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2019年 9月 5日 

報道関係各位 

株式会社志摩スペイン村 

 

９月 14日（土）スタート！ 
25thアニバーサリー「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14日（土）から10月31日（木）までの期間、25thアニバーサリー「ハロウィーン 

フィエスタ」を開催いたします。インスタ映えする景観の中、自分がまるで魔法使いになったような体験

ができる参加型のストリートマジックや、スペイン人ハロウィーンキャストがお子様にお菓子をプレゼントす

る「オラ！トリック オア トリート！」、モンスターパンプキンやワンダーフォトブロックなどのハロウィーン

フォトスポット、インスタ映えする楽しいハロウィーンメニューやオリジナルグッズが登場し、陽気なハロウ

ィーン色にパーク内を彩ります。あわせて、9月21日（土）から23日（月・祝）の3日間、「世界コスプレ

サミット（ＷＣＳ）」のコスプレイベント「志摩スペイン村ＣＯＳＰＬＡＹ２０１９」を開催いたします。 

詳細につきましては、下記のとおりです。 

 

記

 
【期  間】  9月14日（土）～ 10月31日（木）  
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１．魔法をかけるのはあなた自身！？  

参加型ストリートマジック 「魔法使いとマジックハロウィーン」 ＮＥＷ！ 

       パーク内に魔法使いが登場いたします。魔法使いに様々な 

魔法を教えてもらい、自分の合図で繰り広げられるマジックで、 

自分がまるで魔法使いになったような体験ができる参加型 

のストリートマジックです。 

【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（木） 

     【回 数】 １日 3～6回  約 30分/回  

     【場 所】 シベレス広場およびマヨール広場周辺 

※雨天時：エスパーニャ通り、ピエロ・ザ・サーカス 

 

２．「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もでき 

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（木） 

【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 各 20分間（予定） 

【対 象】  小学生以下のお子さま 

 

３．「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場所から撮影すると「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

合言葉は、「オラ！トリック オア トリート!」 

高さ 4ｍのモニュメント「モンスターパンプキン」 ある場所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」  

参加型ストリートマジック 

「魔法使いとマジックハロウィーン」 
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４．25thアニバーサリー「ハロウィーンフィエスタ」ならではの体験！ 

「オラ！スタンプラリー」、「フェイス＆ボディペインティング」、「おでかけハロウィーン」 

「オラ！スタンプラリー」のプレゼントや「フェイス＆ボディペインティング」のペイントが、25th

アニバーサリーハロウィーン限定バージョンで登場。ハロウィーン衣裳がレンタル出来る「おでか

けハロウィーン」でハロウィーン気分を気軽に楽しめます。 

 

(1)「オラ！スタンプラリー」～ハロウィーン限定バージョン～ 

スペイン語のあいさつ「オラ！」と声をかけてスタンプを 

全部あつめると、ハロウィーン限定缶バッチをプレゼント。 

※小人チケットでご入園のお子さまが対象です。 

 

 

 

 
 

(2)フェイス＆ボディペインティング 

       ～ハロウィーン限定バージョン～ 

人気のフェイス＆ボディペインティングにハロウィーン 

限定バージョンが登場。カボチャやコウモリ、魔女など 

をほっぺにペイントしてハロウィーン気分を満喫できます。 

【場 所】ピエロ・ザ・サーカス 

【料 金】1ペイント 500円 

          ラインストーン＋300円 

     ハロウィーン限定セット 1,000円 

 

(3)おでかけハロウィーン ＮＥＷ！ 

私服・普段着にマントや帽子をプラスしてお手軽ハロウィーン。レンタルで気軽にプチ仮装を 

お楽しみいただけます。 

【場 所】フォト ファンタスティカ 

【料 金】1時間 500円 

    

 

  

 

 

 

 

「フェイス＆ボディペインティング」 
ハロウィーン限定バージョン 

       

   ハロウィーン限定 
缶バッチ  

「おでかけハロウィーン」 
※オプションでハロウィーン背景のスタジオ撮影も出来ます。 

「オラ！スタンプラリー」 

ハロウィーン限定バージョン 
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５．ハロウィーンメニュー 

ハロウィーン気分が盛り上がるパーティーメニューをはじめ、ハロウィーンバーガーやかぼちゃ味の 

カタラーナソースをかけたパンケーキなど、ハロウィーン限定のインスタ映えする楽しいメニュー 

が登場いたします。 

 

【メニュー名】 25thハロウィーンプレート 

【販売価格】 2,500円（１日 5食限定） 

【販売店舗】 レストラン「アミーゴ」           

【 内  容 】  ジャック・オー・ランタンに見たてたオムライスや 

おばけナンを、3種類のカレーソースで違った味を楽 

しめるハロウィーンにぴったりのパーティープレート。 

約3人前のボリュームです。 

 

