
①　志摩スペイン村　ーオフィシャルサイトー　

　　トップページ下部

をクリック ※デザインは変更になっている場合があります。

② 　の場所にお知らせがあれば掲載いたします。

重要なお知らせなどの掲載場所（学校専用）

新型コロナウイルス感染症に伴うお知らせや重要なご案内などがあった場合は、ホーム

ページに掲載いたしますので、必ずご来園１週間前およびご出発前日にご確認ください。



１．取扱条件
特別支援学校が遠足・校外学習・修学旅行など公式な学校行事として実施し学校長の承認のうえ教師・職員に引率される

場合、学校団体としてお取扱いたします。

２．入園チケットの種類
●パスポート ‥入園と無料のショーおよびアトラクション(一部を除く)に使用できるチケット。

［フラメンコショーおよびアトラクション「カーニバル・ハウス」「ドラゴン城の宝さがし」は、別途料金が必要です。］

３．入園チケットの料金

※学校団体料金には適用人数制限はありません。　　　 ※手帳の提示や提出書類は不要です。

４．引率の教職員の取扱

引率の教職員の方には、専用のパスポートを無料で提供します。

５．同伴者の方の取扱

保護者、医師、看護師、などの同伴者は、②もしくは③の料金を適用します。

カメラマンは、③の料金を適用します。

６．視察入園

来園が決定、もしくは検討中の教職員の方には、事前の視察入園をお受けします。

指定の団体申込書の「視察入園申込欄」に必要事項を記入し、視察希望日の１週間前までにＦＡＸにてお申し込みください。

視察当日の案内書面をＦＡＸにて返送いたしますので、当日は案内書面をご持参のうえご来園ください。

７．団体申込

指定の団体申込書に必要事項を記入し、当社団体予約センターにお申し込みください。所定欄の校長印はご来園当日まで

に押印してご用意ください。校長印の押印がない場合は、学校団体料金の適用は致しかねます。

※ご連絡のない団体予約のキャンセルおよびご入園日の変更につきましては、キャンセル料が発生する場合がございます

　 のでご注意ください。キャンセルおよびご入園日の変更のご連絡は原則としてFAXにてお願いいたします。

８．団体入園

入園ゲート横の団体窓口にてチケット類・ガイドマップなどをお受け取りのうえ、準備が整いましたら、まとまってご入園ください。

生徒様へのパスポートの配付はございません。代わりに当日人数記載の確認書をお渡し致します。

ご入園の際、先頭の教職員の方が入園ゲートの係員に確認書をお渡しください。
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遠足・校外学習・修学旅行など公式な学校行事として学校長が認める行事は、

学校団体として次の要領でお取扱をさせていただきます。

区　　分 券　　種

大　　人 中　　人 小　　人

引率の教職員
１８歳以上 中等部  高等部

（１２～１７歳）
小学部

（０～１１歳）保護者・派遣看護師など

①
障がい者手帳を
有する児童・生徒 パスポート

無　　料
専用パスポートを提供

２，７００円 ２，２００円

３，２５０円 ２，６５０円

１，８００円

②
上記の人数と

同数までの同伴者
（付添料金）

パスポート
無　　料

専用パスポートを提供
２，７００円 ２，２００円 １，８００円

２，１５０円

個人料金　　(参考) パスポート ５，４００円 ４，４００円 ３，６００円

③
上記人数の

同数を超える同伴者
（学校団体料金）

パスポート
無　　料

専用パスポートを提供

●バス駐車料金：1台＠2,100円　　（ホテル志摩スペイン村ご宿泊および送迎【20分以内】の場合は駐車料金無料）

また、ご視察の際にご来園本体の情報が必要となりますので、同申込書の本体申込書欄も可能な範囲でご記入ください。

志摩スペイン村パルケエスパーニャ
学校団体（特別支援学校/遠足・校外学習・修学旅行など）に関するご案内（共通）

2023年4月1日～2024年1月8日(休園日：2023年6月26日～6月30日・2024年１月9日～2月9日)



