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2019年 7月 5日 

報道関係各位 

株式会社志摩スペイン村 

 
「25ｔｈアニバーサリー」夏の営業 7月 13日（土）スタート！ 

ときめきハートビートな夏！～心弾む瞬間、興奮・熱狂が止まらない～ 
 

25th アニバーサリーの夏は、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ルが

パワーアップ。さらに、25 周年の夏ならではの清涼感あるイベントや期間限定アトラクション、25 周年メニュー

＆グッズの登場など心躍らせるエンターテイメントやアトラクション、インスタ映えする景観と合わせて、心弾む

瞬間、興奮・熱狂がとまらない体験、「ときめきハートビートな夏」をお届けいたします。記念すべき 25thアニバ

ーサリー夏の志摩スペイン村をぜひ体感してください。 

25thアニバーサリー夏の営業概要につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 

１．ナイトスペクタクル「エスティバル フェスティバル～真夏のフェスティバル～」 
25ｔｈアニバーサリーでゲストとともに盛り上がるナイトスペクタクルにパワーアップ！ 

情熱的なナイトパレード、新作プロジェクションマッピング「太陽・月 ラプソディア」、「ムーンライト 

フィナーレ」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」。情熱的な映像とリズムで盛り 

上がる新作プロジェクションマッピングとムーンライトフィナーレもよりフェスティバルにパワーアップし、 

25thアニバーサリーの夜を華やかに彩ります。 

【上演期間】  7月 13日(土)、14日(日)、20日(土）、21日(日) 

7月 27日(土)～ 8月 31日(土)  

【上演回数】  1日 1回 

【上演時間】 約 35分  

【上演場所】  シベレス広場 （※パレードはパレードコース） 

【構    成】  

◆ ナイトパレード 

「エスパーニャカーニバル“アデランテ”」 

華やかなイルミネーションに彩られたフロートとともに、 

情熱的なエンターテイナーと一緒になって盛り上がります。 

昼間のパレードとは違い、ナイトパレードが鮮やかに夜の 

パークを彩ります。 
 

◆ 新作プロジェクションマッピング 

「太陽・月 ラプソディア」 

スペイン、アランフェス王宮をモチーフにした異国情緒ある 

建物を中心に、シベレス広場に面した３つの建物に映し出さ 

れる迫力の映像世界。情熱的な映像とリズムとともにゲストも 

手拍子で盛り上がります。世界のフェスティバルを巡る光と音楽 

の旅に皆さまを誘います。 
 

◆ 花火と音楽の競演 

「ムーンライトフィナーレ」 

25周年を祝い、音楽がよりフェスティバルに。フィエスタ（祝祭） 

を告げる音楽が響き渡り、夜空いっぱいに広がる大迫力の花火が 

クライマックスを飾ります。 

新作プロジェクションマッピング  
「太陽・月 ラプソディア」 

 

ナイトパレード 
「エスパーニャカーニバル“アデランテ”」 

 

花火と音楽の競演「ムーンライトフィナーレ」 
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NEW! 

NEW! 

NEW! ２.夏期限定「ジャブジャブラグーン」！ 

水遊び場「チャプチャプラグーン」が大量の水でお出迎え！ 

水遊び場「チャプチャプラグーン」がいつもより大量の水と 

びしょ濡れアイテムで「ジャブジャブラグーン」にパワーアップ。 

水が空高く噴き上がる迫力満点の「スプラッシュ・ウォーター 

キャノン」、ハズレの穴に剣をさしてしまうと噴水がドッカーン 

と吹き出す「噴水危機一髪」、インスタ映えする「ひまわり 

ミスト」など、この夏限定のびしょ濡れアイテムが登場いた 

します。 

【実施期間】6月 29日（土）～9月 1日（日） 

【場  所】コロンブス広場 

 
 

 

 

 

 

   

   さらに、パーク内７カ所にクールスポットを増設 

パーク内に3ヵ所あるクールスポットを今夏、新たに7カ所増設いたします。 

ひんやり気持ちいいミストが夏の暑さを和らげます。 

     【増設場所】 フィエスタ広場 3ヵ所  シベレス広場  1ヵ所 

サンクルス通り 2ヵ所  コロンブス広場 1ヵ所 

 
３.期間限定アトラクション 
謎解き屋内迷路「メイズ 25～黄金王からの挑戦状～」  

君は、財宝を探し出せるか!? 

