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銃でオフダを読み込むと 
目の前にオバケが出現 

※画像はイメージ 

 

ＮＥＷ！ 

 

 

 

 
 

2021年 1月 20日 

 

株式会社志摩スペイン村 

2月 13日（土）～5月 5日（水・祝）  

「スプリング フィエスタ」について 
 

志摩スペイン村では 2月 13日（土）～ＧＷ（4月 29日～5月 5日）の期間「スプリング フィエスタ」を実施

いたします。詳細は下記の通りです。また、お客さまの安全と安心を最優先し、引き続き新型コロナウイルス

感染症防止対策に取り組んでまいります。      

記 

Ⅰ.春の新情報  

１．拡張現実シューティングアトラクション 

「オバケハンター２ –ガシャドクロの逆襲-」 ＮＥＷ！ 
拡張現実シューティングアトラクション「オバケハンター」がさらにパワーアップして再び登場。最新の

「3Dトラッキング」と「AR（拡張現実）技術」を駆使した銃で、夜の学校で大暴れするオバケ達を退治

します。今回は、突然現れたり消えたり、すばしっこい動きをするオバケたちや、ラスボス「ガシャ

ドクロ」が現れ、より一層スリリングなオバケ退治を体験していただけます。 

【実施期間】 2月 13日（土） 

～2022年 1月 10日（月・祝） 

【実施場所】 エンバシーホール 

【所要時間】 約 5分 

 

 

 
 

 
 

２．新メニュー・グッズ、続々登場！             
（1）春の新メニュー 
①バラエティ豊かなテーマパーク各店舗の新メニュー 
志摩スペイン村のキャラクターや広場をモチーフに春らしい“いちご”のメニューや、スペインの 

ひまわりを表現したメニューなど、遊び心ある新メニューが登場します。さらに、三重県の養殖マ

ダイブランド「伊勢まだい」を使ったてこね寿司など、地元食材にこだわったメニューをご堪能

いただけます。 

 

 

 

 
 
 

 スペインのアンダルシア地方のひまわり畑を 
イメージした「ひまわりカレー」 
※3～4人前 

 

「オバケハンター２ –ガシャドクロの逆襲-」 「オバケハンター」となって 
オバケを退治しよう！ 

 

ＮＥＷ！ ＮＥＷ！ 

キャラクターや「シベレス広場」をモチーフにした 
いちごのメニュー各種 
 

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」 
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ＮＥＷ！ ＮＥＷ！ 
ＮＥＷ！ 

※画像はイメージ 

 

 
②シーズンランチメニュー登場 ホテル志摩スペイン村 「ヒラソル」 

   「ハッピーイースターランチ」 ＮＥＷ！ 

3月 1日（月）～4月 4日（日）の期間は、春の訪れを祝う「イースター」をテーマにした「ハッピー

イースターランチ」が登場します。メインディッシュは卵を使った 2 種類のお料理からお選びい

ただけます。※営業時間 11:30～13:30  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２） 新商品が続々登場！  

新デザインのキャラクターイラストのお菓子やグッズをはじめ、春登場の「オバケハンター２」の

グッズ、志摩スペイン村オリジナルマスクも販売します。 

また、かわいいパッケージの輸入菓子やスペインのデザイナーが手掛けたカラフルな洋服や雑貨、バ

ッグが登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
３．伊勢志摩温泉「ひまわりの湯」開業 20周年記念企画  

伊勢志摩温泉「ひまわりの湯」は 4月 22日（木）に開業 20周年を迎えます。20年間の感謝を込めて

地元三重県産のヒノキを使ったイベントやお得なキャンペーンを実施します。ぜひこの機会に、良質な

泉質と絶景ロケーションでくつろぎの入浴をお楽しみください。 

（１）開業 20周年記念イベント 「尾鷲ヒノキの湯」 ＮＥＷ！ 

熊野灘に臨む森で育った尾鷲ヒノキの香りを楽しむ「尾鷲ヒノキの湯」を実施します。さらに入浴者

先着 50名様に、ご自宅でもヒノキ湯をお楽しみいただける「ヒノキの入浴木」をプレゼントいた

します。 

 

【実施期間】4月 22日（木）～4月 25日（日） 

【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 

ご利用いただけます。 

【入浴料金】（消費税・入湯税込）＜貸しタオル付＞ 

 

 

 
 

 

区 分 大人（中学生以上） 小人（4歳～小学生） 

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 

スペインのデザイナー「アガタ・ルイス・

デラ・プラダ」の雑貨やバッグ 

 

2021年新規キャラクターイラストの 

お菓子や雑貨 
 

 

ナッツとドライフルーツをからめた

お菓子や国旗をかたどったタブレット

などの輸入菓子  

 

尾鷲のヒノキの湯  

「スコッチエッグオニオンソースとサンファイナを添えて」 
 

「海の幸のフラメンコ風」 
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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 

ホテルで優雅なランチを 

 