９．アトラクションの利用制限等
（1）アトラクションごとに内容や特性による利用制限があり、該当する方はご利用いただけません。

＊詳しくは、別紙「アトラクション・展示施設の利用制限のご案内」をご覧ください。

10．お食事（昼食） ※引率教職員やカメラマンの方のお食事の利用についてもお知らせください。
（1）団体レストラン　レストラン「エル パティオ」

エビフライカレー１，０５０円/洋風弁当１，２５０円をご用意しています。

パークレストラン団体予約［ＴＥＬ0599-57-3651］に事前予約をお願いします。（受付時間　10：00～16：00）

なお、調理に配慮が必要な場合やご要望がある場合は、ご予約時またはご視察時にご相談ください。

（2）ミールチケット（食事券）※スクールメニューチケット（小学部限定）もございます。

５００円券と３００円券の２種類があり、パーク内全てのレストランで全メニューにご利用いただけます。

なお、払い戻しや差額返金（おつり）はいたしかねます。また、ショップ（お土産物）にはご利用いただけません。

（3）お弁当などご持参の場合

11．団体写真の撮影
(1)学校団体同行カメラマンが撮影する場合

団体写真撮影料[１校１，６５０円]をお支払いただきます。パーク内外で集合写真を含みご自由に撮影をしていただけます。

(2)ご引率の教職員が撮影する場合

パーク内外でご自由にクラス単位の集合写真やスナップ写真を撮影していただけます。（無料）

(3)当社専任担当者が撮影する場合 販売料金：１枚１，１００円[A5サイズ]

当社指定場所(エントランス前)にて撮影し、ご希望の方に販売いたします。　注文数：10枚以上　　　予約：1週間前までに

12．天候不良時
(1)アトラクション

雨天の場合、運転を停止する機種があります。また、悪天候の場合、多くのアトラクションで運転を休止することがあります。

(2)エンターテイメント

パレードは、雨天時に中止することがあります。コロシアムは、舞台や客席に雨が吹き込まない限り公演します。

13．緊急時の対応
(1)気分不良や怪我は、シベレス広場の「救護室」にて対応しますので、近くのキャストにお知らせください。（飲み薬の提供は行っていません）

　 　また、救護室での処置が困難な場合は教職員の方にご同行いただき近隣の病院に搬送します。

(2)台風等の悪天候や火災、地震等の緊急時には、キャストの誘導により安全に避難していただきます。日頃よりセクション

　 　ごとに非常時の役割分担等を定めた非常時対応マニュアルを作成し、訓練等の実施により万一の事態に備えています。

14．パークからのご協力のお願い
(1)教職員様の待機場所として、レストランをご利用されるのはご遠慮ください。

(2)呼び出し放送はいたしておりません。入園前に、集合場所や時間のご指導をお願いいたします。

(3)忘れ物・落し物には十分注意するようご指導ください。

(4)パーク内での集合は、他のゲストのご迷惑とならないよう配慮をお願いいたします。

　　※シベレス広場で集合予定の場合は、エンタ－テイメントの上演時間にご注意ください。

(5)危険物・無線機・拡声器・飲食物のパーク内への持ち込みや使用は、お断りいたします。

(6)お荷物のお預かりは、コインロッカー・総合インフォメーションにて有料対応となります。

(7)お飲物（ペットボトル）について、ケース単位のお持ち込みはご遠慮ください。

1５．各種お問い合わせ先

入園･宿泊

●近鉄レジャーサービス株式会社　志摩スペイン村　団体予約センターTEL0599-57-3344(受付時間　9：30～17：00)・FAX0599-57-3348

団体食事・団体写真、その他

●パークレストラン団体受付 TEL0599-57-3651(受付時間　10：00～16：00)