迷路内の様々な試練をクリアしながら、隠された 25個の文字を 

手掛かりに謎を解き明かしゴールを目指します。 

黄金王と呼ばれた冒険家が隠した財宝を君は探し出せるか!? 

お子さまから大人まで楽しめる体感型ウォークスルーアトラク 

ションです。 

【実施期間】 9月 1日（日）まで 

【実施場所】 エンバシーホール 

【所要時間】 15分～20分 

【料  金】 パスポート料金に含む 

 

 

 

 

 

 

クールミストスポット 

噴水危機一髪 
ハズレの穴に剣を刺してしまうと 

噴水がドッカーンと吹き出します！！ 

スプラッシュ・ウォーターキャノン、ひまわりミスト 

「メイズ 25～黄金王からの挑戦状～」 

噴水危機一髪 25thアニバーサリー夏期限定 

「ジャブジャブラグーン」 

エントランス 

 

大岩転がし ワニの沼渡り 倒れた柱 
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４.夏限定グルメイベント 「トマトまつり」 

おいしい、楽しいがいっぱい！スペイン・バレンシアの「トマトまつり」がテーマのグルメイベント 

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。パーク内のレストランに、トマトを使った 

新メニューが登場。抽選でプレゼントが当たるキャンペーンも実施いたします。 

【実施期間】 7月 20日(土)～8月 31日(土) 
【実施店舗】 パーク内レストラン 8店舗          
【内  容】 トマトを素材に使用した料理を提供します。 

また、対象のトマト料理をご注文いただき応募すると 

抽選で素敵な賞品をプレゼントいたします。 

 

   

 

 

 

トマト当てゲーム 

まるでトマト祭りに参加したみたい！的をめがけてトマトボールを 

ぶつけるゲーム。的に命中したら賞品をプレゼントいたします。 

【実施期間】 7月 20日(土)～8月 31日(土) 
【実施場所】 ファンタシア前 
【時  間】 開園～18:00（予定） 
【料  金】 400円 

 

５．25ｔｈアニバーサリーメニュー＆グッズ 
（１）「25ｔｈ」、「伊勢志摩の幸」にこだわった夏メニューや贅沢メニュー 

「25th」にちなみ、「25」種類の食材にこだわった高さ約 50㎝のビッグパフェや暑い

夏にぴったりのふんわり食感が楽しめるかき氷が、25周年の夏限定で登場いたします。

また、伊勢志摩の青い空、青い海、輝く太陽が生み出す伊勢志摩の幸に感謝して、伊

勢志摩産の伊勢海老を贅沢に炊きこんだパエリャや伊勢志摩の豊な海の味覚をふんだ

んに味わう日本料理など伊勢志摩の幸にこだわったメニューも登場いたします。 

 
 
 
 

 
 

 

（２）夜のパークがより楽しめる光グッズや約 50種類の 25ｔｈアニバーサリーグッズ 

夜のパークをより楽しめる光グッズや夏に大活躍のフード付きタオルなど、夏のパークをより楽しめ
るアイテムが登場いたします。そのほか、キャラクターのぬいぐるみやステーショナリーなどのキャ
ラクターグッズ、キャラクター菓子に約 50 種類の 25th アニバーサリー限定商品がラインナップして
います。 

 

 

 

 

 

