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《 「レアル・マドリード」とのスポンサー契約提携》
去る 2 月 28 日、スペイン政府観光局の母体であるスペイ
ン観光推進局（Turespaña）は、マドリッド市およびマドリッ
ド州政府とともに、サッカーチーム「レアル・マドリード」とスポン
サー契約を結びました。キャッチコピーは「Visit Spain,
Visit Madrid」。リーガ・エスパニョーラの試合では、ホーム
スタジアムにスペイン・マドリッドの観光広告を掲示。また、
スペイン観光推進局は、同チーム所属選手の画像や映像
を取り入れた広告活動や、マドリッドの観光キャンペーン、
スペイン・イベリア航空のマドリッド－ロサンゼルス直行便就
航キャンペーン（2011 年にレアル・マドリードがロサンゼルス
で親善試合を開催予定）など各種マーケティング活動を行
う予定です。契約金は 9 億円で、契約期間は 2011 年
から 2013 年まで。
***********************************************************

《 バルセロナの旧ラス・アレナス闘牛場がショッピングセンターに！》
２０１１年３月２５日にオープン
1997 年までバルセロナの闘牛場として使用されていた旧ラス・アレナス
闘牛場が、今月巨大ショッピングセンターとしてリニューアルオープンしました。
テラスを含む延床面積は 10 万㎡を超え、地下１階から５階までの 6 階
建て。入店する 116 のテナントには、スペイン発のジュエリーブランド
“Tous”や アパレルブランド“Mango”、“Desigual”、そして“スワロフス
キー”や“Nespresso”、CD ショップ“FNAC”といった有名チェーンが名を
連ね、映画館やスポーツジムといったレジャー施設も設けられます。また
地下１階には、大手スーパーマーケット“メルカドナ（Mercadona）”が
スペイン広場と旧ラス・アレナス闘牛場
1500 ㎡の市内大型店を展開します。スペイン広場というそのアクセスの
© Metrovacesa
良さに加え、国際見本市会場 Fira de Barcelona が隣接することか
ら、市民だけでなく観光客の利用も大いに期待されています。
ただし、ショッピングセンターの売りの一つであるロック博物館（Museu de Rock）や、高さ 27ｍものドーム型天井
の下に位置するレストランやオープンテラスなど一部は 3 月 31 日オープン予定となっています。また地下鉄駅にも
直結する予定ですが、工事終了にはあと 1 か月ほどかかる見込みです。
アレナス・デ・バルセロナ （Arenas de Barcelona）
住所：Plaza de España, s/n 08014 Barcelona
URL： http://www.arenasdebarcelona.com (現在カタルーニャ語のみ)
http://www.metrovacesa.com/minisites/CC/LasArenas/default.html （西語）
交通：地下鉄 L1、L3、L5 番線 Espanya 駅。FGC カタルーニャ鉄道 Espanya 駅。
駐車スペース：1500 台
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《 「エル・ブジ」シェフのフェラン・アドリアの店がバルセロナに誕生！》
世界一予約が取れないレストランと言われながら、今シーズンで休業が発表されているレストラン「エル・ブジ」（最終
営業日は今年 7/30）。一躍有名となったシェフのフェラン・アドリアがこの度、弟のアルベルトと、バルセロナ市内に
タパスレストラン「TICKETS」とカクテルバー「41º」をオープン。この二軒が入っているのは、スペイン広場近くの
1930 年代に建てられたフロタッツと呼ばれる建物。バルセロナの有名魚介レストラン「リアス・デ・ガリシア」のオーナー
であるイグレシアス兄弟が日々の運営を行います。
今月半ばにオープンしたばかりのタパスレストラン「TICKETS」には、複数のバーカウンターが設けられており、カラフル
で楽しい雰囲気の内装。提供するタパス料理は、スペイン伝統の一品から未来的で創造力溢れるもの、そして
スイーツまで、約 50 種類。一方、今年 1 月オープンした大人の雰囲気のカクテルバー「41º」では、 カクテルに
合う国際的な“おつまみ”や、牡蠣、キャビアといった高級食材がメニューに並んでいます。なかには、日本風のおつま
み“牡蠣のゆずポン酢味”も！両店とも完全予約制。予約は下記公式サイトで受け付けています。
「TICKETS」＆「41º」
住所：Avenida Paral.lel, 146
URL： www.ticketsbar.es
E-mail：info@ticketsbar.es
URL: www.41grados.es
E-mail: info@41grados.es
アクセス：地下鉄 L3 番線の Poble Sec 駅（C/Manso 出口）からパラレル通りを
スペイン広場方面へ向かい、一本目の通りを右に入った右側。 （Tamarit 通りと
Entenza 通りの交差点近く）
【豆知識】 フェラン・アドリアがメーカーと共同開発したビール “Inedit”
フェラン・アドリアや「エル・ブジ」のソムリエチームなどと共にスペインの老舗ビールメーカー
Estrella Damm が、高質な食に合う新ビールを追求し誕生したビール。大麦麦芽と小麦を
原料とし、香り付けにはコリアンダーやオレンジピール、リコリスを使用。すらりとした黒瓶に金星が
施された、高級感あふれるビールです。
主な取扱店：百貨店 “エル・コルテ・イングレス”
© Estrella Damm

