
フェスタ・ルーチェ in 和歌山マリーナシティ
前代未聞のプレゼント ! 中学生以下 入場料 無料！高校生以上の学生 半額 !



Special Present

Special Present

2020 年の最高の思い出を刻んでいただけるよう
今年の冬も、光の祭典 フェスタ・ルーチェがやって来ました

町のネオンが

だんだんとクリスマス色に染まり、

アドベントカレンダーで１日１日胸踊らせる子ども

たちと同じように、サンタクロースもこの1年をきっと

待ちわびています。エルフたちは工房でおもちゃを作り、

トナカイたちはプレゼント配りをシミュレーション。

そうして迎えるクリスマス当日、サンタクロースは

一晩で屋根の上を飛び回り子どもたちの元へ...。

そんなクリスマスを迎えるまでのワクワク感や、

クリスマス当日のありったけの楽しい気分を

そのまま会場で表現すべく、

イルミネーション・ライティングはこれまで以上に

グレードアップ！まるで絵本の中のクリスマスの世界に

シップトリップしたような気分を体感していただきます。

欧米ではクリスマスは家族や大切な人と家で過ごす風習

があります。同じように、家族や友人、恋人など自分の

身近な大切な人と過ごすひと時をお楽しみください！

開 催 期 間

時 間

（最終入場 20:30）

前 売 券 ¥1,300 ¥650

¥1,500 ¥750

入 場 券 大 人 学 生
（高校生以上の学生）

当 日 入 場 券
会場で購入できます

パスマーケット・コンビニで購入でき、

学生は高校生以上の学生、子どもは中学生以下となります（高校生以上の学生の方は、学生証の提
示をお願いいたします／上記価格は税込み／オークワオーカード、JAF会員証等での割引はありま
せん／前売券はパスマーケット・コンビニなどで購入可能／前売券は「引換券」で、現地チケット売
り場にて「入場券」と引き換えが必要です／駐車料金は別途必要です／最終入場は閉園の30分前ま
でとなります／特別割引券、特別前売券は12/31（大晦日）にはご利用になれません／障がい者手
帳（身体障がい者手帳、療育手帳、愛の手帳、みどりの手帳、障がい者手帳など）をチケット売り場に
てご提示いただくと、ご本人と付添の方1名様まで当日入場券の半額でご利用になれます

アトラクションにお乗りの場合、3歳以上の方は別途ナイトパスまたは単体
チケット、乗り物綴り券（回数券）が必要です。

中学生以下は入場無料のためシーズンパスポートの販売はありません／チケット売り場に
てパスポートを作成いたします／障がい者手帳（身体障がい者手帳、療育手帳、愛の手帳、み
どりの手帳、障がい者手帳など）をチケット売り場にてご提示で、ご本人と付添の方1名様ま
で半額でご利用になれます／シーズンパスポートは12/31（大晦日）もごご利用になれます

シーズンパスポートとはご本人さまに限り、シーズンパスポート購入で期間
中何度でもご入場になれるパスポートです。アトラクションにお乗りの場合、
3歳以上の方は別途ナイトパスまたは単体チケット、乗り物綴り券（回数券）
が必要です。

¥3,500

シーズンパスポート 大 人 ・ 学 生 共 通（高校生以上）

シーズンパスポート
”オリジナルマグカップ”プレゼント！
期間中何度でも楽しめます！

来場当日でも購入可能！

２回分の入場料以下で、
フェスタ・ルーチェが
何度も楽しめます！

シーズンパスが
おトクな理由

フェスタルーチェ
オリジナルマグカップ
プレゼント！

シーズンパスポート購入で

それぞれ利用可能な商品が異なりますのでご注意ください
 GoToトラベル事業地域共通クーポンの場合
【 利用可能商品 】
●当日券（大人・学生）（ポルトヨーロッパチケット売り場でのご購入
　に限ります）
●シーズンパスポート
●アトラクションパス
●レストラン イターリア前の販売グッズ
【 利用不可商品 】
●園内自動券売機でご購入
●飲食や売店など
●前売券等をPassMarket、コンビニ、 
　WEBサイトなどでご購入の場合

 和歌山市地域ささえ愛商品券の場合
【 利用可能商品 】
●当日券（大人・学生）（ポルトヨーロッパチケット売り場でのご購入
　に限ります）
●アトラクションパス
●レストラン イターリア前の販売グッズ
※商品券は1000円以上のご利用時にご使用いただけます
※おつりは出ません

【 利用不可商品 】
●シーズンパスポート
●園内自動券売機でご購入
●飲食や売店など
●前売券等をPassMarket、コンビニ、
　WEBサイトなどでご購入の場合

使用方法や
くわしくはコチラ

使用方法や
くわしくはコチラ

〈確認方法〉

インスタグラム
のフェスタ・ルー

チェ公式（@fes
taluce）をフォロ

ーし、会場でフォ
ロワー

だと分かる画面
を見せていただ

けるだけでOKで
す。大人1名フォ

ローしていただ
ければ、

子ども（中学生
以下）の方にも、

マスクをプレゼ
ントします。

※プレゼントは
、お一人様一回

までとさせてい
ただきます。

Instagram     フォロワーの方に

フェスタ・ルーチェオリジナルマスクをプレゼント!

