ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０１７
スペイン観光促進ワークショップ出展団体一覧

2017 年９月２２日（金）１１:３０～１４：００
グランドニッコー東京 台場 ２９階宴会場「光の間」

掲載

出展団体名

URL

アンダルシア州観光局

www.andalucia.org

P.2

www.andalusiansoul.es

P.3

日西観光協会

www.travelinfospain.net

P.4

カスティーリャ・イ・レオン州観光局

www.turismocastillayleon.com

P.5

アラゴン州観光局

www.turismodearagon.com

P.6

スペイン世界遺産都市

www.ciudadespatrimonio.org

P.7

カスティーリャ-ラ・マンチャ州観光局

www.turismocastillalamancha.es

P.8

ジェイアライアンス

http://j-alliance.eu/

P.9

マドリード市観光局

www.esmadrid.com

P.10

メリア・ホテルズ・インターナショナル

www.melia.com

P.11

国営ホテルパラドール

www.parador.es

P.12

マドリード州観光局

www.turismomadrid.es

P.13

サン・セバスティアン観光局

www.sansebastianturismo.com

P.14

ガリシア州観光局

www.turismo.gal

P.15

サンティアゴ・デ・コンポステーラ観光局

www.santiagoturismo.com

P.16

www.vipbureau.com

P.17

アンダルシアン・ソウル
(セビージャ・グラナダ・コルドバ・マラガ)

ＶＩＰビューロー（スポーツ/サッカー、旅
行、イベント専門旅行会社）

1

ページ

Andalucía (Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía)
アンダルシア州観光局
住所:
郵便番号:

Andalucía (Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y
el Deporte de Andalucía)
Calle Compañía 40
29008

都市:

Málaga

TEL:

+34 951 29 93 00

FAX:

+34 951 29 93 14

WEB:

www.andalucia.org

組織名:

来日担当者
名前:
役職:
E-mail:

Ms. Ainhoa Cobo
Técnico de promoción y marketing
acobo@andalucia.org

TEL:

+34 951 29 93 20

プロフィール
Turismo Andaluz was set up by Andalucia’s Regional Government (Junta de Andalucía)
to promote the area as a prime destination for all-year round tourism, drawing
particular attention to Andalucia’s historical cities, standard golf courses, state-of-theart hotels, tourism and health, Spanish courses for foreigners and meeting facilities.
The most important aim of Turismo Andaluz is to plan and promote the tourist resources
of Andalucía, giving logistical support to Andalusian companies in order to guarantee
the success of the individual and collective actions in the tourist sector.
Turismo Andaluz promote tourist resources through:
 Tourist promotion and marketing
 Advertising and distribution of merchandising
 Tourist Information through 21 local tourism offices
 Cooperation with enterprises in order to create and develop new tourist
resources
アンダルシア州観光局は、アンダルシア州政府の観光促進機関として設立されました。年間を
通じてメジャーな観光地であるアンダルシアは、特に歴史地区やゴルフコース、最新の機能を
備えたホテル、ヘルスツーリズム、外国人のための語学講座や会議施設などが特に充実してい
ます。アンダルシア州観光局は、州内の観光関連企業が個々そして業界として高い活動成果を
出せるように戦略的サポートを提供するなど、アンダルシアの観光素材の企画プロモーション
に取り組んでいます。
アンダルシア州観光局の主な観光促進活動内容は下記の通りです。
●観光プロモーションとマーケティング ●広告と観光商品のＰＲ
●州内２１カ所にある観光案内所の運営 ●新たな観光素材の発掘と開発のための企業協力

2

Andalusian Soul
アンダルシアン・ソウル
組織名:

Andalusian Soul

住所:
郵便番号:

Bajos de Marques de
Contadero s/n
41001

都市:

Sevilla

TEL:

+34 955 47 12 23

WEB:

andalusiansoul.es

来日担当者
名前:
役職:
E-mail:
TEL:

Mr. Diego Juárez
Business Executive
djuarezc@visitasevilla.es
+34 955 47 12 23

プロフィール
Essence of Spain, soul of Andalusia. Four unforgettable cities to visit: Córdoba, Granada,
Málaga y Sevilla.
Narrow streets, Muslim patios full of colour, homeland of Flamenco, Tapas and fine
eating.
Andalusian Soul is art and heritage: Mezquita, Picasso, Plaza de España, Teatro
Romano, Giralda, Alhambra, Real Alcazar, Alcazaba, cathedrals and much more.
Destinations where three cultures meet: Jewish, Christian and Muslim.
The most pleasant climate of the continent. Andalusian sun, Andalusian soul. South of
the South, south of Spain and Europe.