●フォトハウス　フォトファンタスティカ TEL0599-57-3423

主な関係公共施設や機関

●警 　察　　鳥羽警察署 〒517-0042　三重県鳥羽市松尾町74-4　             TEL0599-25-0110 

●消 　防　　志摩消防署 〒517-0501　三重県志摩市阿児町鵜方3080     　 TEL0599-43-1418

●保健所　　伊勢保健所衛生指導課志摩市駐在 〒517-0501　三重県志摩市阿児町鵜方3098-9　 TEL0599-43-5111

●病　 院　　三重県立志摩病院 〒517-0501　三重県志摩市阿児町鵜方1257     　 TEL0599-43-0501

●病　 院　　伊勢赤十字病院 TEL0596-28-2171 

●病　 院　　市立伊勢総合病院 TEL0596-23-5111

〒516-8512　三重県伊勢市船江一丁目471番2 

〒516-0014　三重県伊勢市楠部町3038番地

＊ご持参いただいたお弁当などの容器類はお持ち帰り下さい。

パーク外の「ピクニック広場」をご利用ください。ピクニック広場に隣接する多目的ルーム（屋内）もあります。（再入園可）



（１）対応店舗 スクールメニュー対応のレストランに限定してご利用いただけるチケットです。

各店舗によってメニューは異なりますので、詳しくは別紙＜スクールメニュー 一覧表＞をご覧ください。

（２）料金 ９９０円　　※+５０円(現金）のお支払いでライスが大盛にできます。

（３）注意事項 ショップではご利用いただけません。また、払い戻しはできません。

２．『ミールチケット』

（１）対応店舗 パーク内のすべての飲食施設でご利用いただけます。

各店舗によってメニューは異なりますので、詳しくはホームページをご確認ください。

また、ミールチケットではスクールメニューはご利用になれません。

（２）料金 ３００円券と５００円券の２種類があり、組合せも可能です。

（３）注意事項 ショップではご利用いただけません。また、払い戻しはできません。

差額のご返金（つり銭）はいたしかねます。ただし、不足分に現金を足してご利用いただくことは可能です。

３．『団体レストラン』　エル パティオ ※先生・児童全員が同一の時間・メニューにてご利用いただけます。

（１）対応店舗 エル パティオ　　※対応店舗は、ご予約日の予約状況によりお受けいたします。　

（２）メニュー・料金 エビフライカレー [１，０５０円]　もしくは　洋風弁当 [１，２５０円]　※皆様同一のメニューでご注文ください。

（３）利用時間 １１：００～１４：００

（４）対応人員　　　 １５～１００名程度

（５）予約 パークレストラン団体受付　ＴＥＬ０５９９-５７-３６５１　（受付時間　10:00～16:00）

（６）注意事項 「エル パティオ」が満席もしくはご予約条件により、お断りをさせていただく場合がございます。

メニューの内容は、変更する場合がありますので、予めご了承ください。

４．『ご持参のお弁当』

昼食のご案内　《 特別支援学校（共通） 》
2023年4月1日～2024年1月8日

※紛失の際、再発行はできません。

※紛失の際、再発行はできません。
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アレルギー対応は、対応可能なレストランやメニューが限られております。
当日のご申告では対応いたしかねますので、必ず事前に「パークレストラン団体受付」へご相談ください。

１．『スクールメニューチケット』 ※小学部のみ

１５種類の充実したメニューからお選びいただける人気のスクールメニュー！！

パークレストラン団体受付 TEL：０５９９－５７－３６５１

※ピクニック広場に隣接する多目的ルーム（屋内）もあります。
　・ご持参頂いたお弁当などの容器類はお持ち帰り下さい。
　（当施設内のゴミ入れには捨てないようにお願いいたします。）

スクールメニュー対応レストラン

※各店舗の座席数は変更になる場合がございます。

kキャラクターカフェチィコ チィコ
（座席数：105席）

ピッツェリアピザ ラ ロハ
（座席数：60席）

レストランアミーゴ
（座席数：150席） k カフェテリアサルー

（座席数：90席）

レストランエル パティオ
(座席数：380席)