前売券の購入は

が、とってもラク！

学生の方は、学生証の提示をお願いします

フェスタ・ルーチェではご来場者様の健康と安全を確保
するため、国や県のガイドラインを徹底し、除菌や検温、
場合によっては入場者数の制限など、様々な感染予防対
策に取り組んでいます。詳しくはWEBサイト

新型コロナウイルス感染拡大
防止のためのご協力・お願い!

Special PresentSpecial Present

今年は大人たちはもちろん、我慢の絶えなかった子どもたちにもしっかり楽しんでもらえるように

中学生以下の子どもを無料に、高校生以上の学生を半額でご招待します！
2020年の最高の思い出を刻んでいただけることを願います。

中学生以下の子ども 無料 高校生以上の学生 半額

＊小学生以下のお子様だけの入場はご遠慮頂いております。必ず大人の方(18歳以上)との入場をお願いします。

https://festaluce.jp/wakayama/guideline/
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開催のご挨拶

和歌山県知事　仁坂 吉伸

海南市長　神出 政巳

和歌山市長　尾花 正啓

フェスタ・ルーチェ実行委員会 会長　古澤 良祐

光のフェスティバル「『フェスタ・ルーチェ』～本当のクリスマスに出逢える場所～」が本年も開催されますことを心からお
慶び申し上げます。

「フェスタ・ルーチェ」では、色鮮やかなイルミネーションやライトアップにより和歌山マリーナシティに煌びやかなクリスマス
の世界が繰り広げられ、会場は心躍らせ楽しむ方々の笑顔で満たされます。今や和歌山の冬の風物詩として、訪れる
多くの方々の想い出に残るイベントとなっています。
この度は、吹き抜けストリートでのプロジェクションマッピングや、ソーシャルディスタンスに配慮したフォトスポットの設置など、
新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底されたうえで、前回以上に楽しめる仕掛けを企
画しておられます。さらに、今回、子供たちを無料招待するという特別プレゼントも用意さ
れており、このようなイベントの開催はコロナ禍で辛い思いをされている方 に々元気を与えて
くれます。きっと訪れる皆さんのマスクの下を一番の笑顔にしていただけるものと思っており
ます。
結びに、本イベントの開催にあたり尽力されました関係者の皆様方に深く敬意を表しますと
ともに、本イベントの成功を祈念しまして、お祝いの挨拶といたします。

「光のフェスティバル　フェスタ・ルーチェ」が、本年も盛大に開催されますことを心よりお祝い申し上げます。
海南市のものづくり産業を代表する株式会社タカショーデジテック様をはじめ、実行委員会の皆様方には、深く敬意を表
するとともに、感謝申し上げます。
本イベントは、年 ス々ケールアップし、海南市や和歌山市はもとより、県外や海外からも多くの方々に来場していただき、
過去３年間の累計で 28万人の来場者がある一大イベントであります。
本市としましても、交流人口の更なる増加を目指し、昨年２月に日本農業遺産の認定を受けました「下津蔵出しみかんシ
ステム」やお菓子発祥の地であることをＰＲしていくため、公式ＰＲキャラクターに「海ニャン」を任命するなど、本市の
魅力資源の発信に取り組んでいるところです。
本年は、新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント運営にも工夫が必要となりますが、「本当のクリスマスに出逢え
る場所」をテーマに、子どもたちに忘れることのできない思い出になることを期待しております。
結びに、「光のフェスティバル　フェスタ・ルーチェ」の今後の益々のご発展と、関係者の皆様のご健勝とご多幸を祈念
申し上げ、お祝いの言葉といたします。

「光のフェスティバル　フェスタ・ルーチェ ～本当のクリスマスに出逢える場所～」が盛大に開催されることを心からお慶
び申し上げます。
今年で４回目を迎える「フェスタ・ルーチェ」は、市外からもたくさんの方 に々お越しいただいており、冬の賑わいの創出
と観光誘致につながる本市にとっても一大イベントです。
今年は「Happy Holiday」と題し、イルミネーション・ライティングをさらにグレードアップするほか、ソーシャルディスタン
スを保てるフォトスポットや吹き抜けストリートプロジェクションマッピングなども行われます。昨年を上回る多くの方 に々「フェ
スタ・ルーチェ」による幻想的な冬のひと時を楽しんでいただきたいと思っております。
本市においては、和歌の浦遊覧船が今夏から運航を開始し、大迫力のマリーナシティの花火を海の上からお楽しみい
ただきました。冬には「フェスタ・ルーチェ」の光のイルミネーションと市の取り組みにより相乗的に効果が上がるよう市内
外へ発信し、より一層の和歌の浦地域の誘客に努めてまいりますので、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申
し上げます。
最後に「フェスタ・ルーチェ」の益々のご発展と、実行委員会並びに関係者の皆様のご健勝とご活躍を心より祈念申し
上げ、お祝いの言葉といたします。

