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《Spain Addicts“スペイン好き？”キャンペーン 》
誰でもスペインの観光 PR 大使に！
スペイン観光推進局＇TURESPAÑA（は、スペイ
ン旅行経験者が自分の体験したスペインを紹介
する新しい PR キャンペーン“Spain Addicts”
＇あなたもスペイン好き？（を展開しています。スペ
インを訪れる観光客数は世界第４位、１人当た
りの消費額は世界２位ですが、そのリピーター率
は第 1 位。年間にスペインを訪れる約５，３００
万人の外国人のうち、何と８５．３％がリピーター
なのです。
キャンペーンサイト、www.ineedspain.com
はスペイン旅行での体験談を自由に投稿できるサイト。スペインの思い出を皆で共有するもよし、スペイン旅行体験
者の生の声を聞く情報収集の場として活用するもよし！また、同サイトでは、スペイン料理界の巨匠フェラン・アドリ
アや、サッカー界からは C.ロナウドをはじめとするレアル・マドリッドの選手、モーターレース界からは MotoGP のレーサ
ー、ホルヘ・ロレンソなど、世界的人気を誇る各界の有名人が動画を通してスペインの魅力を語っています。
***********************************************************

《第１２回「アルカーサルの庭園で過ごす夏の夜 」コンサート》
２０１１年０７月０１日～０９月１３日
今年で１２回目を迎える恒例の「アルカーサルの庭園で過ごす夏の夜」。世界遺産にも登録されているセビーヤのア
ルカーサルの庭園で、期間中は連日コンサートが催されます。音楽は中世、ルネッサンス、バロック音楽、クラシックを
はじめ、ジャズ、フラメンコ、ワールドミュージックまでと多彩です。今年は生涯にわたって残酷王ペドロ１世の寵愛を受
け、アルカーサルで実質的な政局を司った影の女王マリア・デ・パディーヤの没後６５０年を記念しての公演です。
http://www.actidea.es/nochesalcazar2011/ ＇西語のみ（
入場料：４ユーロ
【前売り券購入】
場所： バンデラスの中庭にあるアペアデロの門＇Puerta de Apeadero（
時間：＇月～金（１０:００～１３:００／１９:００～２０:３０ ＇土（１０:００～１２:００
※前売り券との引き換えは会場＇Puerta de la Huerta de la Alcoba（入口にて、２０：３０が締め切り
***********************************************************

《 マドリッド最新情報》
●スペイン国鉄近郊線がチャマルティン駅、アトーチャ駅を空港ターミナルビル T4 と結ぶ予定
バラハス空港 T4 ターミナルとチャマルティン駅、アトーチャ駅を結ぶスペイン国鉄近郊線(Cercanías)の工事が 12
月開通に向けて現在進行中。T4⇔チャマルティン駅の所要時間は 12 分、T4⇔アトーチャ駅は 26 分で結ばれ
る予定です。
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●アウトレットショップ『ラス・ロサス・ビレッジ』シャトルバスが運行
マドリッド郊外にあるアウトレットショップ『ラス・ロサス・ビレッジ』への待望のシャトルバスが運行を開始しました。市内
観光名所スペイン広場前から出発。１日３便運行。
【発着時間】スペイン広場発：０９：００／１１：００／１６：００
ラス・ロサス・ビレッジ発：１５：００／１７：００／２０：００
【出発＆発券場所】 フリア・トラベル 営業所 ＇Plaza de España 7（
【往復料金】大人１４ユーロ、子供＇２～１１歳（６ユーロ
URL：www.lasrozasvillage.com

●スペインブランドのシューズショップ紹介
革製品の生産が盛んなスペイン。スペイン経済商務部が運営するスペインファッションのポータルサイトで、マドリッド
市内のスペインシューズ店のショッピング情報が特集されています。
www.fashionfromspain.com (日本語あり)
***********************************************************

