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報道関係者各位
2015 年 11 月 7 日
フィエスタ・デ・エスパーニャ 2015 実行委員会

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
毎年 10 万人以上が来場する日本最大級のスペインフェスティバルが今年も代々木公園に登場！

文化テントでのセミナーやパーティーの申込受付開始！スペイン往復航空券ほか豪華賞品が当たるスタンプラリーも決定！

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
11月28日（土）・29日（日）、代々木公園（東京都）イベント広場にて開催される日本最大級のスペインフェスティバル
「フィエスタ・デ・エスパーニャ2015」。第3回目の今年は、更に満足度の高い上質なイベントを目指し、「食」「飲」「文
化」「舞踊」「音楽」など、多様なアトラクションを展開。スペインの魅力を肌で感じられる2日間をお届けいたします。
フィエスタ・デ・エスパーニャ2015実行委員会（ファウンダー：三上マテオ俊、実行委員長：福島巨久）

文化テントでスペインの文化や歴史に触れよう！
スペインの文化や歴史に触れる機会として、著名講師によるさまざまなセミナーをご用意。（有料。無料もあり）
●スペイン政府観光局がすすめるスペイン世界遺産の旅セミナー

参加費1000円/参加募集人数50名

年間約 6,000 万人が訪れ、世界トップクラスの世界遺産数を誇る、歴史・文化的にも地理的にも多
様性に富んだ魅力あふれる国スペインのとっておきの見所やおすすめのモデルプランなどをスペイン
政府観光局がご紹介。セミナー参加者全員にスペイン政府観光局とフィンエアーのオリジナルグッズ
をプレゼント。 ユーレイルセレクトパス 1 等 5 日間 (1 組 2 名様)の豪華賞品が当たるチャンスも！

写真提供：スペイン政府観光局

▼【11 月 28 日（土） 12：05～12：50】 セミナー申し込み URL http://ptix.co/1XSG4vP
●シェリー＆ラ・マンチャ ワインセミナー

参加費1500円/参加募集人数50名

大地やワイン造りに真実でありたいと、高品質ワインを生み出す新進気鋭の醸造家・エリアス・ロペス・モンテロ
（ボデガス・ヴェルム オーナー・醸造責任者）をお招きして、ラ・マンチャ・ワインについての
お話とテースティング。代表的２種のシェリーを飲み比べ、その違いとは何か、現地では
それぞれどのように楽しまれているか、最優秀ベネンシアドール受賞の馬場祐治氏が語り
ます。スペインワインと食協会のナビゲートで２つのテーマをお届けします。
▼【11 月 28 日（土） 13：20～14：00】 セミナー申し込み URL http://ptix.co/1XSzHc4
●聞くスペイン語セミナーen 代々木

参加費 1000 円/参加募集人数１日 50 名

毎週スペイン語会話と単語の勉強になる陽気な動画を配信している、「聞くスペイン語」の
二人によるセミナー。タラゴナ出身のマジとアリカンテ出身のアレが「フィエスタ・デ・エスパー
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ニャ」で使える日常スペイン語会話を教えます。
▼【①：11 月 28 日（土） 11：00～11：40】 セミナー申し込み URL http://ptix.co/1XSyrWj
▼【②：11 月 29 日（日） 14：30～15：10】 セミナー申し込み URL http://ptix.co/1XSAdqv
●NHK スペイン語講座の仲間がやってくる!

【11月28日（土） 14：30～15：10】 参加費無料

日本を代表するフラメンコの歌手・石塚隆充さんを迎え、NHK「テレビで
スペイン語」の仲間たちがお届けする音楽と語学が融合したワークショ
ップ。ステキな先生たちから歌やスペイン語が同時に学べるチャンス！
●話題のスーパーフード「タイガーナッツ」で作るスペイン伝統の飲み物 “オルチャータ” セミナー
参加費500円/参加募集人数50名
“ネクスト・スーパーフード”として大注目、アーモンドやココナッツを超えると言われる「タイガーナッツ」、実はスペ
イン・バレンシア地方では、優しい甘みとコクが特徴の飲み物“オルチャータ”の原料として、600年もの前から親し
まれています。株式会社タイガーナッツ・ジャパン代表のきれすけいこ氏が、200万年前から続く「タイガーナッツ」
の歴史や、スーパーフードたる特徴などを楽しく解説、オルチャータの簡単な作り方のご案内と共に試飲も楽しん
でいただき、スペインの伝統を体感していただけます。