2017 年より開催してきた光の祭典「フェスタ・ルーチェ」。お陰様で過去 3 年間で来場者数は延べ 28 万人となり、昨
年県内最多を記録した和歌山市の観光客訪問者数の増加要因と言われるほどに県内外から認知いただき、楽しんで
いただけるイベントになりました。そんな中、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、今年の開催について慎重に検討
してまいりました。現在様 な々イベントが中止となり、子どもたちにとって今年の思い出に残るイベントはほとんどがなくなっ
ています。そして宿泊施設や飲食店も自粛ムードにより打撃を受けたままです。こんな事態だからこそ、徹底した対策の
もとフェスタ・ルーチェを開催することで、子どもたちに楽しい思い出をプレゼントし、かつまちを活性化できないか。迷い
はありましたが、そう考えるに至りました。これまでと大きく変わるのは、いつ来ても同じ楽しみが味わえること。日時や時
間帯、またクリスマスマーケットや室内などで人が密集するイベントをやめ、入場者数を平均化。そして来場者の健康と
安全を確保するため、国や県のガイドラインを徹底し、除菌や検温、場合によっては入場者数の制限も行いながらの開
催となります。
こうした対策を徹底した上で、フェスタ・ルーチェの世界観は崩さず、今まで以上に楽しんでもらえる仕掛けを打っていき
たいと思っています。子どもたちのマスクの下が笑顔にあふれ、今年の最高の思い出となるように。こんな前代未聞の
事態だからこそ、フェスタ・ルーチェからの前代未聞のプレゼントとして、中学生以下の子どもたちを無料で、高校生以
上の学生は半額でご招待します。どれだけの対策をしても開催にはリスクがつきまといます。万が一の場合には中止せ
ざるを得ない状況もあるかもしれません。それでも、せめて地元和歌山の子どもたちに楽しみを届けたい。そして、まち
に活気を取り戻せたら。私たちは様 な々リスクを覚悟の上で臨みます。ぜひとも皆様のご理解とご協力をお願いできれば
幸いです。

「和歌山県誕生１５０年」
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町がクリスマス色に染まるころ、
エルフたちは工房でせっせと
おもちゃ作り、トナカイたちは
プレゼント配りをシミュレーション。
そうして迎えるクリスマス当日、
サンタクロースは１晩で屋根の上を
飛び回り子どもたちの元へ...。

クリスマスストーリーを是非プロジェク
ションマッピングでお楽しみください。

噴水から溢れ出た「しずく」が、周辺に
ちらばり次々に光りだします。
光と水が作り出すロマンティックな
空間をお楽しみください。

アーチをくぐると、
さぁ！クリスマスワールドのはじまりです！

大きなイルミネーションツリーは
サンタクロースからみんなへのサプライズ！

Present Tree
プレゼントツリー

I ll
u m i n a t i o n
3面プロジェクション
マッピング

まるで、絵本の中
の

クリスマスの世
界に

　シップトリッ
プ！

2
MAP

SymbolicTree
シンボリックツリー

さまざまな色に
光り輝く
フェスタ・ルーチェの
シンボルツリー

Drop of Light
光のしずく

Christmas Arch
クリスマスアーチ

（特別協賛:株式会社オオミヤ）

新登場！のLED

バーサライト!?

3
MAP

Forest Stairs
森の階段

5
MAP

6
MAP

カラフルな
街並みの一角に
ある雪降る階段を
のぼると
そこには、、、

会場には、フォトブースが
いっぱい！

Christmas
Photo
Booth

7
MAP

フォトスポットが
盛りだくさん！
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キューブの色が

　変化する！！

ア ト ラ ク シ ョ ン 料 金 表

※乗り物への制限は現地または、ＨＰでご確認ください。 （　　 年齢制限 　 身長制限）
※小学生未満は各制限を満たしていても保護者の同伴が必要です。
※観覧車（WAKKA）は整備中のため、全日運行はありません。

フェスタ・ルーチェ仕様にライトアップした光の遊園地でアトラクションに乗り放題！

８種のアトラクションに乗り放題の
フェスタ・ルーチェ ナイトパス

¥300
¥400
¥300
¥600

¥400
¥400
¥500
¥500

ウォーターショット

メリーゴーランド

カフェシナモン

パインスター

ハニーハッチ

アストロファイター

ウエーブスインガー

ツインドラゴン

大人、子ども（３歳以上）共通

1

2

3

4

  5

   6

      7

     8

土日祝
のみ

¥ 1,600

40mを超える光のアーチを通り抜けて「光 と遊ぶ遊園地」へ
瞬間移動！不思議な体験ができるかも !?