コルドバ、グラナダ、マラガ、セビージャの４都市は、スペインの真髄、アンダルシアン・ソ
ウル（アンダルシアの魂）と言える見逃せない観光地。
趣のある路地、イスラムの面影を残す色鮮やかなパティオ、フラメンコの発祥の地、タパスそ
してグルメ。アンダルシアン・ソウルは芸術と歴史遺産の宝庫：メスキータ、ピカソ、スペイ
ン広場、ローマ劇場、ヒラルダの塔、アルハンブラ宮殿、アルカサル、アルカサバ、大聖堂な
ど多くの魅力を秘めています。そして、そこはユダヤ教、キリスト教、イスラム教と文化が出
会う土地でもあります。
南欧スペインの南に位置し、ヨーロッパ大陸で最も気候に恵まれた地域であるアンダルシア。
アンダルシアを照らす陽の光が、このアンダルシアン・ソウルを育んでいるのです。
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Asociación Hispano Japonesa de Turismo
日西観光協会

住所:
郵便番号:

Asociación Hispano
Japonesa de Turismo
Apartado Postal nº 13
33120

都市:

Pravia (Asturias)

TEL:

+34 985 82 31 69

WEB:

www.travelinfospain.net

組織名:

来日担当者
名前:
役職:

Ms. Matilde García de Oro
Coordinadora

E-mail:
TEL:

info@travelinfospain.net
+34 985 82 31 69
+34 629 14 07 55

プロフィール
El objetivo principal de la AHJT es fomentar el turismo y los negocios entre España y
Japón, así como intensificar las relaciones culturales y comerciales entre ambos países.
Nuestro propósito es ayudar a conocer la oferta turística de España, como destino
idóneo para viajes individuales, congresos, convenciones y viajes de incentivos.
España es historia y modernidad, un país repleto de tradiciones, arte y cultura. Un
destino único.

日西観光協会の目的は、日本とスペイン間の観光と観光ビジネスの振興及び、文化、商業面か
らも両国の関係を深めることにあります。
我々はスペインが個人旅行や MICE のデスティネーションとして提供している様々なサービス
を広めるためのサポートをしています。
スペインとは歴史と近代性を兼ね備える、伝統、芸術そして文化の豊かな国です。他に類を見
ないデスティネーションと言えます。
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Castilla y León Turismo
カスティーリャ・イ・レオン州観光局
組織名:

Castilla y León Turismo

住所:
郵便番号:

Avenida Monasterio Nuestra
Señora de Prado, 2
47015

都市:

Valladolid

TEL:

+34 983 36 05 56

WEB:

www.turismocastillayleon.com

来日担当者
名前:

Mr. Alberto Bosque Coello

役職:
E-mail:
TEL:

Promotor Turístico
alberto.bosque@jcyl.es
+34 983 32 94 26

プロフィール
Castilla y León destaca por ser una de las regiones españolas con mayor riqueza
cultural, patrimonial, etnográfica y natural Castilla y León posee ocho puntos
declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO: El Camino de Santiago, la Catedral de
Burgos, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, el monumento natural de Las
Médulas en León, la ciudad de Ávila, Salamanca, Segovia y yacimientos
arqueológicos de Siega Verde (Salamanca). Y en el mapa vitivinícola español, Castilla
y León ocupa un lugar privilegiado pues posee 14 Denominaciones de Origen y 6 Rutas
del vino certificadas. Castilla y León ofrece un turismo para todos: desde turismo activo,
turismo idiomático, turismo joven y de ocio, turismo rural para los que buscan más
tranquilidad, turismo enogastronómico con visitas a bodegas, turismo de naturaleza
con lugares y vistas espectaculares, además de un interesante turismo urbano por las
ciudades, con paradas culturales en impresionantes museos, plazas y catedrales.
カスティーリャ・イ・レオン州は、スペイン国内において文化、歴史遺産、民俗文化、自然の
豊かな地域として秀でており、州内には「サンティアゴ巡礼の道」、「ブルゴスの大聖堂」、
「アタプエルカの考古学遺跡」、「ラス・メデゥラスの鉱山跡」、」「アビラ」、「サラマン
カ」、「セゴビア」の旧市街そして「シエガ・ベルデの考古学遺跡」の８つのユネスコ世界遺
産があります。またワイン醸造の盛んな地域で、州は１４の原産地呼称を有し、６つの認証さ
れたワインルートがあります。観光地としては、あらゆる層に楽しんでいただける要素を兼ね
備えています。さまざまな体験型の観光から、語学研修、若者向けのプラン、そしてレジャー
施設、またのんびりと田舎滞在を楽しみたい人向けの農村滞在も用意してあります。またワイ
ン醸造所を訪ねるワインツーリズムや、風光明媚な景観、文化的価値の高い美術館や広場、大
聖堂など見所満載の街歩きも堪能できる地域です。
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Gobierno de Aragón
アラゴン州観光局
組織名:

Gobierno de Aragón

住所:
郵便番号:

Pº Mª Agustín, 36 Puerta 33
1ª Planta
50071

都市:

Zaragoza

TEL::

+34 976 71 41 42

FAX:

+34 976 71 47 31

WEB:

www.turismodearagon.com

来日担当者
名前:
役職:
E-mail:

Ms. María Susin
Responsable en feria
msusin@endestino.es

TEL:

+34 974 04 93 33
+34 654 93 41 47

プロフィール
Aragón, es una región del Noreste de España, estratégicamente ubicada entre Madrid,
Barcelona, Valencia y Bilbao, con más de 47.500 Km2 y compuesta por 3 provincias (Huesca,
Zaragoza y Teruel).
Conectada tanto por red de carreteras con todo el territorio nacional, como por tren de alta
velocidad (AVE) con Madrid y Barcelona a tan solo hora y veinte minutos con la ciudad de
Zaragoza (capital de la región).
Es una tierra llena de historia, repleta de contrastes donde se pueden encontrar restos de los
diferentes pueblos, romanos, cristianos, judíos y musulmanes, que poblaron en algún momento
este territorio.
Algunas de los atractivos de Aragón son:
Gastronomía, Patrimonio Cultural, Naturaleza (Pirineo Aragonés, Parques Naturales y Áreas
Protegidas), Nieve y Deportes de Aventura, Ciudades de Congresos, Ornitología, Micología,
Turismo Termal (Balnearios de Aragón), Folklore y tradiciones ancestrales, Parques temáticos para
niños y adultos... y mucho más.
アラゴンはスペインの北東部に位置する自治州です。マドリッド、バルセロナ、バレンシア、ビルバオの
中間に位置する交通の要所であり、47,500Ｋ㎡の面積に 3 つの県があります（ウエスカ県、サラゴサ県、
テルエル県）。
スペイン国内のあらゆる都市への交通網を備え、州都サラゴサ市からは高速列車 AVE に乗りマドリッド
やバルセロナへ約 1 時間半でアクセスすることができます。
かつて、この地に暮らしたローマ人、キリスト教徒、ユダヤ教徒、イスラム教徒が残した歴史や文化に時
空を越えて出会いましょう。
食文化、文化遺産、自然（ピレネー山脈や国立公園）、アウトドアスポーツ、バードウォッチング、伝統
文化など、あらゆる角度からアラゴンを楽しむことができます。
豊かな大自然の中で、田舎の風景と中世の雰囲気が交わるアラゴン。
新しいスペインへ出かけましょう。
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Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
スペイン世界遺産都市

