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スペインはショッピング天国です。美し
い街並み、温暖で過ごしやすい気候、
魅力的な食文化と共に、スペイン滞在
では買い物も満喫しましょう。

何を買うにも選び放題。ファッション好
きにはたまらない場所です。ここでは
好みのスタイルが必ず見つかるでしょ
う。国際的なショーで名を馳せるスペ
インのデザイナーブランドをチェック
し、世界的なトレンドをぜひファッショ
ンに取り入れてみてください。デザイナ
ーたちの独創性が際立つメイド・イン・
スペイン製品が目白押しです。

スペインの各都市には高級ブランドか
ら、職人技が光る地元の工芸品までが
そろい、街を散策しながら思わず目移り
してしまいます。小さな工房や骨董市
に立ち寄ったり、巨大なショッピングセ
ンターに出かけたり、さまざまなショッ
ピングが楽しめます。スペインならでは
の味覚もお忘れなく。スペインの美味
しいグルメ食材がよりどりみどりです。
スペインでのショッピングは、豊富
な品ぞろえはもちろん、免税やセー
ルによるリーズナブルな価格も魅力
のひとつです。
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スペインでショッピング

ファッションとデザイン
スペインで手に入れたお気に入りのフ
ァッションアイテムやアクセサリーで、
クローゼットを一新しませんか？スペイ
ンには、世界的な有名ブランドが、大型
チェーンから、グッチ、エルメス、ラルフ・
ローレン、シャネル、ディオールなどの
高級ブランドまで、多数そろいます。

近年では世界的ハイブランドの多くが
スペイン市場強化を狙い、路面店を出
したり、主要都市のショッピングセンタ
ーに出店したりしています。その充実ぶ
りには驚かされることでしょう。

独創性、洗練されたスタイル、クオリテ
ィ、すべてにおいて突出するのがスペ
インブランドです。スペインが誇る素
晴らしいデザイナーたちが生み出すデ
ザインとファッションを紹介しましょう。
独創的なスペインファッションの先駆
けと言えば、クリストバル・バレンシアガ
です。スペインでも最も有名なデザイ
ナーのひとりで、今なおトレンドを生み
出しています。メタリックなドレスが印
象的なパコ・ラバンヌのコレクションで
は、香水も人気です。
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ファッション とデザイン

スペインのデザイナーたちはファッシ
ョン界に数々の旋風を巻き起こしまし
た。「しわは美しい」という名言を残し
たアドルフォ・ドミンゲスから、ヘスス・
デル・ポソ、ペドロ・デル・イエロ、ロベル
ト・ベリーノやプリフィカシオン・ガルシ
アまで、スペインには多くの巨匠がい
ます。ビビッドな色使いと個性あふれ
るデザインは、スペインが最先端。アガ
タ・ルイス・デ・ラ・プラダなどはその代
表で、衣類だけにとどまらず、ファッショ
ン小物や文房具、インテリア雑貨など、
幅広くブランド展開しています。若々し
く、自由なスタイルが特徴的なクスト・
バルセロナもおすすめです。フレッシュ
で個性的なプリント柄のバッグや衣類
がそろう、マリア＆ウシ・ドミンゲス姉
妹が手がけるブランド、ビンバ・イ・ロラ
のショップへも足を運んでみましょう。

クリエイティビティにあふれるメルセデ
ス・ベンツ・ファッション・ウィーク・マドリ
ードに出かけてみましょう。毎年、大胆
かつ前衛的なスタイルで、新たな才能
を発掘し続けている人気のファッショ
ンショーです。パロモ・スペインは、その
独創的なメンズファッションでトレンド
を牽引。アイラントやアルバルノ、 The 
2nd Skin Co など、若者が立ち上げた新
しいブランドも台頭してきています。レ
ディースファッションでは、アナ・ロッキ
ング、マリア・エスコテ、ぺパ・サラサル
などのブランドが有名です。

もっとカジュアルなファッションがお好
みですか？各都市の大きな通りやショ
ッピングセンターには、ザラ、マンゴー、
ベルシュカ、マッシモ・ドゥッティなど、世
界展開するスペインの有名ファッショ
ンブランドが店舗を構えます。

スペインファッションは、スアレス、トウ
ス、ウノ・デ・シンクエンタ（Unode50）
などの、宝石、ジュエリーブランドでも
有名です。独創的でエレガントなデザ
インと確かなクオリティで、ワードロー
ブのスタイルを一新できます。
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スペインでショッピング
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マドリード