***********************************************************

《 バレンシア観光局が日本語ブログで現地情報を配信》
www.tabivalencia.com
この度バレンシア観光局は、日本人観光客に向ける新たな情報提供の場として日本語ブログ「TabiValencia」を
開設しました。スペインで人口第三位の都市バレンシアは、世界最大級の旅行ガイドブック 「ロンリープラネット」が
選ぶ「2011 年世界のベストシティー」で第 5 位にランクインされています。高速鉄道 AVE も開通し（マドリッドから
最短 90 分）、今後も大きな成長が期待されています。
日本語ブログ「旅バレンシア」
Facebook/Mixi
Twitter

www.tabivalencia.com
TabiValencia
http://twitter.com/TabiValencia
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《 「着衣のマハ」 今秋来日予定》
東京・国立西洋美術館で、スペイン絵画の巨匠ゴヤの特別展開催
今年 10 月から約 3 ヵ月間、東京・国立西洋美術館にて「プラド美術館所蔵 ゴヤ 光と影」が開催されます。
プラド美術館所蔵作品 72 点（油彩 25 点、素描 40 点、版画 6 点、書簡 1 点）に加え、日本国内の美術館
所蔵の版画 51 点が展示されます。2002 年に東京・国立西洋美術館で開催された「プラド美術館展」は、日本
で初めて同館のコレクションを紹介した展示会として大きな話題を呼び、約 52 万人を動員。2006 年には東京
都美術館、大阪市立美術館の 2 会場で開催され、計 80 万人の入場者数を記録しました。展示作品には、
プラド美術館の目玉の一つでもある「着衣のマハ」も含まれていますので、スペイン旅行の際はご注意ください。
プラド美術館所蔵 ゴヤ 光と影
【会期】 2011 年 10 月 22 日（土）～2012 年 1 月 29 日（日）
【会場】 東京・国立西洋美術館
【主催】 読売新聞社、国立西洋美術館、国立プラド美術館
【主な出展作品】
油絵：着衣のマハ、自画像、日傘、目隠し鬼、赤い礼服の国王カルロス 4 世、魔女たちの飛翔、
ガスパール・メルチョール・デ・ホベリャーノス、王子フランシスコ・デ・プラ・アントニオ・デ・ボルボン・イ・ボルボン=パルマ
エッチング： <ロス・カプリーチョス>1 番（扉絵）画家フランシスコ・ゴヤ・イ・ルシエンテス
コンテ： 蝶の牝牛<素描帖 G>53 番
***********************************************************

《 闘牛スケジュール２０１１》
祭り期間中に開催される闘牛は、地元の人々からも人気で、チケットの入手が困難です。マドリッドで毎週日曜
夕刻に開催される闘牛は、比較的チケットが取りやすくなっています。日程は各闘牛場サイトにて再確認ください。
【セビーヤ】 マエストランサ闘牛場
チケット販売： Pages
4月
24～30 日
Tel： +34.954.501.382 （チケット売り場）
5月
01～08、15、22、29 日
Fax： +34.954.501.559
6月
05、19、23、26 日
URL：www.plazadetorosdelamaestranza.com （西語）
9月
11、18、23、24、25 日
E-mail： taquilla@plazadetorosdelamaestranza.com
【バルセロナ】 モヌメンタル闘牛場
バルセロナでの闘牛は今年で最後。尚、チケット販売開始は 4 月 18 日です（シーズンチケットは 4/04）。
4月
5月
6月

24 日
01、15、29 日
26 日

モヌメンタル闘牛場

7月
8月
9月

03、10、17、24 日
07、14、21、28 日
メルセド祭で開催予定

www.torosbarcelona.com （西語）

【マドリッド】 ラス・ベンタス闘牛場
今シーズンは 3 月 12 日（日）開幕。10 月中旬まで、毎週日曜と一部の祭り期間中に闘牛が開催されます。
ラス・ベンタス闘牛場 www.las-ventas.com オンラインチケット販売 www.taquillatoros.com
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《 マドリッド郊外のエル・エスコリアル宮殿、バリアフリー対応工事終了》
去る 2 月 23 日にソフィア王妃を迎え、宮殿のバリアフリー対応竣工式典が行われました。今回の工事では、スロ
ープや車椅子リフトの設置、また勾配が大きく狭い場所にはキャタピラ式のシステムが導入され、車椅子利用者も
一般見学可能なスペースの大半を見学できることになりました（技術的な都合で、地下の王室礼拝堂は車椅子で
の見学不可）。
エル・エスコリアル宮殿公式サイト（国定文化財公式サイト） www.patrimonionacional.es
エル・エスコリアル観光局公式サイト
www.sanlorenzoturismo.org
***********************************************************

《中世列車の運行開始：マドリッド－シグエンサ》
国営ホテルのパラドールとして使用されている古城があるシグエンサは、中世にタイムスリップしたような雰囲気を味わ
えるラ・マンチャ州の隠れ家的町。スペイン国鉄 RENFE は毎年マドリッド-シグエンサを結ぶ季節限定の日帰り
観光列車「中世列車」（Tren Medieval）を運行しています。
日時

