
 NEWS RELEASE                                   ２０２２年１０⽉１２⽇ 

 HAPPY PANDA FES ２０２２ 

 「パンダフェスマルシェ」開催︕ 
 地域の有名店や地元⾼校⽣による  ７店舗がパークに出店 

 〜２０２２年１０⽉２２⽇（⼟）・２３⽇（⽇）〜 

   

        
                                        

  アドベンチャーワールド（和歌⼭県⽩浜町）では、９⽉から１２⽉にかけて「HAPPY PANDA FES ２０２２」 
 として、パンダファミリーの誕⽣⽇パーティーや収穫祭・⾳楽フェスなど、パークやオンラインで参加・体験型の 
 イベントプログラムを連続開催中です。 
  １０⽉２２⽇（⼟）・１０⽉２３⽇（⽇）の２⽇間は地域の飲⾷店６店舗と、地域との関わりをコンセプトに、 
 商品開発から イベント企画に取り組む和歌⼭県⽴神島⾼校「神島屋」がパーク内に出店し、パンダグルメのほか、 

 地元⾷材を使ったグルメなど２⽇間限定２５品⽬を販売  いたします︕    

 【パンダフェスマルシェについて】 

    ■開  催  ⽇︓２０２２年１０⽉２２⽇（⼟）〜２０２２年１０⽉２３⽇（⽇）    

  ■販売場所︓ケニア号乗場周辺 

  ■出店店舗︓７店舗 

         「  Andiamo︕」  「神島屋」  「からあげ  LEALEA（  レアレア）」  「  KOKAGE」「  ChouChouクレープ」 

         「丸双かまぼこ店」「まろ蛸」(五⼗⾳順） 

  ■出品数 ︓２５品⽬ （次⾴参照） 

         

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 

mailto:pub-iqtkcg@aws-s.com


 【販売メニュー ⼀覧】（税込価格）                                
 （１）【  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 

   「ピッツァマルゲリータ」       「桃のフルーツピッツァ」        「国産ステーキ丼」 
          １，１００円              １，２００円           １，１００円 

   「ローストビーフドッグ」       「ポテトフライ」             
          ８００円            ５００円  

                  
 （２）【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」            「梅あられ」            「梅やきとりのタレ」 
          ５００円                        ２００円             ３５０円 

 （３）【  からあげ  LEALEA（  レアレア）  】販売場所︓ケニア号降り場メリーゴーランド前    
      ※１０⽉２２⽇（⼟）のみ出店 

         

 「からあげ」        「とり⽪レアレアチップス」      「からポテセット」 
 (５個）６００円・(１０個）１，２００円          ５００円                 ９００円          

   

 （４）【  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」         「ハンバーグ弁当」         「⽢⾟豚丼」 
       １，０００円              １，０００円            １，０００円 

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 

mailto:pub-iqtkcg@aws-s.com


   
 （５）【  ChouChouクレープ  】販売場所︓ケニア号乗場前 
         

      「梅ジャムクレープ」         「もんぶらんクレープ」        「チョコバナナ⽣クレープ」 
         ５００円                  ６００円             ５００円 

 「塩キャラメルナッツクレープ」         
         ５００円                   

 （６）【丸双かまぼこ店】販売場所︓ケニア号乗場前        

      「かまてんバーガー」      「⽩浜トマティバーガー」           「パンダてんぷら」 
         ５００円              ５００円                 ４００円 

       「かまてん」         「⽩浜ブルークリームソーダ」         「ポテトルネード」      
       ５００円                  ５００円                  ４００円 

 （７）【  まろ蛸  】販売場所︓ケニア号降り場メリーゴーランド前     ※１０⽉２３⽇（⽇）のみ出店         

      「ソースたこ焼き８個⼊」           
        ６００円               

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 

mailto:pub-iqtkcg@aws-s.com


        
 ※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。 
 ※上記７店舗でクーポン券・各種割引券はご使⽤いただけません。 
 ※「パンダフェス飯グランプリ」対象外です。 