音楽と
光の

空間を体
験！

光
の
遊
園
地

（平日はアトラクションの運行はありません）

photo contest

フェスタ・ルーチェin和歌山マリーナシティ2019 入賞作品

#フェスタルーチェin和歌山フォトコンテスト2020

フォトコンテスト

ハッシュタグ「#フェスタルーチェin和歌山フォトコン
テスト2020」と「20文字以内の写真タイトル」をつけ、
投稿してください。一眼レフ、スマホなど撮影方法は
自由、1人で何枚でも応募可能、加工も自由 。
受賞された方には素敵なプレゼントが!
※投稿していただいた写真はフェスタ・ルーチェ公式サ
イト・ポスター・ガイドブック等に使用させて頂きます。
詳しくは公式instagram@festaluce をチェック！

土日祝には、ツリーの前で音楽会や大道芸をやっています。様々な
催しが開催されていますので、何度訪れても楽しさ間違いなし！

l i g h t i N g ap
r k

Kaleidoscope of light
光の万華鏡MAP

1

Teleport Arch
テレポートアーチMAP

2

Prism Cave
プリズムケイブMAP

3

光のトンネル・点在する光るボール・一面に並ぶ光るキューブ、
無数の光に囲まれ様々に変化する様をお楽しみ下さい

イベント情報Ev ent
音楽会や大道芸

土日祝開催！

影がカラフルに!?思わず踊りたくなる!

中央に配されたミラーボールがつくり出す幻想的な空間
を音楽と共に体感ください。光を追いかけたり、カラー
シャドーも楽しめます
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GEMS 水やりで使用予定 ( 現在見積
り中 ) のカクダイ製品は下記となり
ます。

568-027　ネジ付ホーセンド 20( 内
ネジ )
568-021　ネジ付ホーセンド 20( 外
ネジ )

東側エントランス
入退場はできません

フェスタ・ルーチェ入口
西側エントランス

BusStop

加熱式
　専用

加熱式
　専用

33

11

22

3

2

4

5

1

77

6

777

1

2 3

4

5

6

7
8

1

2

5

7

7

33

11

2

2

P.5

3面プロジ
ェクション

マッピング
で

　クリスマ
スの物語を

楽める！

化粧室

化粧室
(車椅子用)

授乳室

ベビーベッド

喫煙場所

レストスペース

飲食店

チケット
売り場Kaleidoscope of light

Teleport Arch

 Prism Cave

光の万華鏡

テレポートアーチ

プリズムケイブ

LIGHTING PARK 光の遊園地

22
11

33

WATER SHOT

MERRY-GO ROUND

CAFE CINNAMON

PINE STAR

HONEY HATCH

ASTRO FIGHTER

ウォーターショット

メリーゴーランド

カフェシナモン

パインスター

ハニーハッチ

アストロファイター

ATTRACTION アトラクション

Present Tree

Symbolic Tree

Forest Stairs

プレゼントツリー

シンボリックツリー

森の階段

ILLUMINATION イルミネーション

1
2
3

Drop of Light

Christmas Arch

3面プロジェクションマッピング
光のしずく

クリスマスアーチ

4
5

6

Christmas photo Booth
クリスマスフォトブース7 1

2
3

4 7
5

6

WAVE SWINGER

TWIN DRAGON

ウエーブスインガー

ツインドラゴン8

M
A

P

P.5

P.6
P.6

P.6

P.5

P.7

P.7

P.8

P.7

サンタさん
からのプレ

ゼント！

　大きなツ
リーが登場

！

竹あかり
　「子ども

たちに

     　sm
ileを！」

川沿いには
フォトブー

スがいっぱ
い！

音楽と光が
楽しめる！

車をご利用の方

お車、または公共機関をご利用し、ご来場いただけます
https://festaluce.jp/wakayama/access/

駐車場のご案内

海南東IC
海南IC

南紀白浜IC

りんくうJCT

関西
空港

泉佐野JCT

京奈和
自動車道

至大阪

至奈良

阪和道

阪神高速湾岸線

和歌山JCT

海南I.C.を降りてから約5km。
海南東I.C.または、海南I.C.下車
国道42号線経由
「琴の浦」交差点を
左折（約10分）

和歌山マリーナシティ

至和歌山 IC

P

P

P

和歌山
マリーナ
シティホテル

黒潮
市場

第一駐車場

県営公共
マリーナ
駐車場

第二駐車場

至海南 IC

ACCESS アクセス

公共交通機関をご利用の方

和歌山マリーナシティ

南海和歌山市駅 JR和歌山駅

約3０分 約3０分 約１５分

「くろしお」で約50分「くろしお」で約40分特急で約60分

各最寄駅より、バスまたはタクシーをご利用ください。
東京方面大阪方面博多方面

JR海南駅

南海難波駅 天王寺駅

※海南東I.C.では白浜方面から　
　出られません

マリーナシティ第一駐車場(1,500円/1日)に16時
以降に停めらたお客様にフェスタ・ルーチェ光
の遊園地で使えるワンアトラクションチケット
をプレゼント!  