ショッピングを楽しめる街
マドリード
数えきれないほどの見どころにあふれ
る首都マドリードは、近代的で居心地
の良い街。中心部だけでも数多くの特
色あるショッピングエリアが見られま
す。マドリード市内で最も賑わう通り、
グラン・ビアを歩いてみましょう。大き
な建物の多くは、大型ファッションチェ
ーン店や宝石店になっています。車を
降りて、歩行者専用の プレシア―ドス通
りを進むと、プエルタ・デル・ソルとマヨ
ール広場の間に、扇子に帽子、ギター
やフラメンコの衣装に至るまで、スペ
インを代表する工芸品がそろう、小さ
な店舗が軒を連ねています。

また、サッカーファンにはうれしい、レ
アル・マドリードとアトレティコ・デ・マ
ドリードのオフィシャルショップが、街
の中と各クラブのスタジアムにありま
す。店内にはあらゆる種類のユニフォ
ームや小物がそろい、どのクラブのサ
ポーターも満足できるはずです。

 a マドリード
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ファッション とデザイン

レトラス地区では、昔ながらの街の魅
力を守りつつも個性が光るショップが
多く並び、旬のオシャレなアイテムを取
りそろえています。また、コンデ・ドゥケ
地区では、巨大な敷地に大きなフラン
チャイズチェーンの看板とは無縁の、
昔ながらの商店街が続きます。

オルタナティブや前衛的なデザイ
ンがお好みなら、フエンカラル通
りやオルタレサ通り、チュエカ地区
がおすすめです。

サラマンカ地区では、贅沢なショッピン
グを満喫しましょう。セラーノ通りにあ
るミージャ・デ・オロでは、贅の限りを尽
くした高級ブランドの衣類、靴、宝石が
ショーウインドウに並びます。また、ハ
ルディン・デ・セラーノ、ABC セラーノと
いう市内でも最も煌びやかなショッピ
ングセンターもあります。

 a マドリードのミジャ・デ・オロ

マドリードのミジャ・デ・オロ
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スペインでショッピング

バルセロナ

バルセロナ
街中でさまざまなショッピングが楽し
め、市場から、アートギャラリー、ファッ
ション業界を牽引する大型店、職人の
工房までよりどりみどりです。特に、ラン
ブラス通り周辺の5キロに及ぶ歩行者
天国では、魅力的なショーウインドウを
眺めながら、いろんな店をショッピング

して回れます。歴史ある建物の中に店
舗を構える、手袋専門店、刃物専門店、
蝋細工店、帽子専門店など、百年を超え
る老舗もぜひ覗いてみましょう。バルセ
ロナの街の遺産とも言える老舗の数々
を前に、まるで過去へタイムスリップし
たような気分を満喫できます。
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サグラダ・ファミリアとカンプ・ノウ を結
ぶディアゴナル通りには、有名ブランド
の店舗が並びます。ユニークな建築様
式の建物を眺めながら歩みを進めて行
くと、ファッションや家具、インテリアの
有名ブランドのショップ、そしてショッ
ピングセンターがあります。FCバルセ
ロナのスタジアムでは、お気に入りの
選手のユニフォームを、巨大なオフィシ
ャルショップで手に入れることができ
ます。

アシャンプラ地区では独特の邸宅風
の建物に宝石店、アートギャラリー、本
屋、その他スペイン内外のファッション
ブランドの店舗がひしめき、ショッピン
グに夢中になることでしょう。ラ・ペドレ

 a カサ・バトリョ

 a バルセロナ

ラ（カサ・ミラ）やカサ・バトリョなどモデ
ルニスモ建築が見られる美しい通り、
パセオ・デ・グラシアなどで散策を楽し
んでください。

街の中心部では、ボルン地区、ゴシック
地区、ラバル地区などの歴史を感じる
細い路地に、衣類や雑貨、インテリア、
食品などを扱う個性あふれる店舗が並
んでいます。そのクリエイティブな店内
に足を踏み入れ、魅力を満喫しましょ
う。旅の思い出に、ユニークなスペイン
土産を見つける絶好のチャンスです。

ファッション とデザイン



バレンシア
地中海に面した過ごしやすい気候は、
ショッピングにも最適です。特に注目す
べきは、この地域で職人たちによって
造られる靴です。歴史地区にあるカル
メン地区では、ボルセリア通り、トッサ
ル広場、クアルト通りへ行ってみましょ
う。都会的なファッションから、バレンシ
ア地方の伝統的なテキスタイル、銀製
品まで、あらゆるショッピングが楽しめ
ます。