トマトを使った新メニュー 「冷製パスタのランチセット」 

1,900円 

「トマト当てゲーム」 

「グリルソーセージの 

トマトパエリャ」1,300円 

「シーフードトマトカレー」 

1,300円 

フード付タオル 各2,000円 光グッズ 1,000円 

25thアニバーサリー 
「びっくりパフェ」6,000円 

（数量限定） 

25thアニバーサリー  

キャラクターグッズ・菓子 

「伊勢志摩産  
伊勢海老パエリャセット」 

3,500円(数量限定) 

キャラクターぬいぐるみ 
Ｓサイズ 各2,200円 

Ｍサイズ 各4,000円 
 

「伊勢志摩産  
伊勢海老の浜焼き御膳」 

4,000円(数量限定) 

 
「オレンジと紅茶のかき氷 

～カタラーナ仕立て～」700 円 

「いちごのかき氷 

～練乳のエスプーマ仕立て～」700 円 
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NEW! 

６．志摩スペイン村でしか体験できない！ 
アトラクション、エンターテイメント、景観と体験の数々 

（１）“夏”がもっと楽しい！スリル＆絶叫の連続！バラエティ豊かな 28機種のアトラクション 

清涼感溢れる急流すべり「スプラッシュモンセラー」や、氷点下の世界を歩いて体感できる「氷の城」、

3分間絶叫しっぱなしのコースター「ピレネー」、グルグル回る「トマティーナ」など、夏の太陽の

もと楽しくてワクワクするアトラクションをおもいっきりお楽しみください。 

 
 
 
 
 
 

 
（２）ゲストの心を躍らせる！一緒に踊り盛り上がるエンターテイメント 

ゲストが主役気分でショーに参加できるパレードやストリートミュージカルだけでなく、フラメンコ

ショーやキャラクターショーなどのステージショーでも一緒に参加して盛り上がっていただけます。 

①パレード「エスパーニャカーニバル“アデランテ”」 

②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！～」夏Ver. 

③フラメンコショー「エントレ・ドス・アグアス」 

④キャラクターショー「ドンキホーテのアー・ベー・セー・デー・エスパーニャ！」 

⑤キャラクターグリーティング  

⑥スパニッシュパフォーマンス  

⑦夏期限定ストリートパフォーマンス【上演期間】7月13日(土)、14日(日)、20日(土）、21日(日）、7月27日(土)～8月31日(土) 

 

 

 

 

 

（３）夏休みの思い出に！シェアしたくなるフォトジェニックな景観や体験 

季節折々の花々や美しい街並みはどこを切り取ってもインスタ映えし、友だちや家族とシェアしたくなる 

写真がお撮りいただけます。また、テーマパーク気分が盛り上がるフェイス＆ボディペインティング、 

フラメンコ衣裳に着替えてスペイン気分が満喫できる「おでかけフラメンコ」など、志摩スペイン村でし 

かできない体験を思い出にしていただけます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

「キャラクターグリーティング」 「エントレ・ドス・アグアス」 

           

「エスパーニャカーニバル 

                               “アデランテ”」 

「ドンキホーテの 
アー・ベー・セー・デー・エスパーニャ！」 

 

「バイレ・デル・カピタン」夏Ver. 

 

小人対象「オラ！スタンプラリー」 

25th アニバーサリーオリジナル缶バッチプレゼント 
「フェイス＆ボディペインティング」 

25th アニバーサリー限定ペイント 

 

「ウォールアート」 

 

マノマノ「キャンドル体験」 

 

「おでかけフラメンコ」 

 

新フォトスポット「サンタクルス通り」 

 

25th アニバーサリー 
顔出しパネル   

「氷の城」 「スプラッシュモンセラー」 「ピレネー」 「トマティーナ」 
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７．限定チケットの発売 
（1）25ｔｈアニバーサリー限定！ 

 「三重県民」パスポート期間限定割引販売 約 25％割引  
三重県に感謝！「25th」にちなみ、三重県在住の方は約 25％割引でパスポートをご購入いただけます。 

三重県在住のご本人を含む５名様までご購入いただけるので、ぜひこの機会に県外のお友だちやご親戚 

を誘って 25周年夏の志摩スペイン村をお楽しみください。 

【設定期間】 7月 13日(土)～8月 31日(土) 