郵便番号:

Grupo Ciudades Patrimonio
de la Humanidad de España
Palacio de los Verdugo
C/Lope Nuñez, 4
05001

都市:

Ávila

TEL:

+34 920 35 40 00

WEB:

www.ciudadespatrimonio.org

組織名:
住所:

来日担当者
名前:
役職:

Ms. Patricia Hernández Alcalde
Técnico de turismo

E-mail:
TEL:

turismo@ciudadespatrimonio.org
+34 920 35 40 00

プロフィール
España tiene el privilegio de posicionarse entre los países que cuentan con un mayor
número de inscripciones en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. El Grupo
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España comenzó a aunar esfuerzos a partir
de 1993 para crear una asociación sin ánimo de lucro, formalizada en sus orígenes con
el objetivo de actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico y
cultural de estas ciudades: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba,
Cuenca, Ibiza / Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de
Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. Las quince ciudades reúnen un
extraordinario legado patrimonial al tiempo que ofrecen unos espacios modernos,
dotados de renovadas infraestructuras que potencian su monumentalidad y la
acercan a los ciudadanos.

スペインは世界屈指のユネスコ世界遺産登録数を有する国です。スペイン世界遺産都市とは、
１９９３年に創設された非営利団体であり、所属する地域の歴史・文化遺産の維持、保存のた
め相互協力することを目的に発足しました。現在所属している都市は、アルカラ・デ・エナー
レス、アビラ、バエサ、カセレス、コルドバ、クエンカ、イビサ、メリダ、サラマンカ、サ
ン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナ、サンティアゴ・デ・コンポステーラ、セゴビア、タラ
ゴナ、トレド、ウベダです。これら１５都市は、貴重な歴史遺産を受け継いでいると共に、時
代に適応したインフラの整った歴史地区としての重要性を際立たせ、多くの人を引き付けてい
ます。
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Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
カスティーリャラ・マンチャ州観光局

住所:

Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha (IPEX)
C/Dinamarca, 2

郵便番号:

45071

都市:

Toledo

TEL:

+34 925 25 91 00

FAX:

+34 925 25 91 37

WEB:

www.turismocastillalamancha.es

組織名:

来日担当者
名前:
役職:
E-mail:
TEL:

Mr. José Félix González Hernández
Responsable Dept. Promoción Turística
jfgonzalez@ipex.es
+34 925 25 91 00

プロフィール
Agencia de internacionalización de Castilla-La Mancha, con oficina de representación
en Tokio.
Realización de ferias turísticas internacionales, asistencia a jornadas de Turespaña y
organización de fam trips en Castilla-La Mancha con agencias de FIT, MICE y
turoperadores líderes en sus mercados.

カスティーリャラ・マンチャ州の海外への観光プロモーション活動を行う当組織は、東京に
も代表事務所を置き活動しています。
主な活動内容は、国際観光見本市への参加、スペイン観光推進局のワークショップへの参加、
FIT や MICE を手配する旅行会社や主要旅行会社を対象としたファムトリップの実施などです。
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J-Alliance
ジェイアライアンス
組織名:

J-Alliance

住所:
郵便番号:

Rodriguez San Pedro, 13 5-6
28015

都市:

Madrid

TEL:

+34 914 47 65 34

FAX:

+34 914 47 74 40

WEB:

http://j-alliance.eu/

来日担当者
名前:
E-mail:

Mr. Hiroyuki Hirahashi
psm@psm-spain.com

TEL:

+34 914 47 65 34

プロフィール
日系旅行会社の細かい手配とサービスに、現地の深い知識でお客様に満足して頂きたいことを
モットーとしています。
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Madrid Destino
マドリード市観光局
組織名:

Madrid Destino

住所:
郵便番号:

Plaza Mayor, 27
28012

都市:

Madrid

TEL:

+34 915 78 77 63

WEB:

www.esmadrid.com/jp

来日担当者

E-mail:

Mr. Javier Amichis
Regional Manager, Middle East & Asia
Pacific
jamichis@esmadrid.com

TEL:

+34 915 78 77 63

名前:
役職:

プロフィール

Madrid Destino is in charge of the cultural, tourist, economic and business promotion of
the city of Madrid, both at a national and an international level.
As the marketing agency for the city of Madrid, we are responsible for the
management of the different channels the City Council manage to promote its image
informing both visitors and locals about the cultural, tourist, entertainment and business
offer in Madrid.
Moreover Madrid Destino is also in charge of designing and implementing advertising
campaigns and defining strategies for tourism promotion. Our company includes as
well the Madrid Convention Bureau (MCB) that aims to promote Madrid as a top
business destination and a city that can host national and international meetings and
congresses.

マドリード市観光局は、スペイン国内外へのマドリード市の文化、観光、経済そしてビジネス
のプロモーションを担う組織です。
マドリード市のマーケティングエージェントとして、観光客や市民に向け、多方面からマドリ
ードの文化、観光、娯楽、そしてビジネスの情報発信を行い、マドリード市のイメージ向上に
努めています。
さらに、マドリード市観光局は、観光プロモーションの広告キャンペーンの企画・運営や観光
の戦略的政策も担っています。また、マドリード・コンベンション・ビューロー（ＭＣＢ）と
して、ビジネスデスティネーションとしてのマドリードへのＭＩＣＥや国内外の学会やコング
レスなどの誘致活動も行っています。
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Melia Hotels International
メリア・ホテルズ・インターナショナル
組織名:

Melia Hotels International

住所:
郵便番号:

Gremi Boters, 24, Poligono Industrial Son
Castello
07009

都市:

Palma de Mallorca

TEL:

+34 971 22 44 00

FAX:

+34 971 22 44 08

WEB:

http://www.meliahotelsinternational.com/en

来日担当者
名前:
役職:
E-mail:

Ms. Ayako Tamaki
Director of Sales
tokiosales@melia.com

TEL:

+81 3 6632 9253 (Melia Japan Office Tel No.)

プロフィール
Meliá Hotels International was founded in 1956 in Palma de Mallorca, Spain, and is one
of the world’s largest resort hotel chains, as well as Spain’s leading hotel chain. It
currently provides more than 370 hotels in 43 countries on 4 continents under its brands:
Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus Resorts, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts,
Innside by Meliá, Sol Hotels & Resorts and TRYP by Wyndham. Its product and service
portfolio is complemented by Meliá Club, the only vacation club operated by a
Spanish company.

メリア・ホテルズ・インターナショナルは 1956 年にスペインのパルマ・デ・マヨルカに創設
されました。スペインの代表的なホテルチェーンであると共に、世界指折の規模を誇るリゾー
トホテルチェーンです。現在は、世界４大陸 43 か国に 370 軒のホテルを有しています。こ
れらのホテルは「Gran Meliá Hotels & Resorts」、「Paradisus Resorts」、「ME by Meliá」
「Meliá Hotels & Resorts」、「Innside by Meliá」、「Sol Hotels & Resorts」、「TRYP By
Wyndhm」のブランドのもと営業しています。これらホテルの製品とサービスの他にも、メリ
ア・クラブという、スペイン唯一のバケーションクラブも運営しています。
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Paradores
スペイン国営ホテルパラドール
組織名:

PARADORES

住所:
郵便番号:

C/ José Abascal, 2-4
6ª Planta
28003

都市:

Madrid

TEL:

+34 91 211 18 55

WEB:

www.parador.es

来日担当者
名前:
役職:

Ms. Naoko Ichikawa - IBEROJAPAN
Directora Operaciones

E-mail:
TEL:

ichikawa@ibero-japan.co.jp
+81 3 6228 1734

プロフィール
Paradores de turismo es una empresa hotelera fundada en España en 1928, única en
el mundo por la recuperación del patrimonio histórico. Conventos, monasterios,
castillos y antiguos palacios convertidos en hoteles que ofrecen a los clientes una
experiencia única y con una oferta gastronómica de gran calidad. 97
establecimientos para descubrir la historia, las tradiciones y la cultura de España.