工芸品やレース・刺繍製品がそろう、レ
ドンダ広場にある小さな店舗にも立ち
寄ってみましょう。ロエベやリヤドロな
どの高級ブランドは、マルケス・デ・ド
ス・アグアス宮殿周辺で見つかります。
コロン通りやエンサンチェ地区の大通
りでファッションアイテムを探しましょ
う。アラメダ通りからフランシア通り、エ
ル・サレール方面へ出る辺りの芸術科
学都市近くにも、ショッピングセンター
や小さな商店があります。
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スペインでショッピング

芸術科学都市
バレンシア

マラガ
コスタ・デル・ソルでショッピングを
楽しむなら、この街がおすすめです。
歩行者天国を抜けると、有名なラリオ
ス通りのショーウインドウ街に出ま
す。港エリアでは第一埠頭を目指しま
しょう。商店やレストランだけではな
く、文化施設でのアクティビティを楽
しむこともできます。

街の中心部には、150を超える店が入
っているラリオス・セントロや、エル・コ
ルテ・イングレスからすぐの、マラガ・プ
ラサなどの巨大ショッピングセンターが
あります。空港のすぐ近くのマヨール広
場では、緑あふれる通りや噴水のある
広場を歩き、外の空気を吸いながらウ
インドウショッピングができます。
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ファッション とデザイン

ビルバオ
バスク地方の大都会ビルバオでは、シ
ョッピングのほか、タベルナ巡りでグル
メも楽しみましょう。 エンサンチェエリ
アでは、広大なスペースを誇る高級ブラ
ンド店を訪れましょう。ここは、グラン・ビ
ア とマルケス・デル・プエルト通り、ロド
リゲス・アリアス通りの間に位置し、ビ
ルバオでのショッピングにはもってこ
いの場所となっています。
旧市街にある歩行者専用の通りには、
歴史ある建物の間を縫うようにして、タ
パスをつまむのに最適なバルや美味
しいケーキ屋が店を構えます。創業か
ら長い年月を経た老舗が、現代的な店
舗とともに通りに並ぶ光景は見もので
す。工芸品、古本、衣類、靴を探すには
ぴったりの場所です。蚤の市やオルタ
ナティブな書店、クリエイティブな空間
がお好きなら、川を渡ったところにある
ビルバオ・ラ・ビエハ地区へ足を延ばし
てみましょう。多文化が混ざり合う歴史
の古い地域です。
ファッション、家具、眼鏡、書籍、環境に
配慮した製品など何でもそろうのは、 
インダウチュエリアです。特に、エルシー
ジャ通りとその周辺は訪れて損はあり
ません。ギフトやアンティークをお探し
なら、 グッゲンハイム美術館 内のショッ
プがおすすめです。ギャラリーの展示
物、アート書籍、ワイン、グルメなど面白
いものが見つかります。
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コンスティトゥシオン広場
マラガ

グッゲンハイム美術館
ビルバオ
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郊外にあるアウトレットモールで、有名ブラ
ンド品を破格の値段で手に入れましょう。

アウトレットでブランド 
品を手に入れる
高級ブティック巡りを楽しんでみませ
んか？　美味しい食事ができるレスト
ランもあります。マドリードのラス・ロサ
ス・ビレッジは、山脈まで見渡せる展望
の良さが自慢です。

バルセロナのラ・ロカ・ビレッジもおす
すめのスポット。ファッションやアクセ
サリーの有名ブランドが130店以上も
入ったアウトレットです。有名ブランド
品をお買い得な価格で購入できるだけ
でなく、いつも使っている航空会社の
マイレージプログラムのポイントが貯
まるなど、さまざまな特典を利用でき
ます。街の中心部からエクスプレス・バ
スが出ており、アクセスも便利です。

エル・コルテ・イングレス
欲しい物が何でもそろう巨大デパート
へ足を運びましょう。ファッションアイテ
ムから高級ブランド小物、ラグジュアリ
ーなツアーを提供する旅行会社、グル
メな食材が並ぶ高級スーパーまで盛り
だくさんです。店内には土産コーナー
もあり、スペイン高級ブランド製の絹の
マントン、扇子、陶器製品、宝石類など
がそろっています。スペインの主要都
市に大型店舗があります。品ぞろえの
豊富さでは、エル・コルテ・イングレス
のカステジャーナ店（マドリード）とカ
タルーニャ広場店（バルセロナ）が群を
抜いています。
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スペインでショッピング
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ウエディングドレス
メイド・イン・スペインのウエディング
ドレスはいかがですか？スペインは、
ウエディング・ファッション業界で輸出
大国となっています。そのデザインと
高い品質、繊細な素材は、見る人を虜
にします。オーダーメイドの高級な仕
立てから、プレタポルテまで、さまざ
まな種類がそろいます。

