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出店募集要項
飲食ブース 物販ブース

ワインブース 展示ブース

フィエスタ・デ・エスパーニャ2022

過去8回開催の実績!!

あの熱気が帰ってくる!!



2013年の日本スペイン交流４００周年を契機に、
日本におけるスペイン文化の認知度向上・理解促進をはかるため、

日本においてスペイン文化に関わる民間人が有志で実行委員会を結成。

国際交流イベントのメッカである東京・代々木公園において、
第1回目のフィエスタ・デ・エスパーニャを初開催いたしました。

そして2020年まで8年間、計8回の開催を重ね、
総来場者数は約90万人を超え、

メディアを含めた非常に注目度の高いイベントとして、
名実共に「日本最大級」のスペインフェスティバルとして成長しました。

昨年は新型コロナウィルスの影響で初の中止となりましたが、
日本国内最大のスペイン関連イベントとして、

10年目の今年もより上質なイベントを目指してまいります。
スペインの魅力満載の2日間をお届けいたします。
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日本最大級のスペインフェスティバル

開催概要

2018年に日西国交樹立150周年を
迎えました

1612年、江戸幕府がキリスト教国の人々および日本
人の出入国を禁止する「鎖国」が始まりました。こ
れにより1624年にはスペインとの国交も断絶し、以
降200年以上来航が禁止となりましたが、1868年11月
12日、神奈川県において日本側全権外国官副理事東
久世通禧(ひがしくぜみちとみ)、外国官判事井関盛
艮 (いせきもりとめ)、スペイン側全権在清国及安南
国特命全権公使ケヴェド (José Heriberto  Garcia de
Quevedo) の署名にて「大日本国西班牙国条約書 (日
本スペイン修好通商航海条約)」が締結され、日本と
スペインの国交が再開されました。

フィエスタ･デ･エスパーニャ2022

大日本国西班牙国条約書（調印書）
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■名称 ：フィエスタ・デ・エスパーニャ2022

■日程 ：2022年11月26日（土）10:00〜20:00
11月27日（日）10:00〜19:00
※雨天決行・荒天中止

■会場 ：代々木公園イベント広場

■入場料 ：無料

■ブース数（計画） ：飲食＊約30ブース（ケータリングカー出店含）
物販／展示＊約20ブース

■来場者数（予想） ：2日間のべ約10万人

■主催 ：フィエスタ・デ・エスパーニャ実行委員会

■後援（含予定） ：スペイン大使館、外務省、東京都
スペイン政府観光局、日本フラメンコ協会、日本パエリア協会他

■公式HP ： ht tp ://www.spa in f es . com/

http://www.spainfes.com/


日本最大級!! 
スペイン料理･文化に
特化したイベント

全国のスペイン料理店・バル・インポーター・食材雑貨店などが集まるスペイ
ン関連イベントとしては日本最大級のイベントです。第8回目はコロナ禍にも関
わらず約1万人もの来場者にお越しいただき、スペイン料理やワインを楽しんで
いただきました。定番メニューはもちろん、まだ日本に知られていない料理も、
このイベントから広まったものはたくさんあります！スペイン料理ならではの
シズル感満載メニューで来場者を魅了してください！



イベント会 場

屋外フードフェスのメッカ

代々木公園での開催!!
都会のオアシスとして、また屋外フードフェスのメッカとして、首都圏の人で
あれば認知度100%の会場である「代々木公園」。原宿、表参道、渋谷エリア
からも徒歩圏であり、週末にはライブやコンサートなどのイベントも多数開催
される代々木第一体育館、NHKホールに囲まれた、集客に困らない絶好の立
地です。
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展開コンテンツは、メインス
テージでのフラメンコや音楽、
パエリアに代表される様々なス
ペイン料理とワインを中心に毎
年変わります。過去には、パエ
リアコンクール、イビサをイ
メージしたDJブース、フラッ
シュ・モブ、旅行や語学のセミ
ナーなども実施されました。ス
ペイン雑貨の物販店も人気です。