料金
含まれるもの
販売

3 月 12、26 日
4 月 02、09 日
5 月 07、14、21、28 日
6 月 04、11、18 日
7 月 02 日
9 月 17、24 日
10 月 01、08、15、22 日
11 月 05、12、19、26 日

往路：
マドリッド・チャマルティン駅発（10：02）－シグエンサ着（11：45）
復路：
シグエンサ発（19：40）－マドリッド・チャマルティン駅着（21：17）

往路：
マドリッド・チャマルティン駅発（10：00）－シグエンサ着（11：25）
復路：
シグエンサ発（18：30）－ マドリッド・チャマルティン駅着（19：52）
大人 27 ユーロ （4～13 歳は 16 ユーロ。4 歳以下は、座席を使う場合は 16 ユーロ）
マドリッド・チャマルティン駅-シグエンサの列車往復乗車券、シグエンサのガイド付き市内観光、
ガイド付き見学中の施設入場料、車内で配布されるスイーツ、
2 ヶ月前から販売開始。スペイン国内：RENFE チケット売り場（TEL+34.902.320.320）また
は旅行会社。
***********************************************************

《 高速道路の制限速度 改訂》
去る 3 月 7 日から、スペイン国内の高速道路の制限速度が 120km から 110km に変更されました。違反切
符は、110～141km は 100€、141～160km は 300€、・・・と、走行速度によって決められています。スペ
インでは自動速度違反取締装置（オービス）が設置されており、帰国後にレンタカー会社を通して違反切符が届く
ケースが増えていますのでご注意ください。
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《 ゴルフを楽しめるホテルリゾート Best10 》
北はガリシア州から南はカナリア諸島まで、スペインでは各地でゴルフが楽しめます。なかでもパイオニア的存在なのが
アンダルシア州。カディス県のバルデラマ GC は、スペインの最優秀ゴルフクラブでもあり、世界でも Top10 内に
ランクインされています。この度、スペインの経済新聞 La Gaceta は、3 月 5 日付で、ホテルを併設するゴルフ
リゾート Best10 を発表しました。
1． Hotel Almenara Golf Resort（アンダルシア州カディス県ソトグランデ） www.hotelalmenara.com
2． Hotel Barceló Montecastillo Golf （アンダルシア州カディス県） www.barcelo.com
3． Abama Golf & Spa Resort （テネリフェ島）
www.abamahotelresort.com
4． Parador de El Saler （バレンシア州エル・サレール自然公園）
www.parador.es
5． Hotel Guadalmina SPA & Golf Resort（アンダルシア州マルベーヤ） www.hotelguadalmina.com
6． Vincci Selección Buenavista Golf & Spa（テネリフェ島）
www.vinccihoteles.com
7． Hotel La Manga Club Principe Felipe（ムルシア州）
www.lamangaclub.es
8． Mallorca Marriott Son Antem Golf Resort & Spa（マヨルカ島） www.marriott.com
9． Balneario de Mondariz（ガリシア州ポンテベドラ県）
www.balneariomondariz.es
10．Hotel Islantilla Golf Resort（アンダルシア州ウエルバ県）
www.islantillagolfresort.com
***********************************************************

《 MotoGP 世界選手権第２戦日本グランプリ 延期のお知らせ》
2011 年 9 月 30 日（金）～10 月 02 日（日）開催
来る 4 月末に栃木県ツインリンクもてぎで開催が予定されていた MotoGP 世界選手権第 2 戦日本グランプリは、
東北地方太平洋沖地震の影響により、今年 9 月 30 日（金）～10 月 02 日（日）に延期されます。昨年に引き
続き、スペイン政府観光局の母体であるスペイン観光推進局（Turespaña）が、同グランプリの冠スポンサーを務め
ます。大会詳細は下記ツインリンクもてぎ公式サイトをご覧ください。
ツインリンクもてぎ
http://www.twinring.jp/
***********************************************************

《 コルドバのアルカーサルの庭園を夜間開放、イベント開催 》
2011 年 3 月 23 日（水）～4 月 30 日（土）
有名史跡アルカーサルの庭園で夜間に行われるイベント「コルドバ、文化の光」。期間中は、噴水や池でウォーター
ショーが行われ、音楽と映像、イルミネーションで彩られた庭園を散策することができます。このイベントによる夜間
入場は無料ですが、事前予約が必要です（入場者数制限：1 回 200 名）。詳細は下記ご覧ください。
「コルドバ、文化の光」
会期：3 月 23～31 日：日曜～木曜の 21：00 と 21：30、金曜・土曜は 21：00～22：30 まで 30 分毎
4 月：日曜～木曜の 21：30～22：30 まで 30 分毎、金曜・土曜は 21：30～23：00 まで 30 分毎
予約： コルドバ観光局 www.reservasturismodecordoba.org
コルドバ市内の観光案内所 / コルドバ市内ホテル・旅行会社各社
※イベント当日、開催 1 時間前からは、アルカーサル前のカンポ・サント観光案内所でのみ予約可能
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