2018 年 9 月 6 日
報道関係各位
株式会社志摩スペイン村

９月 15 日（土）スタート！

志摩スペイン村 「ハロウィーンフィエスタ」の開催について
志摩スペイン村では、9 月 15 日（土）から 10 月 31 日（水）まで「ハロウィーンフィエスタ」を開催
いたします。本年は、2 カ所以上の部分仮装でご入園の方に、レストランメニュー・グッズの料金を 10％
割引するとともに、
「¡HOLA! TRICK or TREAT!」の吹き出しやキャラクターの鼻や耳がデザインされたオ
リジナルフォトプロップスをプレゼントするハロウィーン仮装特典を新たに設けます。その他、高さ 4ｍ
のカボチャのモニュメントなどのフォトスポットの設置、スペイン人ハロウィーンキャストがお子さま
に、合言葉でお菓子をプレゼントする「オラ！トリック オア トリート！」、さらにハロウィーン期間
ならではのメニュー＆グッズの展開、年間パスポートが当たるインスタフォトキャンペーンなどでパーク
内を賑やかで楽しいハロウィーンモードに彩ります。
詳細については、下記のとおりです。
記

ちょっぴり変身、気分サイコー!!「ハロウィーンフィエスタ」
【期

間】

2018 年 9 月 15 日（土）～10 月 31 日(水)

１．ハロウィーン仮装特典 ＮＥＷ！
気軽な仮装でお得に！楽しく！

ハロウィーン

キャラクター

イラスト

ＮＥＷ！

(1)店舗割引
2 ヵ所以上の部分仮装でご入園の方は、パーク内の店舗でのレストランメニュー・グッズの料金
を 10％割引いたします。※一部店舗の商品、メニューが割引除外となる場合があります。
【対 象】 2 ヵ所以上の部分仮装
例えばハロウィーンをモチーフにした
「かぼちゃの帽子」
「猫のカチューシャ」
「魔法使いの杖」
「ドラキュラのマント」
など 2 ヵ所以上の部分仮装の方

※画像はイメージ
※画像はイメージ
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(2)オリジナルフォトプロップスのプレゼント
オリジナルフォトプロップスを使ってインスタ映えする写真に挑戦しよう！
仮装をして総合インフォメーションにお越しいただいた方にプレゼントいたします。
【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（水）

【対 象】

2 ヵ所以上の部分仮装をされた方

チョッキーの
ハロウィーン帽子

先着 50 名、お 1 人様につき 1 個
※各種、数に限りがあります。

【場 所】

総合インフォメーション

¡HOLA! TRICK or TREAT!
の吹き出し

ダルの耳

アレハンドロの鼻

【オリジナルフォトプロップス】
「¡HOLA! TRICK or TREAT!の吹き出し」
「チョッキーのハロウィーン帽子」
「アレハンドロの鼻」、「ダルの耳」
がデザインされたオリジナルフォト
プロップス 4 種類の中から 1 個
お選びいただけます。

２．「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」

３．「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！
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（水）
【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 （10：15、14：45 各 20 分間）
【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

※画像はイメージ
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４．ハロウィーンフィエスタ「オラ！スタンプラリー」 ＮＥＷ！
期間中、ハロウィーンフィエスタ「オラ！スタンプラリー」を実施
いたします。園内のキャストに「オラ！」と声をかけてスタンプを
すべて集めるとハロウィーンキャラクターイラストのモンスター
ステッカーをプレゼントいたします。
【対 象】 小人チケットでご入園のお子さま

５．ハロウィーンメニュー ＮＥＷ！

「オラ！」と声をかけて！

ハロウィーンフィエスタ
「オラ！スタンプラリー」限定
モンスターステッカー ＮＥＷ！
（20ｃｍ×20ｃｍ）

“あるお菓子”が 1 つだけ激辛！ドキドキも味わえるパーティーメニューをはじめ、モンスターバーガー
セットや一皿で３つの味が楽しめるワンプレートスイーツが新登場。ハロウィーン期間だけのおばけ
をモチーフにしたインスタ映えする楽しいメニューです。
【メニュー名】 ハロウィーンデザートパーティー
【販売価格】
【販売店舗】
【内 容】

【メニュー名】
【販売価格】
【販売店舗】
【内 容】

【メニュー名】
【販売価格】
【販売店舗】
【内 容】

～激辛ロシアンルーレット～
5,000 円（１日 5 食限定）
エルパティオ
シュークリームやパンケーキ、クッキーなど
がたっぷりのった巨大スイーツ。
“あるお菓子”が 1 つだけ激辛！
ドキドキも味わえるパーティーメニュー
モンスターバーガーセット
950 円（数量限定）
チィコ チィコ
食べるのがもったいないくらい、
キュートなバーガー
インスタ映えも間違いなし！

ハロウィーンデザートパーティー
～激辛ロシアンルーレット～

モンスターバーガーセット

ハロウィーンデザートプレートセット
1,100 円
ミ カサ
1 皿で 3 つの味が楽しめる
インスタ映えするワンプレートスイーツ
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ＮＥＷ！

今年新たに制作したハロウィーンキャラクターイラストを使用したグッズが新登場。
イラストに登場する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
900 円

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
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７．「＃志摩スペイン村でハロウィーン」インスタグラムフォトキャンペーン
期間中、パーク内でハロウィーンをテーマにした写真もしくは仮装した写真を撮影し、
「＃志摩スペイン村でハロウィーン」でインスタグラムに投稿すると、抽選で志摩スペイン村
年間パスポートが当たります。
【応募方法】①志摩スペイン村公式インスタグラム
アカウントをフォロー
②パーク内で撮影したハロウィーンを
テーマにした写真もしくは仮装した
写真をハッシュタグ
「＃志摩スペイン村でハロウィーン」
でインスタグラムに投稿
【賞
品】年間パスポート 3 名様分
【当選通知】期間終了後、当選者への連絡をもって発表

◆14 時からのお得な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

シニア
60 歳以上

中人
12 歳～17 歳
中学生・高校生

小人
3 歳～11 歳
幼児・小学生

1,700 円
3,500 円

4,300 円

3,500 円

以

上

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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