 【出店店舗について】（五⼗⾳順）                                      

 ■  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/ 

 ■  からあげレアレア 
 所在地︓  〒６４２ー０００１ 和歌⼭県海南市船尾１８５ー７８ 
 TEL︓  ０７３ー４８３ー５０５５ 
 URL︓  https://www.facebook.com/77lealea/ 

 ■  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 

 ■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/ 

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 
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 〜「パンダフェス飯」を販売中︕〜 
  ２⽇間限定メニューのほか、パーク内１３店舗で１８種類の 「パンダフェス飯」を販売しております。 

 ■開 催 ⽇︓２０２２年１０⽉１⽇（⼟）〜２０２２年１０⽉３１⽇（⽉） 計 ２７⽇間（休園⽇除く） 
 ■販売場所︓パーク内１３店舗 
        パン⼯房、 Jambo（ジャンボ）、Smile Kitchen（スマイルキッチン）、マルシェ、  SUM'S  （サムズ）、 
        キッチン、マアム、ラシュレ、丼亭、  Rainbow  （レインボー）、ヒポバーガー 
        MARINE BLUE  （マリンブルー）、マリンブルーⅡ   

 【HAPPY PANDA FES ２０２２について】 
 ８⽉から１２⽉にかけてパンダファミリー７頭が誕⽣⽇を迎えます。期間中は、  「HAPPY PANDA FES  ２０２２」 
 として、誕⽣⽇パーティーや収穫祭・⾳楽フェスなど、パークやオンラインで参加・体験型のイベントプログラムを 
 連続開催いたします。 

 ■開催期間︓２０２２年９⽉３⽇（⼟）〜１２⽉５⽇（⽉） 
 ■特設サイト︓  https://aws-happy-panda.com/ 

 ■主なイベント 
 （１）収穫祭 
 （２）なりきりパンダフェス 
 （３）パンダアートフェス 
 （４）パンダミュージックフェス 
 （５）パンダファミリーオンライン誕⽣会 
   
 ※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︕ 

 アドベンチャーワールド「SDGs宣⾔・パークポリシー」  https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/ 

  アドベンチャーワールドは、「こころにスマイル 未来創造パーク」として、すべての⽣命にSmile（しあわせ）が 

  溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”⼩さな地球”を通して、関わるすべての⼈の 

  ⼈⽣が豊かになるように、動物たちの⽣命がずっとつながっていくように、⾃然や資源が循環し再⽣するように、 

  未来のSmileを創り続けていきます。 

 SDGsについて 
 SDGsとは「持続可能な開発⽬標（Sustainable Development Goals）」 

 のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざし 

 て明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成され 

 ています。２０１５年９⽉、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟 

 国の全会⼀致で採択された国際⽬標です。 

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 
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   温暖な紀伊半島の和歌⼭県⽩浜町にある陸、海、空の１４０種 １,４００頭の動物が暮らす「こころにスマイル 

   未来創造パーク」をテーマに掲げたテーマパークです。⼈間（ひと）、動物、⾃然を通して、 パークを訪れる⼀⼈ 

   ひとりが、前向きになるきっかけを創り、⼈⽣の未来へプラスの影響をもたらす存在でありたいと考えています。 

   そして、笑顔あふれる明るい豊かな社会の実現に寄与し、いつまでも必要とされるパークを⽬指しています。また、 

   ジャイアントパンダをはじめ、希少動物の繁殖に成功し、保護研究活動に努めています。 

 ■所在地 ︓和歌⼭県⽩浜町           ■公式HP     ︓  https://www.aws-s.com/    

 ■⾯積    ︓８０万平⽅メートル       ■Twitter         ︓  https://twitter.com/aws_official 

 ■オープン︓１９７８年４⽉２２⽇     ■Facebook    ︓  https://www.facebook.com/adventureworld.official 

   ■運営会社︓株式会社アワーズ          ■Instagram ︓  https://www.instagram.com/adventureworld_official/ 

 ■YouTube   ︓  https://www.youtube.com/c/adventureworld_official 

                           ■TikTok       ︓  https://www.tiktok.com/@adventureworldofficial 

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 
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