（２）20周年バースデーキャンペーン ＮＥＷ！ 

20歳のお誕生日を迎える 2001年 4月 22日（木）～2002年 1月 10日（月・祝）生まれの方を対象に、

お誕生日の当日、無料でご入浴いただけるキャンペーンを実施いたします。 

  【実施期間】4月 22日（木）～2022年 1月 10日（月・祝） 

※休館日（6月 28日～7月 2日）は除く ※運転免許証、健康保険証などの提示が必要です 

（３）ホテルランチ＆日帰り入浴優待キャンペーン ＮＥＷ！ 

期間中、ホテル志摩スペイン村 カフェ＆スペイン料理「ヒラソル」

で対象ランチメニューをご利用のお客さまは、特別優待価格で「ひま

わりの湯」にご入浴いただけます。 

【実施期間】 4月 22日（木）～2022年 1月 10日（月・祝） 

※休館日（6月 28日～7月 2日）は除く 

【対象メニュー】 2,500円以上のランチメニュー（サービス料、消費税等込） 

【内 容】 特別優待価格 600円（通常の半額）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） 

            ※ご入浴優待は当日のみのご利用（最終受付 16:00） 

（４）伊勢志摩温泉「ひまわりの湯」開業 20周年記念 宿泊プラン 

「伊勢海老、黒鮑 贅沢満喫プラン」 【ホテル志摩スペイン村】 ＮＥＷ！ 

「ひまわりの湯」開業 20周年を記念して、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からお選

びいただけます。良質な泉質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 贅沢満喫プラン」 

【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（4月 1日の宿泊から） 

※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。 

 

 

 

 

 

                   

 
４．春限定のお得なチケットを販売！  
（1）今だけお食事券がついてくる！春の年間パスポート購入キャンペーン 

本年は、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します。 

【販売期間】  2月 13日（土）～4月 4日（日） 

【料  金】  大人・中人   12,300円（1,500円分のお食事券付） 

        小人・シニア  8,200円（1,000円分のお食事券付） 

【販売箇所】 エントランスインフォメーション 

【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・商品を除きます。 
年間パスポート ※画像はイメージ 
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夜空いっぱいに広がる花火 

花火と音楽の競演「ムーンライトフィナーレ」 

（２）学割満喫キャンペーン 電子チケットでお得に！  

通常よりも約 20％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】 

 

 

 

 

 

 

【設定期間】 2月 13日（土）～3月 31日（水） 

【販売方法】 電子チケット（2月上旬より販売開始予定） 

※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 

Ⅱ.ＧＷはナイター営業！ 
華やかなナイトスペクタクルに、グルメイベントと盛りだくさん！ 
4月 29日(木・祝)～5月 5日（水・祝）は、ナイター営業を連日開催します。ナイトパレード、プロジェ

クションマッピング、花火へと続くナイトスペクタクル「エスティバル フェスティバル」や大鍋パエ

リャの販売を実施します。昼も夜も一日中盛りだくさんのイベントをお楽しみください。さらに、16時

以降お得に楽しめる「ムーンライトパスポート」を販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 3,550円 4,350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 

 

 ※天候などの状況により中止、変更する場合あり  

※画像はイメージ 

 

大迫力のプロジェクションマッピング 

「太陽・月 ラプソディア」 

約 50人前の大鍋で作った「大鍋パエリャ」の販売 

※実施日 5/1～5/5（予定） 

 

華やかなナイトパレード 

「エスパーニャカーニバル“アデランテ”」 
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（1）ＧＷ期間の営業時間 

 

 

 

 

 

（２）ムーンライトパスポートの販売 

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です。 

 

 

 

 
 

 

 

■新型コロナウイルス感染症予防および拡散防止対策の実施について 

志摩スペイン村の各施設ではお客さまの安全と安心を最優先し、感染防止対策に取り組んでいま

す。入園・入館時の検温やマスクの着用などのお客さまへのお願い、および一部施設・サービスの休

止・変更などを実施しております。お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。また、今後の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 

4月 29日(木・祝) 、30（金） 5月 5日（水・祝） 9:30～20:30 

5月 1日(土) ～ 5月 4日（火・祝） 9:30～21:00 

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 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 

※夏休み、秋冬の営業については、概要が確定次第あらためてお知らせします。 
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無料シャトルバス運行ルート 

＜参考資料＞ 

たっぷり遊んで、ゆったりくつろぐ複合リゾート「志摩スペイン村」 
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。 

 
 

 

 

◆複合リゾートならではの宿泊特典 

（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）各施設間の無料シャトルバス運行 

運行時刻は公式ホームページをご確認ください。 

（３）伊勢志摩温泉 志摩スペイン村「ひまわりの湯」のご利用 

「ホテル志摩スペイン村」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」フロント発行のご入浴優待券を 

持参すると約 40％割引 

（４）「ホテルフラメンコショー」 ※鑑賞無料 

本場スペイン人ダンサーによる情熱的なフラメンコショーを上演。 

【上演場所】 ホテル志摩スペイン村ロビーラウンジ 

【上演時間】 21:00～ 約 20分 
【上演期間】 3月 20日（土・祝）～11月 27日（土）の 

土曜日および一部の日曜日等(ＧＷ、夏休みは除く) 

※上演日はＨＰでご確認ください。 

※諸事情により予告無く上演を中止する場合がございます。 

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 

「ホテルフラメンコショー」 

※画像はイメージ 
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キッズコースター 

「キディモンセラー」 

本格的なマウンテンコースター

「グランモンセラー」 

屋内型のスチームコースター

「アイアンブル」 

スリル満点の吊り下げ式コースター 

「ピレネー」 

◆テーマパークの見どころ 

■４種類のコースター！お気に入りのアトラクションを堪能しよう！ 
 

 

 

 

 

 

■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！ 

 

 

 

 

 

 

◆休園・休館日  

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

     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」 

※画像はイメージ 

 

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） 