1アトラクションチケットをプレゼント!
※ワンアトラクションチケットは土日祝のみ配布・ご利用可能です

※お車1台に対して1枚お渡し。市場北駐車場、県営公共マリーナ駐車場は対象外。
　12/31はプレゼント対象外。

お車でご来場のお客様は下記
駐車場ご利用ください

4

3
P.6

星降る階段
を

登るとそこ
には…

6 P.6

さぁ！
クリスマス

ワールドの

はじまりで
す！

光と水の
ロマンティ

ックな空間
！

県営公共マリーナ駐車場
￥   500/日
マリーナシティ第一・第二駐車場
￥1,500/日

（特別協賛:株式会社オオミヤ）
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新型コロナウイルス感染症の影響で、自粛生活が続いた2020年。春
以降、学校行事に家族旅行、楽しみにしていた行事も通常通りの夏休
みも軒並みなくなり、子どもたちはストレスの多い日々を過ごしてきま
した。そんな今だからこそ、子どもたちのマスクの下が笑顔であふれる
最高の思い出を作れないものか。和歌山マリーナシティを会場に行う
私たち「フェスタ・ルーチェ」と、南紀白浜の人気テーマパーク「アドベ

ンチャーワールド」が県の南北から笑顔を届ける「和歌山縦断
スマイルプロジェクト」をスタートします。「子どもたちを笑顔に」
という共通コンセプトで、北は「ハッピーホリデー」をテーマに、南は
「ハッピーパンダシーズン」として、それぞれの持ち味を生かし、県の南
北を繋ぎながら和歌山全域の元気を発信し、子どもたちに今年一番の
楽しい思い出をお贈りいたします。

南紀白浜の人気テーマパーク

3年間で28万人が来場したイルミネーション

アドベンチャーワールド

フェスタ・ルーチェin和歌山
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Presen t s

和歌山には素敵なイルミネーションスポットがいっぱい！ぜひ巡ってみて！

和歌山市エリア
和歌山ミオカード会員 ”全員 ”に

ステキなプレゼント
がもらえる !！

有田川町
　　  エリア

海南市
　　  エリア

JR 和歌山駅・MIO

ポッポ絵本館

南海和歌山市駅・KINO

市堀川 水辺周辺

大きな

イルミネ
ーション

テディベ
アが

登場！

イルミネーション
と

カラフルなトナカ
イが

とっても綺麗！

鹿のモチ
ーフが

とっても
カワイイ

！

リニューアルオープ
ンの

南海和歌山市駅
と

イルミネーショ
ンが

楽しめるよ！

海南 IC

海南東
IC

阪
和

自
動

車
道

和歌山 IC

阪
和
自
動
車
道

和歌山

和歌山城
日前宮

田中口

神前

竈山
岡崎前 吉礼

田井ノ瀬 千旦紀和

和歌
山市

紀
ノ
川
大
橋

和
歌
山
港

宮前

紀三井寺

黒江

JR 海南駅

冷水浦

日本赤十字
和歌山医療
センター

和歌山
市役所

県庁

紀州東照宮

竈山神社 交通
センター前

海南市役所

和歌山城

和歌山市役所

けやき大通り

こども
科学館

JR
和
歌
山
駅

南
海

和
歌

山
市

駅

17

本
町
通
り

柳
通
り

大阪府

奈良県

和歌山市

ポッポ絵本館
有田川町地域
交流センター
『ALEC（アレック）』
敷地内

海南市

有田川町

下津野東

大福寺

海南郵便局

新田殿バイパス
南詰 阪

和
自
動
車
道

有田
インター北

き
の
く
に
線

き
の
く
に
線

至
マ
リ
ー
ナ
シ
テ
ィ

和歌山市
エリア

海南市
エリア

有田川町
エリア

1

1

1

3 2

2

3

イルミネーション MAP

1

2

3

JR 海南駅前
1

サンサンタウン中央通り店会

2

海南 nobinos
3

1
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T R I P和歌山とフェスタ・ルーチェを巡る
夜のフェスタ・ルーチェの前に！泊まって翌日観光！
色んなプチ旅行が楽しめる！

和歌山市は観光スポットがたくさん 海・山の食材豊かな和歌山市

歴史スポット、自然、釣り、海水浴、テーマパークなど一年中いつ
来ても楽しめるスポットがいっぱい！和歌山市中心部にそびえる
和歌山城天守閣は「日本名城 100 選」の一つに選定されています。
まずここで、和歌山市全体を頭に入れて、観光を始めるのも一つ
の方法かも。

緑あふれる豊かな自然と、黒潮がもたらす温和な気候に恵まれた
和歌山市ならではの新鮮な魚介を使った料理など、四季折々の味覚
を是非ご堪能ください。他にも地元で愛され続けている郷土料理や、
地元の食材を使った新しいグルメも続々登場。もちろん和歌山ラー
メンも必見！

