フィエスタ・デ・エスパーニャのみどころ！
多彩なグルメとワイン、
華やかなステージコンテンツにおしゃれな小物とお楽しみ満載の
フィエスタ
・デ・エスパーニャ2015。他にもこんな魅力がいっぱい。
みんなで楽しんで！
文化テント

毎年好評の文化テントがクオリティアップ！日曜夜には婚活パーティも開催！
せっかくスペイン気分を満喫できる２日間なのに、
美味しい楽しいだけ
じゃもったいない！
語学はNHK講座の面々も登場！ 恒例の旅行・ワイン・フラメンコに
加えて、
最近注目のバレンシア産スーパーフード
「タイガーナッツ」や
オリーブオイルにも注目
！
フラメンコ フラッシュモブ

オフィシャル・スパークリング・バー

どこでいつ？飲みながら待つか、
知らずに驚くか、
それとも一緒に踊っちゃう？

フィエスタにようこそ！ここがスペインの入り口です！
例年好評のウェルカム・スパークリングバーが
今年も登場！蝶ネクタイのスタッフが元気よく、
はたまたうやうやしくお出迎え。
広い会場に着いたらまずは美味しく冷えたス
パークリングワインで喉を潤して散策のコース
について考えよう
！

会場内では、
フラメンコのフラッシュモブを複
数回予定しています。突然周りにいた人達が
歌い出し踊り出し、
それはもう盛り上がっちゃう
んです！ 知らずにその渦の中に居合わせた
方は、
感動が忘れられないそうです！
これを機にフラメンコ、
始めちゃいましょうか！

スタンプラリー「アプリ・デ・スタンプ」

スペインフェスティバル
フィエスタ・デ・エスパ ーニャ

11.28sat-29sun 10:00〜19:00
@代々木公園イベント広場

!
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無料
入場
決行 ビ バ
天
雨 天中止
！
荒

各種協賛企業アトラクション

スペイン往復ペア航空券など、
豪華賞品が当たるチャンス！
！

いろいろな角度からフィエスタを盛り上げてくれています！

参加方法は、
お手持ちのスマートフォンから、
アプリ
・デ・スタンプをダウンロードするだけ。
会場内に設置された４箇所のQRコードを探
して読み取り、
スタンプを集めて豪華賞品を
ゲット
！
とにかく景品が豪華、
かつかなりの確
立で当たっちゃいます！
会場散策も兼ねてぜひどうぞ！

様々な企業様がフィエスタを支え、
盛り上げ
てくれています！
展示車両にもぜひ触れてみてください。
喫煙者にもほっとできるスペースあり。家庭で
本格的なパエリアが愉しめる調味料や、
人
気ブランドのショッピングバッグだって会場で
当たるかも
！
御 協 賛 各 社

スペイン政府観光局
株式会社フェイズ

主 催 フィエスタ・デ・エスパーニャ2015実行委員会
http://www.desigual.com/ja_JP

www.spain.info

フィエスタ・デ・エスパ ー ニャ ビバ スペイン!

WEB サイト制作・システム構築・アプリ開発

http://www.phase.jp/

スペイン政府観光局、外務省、
後 援 スペイン大使館、
東京都（予定）、
セルバンテス文化センター東京、
日本フラメンコ協会、
日本パエリア協会

お問い合わせ先

HP www.spainfes.com

HERE

facebook.com/fiestadeespana
MAP

11.28SAT TIME TABLE
メインステージ
10:00-10:30
オープニングセレモニー

10:30-10:50
★ La Tuna ★

文化テント

MAP

みんなが気持ちよく、マナーを守ろう
タバコのポイ捨てNG

メインステージ

ゴミのポイ捨てNG

ゴミステーション

10:00-10:40

A-13 A-14 A-15 A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22

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

蹴流波 -Sur De Wave-

文化テント
11:00-11:40

聞くスペイン語セミナー
en代々木

休憩テント

高橋秀男

12:20-12:50

A-7

V 物販・展示ブース

フラメンコライブ2015
Baile/三枝麻衣、
ＮＯＢＵ、梶山彩沙
Cante/瀧本正信
Guitarra/斎藤誠

ゴミステーション

A-5

C キッチンカー

休憩テント

素敵なプレゼントが
もらえる?!
協賛プレゼントタイム

14:30-15:10

NHKスペイン語講座の
仲間がやってくる!