世界100カ国に進出しているプロノビ
アスが、その代表格。手縫いで仕上げ
られた美しいドレスに魅了されること
でしょう。その他有名ブランドで、ぜひ
足を運んでおきたいのは、ロサ・クラ
ラです。バラエティ豊かな品ぞろえと、
シンプルな中にも優雅さをたたえた
シルエットが特徴的です。両ブランド
とも、スペイン全土に店舗を展開して
います。地中海ならではの風合いを感
じさせる、個性あふれるコレクション
を展開するのはデザイナー、ロサ・エ
ステバが手がけるコルタナです。バル
セロナの小さな工房で制作されてい
ます。

スペイン国内外でトレンドを牽引する
ブランドを紹介しておきましょう。ヘス
ス・ペイロ、ヨランクリス、インマクラダ・
ガルシアなどが有名です。さらに、著
名なデザイナーも、まさに宝石と呼ぶ
にふさわしいドレスを各々のアトリエ
や限定店舗で制作しています。ウエデ
ィングドレスをスペインで購入するの
はもちろん、結婚式もスペインの名所
で行ってみるのはいかがでしょう？



 

工芸品
工芸品の世界を覗いてみましょう。工房や小さな工場を訪ねて、その卓越した
職人技を目の当たりにしてみませんか？手作り体験で自分の作品を持ち帰るこ
ともできます。
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スペインでショッピング

トレド
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陶器芸術と言えば、アンダルシア地方、
トレド、そして地中海沿岸地域が有名
です。昔ながらの陶器産業が今に伝わ
り、発展を遂げてきました。アラブの影
響を受ける技法やデザインは百年以上
の歴史を持ち、その芸術性に驚かされ
ることでしょう。

バレンシアのマニセスでは、旧市街に
ある陶器の工房やショップに立ち寄っ
てみてください。有名なバレンシア陶
器の製造工程、釉薬技術などについて
学ぶことができます。中世様式のタイル
「ソカラット」の絵付けや、ろくろを使っ
ての陶器作り体験も可能です。

トリアナ地区
セビージャ
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工芸品

セビージャのトリアナ地区では、有名
なセビージャ焼きについて学びまし
ょう。通りには、昔ながらの製陶所が
現存しています。何世紀もの間、守ら
れ続けてきた陶器作りの伝統につい
て、職人から手ほどきを受けてみませ
んか？

トレド県のタラベラ・デ・ラ・レイナに
も、長い歴史を持つ陶器とタイルの
伝統が残っています。ルイス・デ・ルナ
陶器博物館に立ち寄って、16世紀か

ら現代までの作品コレクションの展
示をぜひ見てみましょう。サンタ・カタ
リナ修道院の旧内庭回廊にあるパテ
ィオ・デ・アルテサノスでは、陶器作り
の実演や体験プログラムを実施して
います。

ガラス工芸に興味があれば、古くから
の伝統が残るバルセロナとマヨルカ
へ行ってみましょう。歴史あるガラス
工場で、吹きガラスの技術を学ぶこと
ができます。
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スペインでショッピング

バルセロナでは、ぜひスペイン村を訪れ
てみましょう。1929年の万博博覧会のた
めに建設された施設で、スペインのさま
ざまな建築様式を一度に目にすることが
できます。魅力あふれる路地や広場、邸
宅では多くの職人たちによる伝統工芸
の実演が行われ、皮革のなめし作業や
吹きガラスに汗を流したり、宝石や彫刻、
籠を制作したりする様子が見られます。 
カタルーニャ地方のモデルニスモ風ステン
ドグラス作り体験に挑戦してみるのも良い
でしょう。バルセロナ中心部で楽しめるファ
ミリー向けアクティビティとしては、モザイ
クアートのトレンカディスがおすすめです。
アント二・ガウディが考案した工法を学ぶ
ことができます。

スペイン村
バルセロナ



17

マヨルカには、吹きガラスの工法を守
り続けている工場が今も3カ所残りま
す。ぜひ工場を訪れ、カラフルなコップ
やランプ、皿、燭台などが次々と造られ
る窯の様子を見学しましょう。この世で
たったひとつのオリジナル作品を買い
求めてはいかがですか？　実際に吹き
ガラスを体験することもできます。

