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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2016 年 11 月 26・27 日 東京・代々木公園で日本最大級のスペインフェスティバル開催

本格的なスペイン料理やワイン、雑貨が勢ぞろい！パエリア世界大会入賞・出場シェフたちが手ほどきする
パエリア教室やスペイン文化に触れられるセミナー、パーティーの申込受付開始！スペインの魅力満載の 2 日間

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日本スペイン交流400周年にあたる2013年に初開催し、昨年は2日間で約12万人を動員したフィエ
スタ・デ・エスパーニャ。継続4年目となる2016年は、新たな企画や様々なコラボレーション企画等、
より上質でコンテンツを拡充したイベントにパワーアップ。「食」「飲」・「文化」・
「舞踊」・「音楽」など、スペインの魅力満載の2日間をお届けいたします。
フィエスタ・デ・エスパーニャ実行委員会（ファウンダー：三上マテオ俊、実行委員長：秋本隆太）

★会場アトラクション紹介
本格的なスペイン料理が勢ぞろい！スペインの雑貨や食材、ワインなど、買い物も楽しめる
会場では、スペインの美味しさを開放的な野外の雰囲気で
楽しめるのが毎年の魅力です。今年も約 30 のスペイン料理
店の自慢の味が集結。普段なかなか足を伸ばせない老舗
や、予約の難しい話題のお店も出店します。皆さんお目当
てのパエリアも、お米でなくパスタを使ったものなど、様々な
バリエーションで炊きたてが楽しめます。他にも本格スペイン料理やワイン、また、食材や雑貨などを揃えた物販ブースではお土産
探しも楽しんでいただけます。

2016 年パエリア世界大会に入賞や出場経験があるシェフが手ほどき！「みんなで作ろうパエリア教室」
パエリアの元祖・鶏とウザギのバレンシアパエリアを手作り体験しませんか？日本パエリア協会
のシェフをはじめ、2016 年パエリア世界大会でみごと入賞したエルチャテオ、同大会に出場を
果たした中目黒バルビスカほか、世界大会に出場経験のあるシェフたちが講師としてレクチャ
ー。パエリア鍋１台で 6～8 人前を作りますので、友達や仲間とご一緒に。しっかりサポートしま
すので、初めての方でも安心して美味しいパエリアが作れ、その場で出来立てを召し上がるこ
とができます。なんと、日本パエリア協会による PAELLERO（パエリア職人）認定書も付きます！
当日は手ぶらで OK です。 ※売り上げの一部を平成 28 年熊本地震の被災地義援金として寄付させていただきます。
▼パエリアパン 1 台分（6～8 人前） 20,000 円 ※事前予約制
【①：11 月 26 日（土） 10：30～12：00】 参加申し込み URL http://ptix.co/2eyn2dL
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【②：11 月 26 日（土） 13：00～14：30】 参加申し込み URL http://ptix.co/2eJdrRY
【③：11 月 26 日（土） 15：00～16：30】 参加申し込み URL http://ptix.co/2ewgJKy
【④：11 月 27 日（日） 10：30～12：00】 参加申し込み URL http://ptix.co/2ewj4Fj
【⑤：11 月 27 日（日） 13：00～14：30】 参加申し込み URL http://ptix.co/2eJhD4d
【⑥：11 月 27 日（日） 15：00～16：30】 参加申し込み URL http://ptix.co/2eJhKg9

スペインワインを「知って」「楽しんで」「飲める」！スペインワインマーケット
スペインワイン協会の後援により、選りすぐりのスペインワインが産地別に、タイプ別に大集結！
カバ、シェリー、チャコリ、カジュアルから高品質な白・赤ワインなどその数なんと 50 種類以上！
スペインワインとの新しい出会いや発見があり、楽しみながら飲んでいただけます。
更に、スペインワインについてのセミナーや、シェリーワインを注ぐパフォーマンス「べネンシア」
体験、ブラインドテイスティング大会等々、スペインワインを満喫できる企画が盛り沢山！

文化テント（まなビバ！）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。
●聞くスペイン語セミナーen 代々木

参加費 1500 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・エスパーニャ」で使える日常
スペイン語会話を教えます。
▼【①：11 月 26 日（土） 11：00～11：40】 セミナー申し込み URL http://ptix.co/2eJ0rM8
▼【②：11 月 27 日（日） 14：50～15：30】 セミナー申し込み URL http://ptix.co/2exV3uP
●サンティアゴ巡礼路とバスクの食セミナー

参加費2000円/参加募集人数50名

独自の文化と美しい自然景観、近年は美食の都として熱い注目を集めるスペイン・バスク。世界三大
巡礼路の一つ”カミーノ・デ・サンティアゴ”は、実はバスク地方と深いつながりが。ピンチョスや地方色
豊かな郷土料理、チャコリ、シードラ、ワインなど、巡礼路のルート上にあるバスクの街や村、その“食”
をテーマに、それぞれの魅力をフリーエディター・ライターの志田実恵氏、堀越典子氏がご紹介します。
▼【11 月 26 日（土） 12：10～12：50】 セミナー申し込み URL http://ptix.co/2ew7JFh
●バスクワインセミナー

参加費3000円/参加募集人数50名

古くはローマ時代よりワインが造られ、サンティアゴ巡礼路の重要な起点や宿場町が点在し、世界
の美食家が注目する地方料理を数多く生み出してきた事も影響し、ワイン造りが発展してきたバスク
地方。独自性とこだわりのあるバスクの人達が醸すチャコリ、ナバーラ、リオハ（アラベサ）のワインそし
てシードラを「バスク料理大全」コーディネーターの馬場祐治氏・小成富貴子氏がご紹介します。
▼【11 月 26 日（土） 13：20～14：00】 セミナー申し込み URL http://ptix.co/2eJ4hoG
●スペインの芸術家セミナー〜ダリをめぐるひと時〜