【メニュー名】 ハロウィーンバーガーセット 

【販売価格】 1,000円 

【販売店舗】 キャラクターカフェ「チィコ チィコ」           

【 内  容 】  サワークリームオニオンソースをたっぷりかけた 

          ハンバーグに、かぼちゃ型のチーズをトッピングした 

ハロウィーンバーガー。グレープフルーツ味のブルー 

のソースとスモークソースがかかった怪しいポテトつき 

です。 

 

【メニュー名】 ハロウィーンパンプキンパンケーキ  

カタラーナ仕立て 

【販売価格】 1,410円 

【販売店舗】 カフェ「ミ カサ」           

【 内  容 】  かぼちゃのカタラーナソースがたっぷりかかったパン 

ケーキに、おばけやコウモリ、紅いもアイス、かぼちゃ 

チップスをトッピング。フォトジェニックなハロウィー 

ン限定のスイーツです。 

 

 

６．ハロウィーングッズ 
ハロウィーンイラストのお菓子やグッズが登場。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、キーホルダーなどハロウィーン限定の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 
ロールケーキ          

   

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 
   

ハロウィーンバーガーセット 

25ｔｈハロウィーンプレート 

ハロウィーンパンプキンパンケーキ  
カタラーナ仕立て 

25thハロウィーンプレート 
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７．コスプレイベント「志摩スペイン村ＣＯＳＰＬＡＹ２０１９」の開催 
「世界コスプレサミット（ＷＣＳ）」が各地で開催するコスプレイベントの一つとして「志摩 

スペイン村ＣＯＳＰＬＡＹ２０１９」（愛称：「志摩コス」）を開催いたします。 

なお、本イベント開催に伴い、テーマパーク「パルケエスパーニャ」の営業時間を 

9月 21日（土）22日（日）は、20：00まで延長いたします。 
 

【開催日時】   9月 21日（土）22日（日） 10：00～20：00 

9月 23日（月・祝）        10：00～18：00 

※9月 21日（土）22日（日）は、テーマパーク 

「パルケエスパーニャ」の営業時間を 20：00まで 

延長いたします。 

※荒天時は 10月 19日（土）、20日（日）、21日（月）に延期いたします。 

【ベストオブコスプレイヤーの表彰】 

           お気に入りのコスプレイヤーさんにハートのカード（いいねカード）をお渡しいただき、

カードが多いコスプレイヤーを表彰いたします。 

           ・開催日   9月 21日（土）22日（日） 

           ・場 所   コロシアム 

           ・時 間   18：00 

 ※詳しくは「世界コスプレサミット（ＷＣＳ）」のホームページをご参照ください。 

ＨＰアドレス https://www.worldcosplaysummit.jp/shimacos2019 

 
８．マヨール広場でスペイン名物料理を食す！秋のグルメイベント「バルフィエスタ」 

直径 1ｍの大鍋パエリャとスペインタパスの販売 
 

直径 1ｍの大鍋で炊き上げるスペインの名物料理「パエリャ」や、イベリコ豚の網焼きをマ 

ヨール広場で販売いたします。爽やかな秋空の下、まるでスペインにいるかのようなテラス 

席で、スペインビールやサングリア、スペイン産のワインと合わせて、スペイングルメをご 

堪能ください。またマヨール広場の 2店舗に「バルフィエスタ」ならではのこだわりメニュー 

が登場します。 

【実施期間】9月 14日（土）～10月 27日（日）の土日祝  

※10月 22日（火・祝）は除く 

【実施時間】11：00～13：30（売切れ次第終了） 

※天候などの状況により中止、変更する場合があります。 

【場  所】マヨール広場  

 

 

 

 

 

 

 
 

直径 1ｍの大鍋パエリャの販売 
1皿 1.000円 

 

マヨール広場のテラス席 
 

「バルフィエスタ」メニュー 

 

https://www.worldcosplaysummit.jp/shimacos2019
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◆参考 テーマパーク「パルケエスパーニャ」入園料金 

2019年 9月 30日までのテーマパーク「パルケエスパーニャ」入園料金 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 10月１日以降のテーマパーク「パルケエスパーニャ」入園料金 

 
 
 

 
 

 

   

 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 

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 
5,300円 4,300円 3,500円 3,500円 

2ＤＡＹパスポート 6,600円 5,300円 4,500円 4,500円 

アフタヌーンパスポート 2,300円 1,700円 1,700円 1,700円 

年間パスポート 12,000円 12,000円 8,000円 8,000円 

ホテル２ＤＡＹパスポート 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 

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 

パスポート 
5,400円 4,400円 3,600円 3,600円 

2ＤＡＹパスポート 6,800円 5,400円 4,600円 4,600円 

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

年間パスポート 12,300円 12,300円 8,200円 8,200円 

ホテル２ＤＡＹパスポート 3,400円 3,400円 3,400円 3,400円 

(消費税込） 

(消費税込） 