テキスタイル
16世紀の伝統が受け継がれるサモラ
県のカルバハレス・デ・アルバでは、今
でも刺繍職人が工房で細かな手作業
を行っています。色とりどりの模様が、
この地方に伝わる民族衣装に彩りを添
えます。

フラメンコ衣装などにも使われるマン
トン・デ・マニラは、今でもスペイン各
地で手刺繍が施されます。たとえば、セ
ビージャ県のカンティジャナは、「エンレ

ハド」と呼ばれる房飾りを用いた製法
で知られます。もともとは中国起源のマ
ントンですが、今やスペイン伝統工芸
の代表格になっており、マドリードやア
ンダルシア地方に伝わる民族衣装の一
部として欠かせないアイテムです。

アルマグロ（カスティージャ―ラ・マンチ
ャ州、シウダ・レアル県）には、ボビンレ
ースの伝統が残っています。細やかな
手作業を間近で見学してみましょう。毎
年開かれる講習会で、実際に習うこと
もできます。この地域で有名なマンティ
ージャは、今でも絹糸を使って手作業
で制作されます。百年以上もの歴史を
持つ技術が世代を超えて受け継がれて
いるのです。

マドリードのパセオ・デル・アルテにある王
立タペストリー工場を訪ねてみましょう。

工芸品

 a アルマグロ
シウダ・レアル
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スペインでショッピング

 a ウブリケ
カディス

織物技術者たちは、1720年からタペス
トリーや絨毯、壁掛けなどを手作業で
作り続けてきました。そうした品々は、
スペインでも有名な宮殿のインテリア
に使用されています。博物館の貴重な
コレクションをぜひ見て回ってくださ
い。昔ながらの作業場を訪れ、手作業
する様子を見学しながら技術を学ぶの
も良いでしょう。

皮革製品と靴
カディスの山間にあるウブリケは、街中
に手作りの皮革製品があふれる、レザ
ー好きにはたまらない場所です。40も
の工房がひしめき合い、通りには靴やバ
ッグ、財布など、高品質なレザー製品を
売る店が軒を連ねます。国際的に名の
知られたブランドの多くが工場を構え、
その高いクオリティを証明しています。

工芸に興味があれば、工芸が盛んな
バレアレス諸島 へ足を運んでみましょ
う。伝統工芸が、現代的でシックなスタ
イルと融合しています。特に革製の靴
に注目してください。青空市を散策し、
お気に入りを見つけましょう。メノルカ
島のアバルカサンダルも有名。かつて
農民が使用していた革製のサンダル
は、今や夏を象徴するファッションアイ
テムになりました。マヨルカ島の皮革工
芸の中心地、インカにも訪れてみましょ
う。ぜひ工場を訪ね、一生モノとなる靴
や鞄を手に入れてください。

バレンシア州も、皮革製品と手作りの靴
で有名です。オーダーメイドの高品質
な靴を買い求めるなら、バレンシアが
良いでしょう。エルチェやエルダ（アリカ
ンテ県）でも、質の良い靴を手がける
工房や店を目にすることができます。

 a メノルキーナ
メノルカ島
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グルメな食材
旅では、その土地土地の名物グルメを楽しむのも良いものです。グルメ食材を扱
う店、または昔ながらの市場にできた流行のグルメ・スポットを覗いて、ぜひ試食
してみましょう。スペインの海の幸を使ったさまざまな缶詰に、ワインやチーズ、オ
リーブオイル、イベリコ豚の生ハムなど、デリカテッセンでのショッピングは、買い
物カゴがたちまちいっぱいになります。スペインのグルメを味わい尽くしましょう。

 b サン・ビセンテ・デ・ソンシエラ
ラ・リオハ



イベリコ豚の生ハム
スペインのグルメ食材ナンバーワンと
も言える生ハムは、スペイン各地で多
くの種類を楽しめます。

タパスとして少量つまむのも良し、一人
前の盛り合わせを注文するのも良し。
職人技で薄くスライスされた生ハムは
絶品です。小さく切ったイベリコ豚の生
ハムが入るサルモレホ（トマトとパンを
ベースにした冷製スープ）、あるいは野
菜の付け合わせ、コロッケやフライの
具材で味わうのも良いでしょう。