スペイン国営ホテルパラドールは１９２８年に創設された国営企業であり、世界で唯一の歴史
遺産の再利用を手掛ける宿泊施設です。僧院や修道院、古城や宮殿をホテルに改修し提供する
ことで、ご利用いただくお客様にはまたとない空間と時間を体験していただくと共に、質の高
い料理もご堪能いただけます。スペイン全土に９７ヵ所あるパラドールは歴史や伝統そしてス
ペイン文化を体感していただけるホテルです。
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Region of Madrid
マドリード州観光局
組織名:

Region of Madrid

住所:
郵便番号:

C/Alcalá 31, 5ª Planta
28014

都市:

Madrid

TEL:

+34 917 20 66 82

FAX:

+34 917 20 66 93

WEB:

www.turismomadrid.es

来日担当者
名前:
役職:

Ms. Raquel González Aguilar
Jefe de Área de Promoción

E-mail:
TEL:

raquel.gonz.aguilar@madrid.org
+34 917 20 66 82

プロフィール
The official tourist board of the Madrid Region is the organization in charge of tourism
promotion, both nationally and internationally.
Madrid and its surrounding region has something for everyone, whatever your age,
whatever your preferences: culture, leisure, nature, shopping, cuisine and much, much
more.

マドリード州観光局は、国内外へのマドリード州の観光プロモーションを担う公的機関です。
マドリード市とその周辺地域は、老若男女どの世代の方にも楽しんでいただける観光地であり、
文化、レジャー、自然、ショッピング、グルメそして他にも多くの魅力があります。
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San Sebastian Tourism & Convention Bureau
サン・セバスティアン観光局

住所:

San Sebastian Tourism &
Convention Bureau
Boulevard 8

郵便番号:

20003

都市:

Donostia/San Sebastián

TEL:

+34 943 48 11 66

FAX:

+34 943 48 11 72

WEB:

www.sansebastianholidays.com/jp

組織名:

来日担当者
名前:

Ms. Arantzazu Viteri

役職:

Técnico de Marketing
arantzazu_viteri@donostia.eus
+34 943 48 11 87

E-mail:
TEL:

プロフィール
San Sebastián Tourism, the official body of the city, is responsible for managing tourism
in the area with 300 tourism partners. Donostia/San Sebastian is perfect to discover the
north coast of Spain and south of France. Worldwide capital of pintxos, home to the
highest concentration of Michelin star restaurants in the world and European Capital of
Culture 2016, it is a cosmopolitan city with surfing beaches and amazing views from its 3
hills and royal palaces.

サン・セバスティアン市の公的機関であるサン・セバスティアン観光局は、３００の観光分野
のパートナーと提携し市内の観光産業の運営を担っています。サン・セバスティアンは北スペ
イン沿岸部とフランスの南の玄関口でもあります。今や世界的に知られるピンチョスの聖地で
あり、世界で最もミシュランの星付きレストランが密集している地域です。２０１６年にはヨ
ーロッパ文化都市にも選定されたサン・セバスティアンは、サーフィンができるビーチと三つ
の丘からの素晴らしい景観に加え、王室の宮殿を有する国際的観光地です。
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Turismo de Galicia
ガリシア州観光局
組織名:

Turismo de Galicia

住所:
郵便番号:

Ctra. Santiago-Noia, km.3
15896

都市:

Santiago de Compostela

TEL:

+34 981 54 25 00

FAX:

+34 881 99 98 18

WEB:

www.turismo.gal

来日担当者
名前:
役職:

Ms. Madeleine Glaser Lede
Técnico de promoción

E-mail:
TEL:

mglaser@xunta.gal
+34 981 54 25 00

プロフィール
La Axencia Turismo de Galicia es la entidad pública dependiente del gobierno
autonómico gallego que impulsa, coordina y gestiona la política de la región en
materia turística, en todo lo relacionado con su promoción y ordenación, así como
con la conservación y difusión del Camino de Santiago.

