
 NEWS RELEASE                                   ２０２２年３⽉１７⽇ 

 #どうぶつたちと春休み     SPRING FES  ２０２２ 

 「わかやまグルメ」がパークに集う「桜マルシェ」を開催︕    
 ３⽉２６⽇  （⼟）  ・２７⽇  （⽇）  ・４⽉２⽇  （⼟）  ・３⽇  （⽇） 

        
                                    
    アドベンチャーワールド（和歌⼭県⽩浜町）では、３⽉１９⽇（⼟）から４⽉１０⽇（⽇）までの２３⽇間、 
 「SPRING FES２０２２」  を開催いたします。 
  ３⽉２６⽇（⼟）・２７⽇（⽇）・４⽉２⽇（⼟）・３⽇（⽇）の４⽇間は「わかやまグルメ」がパークに集う 
 「桜マルシェ」  を開催いたします。地域の飲⾷店１１店舗がパーク内に出店し、地元⾷材を使ったグルメや地ビー  ル 
 など ４０品⽬以上を販売  いたします。春のあたたかな⽇差しの中、どうぶつたちと⾃然を感じながら「わかや  ま 
 グルメ」を味わいましょう︕ 

   
  「桜マルシェ」について                                          

    ■開  催  ⽇︓２０２２年３⽉２６⽇（⼟）・２７⽇（⽇）・４⽉２⽇（⼟）・３⽇（⽇）     ４⽇間 

  ■時  間︓開園〜午後４時００分 

         ※売り切れ次第終了いたします 

  ■会  場︓ケニア号乗り場周辺、エンジョイエリア ※⾬天時は会場を変更する場合がございます。 

  ■出店店舗︓１１店舗 ※開催⽇によって出店する店舗が異なります 

         「ants STOCK YARD」「andiamo︕」「神島屋」「かぎあな」「  KOKAGE  」「chouchou クレープ」 

        「SHIRAHAMA KEY TERRACE TETTI BAKERY ＆ CAFE」「⽩良荘グランドホテル」「ナギサビール」 

        「丸双かまぼこ店」「まろ蛸」  (五⼗⾳順） 

  ■出  品  数︓４０品⽬以上 （次⾴参照） 

      



  【４⽇間限定販売メニュー ⼀覧】   ※３⽉１７⽇時点                              
 （１）【 ants STOCK YARD 】 
       販売場所︓エンジョイドーム横テント沿い 

       「シュークリーム」    ３５０円 
        「シューラスク」     ４００円 

 （２）【 andiamo︕ 】 
     販売場所︓ケニア号降り場オーシャンビューホイール前           

     「茶美豚のホットドッグ」     ７００円 
     「ナポリピッツァマルゲリータ」１，２００円 
     「カイノミステーキ丼」    １，２００円 
     「カルツォーネマルゲリータ」   ７００円      
       
     「⼭盛りポテトフライ」      ５００円    
          

 （３）【 神島屋 】 
     販売場所︓ケニア号降り場メリーゴーランド前 
        
       「梅やきとり ５本セット」５００円 
       「梅あられ」         ２００円    
       「梅やきとりのタレ」   ３５０円 

      【 神島屋×アドベンチャーワールド 】 
       梅やきとりとパン⼯房のパンをコラボ販売︕ 
      
          「バンズ」       ２５０円 
            ※バンズと梅やきとりは別売りです。 
           ソース︓ペイザンヌドレッシング、バーベキューソース 
                 梅⾁＋マヨネーズ、タルタルソース 
                               
                               
 （４）【 かぎあな 】 
     販売場所︓エンジョイドーム横テント沿い 
    
       「⾃家焙煎珈琲」     ３５０円 
       「カフェラテ」      ４００円 
       「カフェモカ」      ４５０円 
       「キャラメルラテ」    ４５０円 
       「ホットチョコ」     ３８０円 
       「カップアイス」     ３００円 
        など 



 （５）【  KOKAGE  】 
     販売場所︓ケニア号降り場オーシャンビューホイール前          

       「ロコモコ丼」     １，０００円         
            「ハンバーグ弁当」   １，０００円         
              「KOKAGE特製カレー」１，０００円 

                                  

                                                
 （６）【  chouchou クレープ  】 
       販売場所︓ケニア号乗り場前             

     「チョコバナナ⽣クレープ」 
     「⽣イチゴクレープ」 
     「塩キャラメルナッツクレープ」 
      など 全２７種類のクレープ   各５００円 
                               
                     

 （７）【  SHIRAHAMA KEY TERRACE TETTI BAKERY ＆ CAFE  】 
     販売場所︓エンジョイドーム内          

     「パンの詰め合わせ」      １，０００円 

 （８）【  ⽩良荘グランドホテル  】 
     販売場所︓エンジョイドーム内          

      「パンダのマリトッツォ フルーツ⼊り」  ５０  ０円 
      「パンダのマリトッツォ フルーツ⼊り いちごクリーム」  ５００円 
      「ランチボックス」  ※下記２品⽬のセット          ８００円 

  ・「クエと野菜のスープ 梅柚⼦⾵味」  （単品）  ５００円 
     ・「熊野⽜⾁味噌おにぎり」      （単品）  ３５０円 
    「梅ドリンク」                                ４００円  
                 

           