「イベリコ・デ・ベジョータ」と呼ばれる
サラマンカ県南部の牧草地（ギフエロ）
、エクストレマドゥーラ州（エクストラマ
ドゥーラ平原）、コルドバ県（ロス・ペド
ロチェス）、ウエルバ県（ハブゴ）原産の
生ハムは、感動を覚える美味しさです。
黒いラベルが付いているので、他の生
ハムと見分けるのも簡単です。イベリ
コ豚は牧場で放し飼いにし、牧草だけ
を食べさせて育てることで強い風味を
持ち、特徴ある生ハムに仕上がります。
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スペインでショッピング

 b イベリコ豚の生ハム

ワイン
まさにワイン天国のスペイン。ボデガと
呼ばれるワイナリーを訪ね、テイスティ
ングを楽しみ、ワイン造りの秘訣を探り
ましょう。葡萄畑に囲まれて宿泊もでき
ます。ワイン街道を辿って、魅力的なワ
インの世界にどっぷり浸るのも良いも
のです。

原産地ごとにそれぞれ個性豊かで美味
しい味を醸し出すワインは、その魅力
に虜になること請け合い。全種類を試
飲してみたくなるはずです。ラ・リオハ
とリベラ・デル・ドゥエロ、カスティージ
ャ・イ・レオンの赤ワイン、そしてグリー
ンスペイン（ガリシア州、アストゥリアス
州、カンタブリア州、バスク州）のリベイ
ロ、チャコリのような白ワインがスペイ
ンのさまざまな郷土料理を引き立て、
最高のマリアージュが楽しめます。

国内葡萄生産量の半分を占めるスペイ
ンの広大な中央台地では、有名なバル
デペニャスなどラ・マンチャ産のワイン
を味わいましょう。また、カタルーニャ
地方のペネデスで造られる高品質な発
砲ワイン、カヴァもおすすめです。さま
ざまな種類がそろうへレスのワインは、
アンダルシアでどうぞ。フィノは食前酒
に、甘口のペドロ・ヒメネスはデザート
と一緒に楽しむのにぴったりです。

 L詳細： www.wineroutesofspain.com

ウティエル ‐ レケーナのワイン街道
バレンシア
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グルメな 食材

オリーブオイル
バージンオリーブオイルは地中海の食
卓には欠かせません。ヘルシーで風味
のあるオリーブオイルは、スペインが誇
るグルメのひとつです。スペインのオリ
ーブオイルの主な産地は、アンダルシ
ア州とカスティージャ―ラ・マンチャ州
です。また、カタルーニャ州、アラゴン
州、バレアレス諸島、エクストレマドゥ
ーラ州、ナバーラ州、ラ・リオハ州でも
美味しいオイルが生産されています。

ハエン県（アンダルシア州）は、シエラ・
マヒナ自然公園の周りに広がる広大
なオリーブ畑を通り抜けるオリーブ街
道で知られます。コルドバ県（アンダル
シア州）はスペインのオリーブオイル
一大産地となっており、数多くの村でオ
リーブ産業が盛んです。多くの村では、
バージンオリーブオイルが主役の朝食
や、テイスティングの機会を提供してい
ます。

 a ラ・マンチャ産チーズ
 a オリーブオイル

チーズ
チーズはお好きですか？スペインには、
美味しいチーズが山ほどあります。フレッ
シュチーズから熟成チーズ、スモークチー
ズ、クリームチーズなど、種類はさまざま
です。

ゴートチーズなら、カスティージャ―ラ・
マンチャ州の熟成したマンチェゴチー
ズ、バスク州のイディアサバルチーズ、ナ
バーラ州のロンカルチーズがおすすめ。
カセレスのトルタ・デル・カサールは、メ
リノ種の羊の乳から造られるチーズで、ク
リーミーな美味しさです。

カブラレス（アストゥリアス州）では、世界
有数のブルーチーズであるカブラレスチ
ーズが自然の洞窟を利用して造られてお
り、見学することもできます。牛乳から造
るチーズでは、マオン・デ・メノルカが有
名です。熟成度に応じてさまざまな種類
がそろいます。カナリア諸島では、マホレ
ロなどのゴートチーズがよく知られ、オレ
ガノの芳香が食欲をそそります。



アンティークショッピング
何十年も前の骨董品やアンティーク・ショップに惹かれるなら、スペインでのショッ
ピングはきっと満足いくものとなるはずです。
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スペインでショッピング

 a エル・ラストロ
マドリード
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マドリードでは、歴史ある野外の蚤の
市、エル・ラストロへ行ってみましょう。
毎週日曜と祝日に午後3時まで、カスコ
ーロ広場の近くで開催されています。
中古品、珍品、本、衣類は新品から古着
まで、さらにアンティーク家具、骨董品
に至るまで、ありとあらゆるものが集ま
っています。賑やかな雰囲気に誘われ
て、市の近くのタベルナやバルで地元
マドリードの人たちに交じり、食事前の
一杯を楽しむのも良いでしょう。市が開