※パークレストラン団体受付は
こちらです。
視察時にお立ち寄りいただき、
アレルギー対応のご相談を
していただけます。







１．パーク内の通り、広場等

パーク内のエスパーニャ通り、マヨール広場、サンタクルス通りは、スペインの街並みを再現するため路面が石畳となっていますが、

一部スペースにゴム製のラバーを敷設した通路を設置しています。

２．サービス施設・店舗の出入口

サービス施設および各店舗の出入り口では、段差解消のためマットの設置等をしています。

３．車いす用化粧室とサービスルーム

車いす用の化粧室は、パーク内に次の９ケ所とパーク外（入退園ゲート横）に１ヶ所あります。

また、オムツ替え等で救護室のベッドもご利用いただけます。

⑥サンタクルス通り化粧室付近

①エスパーニャ通りエントランス側化粧室付近 ⑦コロンブス広場化粧室内

②エスパーニャ通り中央化粧室付近 ⑧フィエスタ広場

③シベレス広場ピエロ・ザ・サーカス内 グランモンセラーとスプラッシュ

④マヨール広場化粧室付近 モンセラーの間の建物

⑤カルメン通りカンブロン劇場内 ⑨ハビエル城博物館内

４．アトラクション･展示施設

アトラクション・展示施設では、施設の特性等により利用制限があります。

ハビエル城博物館内の石畳となっているエリアには一部スペースにゴム製のラバーを敷設した通路を設置しています。

次のアトラクション・展示施設では、車いすのままご利用いただけます。

●カルメン通り ３・カンブロン劇場/ ２４・氷の城

●ハビエル城博物館周辺 ６・ハビエル城博物館 / ７・エンバシーホール

●サンタクルス通り

●コロンブス広場

●フィエスタ広場 １３・ダルのファンジーワールド３６０ / １８・ガウディカルーセル / ２１・フィエスタトレイン

 / ２２・不思議の国のアリス

各アトラクションでは、段差や階段をスロープに改良したり、昇降機を設置するなどの取り組みを行っています。

また、できるだけ段差や階段を通らずにご利用いただけるよう通常の入口以外の通路などからご案内する場合もあります。

くわしくは、ご利用の際に各アトラクションのキャスト（係員）にご確認ください。

９・チョッキーの不思議な館/28-b・3Dトリックツアー（コロン）

2023,1

ご来園いただくすべてのゲストのみなさまにお楽しみいただけますようパーク内の整備等を図っています。

●マヨール広場 28-c・3Dトリックツアー（トロス）

 25・ワインとビールの欧州紀行 / 26・ドラゴン城の宝さがし

27・キャラクター館/28-ａ・3Ｄトリックツアー（コシーナ）

志摩スペイン村パルケエスパーニャ　バリアフリーの取り組みについて



外観 全景 ロビー

宴会場（食事会場） 客室（洋室） 伊勢志摩温泉 志摩スペイン村 ひまわりの湯
 

○施設概要

・建物構造 鉄筋コンクリート造一部地下１階・地上４階（一部３階）建・塔屋２階建

・延床面積 約３１，０００㎡

・客室 ２５２室

・エレベータ ５基

・駐車場 大型バス駐車可（１０台）

○宿泊料金

※料金は、変更することがありますので、くわしくは事前にお問い合わせください。

※小学部のご宿泊料金は、お問い合わせください。

○利用可能日 平日限定

○宿泊人数 特別支援学校・修学旅行宿泊プランにて２００名まで

※ご宿泊の人数により、１日複数校のご宿泊を承ることがあります。

特別支援学校　中学部・高等部

洋室　１室２名～４名　　お一人様 １２，１００円
１泊２食付

（サービス料込、消費税別）

2023



○ルームタイプ 洋室　・　４０．５㎡／室 （全室禁煙ルーム）　　

※４名利用の場合ツイン＋エキストラベット２台となります。

○室内設備 全室 バス・トイレ・テレビ・冷蔵庫・冷暖房完備・スリッパ・ボディーソープ（ポンプ式）・

シャンプー（ポンプ式）・リンス（ポンプ式）・お湯ポット・グラス・アイスペール・

バスタオル・フェイスタオル

※（注意）歯ブラシはご用意していませんので各自お持ちください。

○食事 夕食 レストラン もしくは 宴会場にてご用意いたします。

朝食 レストラン もしくは 宴会場にてご用意いたします。

※宴会場のご利用は１５名様以上になります。（複数校の予約がある場合はご用意出来ませんのでご了承ください。）

※食事メニューやアレルギー対応など詳細はご相談させていただきます。

○インアウト チェックイン　１５：００　　チェックアウト　１１：００

○特徴 ●志摩スペイン村パルケエスパーニャに隣接しており、ホテル専用連絡口で直結しています。

　 入園チケットなどは、ご行程によりホテル・パークのどちらかでご用意いたします。

○備考 【客室】 ・冷蔵庫は中身が入っておりませんのでご自由にお使いいただけます。

・枕は羽毛枕とパイプ枕が２個セットでご用意しています。

・電話は全室内線、外線発信規制をいたします。（但しフロント間のみご利用可能です）

・ドアはオートロック（カードキー）でございます。

・マスターキーは2枚（男女各1枚）ご用意いたします。

・室内テレビのビデオ放送 及び 有料テレビはございません。

・バルコニーへの出入りは禁止いたします。