スペインを
感じる
コンテンツ
満載!!
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フード・お酒 物販・展示

メインステージ 協賛出展

スペイン料理店や
バルなど、よりスペイ
ンに関係の深い出
店者を厳選して募
集しています。

スペインの雑貨や
食材、アパレルな
どの販売を行って
います。飲んで美
味しかったワインを
持ち帰る方も！

本格的なフラメン
コショーは、フィエス
タ最大の見所です。
朝からずっとステー
ジ前でも飽きるこ
とは無いはず！

協力企業によ
る スペイン観光
や 食文化の紹
介な ど様々な
紹介 ブースを
設置し ます。

パエリアも
生ハムも！

アパレルや
食材も！

ワインや
車の展示！

フラメンコに
カンテ！

展開コンテンツ・会場レイアウト（予定）

メイン
ステージ



感染症対策を
徹底いたします！
マスク着用・検温・手指消毒

ソーシャルディスタンスを
十分に配慮したレイアウト

感染症防止対策について
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諸注意事項
①コロナウィルス予防対策に伴い、入場制限を行なう場合がります。
②出店位置は実行委員会が決定いたします。
③よりＰＲに力を入れたい、また出店位置にこだわりたい等のご希望がある場合は、協賛
出展をお勧めいたします。詳しくは事務局までご連絡ください。

●出店ブースには必ずスペイン関連のメニュー・商品を取り扱うこと。
●飲食ブースへの出店には営業許可を持っていることが必須となります。
●企業だけでなく、個人事業主や自治体・各種団体も出店が可能です。
●複数団体での共同出店も可能ですが、申込には必ず代表団体を決めてください。

出店条件

ブース出店案内

出店形態 ブース
数 出店料 付帯設備

飲食テント
ブース

約
3
0
ブ
ー
ス
予
定

330,000円
（税込）

テント間口3.6m×奥行3.6m
机2台、椅子2脚／電源1.0KW／
地面養生用ブルーシート

【共用設備】消火器／蛍光灯／上下水道／2槽シンク
／手洗い設備／給湯器／保健所対応冷蔵庫

ケータリン
グカー

220,000円
（税込）

間口約6.0m×奥行約5.0ｍ／電源1.0KW

※キッチンカーのサイズに合わせてサイズを調整しま
す。必ず上記エリアサイズが確保されるわけではあり
ませんのでご了承ください。

ワイン
ブース

6
ブース
予定

297,000円
（税込）

テント間口2.7m×奥行3.6m
机2台、椅子2脚／電源1.0KW
【共用設備】蛍光灯／上下水道／2槽シンク／手洗い
設備

物販テント
ブース

10
ブース
予定

165,000円
（税込）

テント間口3.6m×奥行3.6m
机1台、椅子1脚／電源1.0KW

【共用設備】蛍光灯

持込物販
ブース

10
ブース
予定

110,000円
（税込）

間口3.6m×奥行3.6m／電源1.0KW

【共用設備】蛍光灯
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ブース募集要項

飲食ブース

全国スペイン料理店やバルが
一同に会す、スペイン料理好きには
たまらないエリア!!
・提供メニューは加熱調理したもののみに限ります。生
の状態での提供はできません。ただし、包装し食品表
示ラベルを貼付する「弁当」としての販売は可能です。

・店舗の営業許可証が必要です。
・提供メニューはスペイン関連のメニューを入れること。
・期間中に食品衛生責任者を1名常駐させてください。
・保冷蔵設備を持参もしくはレンタルすること。

キッチンカー
・東京都の営業許可を受けたキッチンカーでご出店くだ
さい。

・提供メニューはスペイン関連のメニューを入れること。
・期間中に食品衛生責任者を1名常駐させてください。
・キッチンカーの下には養生用のシートを必ず敷いてく
ださい。