和歌山市は旅館やホテルが豊富 和歌山市は魅力的なお土産がいっぱい

ビジネスや外食を目的とした旅に適した和歌山城周辺、観光を目的
とした旅に適した和歌山マリーナシティ・紀三井寺・和歌浦周辺、
加太周辺など目的によって選べる。 
また和歌山市にも名湯がたくさんあるので日帰り温泉なら、和歌山
市の「わスパ」を見て、ひとっ風呂も♪

郷土のこころと伝承された品をご用意。昔の人は、自然と親しみ、
工夫を重ねながら美味しいもの、より良いものをつくってきました。
紀州の人たちは、頑固なまでにその培われてきた伝統のわざを守り
続けています。伝統を生かしながら、現在風のセンスを加味した
紀州てまりは、嫁入り道具の一つとして使われたり、お祝い事での
プレゼントなどに使われています。

どこへ行こう なにを食べよう

どこに泊まろう なにを買おう

　

一般社団法人
和歌山市観光協会

和歌山
マリーナシティ

詳しくはWEBサイトから
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半券チケット提示で、和歌山県内の飲食店・施設で
割引やプレゼントなどお得なサービスを受けられる!

フェスタ・ルーチェ入場チケットを、掲載店舗でご提示いただきますと、素敵な特典
をプレゼントいたします。

実施内容

〈ご利用可能期間〉10/31(土）〜2/14（日）フェスタ・ルーチェ 開催期間中

とんかつ　庄内

イタリアンカフェ 石窯ポポロ

雑貨と珈琲 まめきど

喫茶 シロクマ キッチン キャミー 紀州のしずく

居酒屋 笑園～はなれ～

Hamanomiya Lassical

ぶらくり丁カレー BiBo

詩仙

手羽先 西陣

Kitchen daichan

寿司きし田

ラーメン幸太郎

だん 国体道路本店

たこ焼き 中々

居酒屋くろしお

ラーメン 幸龍創房

サウスウェストカフェ

居酒屋 笑園～ EDEN ～

喫茶インターラーケン

水辺焼肉 meat × meat

DOLCE e CAFFE ARANCIA

cafe AllRight

いろは劇場

ライオンホルモン

新中国料理勝喜楼

wakayama chocolat「toco*towa」

お食事のお客様には半券１枚につき
食事代を 10% 割引き

飲食のご利用 1,000 円以上で
100 円引き ( 一会計 1 枚のみ )

お食事のお客様チケット１枚につき
ソフトドリンク 1 杯サービス

飲食のご利用 10%OFF
( 一会計につき 1 枚のみ )

手作りデザートお一人様１品サービス

1,500 円以上ご注文で
食前のドリンクサービス

お食事のお客様には半券１枚につき
ソフトドリンク 1 杯サービス

食事のお客様には半券１枚につきミニデ
ザート or ソフトドリンク 1 つサービス

お食事のお客様には半券１枚につき
小鉢 1 つサービス

加太産天然真鯛と
わかめの和風パスタ 100 円引き

ランチをご注文のお客様には半券１枚
につきソフトドリンク 1 杯サービス

中学生以下のお子様にその日の
ジェラートをサービス

お食事のお客様には半券１枚につき
1 品を 1 つサービス

1 会計につき、4 名様まで
ワンドリンクサービス

たこ焼き８ケ入りをお買い上げのお客様には
半券１枚につきソフトドリンク 1 杯サービス

お食事のお客様には半券１枚につき
小鉢 1 つサービス

半券１枚につき来店者様人数分トッピ
ング無料 or アイスコーヒーサービス

お 1 人 2,000 円以上ご注文の方半券１枚
につきフルーツデザート 1 つサービス

手作りデザートお一人様１品サービス

11:00 ～ 16:00 お食事のお客様には
半券１枚につきソフトドリンク 1 杯サービス

中学生以下のお子様にその日の
ジェラートをサービス

お食事のお客様には半券１枚につき
ソフトドリンク 1 杯サービス

1,000 円以上お買い上げで雑貨や
紅茶等から選べるプレゼント

ランチご注文のお客様には半券 1 枚につき、
コーヒー１杯サービス ( アイス・ホット )