▼【11 月 28 日（土） 10：00～10：40】 セミナー申し込み URL
●今注目！スペイン産オリーブオイルを楽しもう！！

http://ptix.co/1WyM3J2

参加費1500円/参加募集人数50名

AISO認定オリーブオイルソムリエの大石知子氏のセミナーでは、生産量世界一、土着品種の高
品質オリーブオイルが昨今注目を浴びているスペイン産オリーブオイルをテイスティングしながら、
ご家庭での楽しみ方、相性の良い料理や食材について学べます。
▼【11月29日（日） 11：00～11：40】 セミナー申し込みURL

http://ptix.co/1WyOco3

●フラメンコを気軽に楽しもう ～フラメンコ体験～

参加費 500 円/参加募集人数 30 名

曽我辺靖子氏によるフラメンコの体験レッスン。子供から大人までフラメンコ初めての方も楽しめる
内容で、面倒な御着替えなどは特にありません（動きやすい服装でご参加下さい）。フラメンコの独
特なリズム感をこの機会にぜひ。
▼【11月29日（日） 12：10～12：50】 セミナー申し込みURL

http://ptix.co/1WyOpHS

●NHK スペイン語講座の仲間がやってくる!

【11月29日（日） 13：20～14：00】 参加費無料

「テレビでスペイン語」講師の成田瑞穂氏や「まいにちスペイン語」
のフリオ氏ほか、NHKスペイン語講座の仲間たちが外国語学習の
勉強法や失敗談を楽しくおしゃべり。きっと、スペイン語学習のヒン
トがみつかるはず。テントのワークショップでは、テレビやラジオで
人気の出演者から「今すぐ役立つスペイン語」を直接学べるチャンスです！

※お申込み締切は各イベント前日の21時までとなります。「NHK スペイン語講座の仲間がやってくる!」に参加ご希望の方は、
イベント当日の開始時間20分前から受付を開始いたしますので、会場内「文化テント」までお越しください。
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スペイン好き集まれ！スペインパーティーを今年も開催！
株式会社ツヴァイが運営するクラブチャティオが今年もお届け♪昨年大好評だった、文化テントでの婚活パーティ
ーを開催致します！「スペインのお料理やお酒が好き！文化に興味がある！」という方はもちろん、「運命の出会い
をゲットしたい！」という方は是非！積極的にご参加下さい♪パーティー中には、スペインを体感できるコーナーを
ご用意する予定です。もちろんパーティー会場の外もスペイン一色で大盛り上がり！ スペインフェスの気分を存分
に味わうことができます！美味しいパエリアと飲み物を楽しみながら、情熱的な会話に華を咲かせましょう！
【11 月 29 日（日） 16：30～18：30（受付 16：15～】
▼パーティーの流れ・詳細、申し込み URL

https://www.clubchatio.jp/detail/601-234/

※スペインパーティーのお申込み締切は 11 月 29 日（日）15：30 まで！（先着順になります。）

スタンプラリーに参加してスペイン往復航空券ほか豪華賞品が当たるチャンス！
スマートフォンで参加できるスタンプラリーを実施。スペイン往復航空券（1 組 2 名様）、ユーレイルグローバルパス
（1 等 10 日分、1 名様）ほか、スペインの食材や雑貨など心躍る賞品が盛りだくさん！（アプリの DL が必要です）

その他、会場では、パエリアやタパスなど自慢の料理やワイン、雑貨のブースも登場。
ステージでは、日本フラメンコ界のトップアーティストである鈴木眞澄氏(28日)、曽我辺靖子氏(29日)によるスペシャ
ルライブなど、フィエスタ・デ・エスパーニャならではの見応えのあるステージをお送りいたします。会場内でのいろ
いろな場所でフラメンコフラッシュモブを実施するなど、晩秋のスペイン祭りを盛り上げるイベントが目白押しです。
※展開内容は、予告なく変更になる可能性があります。最新情報は、公式ホームページでご確認願います。