【館内】 ・伊勢志摩温泉 志摩スペイン村「ひまわりの湯」がご利用いただけます。（他校との時間調整必要）

（男女ロッカー各２００　：貸切不可　：別途 大人 入湯税１５０円）

・館内の服装は制服、私服でお願いします。（体操服・ジャージは部屋内のみ利用可能）

・スリッパはお部屋の中のみでご利用ください。

・ホテル中庭には立ち入らないでください。

・館内放送は非常時以外ご利用できません。

・貴重品はクラス毎でフロントにてお預かりいたします。（お部屋の金庫は使用不可）

・売店のご利用の有無と時間を事前にお知らせください。

・自動販売機は１、３、４階にございます。（電源のカットはできません。）

・ゲームコーナーは１階にございます。（電源のカットはできません。）

○防災設備 防火安全適合施設取得済　　非常時電源設備、火災報知器、非常電灯、誘導灯、非常ベル、

屋内消火栓、防火扉 以上完備

○関係機関

警　 察： 三重県警察鳥羽警察署 三重県鳥羽市松尾町74-4 TEL0599（25）0110

消　 防： 志摩消防署 三重県志摩市阿児町鵜方3080 TEL0599（43）1418

病　 院： 三重県立志摩病院 三重県志摩市阿児町鵜方1257 TEL0599（43）0501

保健所： 伊勢保健所衛生指導課志摩市駐在 三重県志摩市阿児町鵜方3098-9 TEL0599（43）5111

○ご予約・お問い合わせは

【予約係り直通】 TEL 0599（57）3500
〒517-0212　三重県志摩市磯部町坂崎
TEL 0599（57）3511・FAX 0599（57）3501
ｈｔｔｐｓ：//www.parque-net.com
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時 分 ～ 時 分

名 名 名

名 名 名

名

※ご連絡のない団体予約のキャンセルおよびご入園日の変更につきましては、キャンセル料が発生する場合がございますのでご注意ください。

　 取消済・変更済の回答書の返信をもってキャンセルおよびご入園日の変更手続きが完了となります。

●ミールチケット（お食事券） ●スクールメニューチケット（小学部のみ） 枚

円 × 名 枚 枚

※ 団体窓口でミールチケットをお受け取りください。購入後の払い戻しおよび差額返金はできません。飲食店舗全店の全てのメニューにご利用いただけます。

●昼食予定 昼食の予定について、１ヶ所に○印を記入してください。　

※ レストランの団体利用は「エルパティオ」ですが予約条件により、レストラン「コメドル」にて対応させていただく場合がございます。

※ ご持参のお弁当(飲食物)は、パーク外の「ピクニック広場」にてお召し上がりください。ご来園当日に限り、パーク内への再入園は可能です。

●視察入園

特　別　支　援 新規申込 変　更 取　消

志摩スペイン村パルケエスパーニャ
団体申込・視察入園申込書【特別支援学校】

申込日　　  　　年　　月　　日

旅行会社名
支店名

担当者名

携帯電話番号

所在地
TEL

FAX

ご入園日 　　　　　年　　　月　　　日　(　　　曜日) 学校長印

ご滞在時間

学校名 　　　　　　　　立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校　　　　　　学部

所在地 都道府県 区市町村

校長名

（障害者手帳などの交付を
受けている児童・生徒）

（上記人数のうち）

代表引率者名

ＴＥＬ ＦＡＸ

乗務員

(ご来園日までにお願いします）

児童・生徒数 引率者
同伴者

教職員 写真屋

宿泊先 前泊　当泊　（宿泊施設名　　　　　　　　　　　） ご精算 現払　　　　観光券(            )

派遣看護師 添乗員

ご来園方法 路線バス　　　　観光バス（　　　　台）　　　　【　駐車@2100円　・　送迎　】

９９０円 ×

購入金額 お一人様 （お一人様内訳） ５００円券 ３００円券

視察来園方法 自家用車　・　近鉄/路線バス

ご精算 現　払　　　　　　　　観　光　券(        　　　　　　    )

現金による
自由食

ミールチケット
［食事券］

エルパティオ
［団体レストラン］

＊ピクニック広場
［持参の弁当］

無

回答 対応

コメドル
［団体レストラン］

（1週間前までに事前予約が必要）※ご視察が多い日は、お待ちいただく場合がございます。

視察日・時間 　　　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　曜日）　　午前・午後　　　　　　時　　　　　分

視察人数・代表者名 名

受付№

＊ご持参頂いた弁当などの容器はお持ち帰り下さい

※志摩スペイン村記録欄

近鉄レジャーサービス株式会社　志摩スペイン村　販売促進　団体予約センター

〒517-0212　三重県志摩市磯部町坂崎　　TEL 0599-57-3344　　FAX 0599-57-3348

視察 受付
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