【料  金】                                            

 

  

 

 

 

【購入方法】チケット窓口またはホテル志摩スペイン村のフロント（宿泊者のみ）                                    

※三重県在住の証明書の提示により 

ご本人を含む 5名様までご購入いただけます。 

証明書は公的なもので、氏名、三重県民と 

わかる住所記載のあるもの（運転免許証、 

健康保険証、パスポート、住民票など）です。 

※他の割引券等との併用はできません。 

 

（2）「ムーンライトパスポート」 
16時から入園できるムーンライトパスポートで夜の志摩スペイン村を満喫！ 

ナイター営業日の 16時以降も志摩スペイン村を満喫できる「ムーンライトパスポート」を発売いたし 

ます。日中は海水浴や、伊勢神宮を参拝して、夜は志摩スペイン村で花火を満喫。夏を思う存分楽し 

めます。 

 

 

 

 

 

 
８．夏のナイター営業について 

7月 13日(土)、14日(日)、20日(土)、21日(日)と 7月 27日(土)～8月 31日(土)までの 40日間、 

ナイター営業を実施します。お盆期間を含む 8月 10日(土)～8月 18日(日)は、朝 9時から夜 9時 

まで営業いたします。 

 

 

 

 
 

券種  大人 
18 歳～59 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 
60 歳以上 

パスポート 
（「三重県民」割引販売料金） 

4,000円 3,250円 2,650円 2,650円 

パスポート（通常料金） 5,300円  4,300円    3,500円  3,500円 

券種   大人 
18 歳～59 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 
60 歳以上 

ムーンライトパスポート 3,200円 2,600円 2,100円 2,100円 

パスポート（通常料金） 5,300円 4,300円 3,500円 3,500円 

期  間 営業時間 

7/13(土)、7/14(日)、7/20(土)、7/21(日) 

7/27（土）～ 8/9(金)、8/19(月) ～ 8/31(土) 
9:30～20:30 

8/10(土) ～ 8/18(日) 9:00～21:00 
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25thアニバーサリーサマーランチ 

９．「ホテル志摩スペイン村」 夏のトピックス 
（１）ホテルプールでリゾート気分を満喫 

夏限定でホテルガーデンプールを営業します。ホテル宿泊者だけでなくご宿泊以外の方もご利用 

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おります。 
【期  間】 7月 20日(土)～8月 31日(土) 
【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 
       ・ホテル志摩スペイン村宿泊者以外 

大人（中学生以上）   1,050円   
小人（4歳～小学生）    550円   

 
 
ｖ 

 

  

（２）25th アニバーサリーの夏は、優雅に上質なホテルランチを 
「25ｔｈ」 にちなみ 25th アニバーサリーサマーランチ 2,500円！  

「25th」にちなんで、2,500円のアニバーサリーサマーランチ 

が登場。スープは、スペインの冷製スープ「ガスパチョ」または、 

「温製ポタージュ」、メインは「牛ロース肉のグリル」または、 

バスク料理の「鯛のコスケラ風」からお選びいただけます。 

ホテルならではの優雅で上質なランチタイムをお得にお楽しみ 

いただけます。 

【期  間】 7月 20日(土)～8月 31日(土) 
【場  所】 ホテル志摩スペイン村  

カフェ＆スペイン料理「ヒラソル」 
【料   金】 2,500円（サービス料、消費税等込） 
【営業時間】  11：30～13：30 

 
 

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。 
※放送原稿・掲載記事にご使用いただく場合は、必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。 
※本資料に掲載している写真はデータ（JPEG）にてご用意しております。 

 
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 

 

 

 

 

ガーデンプール 

※パルケエスパーニャ入園者割引料金  
大人（中学生以上）   850円 
小人（4歳～小学生）  450円 