★イベント当日のご取材のご案内
スペインの魅力満載の日本最大級のスペインフェスティバル「フィエスタ・デ・エスパーニャ 2015」を、ぜひ御社媒体
にて取材くださいますよう宜しくお願い致します。
当日取材をご希望される場合は、事前に下記「イベント当日のご取材のご案内・取材申請」URL 内にある「取材申
請フォーム」よりお申込みください。
取材当日は、事前に本部テントの広報担当・越智宛にお越しください。媒体者様用の腕章をお渡し致します。
▼イベント当日のご取材のご案内・取材申請 URL

http://spainfes.com/#1107a

※必要事項をご記入の上、 11 月 27 日（金）18：00 までにご申請頂きますようお願い申し上げます。
※取材に関するお問い合わせは spainfes@gmail.com にお願い致します。

★一緒にイベントをつくろう！ボランティアスタッフ募集
スペインや野外イベントが大好きな人を応援する「フィエスタ・デ・エスパーニャ 2015」を一緒にイベントをつくり上げ
てくれる、お手伝いしてくれるボランティアスタッフを広く募集します。※満 16 才以上の方
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【内容】会場でのお客様の誘導・案内、会場でのパンフレットの配布、イベント運営の準備・補助、通訳、スチールや
動画の撮影、救護室の補助、会場内エコステーションでのゴミ分別の案内、会場内のゴミ撤去…など
【期間】2015 年 11 月 27 日（金）、28 日（土）、29 日（日）、30 日（月）の 4 日間
➀11 月 27 日（金）設営 10：00～21：00（仮）

②11 月 28 日（土）本番 1 日目 8：00～21：00（仮）

③11 月 29 日（日）本番 2 日目 8：00～22：00（仮）

④11 月 30 日（月）撤去 8：00～13：00（仮）

【特典】11 月 28 日・29 日は食券 1 日につき 2 食分、27 日・30 日はお弁当を支給します
▼募集要項・応募フォーム URL

http://spainfes.com/#0928a

★フェス会場内で実施するフラメンコフラッシュモブのダンサー募集
曲目はセビジャーナス。個人でも団体でもお問合せ下さい。

▼お問い合わせURL spainfes@gmail.com

フィエスタ・デ・エスパーニャ 2015 概要
■名称

：スペインフェスティバル『フィエスタ・デ・エスパーニャ 2015』

■日程

：2015 年 11 月 28 日（土）10:00～19：00、11 月 29 日（日）10:00～19:00 ※雨天決行、荒天中止

■会場

：代々木公園イベント広場 （入場無料）

■出店対象 ：営業許可を持つスペイン料理店、およびスペインに関する商品を取り扱う店舗・企業、
スペインに関連する事業を行っている団体・企業、NGO・NPO など。
■出店ブース数（計画）：約45ブース（飲食店：30ブース※ケータリングカー含む、物販・展示：10ブース、
他主催者企画ブースなど）
■来場者数（予想）：約 12 万人
■主催

：フィエスタ・デ・エスパーニャ 2015 実行委員会

■後援（予定）：スペイン大使館、スペイン政府観光局、外務省、東京都、セルバンテス文化センター、
日本パエリア協会 ほか

公式ホームページ：http://spainfes.com/
公式 Facebook：https://www.facebook.com/fiestadeespana
※広報素材ダウンロード URL http://spainfes.com/prdata/pr2015a.zip
★イベント、出店に関するお問い合わせ先
フィエスタ・デ・エスパーニャ 2015 実行委員会事務局
〒141-6007 東京都品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower７階
株式会社クオラス エンタテインメント開発部内
TEL：0570-044-099（平日 10:00〜18:00）
FAX：03-5487-5756
メール: spainfes@gmail.com
事務局お問い合わせフォーム URL https://goo.gl/zlNWKE

★PR に関するお問い合わせ先
株式会社アルギルド・ジャパン 広報担当：井上
TEL：03-5962-7658（平日 10:00〜18:00）
FAX：03-6862-9554
メール: spainfes@gmail.com
広報お問い合わせフォーム URL https://goo.gl/zlNWKE

