

お揃いのカチューシャで 
思い出のショット 

 

学割満喫宿泊プラン 

新フォトスポット（表面イメージ） 新フォトスポット（裏面イメージ） 



 

 4 

 

８．WEB限定！春の年間パスポート購入キャンペーン！ 
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。 
2月 11日（土・祝）～3月 31日（金）の期間中に、カードを受け取られた方が対象です。 
※キャンペーンは webでの事前購入が対象。エントランス窓口での支払い購入は除く。 

【販売期間】  2月 1日（水）～3月 31日（金） 

【受取期間】  2月 11日（土・祝）～3月 31日（金） 

【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購入（クレジット決済のみ） 

       ②2月 11日（土・祝）～3月 31日（金）の間の希望日に 

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 

 

９．キャラクタールーム 新オリジナルキャラクターグッズ ＮＥＷ！  
【ホテル志摩スペイン村 キャラクタールーム】  

志摩スペイン村のキャラクターたちを身近に感じながら滞在できる客室「キャラクタールーム」。遊び心あ

ふれる客室や、キャラクターたちをモチーフにしたご夕食など楽しみがいっぱいです。宿泊特典として、

キャラクタールームオリジナルイラストを使用した新しいグッズを記念にお持ち帰りいただけます。志摩

スペイン村の仲間たちと一緒に楽しい夢の続きをお楽しみください。 

【宿泊料金】①キャラクタールーム「みんなでツリーハウス」全 19室 

大人 1名 22,900円～（1泊 2食、宿泊特典付） 

②キャラクタールーム「ダルシネア！」1室限定 

大人 1名 24,900円～（1泊 2食、宿泊特典付） 

※サービス料、消費税込 

 

10．周央サンゴ×志摩スペイン村コラボイベント 
「みなさま～（広報大使）志摩スペインゴ村へ、来て！」の開催 

（2022年 12月 27日リリース） 

 2月 11日(土・祝)～4月 2 日（日）の期間、ANYCOLOR株式会社が運営する「にじさんじ」所属のバー

チャルライバー「周央サンゴ」（通称ンゴちゃん）を「志摩スペイン村バーチャルアンバサダー」に任命

し、テーマパークとホテル志摩スペイン村にてコラボイベントを開催します。周央さんが配信で熱く語っ

ていた「周央サンゴゆかりの地」をめぐるスタンプラリーや、周央さんの副音声が加わった映像作品

「周央サンゴと見る空とぶドンキホーテ」の上映、コラボ記念オリジナル描き下ろしイラストをあしらっ

たグッズやメニューの販売、等身大パネルの設置などを展開します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

年間パスポート（イメージ） 

「周央サンゴ×志摩スペイン村コラボイベント」  

キャラクタールーム宿泊特典  
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＜パスポート情報変更のご案内＞ 

 

施設やエンターテイメントの体験価値を向上することを目的に、2023年 4月 1日（土）より一部パスポートの

料金改定およびホテル宿泊者向けにお得なパスポート券を新設することとなりましたので、お知らせします。

今後もより多くのお客様にご満足いただけますよう、努力していく所存でございます。ご理解、ご協力のほど

よろしくお願い申し上げます。 
 

 （１）ホテル宿泊者対象パスポートの新設 

2023年 4月 1日（土）より、オフィシャルホテル宿泊者特典の「ホテル 2ＤＡＹパスポート」を廃して、

新たに、ホテル志摩スペイン村およびオフィシャルホテルご宿泊者を対象とした新券種を販売します。 

※ホテル宿泊者対象パスポートは全年齢同価格です。 

 【新券種および料金（2023年4月1日以降）】 

券種 内容 対象ホテル 価格 

プレミアムパスポート 宿泊当日と翌日

の 2日間利用 
ホテル志摩スペイン村 3,500円 

オフィシャルホテル 

パスポート 
宿泊当日もしく

は翌日どちらか 

1日利用 

賢島宝生苑、志摩観光ホテル、 

都リゾート 志摩 ベイサイドテラス、 

都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト 

 3,500円 

   

 【ご参考：現行料金（2023年3月31日まで）】 

券種 内容 対象ホテル 価格 

ホテル 2ＤＡＹパスポート 宿泊当日と翌日

の 2日間利用 

ホテル志摩スペイン村、賢島宝生苑、 

志摩観光ホテル、都リゾート 志摩 ベイサ

イドテラス、都リゾート 奥志摩 アクア

フォレスト 

3,400円 

     
 

（２）アフターヌーンパスポート、ムーンライトパスポートの料金改定 
2023年 4月 1日（土）よりアフターヌーンパスポート、ムーンライトパスポートの料金改定を行います。 

【新料金（2023年4月1日以降）】 

券種 
 大人 

18歳～64歳 

中人（中・高校生） 

  12歳～17歳 

小人（幼児・小学生）

3歳～11歳 

 シニア 

  65歳以上 

アフターヌーンパスポート 2,700円 2,200円 1,800円 1,800円 

ムーンライトパスポート 3,500円 2,800円 2,300円 2,300円 

 

【ご参考：現行料金（2023年3月3１日まで）】 

券種 
大人 

18歳～64歳 

中人（中・高校生） 

  12歳～17歳 

小人（幼児・小学生）

3歳～11歳 

 シニア 

  65歳以上 

アフターヌーンパスポート 2,400円 1,800円 1,800円 1,800円 

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

 

 

※アフターヌーンパスポート：ナイター営業日以外の14時以降お得にテーマパークを楽しめるパスポート 

ムーンライトパスポート：ナイター営業日の16時以降お得にテーマパークを楽しめるパスポート 

 

(消費税込） 

(消費税込） 

(消費税込） 

(消費税込） 
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【パレードの上演について】 

昨年は政府発表の「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る新たな措置」により、スペ

イン人エンターテイナーの入国時期の見通しがたたないため、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”」の上演を中止し、代わりにストリートレビュー「ヌエボ・プログレッソ “ア

デランテ”」を上演しました。本年は 2月 11日（土・祝）より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”」を上演します。  
 
 
 
 
◆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） 

 

 

以 上 

※表示金額は税込みです。 ※画像はイメージです。 
※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。 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000875152.pdf
https://www.parque-net.com/