 （９）【 ナギサビール 】 
       販売場所︓ケニア号降り場メリーゴーランド前 

     「アメリカンウィート（淡⾊ビール）」 
     「ペールエール（中濃⾊ビール）」 
     「アイパッチスタウト（⿊ビール）」       各８００円 
                                      

       

 （１０）【 丸双かまぼこ店 】 
     販売場所︓ケニア号乗り場前        

     「かまてんバーガー」      ５００円  
     「⽩浜トマティバーガー」    ５００円   
     「パンダてんぷら」       ４００円 
     「かまてん」            ５００円 
     「⽩浜ブルークリームソーダ」  ５００円         
                     

 （１１）【  まろ蛸  】 
     販売場所︓エンジョイドーム横テント沿い             

     「ソースたこ焼き（１０個）」        ６００円 
     「富⽥の⽔の炭酸⽔  （フレーバー︓桜、ブルーベリー 
        ブルーオーシャン、パッションフルーツ）」            
                      各４００円 
   

  ※販売数に限りがございます。 
  ※⾬天の場合は販売場所を変更する場合がございます。 



 【出店⽇⼀覧】   ※３⽉１７⽇時点                                        

 【出店店舗について】（五⼗⾳順）                                     
 ■ants STOCK YARD 
 所在地︓〒６４６ー００５１ 和歌⼭県⽥辺市稲成町２７７－１ 
 TEL︓０７３９ー２０ー７４９７ 
 URL︓  http://local-ants.com/ 

 ■andiamo︕ 
 所在地︓〒６４６ー００２８ 和歌⼭県⽥辺市⾼雄１丁⽬１８－１ 
 TEL︓０７３９ー３３ー７６６０ 
 URL︓  https://www.instagram.com/andiamo0222/ 

 ■和歌⼭県⽴神島⾼校 「神島屋」 
 所在地︓〒６４６ー００２３ 和歌⼭県⽥辺市⽂⾥２－３３－１２ 
 TEL︓０７３９ー２２ー２５５０ 
 URL︓  https://kashimaya.kiiminpo.jp/ 

 ■cafe かぎあな 
 所在地︓〒６４９ー２１０５ 和歌⼭県⻄牟婁郡上富⽥町朝来９８４－３ 
 TEL︓０７０ー７６４０ー５８３０ 
 URL︓  https://cafekagiana.shopinfo.jp/ 

http://local-ants.com/
https://www.instagram.com/andiamo0222/
https://kashimaya.kiiminpo.jp/
https://cafekagiana.shopinfo.jp/


 ■  KOKAGE 
 所在地︓〒６４６ー０００２ 和歌⼭県⽥辺市上万呂６５－１１ 
 TEL︓０７３９ー２５ー６３８９ 
 URL︓  http://www.kokage-noix.com/ 

 ■chouchou クレープ 
 URL︓  https://instagram.com/crepe.chouchou?utm_medium=copy_link 

 ■SHIRAHAMA KEY TERRACE  TETTI BAKERY ＆ CAFE  （和歌⼭県⽩浜町、  店⻑︓林 ⾹ 様） 
 所在地︓〒６４９－２２１１ 和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町１８２１ 
 Tel︓０７３９ー４３ー１０００ 
 URL︓  https://www.keyterrace.co.jp/ 

 ■⽩良荘グランドホテル（和歌⼭県⽩浜町、⽀配⼈︓⻄⽥ 訓 様） 
 所在地︓〒６４９ー２２１１ 和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町８６８ 
 TEL︓０７３９ー４３ー０１００ 
 URL︓  http://www.shiraraso.co.jp/ 

 ■ナギサビール 
 所在地︓〒６４９ー２２１１ 和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町２９２７ー２２０ 
 TEL︓０５０ー３８２０ー８９５８ 
 URL︓  https://www.nagisa.co.jp/ 

 ■丸双蒲鉾店（代表︓  岡本誠司 様） 
 所在地︓〒６４９-２３２２ 和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町内の川７５－１ 
 TEL︓０７３９ー４５ー０１５１ 
 URL︓  https://maruso-kamaboko.com/company/index.html 

 ■まろ蛸 
 所在地︓〒６４６-０００４ 和歌⼭県⽥辺市下万呂３６０−７ 
 TEL︓０７３９ー２２ー９８５８ 
 URL︓  http://marotako.jp/ 

 『SPRING FES ２０２２』について 
    ■開催期間   ２０２２年３⽉１９⽇（⼟）〜４⽉１０⽇（⽇） 計２３⽇間 
  ■特設サイト    https://aws-spring-fes.com 

  ■主なイベント 
  （１）どうぶつクエストアドベンチャー 
  （２）どうぶつ教室＆ワークショップ 
  （３）どうぶつたちとピクニック︕グルメフェス 
  （４）どうぶつたちと卒業フォト⼤作戦︕ 
     ※予告なく内容を⼀部変更する場合があります 

  各イベントの詳細は、随時公式ホームページでご紹介予定です︕ 

http://www.kokage-noix.com/
https://instagram.com/crepe.chouchou?utm_medium=copy_link
https://www.keyterrace.co.jp/
http://www.shiraraso.co.jp/
https://www.nagisa.co.jp/
https://maruso-kamaboko.com/company/index.html
http://marotako.jp/
https://aws-spring-fes.com/