参加費2000円/参加募集人数50名

スペインが生んだ偉大な天才、サルバドール・ダリ（1904-1989）は、魅力ある作品とともに多くの奇行
でも知られていますが、一方で彼はきわめて知性的で明晰な人物でした。多摩美術大学の中村隆夫
教授が、ダリのさまざまなエピソードや人間性に触れながら、彼の作品について解説していきます。
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きっとダリがもっと身近に感じられ、好きでなまらなくなるでしょう。
▼【11 月 26 日（土） 14：30～15：10】 セミナー申し込み URL http://ptix.co/2eJ3fZM

●スペイン政府観光局がすすめるスペインのとっておきの旅セミナー

参加費1000円/参加募集人数50名

年間約 6,000 万人以上の人が訪れ、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。ワインとともにスペインの旅を満喫できます。
▼【11 月 27 日（日） 10：10～11：00】 セミナー申し込み URL http://ptix.co/2ew3GJf

写真提供：スペイン政府観光局

●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1500円/参加募集人数50名
“ネクスト・スーパーフード”として大注目の「タイガーナッツ」、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。タイガーナッツ・ジャ
パン代表のきれすけいこ氏が、「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め、スペインの伝統を体感していただけます。
▼【11 月 27 日（日） 11：20～12：00】 セミナー申し込み URL

http://ptix.co/2elAeoK

●スペインサッカーセミナー

参加費1000円/参加募集人数50名

世界最多のプロサッカー選手を輩出しているレアルマドリードの育成機関、レアルマドリード・テクニフィケ
ーション・スクール・ジャパン代表の増田稿平氏をお迎えし、日本とはかなり異なる理念や方法論、 スペ
インの思考についてお話いただきます。 世界とつながるこの時代に活躍出来る人材に育つヒントがスペ
インサッカーを知ることで見つかるはず。子育て、教育機関、会社の社員教育などにも通じるセミナーを
お楽しみください。
▼【11月27日（日） 12：30～13：10】 セミナー申し込みURL

http://ptix.co/2exXRIp

●気軽にフラメンコ体験

参加費 500 円/参加募集人数 50 名

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27日（日） 13：40～14：20】 セミナー申し込みURL

http://ptix.co/2evUYKT

スペイン好き集まれ！スペインフェスティバル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♪大好評の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♪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 27 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/601-465/

※スペインフェスティバルパーティーのお申込み締切は 11 月 27 日（日）15 時 30 分まで（先着順になります。）

スペイン発の新スポーツ「パデル」のコートが登場！初心者も楽しめる体験会を開催
発祥の地スペインを中心にヨーロッパで人気急上昇中のスポーツ「パデル」のコートがフィエスタ・デ・エスパーニャに登場！
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パデルはテニスとスカッシュを掛け合わせたようなラケット競技で、初心者もレクチャーですぐに感覚をつかむことができ、女性やお
子様でも楽しめます。26日にはスペイン人のパデルプレーヤーによるデモンストレーションも実施。
【パデル体験会】 10～17 時開催（1 枠 1 時間、7～8 名）、1 名様 1 回 500 円
※ゲームアプリ「バブルウィッチ」（King）をインストールされた方またはインストール済の方、
パデルコーナーにてフードかドリンクをご購入いただいた方は無料でお楽しみいただけます。

注目度が高いアーティストが続々登場！本場スペインを感じられるステージプログラム
日西で活躍するフラメンコのトップアーティストによるステージをはじめ、バンド演奏やフラメンコショーなど、
本場スペインを感じられる雰囲気の中、様々なパフォーマンスを繰り広げます。目玉は一般社団法人日本
フラメンコ協会（ANIF）プロデュースによるスペシャルライブ。スペインのコンクールで優勝経験もある三枝
雄輔氏をはじめとした注目度の高い 3 人、活躍目覚ましい女性舞踊手（バイラオーラ）、ギター名手を配したステージは必見！
会場内で突然はじまるフラッシュモブなど、フェスティバルを盛り上げる企画も目白押しです。

※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ください。

フィエスタ・デ・エスパーニャ 2016 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 2016』

■日程

：2016 年 11 月 26 日（土）10:00～19：00、11 月 27 日（日）10:00～19:00

■会場

：代々木公園イベント広場 （入場無料／雨天決行・荒天中止）

■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：飲食：30ブース以上※ケータリングカー含む、物販・展示：10ブース以上）その他、実行委員会企画ブース等
■来場者数 ：約 12 万人
■主催

：フィエスタ・デ・エスパーニャ実行委員会

■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、
日本フラメンコ協会、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/pr2016.zip
★イベント、出店、出演に関するお問い合わせ先
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
担当：小島馨
TEL：0570-044-099（平日 10:00〜17:00）
FAX：03-5487-5756

メール: spainfestival@gmail.com

★PR、各種アライアンスに関するお問い合わせ先
フィエスタ・デ・エスパーニャ実行委員会 プロデュースチーム
東京都目黒区五本木 2-15-12 （株）アドギルド・ジャパン
担当：井上実
TEL：03-5962-7658（平日 10:00〜18:00）
FAX：03-6862-9554
メール: inoue@adguild.co.jp