お食事のお客様チケット１枚につき
小鉢 1 つサービス

お食事のお客様には半券１枚につき
ナムル 1 皿サービス

お食事のお客様には半券１枚につき
ミニ麻婆豆腐 1 つサービス

1,000 円以上お買い上げのお客様には半券
１枚につきボンボンショコラ 1 つプレゼント

和歌山市本町 2-1 フォルテワジマ７F

和歌山市手平 1-10-26

和歌山市本町１丁目 27-1

和歌山市塩屋 5 丁目 5-47

和歌山市北ノ新地下六軒丁 8-1F

和歌山市毛見 994

和歌山市中ノ店中ノ丁 16

和歌山市雑賀町 111　

和歌山市九番丁 1 中谷ビル 1F

和歌山市加太 1920-1

和歌山市本町 2-1 フォルテワジマ 7F

和歌山市十番町 59

和歌山市本町 1-1 サンケイ京橋ビル B1F

和歌山市小雑賀 3 丁目 6-7

和歌山市米屋町ブリスビルディング１F　

和歌山市杉ノ馬場 1-42

和歌山市雑賀屋町東ノ丁 64

和歌山市吉田 831 ルミエールプラザ 2F

和歌山市屋形町 2-5 みきみたガーデンハイツ 1F

和歌山市本町１丁目 34

和歌山市十三番丁 34

和歌山市卜半町 33 ミートビル 1F

和歌山市毛見 994

和歌山市楠本 72-73

和歌山市雑賀町 62

和歌山市元博労町３

和歌山市吉田 830 オードリービル 1F

和歌山市塩屋 4 丁目 6-57

物販店飲食店

対象者	 ：「フェスタ・ルーチェ」の入場チケットをお持ちの方（半券可）
ご使用方法	 ：半券チケットはサービスを受ける際にお店のスタッフにお渡しください
	 		（1枚につき1店舗で使用可能）

※営業時間・定休日などは時期により変動することが
　ございますので各店舗にてご確認ください。
※他の割引サービスなどの併用はできません。

信濃路 キーノ和歌山市駅店

鉄板ダイニング 灼庵 地酒と蕎麦 しなの路 JR 和歌山駅前店

時の和珈琲

海鮮せいろ蒸し 勝浦

新和風料理 柚香

ゑびすや

和楽

信濃路 本町店

蒸しダイニング MusuMusu

カルビ一丁 和歌山店

ノア・ハウス

十四階農園 おばんざい すずまる

四季の味 ちひろ

美食酒家 紅

ギュークシ ニク キンクラ

和歌山麦酒醸造所 三代目 おふくろの味 あがた

バリ風居酒屋ワルンバリ

お食事のお客様、チケット 1 枚につき
ご飲食代金の 10%OFF

お食事のお客さまチケット１枚につき
ソフトドリンク１杯サービス

お食事のお客さまチケット１枚につき
ドリンク１つサービス

お食事のお客さまチケット１枚につき
アイスクリームサービス

お食事のお客様、チケット 1 枚につきドリンク
( コーヒー、紅茶、オレンジジュースより )1 杯サービス

お一人様 4,000 円以上
ご利用で 5％引き

お食事のお客さまチケット１枚につき
ソフトドリンク１杯サービス

お食事のお客さまチケット１枚につき
ソフトドリンク１杯サービス

お食事のお客さまチケット１枚につき
ドリンク１つサービス

2 名様以上でお食事のお客様、ご精算時に
使い捨てマスク 1 箱 (50 枚入 ) プレゼント

お食事のお客様、
チケット 1 枚につき 100 円引き

チケット 1 枚につき
1 会計 4 名様までのお会計を 20％引き

お食事のお客様、チケット 1 枚につき
小鉢 1 つサービス

お食事のお客さまチケット一枚につき
コーヒー１杯無料

お食事のお客さまチケット１枚につき
ドリンク１つサービス

お食事のお客さまチケット１枚につき
ドリンク１つサービス

2 名様以上でお食事のお客様、ご精算時に
使い捨てマスク 1 箱 (50 枚入 ) プレゼント

お食事のお客さまチケット１枚につき、乾
杯の AGARACRAFT ビール１杯サービス。

お食事のお客さまチケット１枚につき
ワンドリンクサービス

あつあつパリッと揚げたて！
1グループ１皿限り バリ風揚げ餃子が半額！

和歌山市南材木丁 3 丁目 59

和歌山市東蔵前丁 39 キーノ和歌山 2F

和歌山市湊 45-1

和歌山市美園町 4 丁目 60

和歌山市加太 211 番地

和歌山市古屋 95-3 メインストリート豊和 A105

和歌山市美園町 5-1-1 JA ビル２F

和歌山市七番町 26-1 ダイワロイネットホテル 1F

和歌山市東蔵前丁 39 キーノ和歌山 2 階

和歌山市友田町 4-21

和歌山市内原 886

和歌山市七番丁 23 番地 和歌山市役所 14 階 和歌山市鈴丸丁 16 1F

和歌山市美園町 5-1-1 JA ビル 1F

和歌山市吉田 801

和歌山吉田 783 三友マンション 1F

和歌山市太田 1-1-12 1F

和歌山市十一番丁 54 和歌山市友田町 2 丁目 52

和歌山市岡北ノ丁 15-1 2 階

和歌山市エリア

海南市エリア
〈実施エリア〉

フェスタ・ルーチェ WEB サイトでは
お店の場所を検索できます！
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物販店飲食店