ガリシア州観光局はガリシア州政府に属する公的機関であり、地域観光に関する政策の推進、
運営をし、観光プロモーション活動全般と開発を担うと共に、サンティアゴ巡礼の道の維持と
促進業も手掛けています。
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Turismo de Santiago
サンティアゴ・デ・コンポステーラ市観光局
組織名:

Turismo de Santiago

住所:

Rúa do Vilar, 63

郵便番号:

15705

都市:

Santiago de Compostela

TEL:

+34 981 55 51 29

WEB:

www.santiagoturismo.com

来日担当者
名前:

Ms. Flavia Ramil Millarengo

役職:
E-mail:
TEL:

Directora-Gerente
xerencia@santiagoturismo.com
+34 981 55 51 29

プロフィール

Ente municipal de promoción turística de la ciudad de Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela se encuentra entre los destinos espirituales más famosos del
mundo, gracias al Camino de Santiago.
A mismo tiempo, es también Ciudad Patrimonio de la Humanidad, un gran destino
cultural y congresual con un aeropuerto internacional y modernas infraestructuras, que
proporcionan unos tres millones de visitantes anuales. Además, Santiago es una ciudad
muy segura donde el turista se sentirá respetado.
Santiago de Compostela está situado en el noroeste de España.

スペイン北東部に位置するサンティアゴ・デ・コンポステーラの観光促進を担う市営機関です。
サンティアゴ・デ・コンポステーラはサンティアゴ巡礼の道の最終地点ということから、世界
的に名の知れたスピリチュアルな聖地です。
また、世界遺産都市にも登録されているサンティアゴは、国際空港と近代的なインフラの整っ
た文化都市であり、年間３百万人が観光やＭＩＣＥを目的に訪れています。観光客の受入を歓
迎している安全な都市です。
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Vip Bureau S.L
ＶＩＰビューロー
組織名:

Vip Bureau S.L

住所:
郵便番号:

La Rambla, 54
08002

都市:

Barcelona

TEL:

+34 934 88 22 66

FAX:

+34 933 94 04 03

WEB:

http://agency.vipbureau.com/agencia

来日担当者
名前:
役職:
E-mail:
TEL:

Mr. Yoshimasa Nojima
Japan Market
nojima@vipbureau.com
+34 671 94 48 10

プロフィール
Agencia de viaje: La venta de productos turísticos y eventos de deportes con más de
15 años de experiencia en el ticketing. Agencia oficial de FC Barcelona, Real Madrid,
Atlético de Madrid, Getafe Cf, RCD Espanyol, MalagaCF, ValenciaCF, Villarreal,
Athletic Bilbao (Liga española), Manchester United, Manchester City, Chelsea FC
(Premier league), AS Roma (Italia SerieA), Circuit de Barcelona de MotoGP y F1.
Entradas para museos Casa Mila, Casa Batlló, Cripta Güell, Flamenco, ópera,
musicales, conciertos, teatro, reservar vuelos hoteles, restaurantes llamativos, etc.
Además tenemos puntos de recogida en el centro de Barcelona para que puedas
recoger tus entradas personalmente.

観光商品やスポーツ観戦チケットなどを１５年以上取り扱っている旅行会社で、現在はＦＣバ
ルセロナ、レアル・マドリード、アトレティコ・マドリード、ヘタフェＣＦ、ＲＣＤエスパニ
ョール、マラガＣＦ、バレンシアＣＦ、ヴィリャレアル、アスレチック・ビルバオのリーガ・
エスパニョーラの公式取扱エージェントとして試合観戦チケットを手配いたします。また、プ
レミア・リーグのマンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティー、チェルシーＦ
Ｃ、そしてイタリア・セリエＡのＡＳローマの観戦チケットも手配しております。サッカーの
他にもバルセロナサーッキットで開催されるＭoto GP やＦ１も取り扱っています。また、ミ
ラ邸、バトリョ邸、グエル教会、フラメンコショー、オペラやミュージカル、コンサート、劇
場、航空券・ホテル、一部のレストランの予約手配も承っております。チケットの受け取り場
所はバルセロナ市内中心部に位置しており利便性の高いサービスを提供しています。
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