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後 援

フィエスタ・デ・エスパーニャ実行委員会

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東京、 
日本フラメンコ協会、日本パエリア協会、
スペインワイン協会

文化テント（まなビバ！）　

スペインの文化や歴史に触れられる著名講師
によるさまざまなセミナーをご用意（有料）。
恒例の旅行・ワイン・食・フラメンコ・スペイン語
講座に加え、芸術家のダリやサッカーセミナー
にも注目！

飲食・物販ブース

約30のスペイン料理店の自慢の味が集結。
老舗や話題のお店も出店。
人気のパエリアほか本格スペイン料理やワ
インが味わえます。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めます。

みんなで作ろうパエリア教室

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手ほどきし、パエリアの元祖・鶏とウザギの
バレンシアパエリア（パエリア鍋１台で6～8人前）を作ります。初めての方でも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。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！ 

ステージプログラム

スペインのコンクールで優勝経験もある三枝雄輔
氏たちのスペシャルライブをはじめ、日西で活躍
するトップアーティストによるステージ、バンド演奏、
フラメンコショーなど、様 な々パフォーマンスで会場
は本場スペインさながらの熱気に！

スペインワインマーケット　

選りすぐりのスペインワインがブドウ品種別、タ
イプ別に30種類以上集結！　様 な々スペイン
ワインと出会えます。スペインワインセミナーで
もっとスペインワインを知れたり、ブラインドテイ
スティング大会でプレゼントゲット！

スペイン発の新スポーツ「パデル」体験会

スペイン発祥、欧州で人気急上昇中の
スポーツ「パデル」のコートが登場！
初心者もすぐに感覚をつかめ、女性やお子
様も楽しめます。体験会は10～17時開催
（1枠30分、定員8名）、1名様1回500円

スタンプラリーに参加（無料）して豪華賞品が当たるチャンス！

バルセロナに最短最速、フィンエアーで行く
スペイン往復ペア航空券やヨーロッパ鉄道パ
スほか、豪華賞品が当たるチャンス！スマート
フォンからクイズ・デ・スタンプをダウンロードして
会場内のスタンプを集めよう！ 
（数に限りがございます）

フィエスタ・デ・エスパーニャのみどころ！フィエスタ・デ・エスパーニャのみどころ！
本格的なスペイン料理と多彩なワイン、華やかなステージ、文化テントほか、

「食」「飲」・「文化」・「舞踊」・「音楽」などスペインの魅力満載の2日間を楽しんで！
本格的なスペイン料理と多彩なワイン、華やかなステージ、文化テントほか、

「食」「飲」・「文化」・「舞踊」・「音楽」などスペインの魅力満載の2日間を楽しんで！

www.spainfes.com　　facebook.com/fiestadeespanaHPお問い合わせ先

2016.11.26Sat-27Sun
10:00-19:00 @代々木公園イベント広場

入場無
料
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Viva!

フィエスタ・デ・エスパーニャ ビバ スペイン!
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スタンプラリー（無料）で「バルセロナに最短最速、フィンエアーで行く」
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日本最大級のスペインフェスティバル

御 協 賛 各 社

http://www.phase.jp/

株式会社フェイズ
WEBサイト制作・システム構築・アプリ開発



10:30-11:00
オープニングセレモニー
　　　

11:00-11:30
蹴流波 -Sur De Wave-

12:00-12:30
聞くスペイン語
アレ＆マジ

13:00-13:30
HARA Studio ＆ El 
Brillo 合同公演
～塚原利香子フラメンコ教室と
　宮川静代フラメンコ教室～

13:30-14:00
フラメンコギターリスト
高橋秀男

14:00-14:30
Tuna de Japón

14:30-15:00
セルバンテス文化センター 
『チャチャチータス』

15:00-15:30
聞くスペイン語
アレ &マジ

15:30-16:30
ANIF（日本フラメンコ協会）
プロデュースSpecial Live

11.26SAT TIME TABLE
メインステージ 文化テント

（まなビバ！）

11:00-11:40
スペイン語セミナー
～聞くスペイン語en代々木～

12:10-12:50
サンティアゴ巡礼路と
バスクの食セミナー

13:20-14:00
バスクワインセミナー

14:30-15:10
スペインの芸術家セミナー
～ダリをめぐるひと時～

12月12日まで、国立新美術館で開催中
http://salvador-dali.jp/

10:00-10:30
聞くスペイン語
アレ&マジ

10:30-11:00
森本ケンタ

11:00-11:30
鈴木眞澄と三枝麻衣
マジョール舞踊団

11:30-12:00
セルバンテス文化センター 　
『アントニオ・レイ』

12:00-12:30
セビジャーナス講座
やのちえみフラメンコ教室

12:30-13:00
アコースティック
インストデュオさらさ

13:00-13:30
有田圭輔プレゼンツ
スペシャルライブ

13:30-14:00
Tuna de Japón

14:00-15:00
フラメンコとベネンシアドール
とワインアートの共演
Rojo y Negro

15:00-16:00
ANIF（日本フラメンコ協会）
プロデュースSpecial Live

11.27SUN TIME TABLE
メインステージ 文化テント

（まなビバ！）

10:10-11:00
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

11:20-12:00
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

                           

12:30-13:10
スペインサッカーセミナー
「スペインサッカーが日本人の
救世主？～すっかり様変わり
した社会で活躍するヒント～」

13:40-14:20
フラメンコを気軽に楽しもう
～フラメンコ体験～

14:50-15:30
スペイン語セミナー
～聞くスペイン語en代々木～

16:30-18:30
チャティオ会員限定！
☆★スペインフェスティバル
パーティー2016★☆
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休憩テント

休憩テント

文化テント
（まなビバ！）

ビー・エム・ダブリュー
東京株式会社

MAVAM（マバム）

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

ゴミのポイ捨てNG

A 飲食ブース

V 物販・展示ブース

C キッチンカー

スタンプラリー

スペイン
ワイン
マーケット

パデル
エリア

休憩
エリア

スタンプラリー「クイズ・デ・アプリ」ダウンロードはこちら

物販ブース

 

セルバンテス文化センター

スペイン政府観光局

ＡＩＲＥ

CDT-JAPAN

ＧｏＧｏ！　Ｅｓｐａｎａ　スペインへ留学！

PLATINVM FRAGRANCES（プラチナム フレグランス）

TED（株）スペインセレクトショップ

ファルーカ

CROOS1　川口パデルプラザ

BLUE MOON

チュロスター

カフェ サンズ

HOKKIDO PAELLA
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V-9

C-1

C-2

C-3

C-4

サテライトオフィシャルバー

リベラジャパン

フェルミンチョ

ワイナリー和泉屋

TEMPRANILLO-La Taperia

Gokan

エルショッカー

MARINE

バカDEアホ

パエリアおじいちゃん パエリア＆サングリア

イスパニア

ＥＬ・ＣＨＡＴＥＯ銀座店　びいどろ銀座店

ＶＩＮＯＭＩＯ

缶つま

ベデガス　ガパ

株式会社スペインクラブ

スペインバル　コジ

ママズキッチン

ブエナ・スエルテ

チキンマスターズ　カフェ

エル・カステリャーノ

スペインバル　マルコナ
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iOSはこちら Androidはこちら

※その他近隣にご利用出来る
　トイレがございます。