《バルセロナ最新情報》
●バルセロナのブロードウェイ、パラレロ通り。観劇の後はフェラン・アドリアのタパスバーへ
モンジュイックへのロープウェイ乗場近辺からスペイン広場を結ぶパラレロ通りは、ミュージカル劇場が立ち並ぶバルセロ
ナのブロードウェイ。この並びには、最近オープンした、あのフェラン・アドリア監修で話題のタパスバー“Tickets”があり
ます。観劇を楽しみ、タパスをつまみながら感想を語り合うにはうってつけの夜のお出かけスポットです。
劇場

レストラン

Teatre Apolo
Teatre Victòria
Teatre Artèria Paral-lel
El Molino
Teatre Condal
Tickets

Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.

Paral-lel,
Paral-lel,
Paral-lel,
Paral-lel,
Paral-lel,
Paral-lel,

59
67-69
62
99
91
164

www.teatreapolo.com
www.teatrevictoria.com
http://arteria.com/
www.elmolinobcn.com
www.teatrecondal.cat
www.ticketsbar.es

●サグラダ・ファミリア開館日変更のお知らせ
『観光と情報』２月号でお知らせしたサグラダ・ファミリアの開館時間変更及び開館日に一部変更がありました。
日時
８月１３日～１５日
９月２５日
１０月１６日
１０月２３日
１１月０２日
１１月０６日
１１月１２日
１２月１８日

開館時間
終日閉館
０９：００～１４：００
０９：００～１４：００
０９：００～１４：００
０９：００～１４：００
０９：００～１４：００
０９：００～１４：００
０９：００～１４：００

変更
８月１３日は通常通り開館

※追加
※追加
※追加
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www.palauguell.cat
長い修復期間を終えてグエル邸が再オープンしました。
【開館時間】 ※閉館 1 時間前に受付は終了
夏季０４月０１日～０９月３０日: １０:００～２０:００ / 冬季１０月０１日～０３月３１日: １０:００～１７:３０
【入場料】１０ユーロ

●グエル邸の修復終了

●来年度バルセロナマラソン日程決定！
第２２回バルセロナ ハーフマラソン：２０１２年０２月２６日 URL：www.mitjabarcelona.com
第３４回バルセロナ マラソン：２０１２年０３月２５日 URL：www.maratobarcelona.com
【コース・詳細ＰＤＦダウンロード先】
http://www.barcelonaturisme.com/imgfiles/promocio/flyer-marato-mitja2012.pdf

●バルセロナ・ショッピング・ラインが日本語のサイトを開設
バルセロナ観光局がバルセロナ・ショッピング･ライン＇ＢＳＬ（を紹介するミニサイトを開設しました。バルセロナのショッピ
ング情報収集にお役立て下さい。 www.barcelonashopping.com(日本語あり)
***********************************************************

《カディスの海辺で夏を過そう！ 》
アンダルシア州カディス県の年間日照時間は３０００時間、その海岸線は２６０キロメートルに及び、まさに太陽と海
に恵まれた地。また、地中海と大西洋が出合うこの海域は絶好のサンセットスポットとしても知られています。

●シャチ、鯨、イルカ船上ウォッチングツアー
７月中旬から９月中旬にかけては、“海のギャング”シャチに出会えるチャンスです。５種類約４０頭以上ものシャチの
群れがこの時期マグロを追ってジブラルタル海峡に押し寄せて来ます。また、同じ時期にイルカや鯨の姿も見られます。
【お問合せ】鯨目情報研究保存協会＇CIRCE（
www.circe.biz
【ツアー催行会社】
Aventura Marina
www.aventuramarina.org
Aventura Tarifa
www.aventuratarifa.com
FIRMM
www.firmm.org
TURMAARES
www.turmares.com
WHALE WATCH ESPAÑA www.whalewatchtarifa.net