募集：合計30ブース予定

3600mm

3600mm

2層シンクは
2店舗共用です

手洗い

ブース
イメージ

冷蔵庫 冷蔵庫

【前面】
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ブース募集要項

物販テント・持込物販ブース
スペイン食材や雑貨が大集合！
イベント帰りのお土産需要を
しっかりキャッチ！
・スペインに関連した商品をメインに販売すること。
・食品を販売する場合、食品表示ラベルが無いものは
販売不可です。

・要冷蔵の商品を販売する場合は、適切な保冷設備を
準備すること（レンタル可）。

・試食、試飲を行う場合は、保健所の指導による
衛生管理設備を準備すること（レンタル可）。

募集：各20ブース予定

ブース
イメージ

3600mm

3600mm

椅子

テーブル

【前面】

物販テント

物販持込テント

3600mm
3600mm

【前面】

テントの指定はございません。
3600mm×3600mmに収まるテント・横幕を
各自ご用意ください。



■レンタル備品について
フライヤー・グリドル、業務用冷蔵庫など、商品提供や保管に必要な設備備品はほとんどがレンタ
ル可能です。また、看板制作や当日の設置に関してもご相談をお受けいたします。

上記以外も事務局が皆様の出店をしっかりサポートいたします。
お気軽に事務局までご連絡ください！
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オプションプラン



申込締切

締切日：2022年8月31日（水）

申込方法
お申し込みフォームより、必要事項を記入の上、お送りください。

フォームURL：https://ws.formzu.net/fgen/S6457910/

フォームQRコード：

出店条件
1.現在、実際に店舗営業を行っている方で営業許可証をお持ちの方、PL保険加入済みの方。
※営業許可証は日本の公的機関が発行し、許可期限が有効のもの
※展示および企業出展でお申し込みの方は営業許可証は必要ありませんが、当日の販売行為は一切できま
せん。

2.飲食店出店の際、食品衛生責任者の資格を保有するスタッフが現場に常駐すること。
3.過去に食品衛生法、またはこの法律に基づく処分を受けたことがある方はお断りいたします。
4.飲食店ブース出店者は、定められている衛生基準に従って頂きます。
5.メニューによっては、食材の原産地証明書を提出していただく事がございます。

※ご注意※
出店申込書をご提出頂いた時点で出店確定ではありませんのでご注意ください。
過去出店のルール・マナーに則り、当フェスの趣旨に合っている店舗を事務局側で審査をした上で
随時出店確定のご連絡及び請求書お送りいたします。
その到着を以って、出店が確定となります。
雨天決行ですが、3日とも荒天もしくは予期せぬ事情により中止となった場合でも出店料の返金はあり
ません。出店及び開催が中止になった事による派生的・付属的・間接的損害につきましては、実行
委員会では一切責任を負いません。

出店申込から出店確定までの流れ
1.申込：出店申込書の提出必要事項を記入し、事務局までフォーム、メール、FAXまたは郵送でお申し
込みください。
2.審査：事務局による出店可否の審査を行います (※上記「出店条件」参照) 
3.出店確定のご連絡：審査に通過した店舗に出店確定のご連絡及び請求書を事務局より発行します。
出店確定のご連絡は審査の上、随時ご連絡させていただきます。出店場所の確定は2022年11月上旬の
予定です。
※出店申込締切(2022年8月31日以降は、キャンセル料が発生します。
キャンセル料:【8月31日~ブース決定まで】出店料の80% 

【ブース決定~本番まで】 出店料の100% 
(注)ご入金後の出店キャンセルによるご返金は一切できません。また出店申込後、事務局指定の入金
日までにお振り込みいただけない場合は自動的に出店取り消しとなりますので、あらかじめご了承く
ださい。

申込に関する諸注意



ご協賛・ご出店に関するお問合せ先
フィエスタ・デ・エスパーニャ

実行委員会事務局
TEL： 03-5784-0423 (平日11時〜18時)

MAIL：event@fujiyamacom.jp
【事務局】有限会社フジヤマコム内 ／ 担当：秋本・千代村


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	フィエスタ･デ･エスパーニャ2022
	スライド番号 4
	 	イ ベ ン ト 会  場	
	スペインを 感じる
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13