かれない日のリベラ・デ・クルティド―レ
ス通りでは、スポーツ用品店、古美術
商、写真スタジオなどが目に入ります。

毎月第二週の週末には、マドリードの
鉄道博物館でモーター市が開かれま
す。マドリード初の鉄道駅、デリシアス
駅を前身とする博物館に並ぶ旧車両に
圧倒されながら、グルメ屋台、プラット
フォームの間に並ぶさまざまな露店を
回りましょう。ここではヴィンテージファ
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アンティークショッピング

ッションアイテム、絶版となっているレ
コードやコミック、アンティークカメラ
など、珍品を含めて何でも見つかりま
す。野外では音楽に耳を傾けたり、フー
ド・トラック（移動式屋台）で食べ物を
買ったりできます。

レトロなスタイルのアイテムをお探し
なら、マラサーニャ地区へ足を運びまし
ょう。インテリジェンスな雰囲気とヴィ
ンテージ感が融合した、新たなトレン
ドスポットとなっています。

カタルーニャ地方では、バルセロナ・ヴ
ィンテージ・マーケットをお見逃しなく。
自由で明るい雰囲気が漂う会場では、 
店を持つ人から個人まで「お宝」を売り
に出しています。場所は、ラ・サグレラ
地区の旧工場をクリエイティブな文化

スペースに改造したナウ・ボスティック
です。DJの音楽に耳を傾けながら、野
外に並ぶ露店で衣類、靴、おもちゃ、工
具、レコード、ビデオなどを見て回りま
しょう。お腹が空いたらフード・トラック
（移動式屋台）でエネルギーチャージ
です。

ほかではなかなか見つからないような
物も、バルセロナのエルス・エンカンツ
蚤の市なら、それが新品でも中古品で
もきっと見つかります。衣類、工芸品、
家具、機械、電化製品、本、レコードな
ど、ありとあらゆる物品が集まります。1
週間に3度、公開オークションも開催さ
れ、ヨーロッパのその他マーケットとは
ひと味違います。24メートルの高さを
誇る鏡張りの天井の下に露店が並び、
食事を提供する屋台も出ています。

 b エルス・エンカンツ蚤の市
バルセロナ
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マラガ（アンダルシア州）では、毎月最
初の金曜にラ・テルミカ文化ナイトマー
ケットが夕暮れと共に始まります。ファ
ッションアイテム、イラスト画、版画、看
板、骨董品、おもちゃ、ノベルティ、音楽
などがそろい、ヴィンテージ品愛好家
や収集家には最高の場所です。コンサ
ートや演劇、上映会、グルメ・イベントな
ど、文化やエンターテインメントの催し
物も行われています。場所は、カサ・デ・
ラ・ミセリコルディア跡です。
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スペインでショッピング

 a ラス・ダリアス
イビサ島

イビサ島（バレアレス諸島）のラス・ダリ
アスでは、60年代のヒッピー文化を彷
彿させるファッションアイテム、ジュエリ
ー、ナチュラルな化粧品やボディケア用
品、インテリア雑貨などが並ぶ、賑やか
なマーケットに出かけてみましょう。品
物はすべて手作り。この島に世界各地
から移住して来たアーティストたちによ
って作られています。こうした品物から
は、伝統的なイビサの文化の香りを感
じられることでしょう。木々に囲まれた
気持ちの良い空間で、200を超える露
店を見て回りましょう。フュージョン料
理の異国情緒あふれるひと皿に舌鼓を
打ったり、ベルベル人スタイルのテント
でお茶を飲んだりもできます。4月から
10月の毎週土曜に開催され、夏の間の
日曜から火曜の夜には、ナイトマーケッ
トもあります。最高の音楽とキャンドル
の光で、たちまちリラックスできること
でしょう。

バレンシア（バレンシア州）では、ルサフ
ァ地区で最新トレンドを牽引するファッ
ションアイテムが見つかります。コミッ
クを片手にコーヒーが飲める本屋や、
小さなアートギャラリー、生鮮品が並ぶ
昔ながらの巨大市場にも足を運んでみ
ましょう。パティオ・デ・ルサファでは、カ
ジュアルでボヘミアンな雰囲気漂う中、
コンサートや展示会、ワークショップ、
食事処、ソーシャル・イベント、工芸品
マーケットなどが行われています。