●マグロ漁ツアー
あのエル・ブジのフェラン・アドリアをはじめ数々の有名シェフもカディス産のマグロを味見しに足を運んだ場所で、マグロ
漁船に乗ってみませんか？ツアー船はラ・ブレニャ自然公園やバルバテの断崖近くを通るので雄大な自然が織成す
絶景も合わせて楽しめます。料金は１５～２０ユーロでルートにより異なります。
【お問合せ】www.atunalmadraba.com

●サンセットポイント
 カディス市内 サンタ・カタリーナ城
海にせり出すサンタ･カタリーナ城は、絶好のサンセットポイント。７～８月の毎週水曜日の夕暮れ時にフラメンコや詩
の朗読、音楽の生演奏のパフォーマンスが始まり、その周りには大きな人の輪ができます。ＢＧＭとともに太陽が海に
沈むと、どこからともなく拍手が鳴り渡り、その後、人々はカレタ・ビーチやビーニャ地区の散策に出かけます。
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 チクラナのサンセット・クルージング
チクラナのサンクティ・ペトリの小島周辺で夕陽を眺めるサンセット・クルージ
ング船『ペパ・カディス号』が運航しています。船は港からカディス湾の自然
公園内に入り、ヘラクレスの聖殿があるサンクティ・ペトリの小島の前に停
泊します。神話の世界ではヘラクレスがアフリカと西洋を隔てたとされるこの
島のシルエットを背景に歴史に思いを馳せながら夕陽を眺めることができ
ます。『ペパ・カディス』号は火曜日を除く毎日運行。出港時間は時期に
よって異なりますが、午後８時～９時で、所要時間は約１時間です。
※９月３０日まで。
【お問合せ】www.albarco.com
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タリファ、ジブラルタル海峡自然公園越しに沈む夕陽

 サンルーカル・デ・バラメダのプロアサル塩田
真っ白な塩田が夕陽に染まるとどんな色になるのでしょうか？塩の収穫期である夏のこの時期、山と積まれた塩の
間を縫って歩きながら塩田内を見学できるのがプロアサル塩田です。９月までの毎週木曜日の１９時から２時間、
園内の見学を行っています。
【お問合せ】www.compuertas.es
***********************************************************

《映画「アンダルシア 女神の報復」公開！》
豪華キャストが話題の公開中の映画「アンダルシア 女神の報復」。劇中に登場するスペイン・アンダルシア州の撮影
スポットを当局スタッフが検証しました。営業トークにお役立て頂ければ幸いです。
●ロンダ＇Ronda（
織田裕二演じる外交官黒田と事件の鍵を握る進藤結花＇黒木メイサ（が泊まったのはロンダのパラドールという設定。
高く険しい断崖が旧市街と新市街に二分しているロンダ。ヌエボ橋のたもとに立つパラドールの窓下に広がるタホ渓
谷の絶景も印象的に映っていました。スペイン最古の闘牛場がある町としても有名なロンダですが、劇中の闘牛場
はロンダかどうかは不明。
●セビーヤ＇Sevilla（
インターポールの刑事神足＇伊藤英明（が夜のロンダを徘徊するシーンは、実はセビーヤの世界遺産が集まるサンタ・
クルス地区のようです。路上での熱いフラメンコの場面は、ベネラブレス広場＇Plaza de los Venerables（。すぐ
傍 に は 、 セ ビ ー ヤ 文 化 基 金 の 活 動 拠 点 ベ ネ ラ ブ レ ス ・ サ セ ル ド ー テ ス 病 院 (Hospital de Venerables
Sacerdotes)があり、版画コレクションなどが見られます。
●白い村 オルベラ(Olvera)
映画の公式ホームページ(www.andalucia-movie.jp)のトップページに掲載されている写真の村。本編ではバ
ルセロナからアンダルシアへと移動する時に村全体が壮大に映しだされ、標高 634ｍの小高い丘の頂上に立つ教
会と古城から白いスカートのように集落が広がる景色が印象的。カディス県北部からセビーヤ、マラガにかけて点在
する白い村々の中でも、最も美しい村といわれるオルベラは 1983 年に歴史芸術地区に指定されています。
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