あしべや夢ごてん Whoopee Shot

チケットの半券１枚につき
オリジナル焼き菓子１つプレゼント

シミュレーションゴルフ
1 時間以上ご利用で２００円引き

和歌山市和歌浦中 3-3-5 和歌山市松江北 5 丁目 2-19

地魚 さとう

ドムドム 海南店

ダイヤモンドのしこう

焼肉 吉野

桐 陶器店

菓子工房 アンシャンテ

池庄漆器店

なぐさファーム

洋食堂 マキシムカフェ

香州園

おしゃれ泥棒 マキ

カフェ＊天花＊

ハリマヤ バッグ店

中野 BC

古民家カフェ 黒江ぬりもの館 べっちんさん

ふくろうの湯

お食事工房 みき乃や

MIRACOLO Café Dining

メガネのツチハシ

REI CAFÉ

㈱名手酒造店 黒牛茶屋

紀州漆器伝統産業会館

小さな黒蜜きなこの
抹茶アイスサービス

全商品 10% 割引にて提供いたします。
16 時以降クレープ類 300 円！

天然石ブレス又はネックレス
400 円以上お買上げで 200 円引き

一人 1,000 円以上の注文で 1 枚につき
ソフトドリンク一杯サービス

半券チケット持参で
お買い上げの方に５％サービス

1,000 円以上お買い上げで何か一つプレゼント
（お楽しみに！）※プレゼントは選べません

チケット持参で 5% 引き

1,500 円以上お買い上げの方に
水飴 100g 入り 1 個プレゼント

食後のコーヒー / 紅茶（Hot/Ice）
ドリンク一杯サービス

1 名様につき 800 円以上の注文で
ソフトドリンク一杯サービス

付いている値段 ( 赤札を含む ) より
更に 1 割引

1,000 円以上の注文で
ケーキ 1 つサービス

バッグ・服・小物・アクセサリー
お買い上げの方 10% 割引

ご来場のお客様には半券１枚につき
オリジナルおちょこ 1 つプレゼント！

1,000 円以上の飲食・買物でオリジナル
グッズ ( 缶バッジ ) プレゼント

ご来店いただけると
一輪挿しとっくりプレゼント！

ご入浴のお客様には半券１枚につき
１００円引き

お食事をされたお客様に
柚子ドリンクサービス

1,000 円以上のご飲食で 100 円 OFF

1,000 円以上お買い上げで
マスク 2 枚プレゼント

店内飲食の方にワンドリンクサービス

紙製コースター プレゼント

1,000 円以上漆器製品お買い上げで
おはし 1 膳プレゼント！

海南市船尾 200-4

海南市名高 536-15

海南市名高 537-7

海南市下津町下津 810-10

海南市名高 533-13

海南市且来 247

海南市黒江 692

和歌山市紀三井寺 712

海南市船尾 185-78

海南市名高 534-1

海南市名高 533-15 一番街ビル 1F

海南市下津町小南 464

海南市名高 532-13

海南市藤白 758-45

海南市黒江 680 海南市黒江 659

和歌山市本町 2-1 フォルテワジマ地下１F

海南市名高 555-2

海南市名高 532-17

海南市名高 533-15

海南市大野中 677

海南市黒江 846

海南市船尾 222

紀州蔵 ～粋 sui ～ 11/6 オープン 十割蕎麦 やまみち 中国酒家 くぅくぅ

お食事のお客様、チケット 1 枚につき
ご飲食代金の 5%OFF

お食事のお客様、チケット 1 枚につき
ご飲食代金の 5%OFF

お食事のお客様、チケット 1 枚につき
ご飲食代金の 10%OFF

和歌山市万町フューチャー本町 2 Ｆ 和歌山市万町フューチャー本町 2 Ｆ 和歌山市元寺町 2-13
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レストラン イターリアの前に、可愛い雑貨やオリジ
ナル特製グッズを販売しております。ぜひお立ち寄り
ください。PayPay、d払い、メルペイでのQRコード
決済がご利用いただけます。

フェスタ・ルーチェの思い出に
カワイイ雑貨はいかが？

マグカップMug

スノードーム
Snow globe

キャンドルホルダー
Candle holder

レンズボール
Lens ball

クリスマスカード
Christmas Card

くるみ割り人形

マスク

Nutcracker

Face Mask

GOODS

グッズ売り場

スタッキングすると、
イラストがつながる！
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Projection Mapping Partner

Display Partner

Photo Partner

Video Partner

Marketing Partner

Media Partner

LIBRE

JAPAN LIBRE CREATE ASSOCIATION
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和歌山マリーナシティ
[主 催] [共催]

[後援] 　
観光庁、和歌山県、和歌山県教育委員会、和歌山県観光連盟、和歌山市、和歌山市教育委
員会、和歌山市観光協会、和歌山商工会議所、海南市、海南市観光協会、海南商工会議所、
大阪府岬町

フェスタ・ルーチェ in 和歌山マリーナシティ ガイドブック vol.2