ビルバオ（バスク州）に日曜日に行くこ
とがあれば、ソロサウレの半島に立ち
寄ってみてください。クッキー工場跡
に巨大な市場、Open Your Ganbaraが
新しく完成し、デザイナーやクリエイタ
ー、リユース・リデュース・リサイクルの
3Rを目指す活動家たちのブースが並
びます。
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お得に 
ショッピング
セールを利用すれば、破格の値段で欲
しい物が手に入ります。ショーウインド
ウの大きな張り紙で、セールの時期か
どうかがわかります。元の価格から最
大70％オフになるなど、大きな割引を
受けられる場合もあります。

冬のセールは一般的に1月6日の東方
三賢人の日を過ぎてから始まります
が、マドリードのように、新年早々スタ
ートする都市もあります。このセールは
2月下旬または3月、時には4月まで続
きます。

夏のセールは7月と8月がメインです
が、場所によっては9月下旬まで続くこ
ともあります。マドリードでは、6月下旬
に始まることが多いでしょう。

また、夏や冬のセールほど大規模では
ありませんが、シーズンの合間にミッド
シーズンセールが開催されることもあ
ります。寒くなる前の9月から11月にか
けては、季節の変わり目で活躍する衣
類や小物を割引価格で入手しましょう。
そして、3月から6月にかけては割引に
なった春物を買い、温かい季節に備え
てください。

スペインでは、ブラック・フライデーや
サイバー・マンデーといったアメリカ
のセール日も取り入れられ、数多くの
魅力的な割引が利用できます。11月
最終金曜日は店頭で、翌月曜日はオ
ンラインで、お得なショッピングを楽
しみましょう。
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スペインでショッピング

スペインで 
免税品を買う
スペインでのショッピングは、豊富な品ぞろえはもちろん、免税も魅力。上手に利
用するための、ちょっとしたコツをご紹介します。
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免税の仕組みとは？
以下に挙げる3つの要件を満たしてい
れば、一部の観光客は購入金額の付加
価値税の払い戻しを受けられます。

• EU圏外に居住していること。

• 購入金額が90.15ユーロ（税込）以上
であること。

• 3カ月を上限に、EU圏を出る際に税
関で免税書類に承認印を受けるこ
と。 

購入品は、衣類や香水、電子機器など、
個人的使用を目的としたもの、または
贈答品に限ります。レストランでの食
事、ホテルでの宿泊、ショーの鑑賞、一
般的に国外に持ち出せない製品やそ
の場限りの代金、すべての食糧は免税
の対象外となります。
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スペインで免税品を買う

免税品を買うには？
買い物時にパスポートを提示し、免税
レシートをもらいます。レシートと一緒
に、免税書類も渡されるはずです。店に
よっては、別の日に買い物した分のレ
シートもまとめてくれます。対応してい
るかどうかは直接店頭でお尋ねくださ
い。

免税の手続き方法は？
荷物を預ける前に、購入品を免税レシ
ートと共に税関（「Devolución de IVA」
などと表示されていることが多い）へ提
示し、書類に承認印をもらいます。

次に還付を請求しますが、これには2つ
の方法があります。

• 管理会社（手数料あり）を通じて行
う：すべての管理会社がスペインの
主要な空港や国境に払い戻し事務
所を設置しています。

• 買い物をした店舗に税関認証印の
ある書類を郵送する：最大15日を期
限として、小切手、クレジットカード、
銀行振込のいずれかの方法で店舗
から還付が行われます。

 L詳細：www.aena.es

お役立ち情報
買い物をする前に、その店舗が免税手
続きに対応しているかどうか（入口や
レジの近くに明示していることが多い）
確かめましょう。何か質問がある場合
には店員に尋ね、手続きについて教え
てもらいましょう。

税関では、パスポート、購入品、免税レ
シートと航空券を提示できるように用
意しておきましょう。

従来のシステムと並行して採用され
ている新しいDIVAと呼ばれる免税シ
ステムは、電子端末を使用して行うス
ピーディーで安全な方法です。店によ
っては対応している場合があります。 
購入時に、DIVAの免税書類をもらえる
よう頼みましょう。空港にあるキオスク
端末で、認証印の電子手続きができま
す。買い物した店舗または管理会社に
還付を請求しますが、この際にはDIVA
書類のコードを提示するだけで大丈夫
です。

写
真
：
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sh

http://www.aena.es
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スペインでショッピング

@spain @spain Spain.info /spain

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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