14:40-15:20
森本ケンタ

やのちえみフラメンコ教室

本部テント

C-3

OB-1

ビー・エム・ダブリュー
東京株式会社

V-7
V-6

12:30-13:00
みんなで踊ろう！
ルンバ・フラメンカ！
歌/有田圭輔
ギター/山崎まさし
カホン/豊田弘一

C-2

メインステージ

13:00-13:20

C-1

V-3

フラメンコギターの名手！
高橋秀男によるライブ

V-2

BOOTH
LIST

仮設トイレ

高橋秀男

V-1

13:20-13:50
ベネンシアドールと
フラメンコの共演
〜 Rojo y Negro 〜

飲食ブース

A-16 イスパニア

V-1,2 VOGA JAPAN

A-2 リベラジャパン

A-17 五感

V-3 Saborespanol／Gourmet

A-3 Huntington Roll

A-18 TOROS SPAIN Grill&Bar

V-4 スペイン輸入セレクトショップ アイレ

A-4 スペインバルマルコナ＆サラセレクションズ

A-19 ワイナリー和泉屋

V-5 FCバルセロナオフィシャルグッズコーナー

13:50-15:00

フィエスタ・デ・エスパーニャ
2015 スペシャルライブ

A-5 ＡＮＣＬＡＲ

A-20 日本初 代官山パエリア専門店

V-6 清立商工株式会社 アディダス パデル

A-6 TEMPRANILLO-La Taperia

A-21 セモア！

V-7 セルバンテス文化センター東京

セルバンテス文化センター東京
協賛ステージ

16:10-16:30

ステージクロージング

16:30-18:30

ツヴァイ会員男性
×
チャティオ会員女性
限定パーティー

A-7 エルマニータ／アニマド

A-22 RAGING BULL

A-8 エル・ショッカー

A-23 缶つま

C-1 タコデリオ

A-9 BARCELONA FIDEUA-PAELLA&SANGRIA

A-24 Mon

C-2 SpainBarKOJI

A-10 Paella&Spanish Grill

A-25 カルニセリーア

C-3 チュロスター

A-11 ボデガスガパ

A-26 ブエナ・スエルテ

A-12 スペインバルリーガ

A-27 スペインクラブ

A-13 宮城県漁業協同組合 石巻地区支所 青年部

A-28 すぺいん亭

A-14 MARINE

A-29 フルトス・ビシャル/正光社ワイン事業部

A-15 銀座 びいどろ

A-30 GaudiGaudi

マルコ・ヤノ・トリオ

キッチンカー

15:00-15:50
フィエスタ・デ・エスパーニャ
2015 スペシャルライブ
フラメンコスタジオ エルマナス
（日本フラメンコ協会）

スタンプラリー「アプリ・デ・スタンプ」ダウンロードはこちら

15:50-16:00
iOSは
こちら

13:20-14:00

NHKスペイン語講座の
仲間がやってくる!

ベネンシアドール/馬場祐治＆
20人のAmigos
バイラ/マミーニャ＆
20人のAmigas
カンテ/川浪郁美
ギター/渡辺イワオ
カホン/平島聡

物販ブース

15:20-16:10
フラメンコスタジオ マジョール
（日本フラメンコ協会）

12:10-12:50

フラメンコを気軽に楽しもう！

V-4

A-1 ママズキッチン

シンガーソングライター
森本ケンタによるライブ

今注目！スペイン産
オリーブオイルを楽しもう！！

あっという間に踊れる！
セビジャーナス講座

A-30

V-5

13:20-14:00

14:25-14:40

11:00-11:40

11:30-12:00

NHKスペイン語講座の仲間たち

13:10-14:25
ルシア・バスケス・マドリード/
マルコ・ヤノ・ソロ

救護所

NHKスペイン語講座より

スタンプラリー

シェリー＆ラ・マンチャ
ワインセミナー

A-28

A-3

NHKスペイン語講座より

セルバンテス文化センター東京
協賛ステージ

Baile/福山奈穂美、河内さおり、
松彩果
Cante/有田圭輔
Guitarra/山崎まさし

12:00-12:30

A-1

石塚隆充とNHKスペイン語講座の
仲間たち

フラメンコライブ2015

A-4

A-2

12:50-13:10

11:00-11:30

A-26

A-29

A-6

スペイン政府観光局が
すすめるスペイン
世界遺産の旅

蹴流波 -Sur De Wave-

A-27

A-8

12:05-12:50

10:30-11:00
目が釘付けのパフォーマンス！
フリースタイルフットボール

A-25

A-12 A-11 A-10 A-9

A 飲食ブース

フラメンコギターの名手！
高橋秀男によるライブ

聞くスペイン語
アレ&マジ

アレ&マジ

A-24

11:20-11:50

11:50-12:20

聞くスペイン語

A-23

10:50-11:20

文化テント

10:00-10:30

喫煙所

TUNA DE JAPON

目が釘付けのパフォーマンス！
フリースタイルフットボール

11.29SUN TIME TABLE

Androidは
こちら

フィナーレ

14:30-15:10

聞くスペイン語セミナー
en代々木

