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マドリッド自治州

青く透きとおる空、太陽の輝く日の多い温暖な気候、そして
陽気な人々、マドリッドは眠ることはありません。疑う余地
なしにスペインの首都は世界一活気がある街であり、安全で
活動的なところです：マドリッド自治州。

マドリッドはどの季節に訪れても素晴らしい体験をしていた
だけます、変化に満ちた地方で、訪れる方はヨーロッパの大
都会というだけではなく、魅力に満ちた小さな街並み、山や
谷間、ユネスコにより厳格に守られた自然保護地域（リンコ
ン山脈生物保護地区及びマンサナ－レス上流域）、また国と
自治体により保護されている（グアダラ－マ山脈国立公園）
などがあります。
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交通の便に関して、マドリッドとアジア地区との関係は日ま
しに快適になっています。日本とは直行便で繋がっています
し、鉄道、陸路の素晴らしい交通網が整っています。

マドリッドは何かを見つけ出そうとしている全ての方々に解
放されています、様々な提案が絡み合い、文化、グルメ、ビ
ジネス、娯楽、エンターテーメントなど、世界中で最も変化
に富み充実した観光を提供いたします。
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文化、歴史



マドリッド自治州は歴史的、芸術的、偉大な宝物にみちてい
ます、それは、その偉大な過去であり、また今の生命感の反
映です。さらに首都が提供する文化、歴史、芸術、マドリッ
ドは魅力あふれる文化や自然が街の中心からわずかな距離の
内に見つけ出すことができます。

美術館とア－トギャラリ－

今マドリッドは世界中のアーチストの出会いの場所の焦点で
す、特にラテンアメリカ人、マドリッドは大西洋の両海岸を
結ぶ架け渡しの役を果たしています。その偉大な美術館とダ
イナミックな文化日程などヨ－ロッパの中でも先端をはしっ
ています。

街の中心の、パセオ・デル・アルテ（芸術の散歩道）には三
か所の世界的に最も重要な絵画美術館が集まっています、そ
れはもしかすると地球上で一番芸術作品が集中している場所
の一つではないでしょうか？このわずかな道のりの中にプラ
ド美術館、国立ソフィア王妃アートセンター、ティッセン・
ボルネミッサ美術館が在ります。

プラド美術館には中世から１９世紀までのヨ－ロッパ絵画の
エッセンスが存在します。国立ソフィア王妃アートセンター
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は現代芸術と２０世紀の重要なコレクションがあり、その中
でもピカソのゲルニカが傑出しています。またティッセン・
ボルネミッサ美術館には千点近くの芸術作品があり、主に１
３世紀から２０世紀にかけての絵画です。それら常時展示さ
れている素晴らしいコレクションのほかに数々の企画展の豊
かさを付け加えなければなりません。これはこの地方に１０
０以上ある博物館、約150の各地域に集まるギャラリ－と展
示会場により成り立っています、これはマドリッドに様々の
ジャンルのアートの世界が活動していることを物語っていま
す：写真、絵画、彫刻とインスタレ－ション。

忘れてはならないのがシルクロ・デ・ベジャス・アルテス、
ラ・カサ・エンセンディ－ダ、コンデ・ドゥーケ・アートセ
ンター、カイシャ・フォ－ラム、マタデロ・マドリッド、そ
してカサ・デ・アメリカ、地域の文化を躍進させました、ま
たフェア－としてはマドリッド図書市、国際現代ア－ト展、
アルコ、そしてフォト・エスパ－ニァなどマドリッド自治体
で開催され、その期間中は国内、国外から注目されます。

舞台芸術

もし何かマドリッド自治体の中でも世界的に有名なものは、
そして目の肥えた観客たちの期待を充分満足させることがで
きるのは２００以上ある劇場です。首都と町々では大中小の
演劇スペ－スを持ち、年間を通じて偉大な演出家と振付によ
り、観客を魅惑と幻想の世界に導く、演劇、ミュ－ジカル、
舞踏の素晴らしい展望を提供しています。其のいい例として
カナル劇場、アバディア劇場、アルカラ・デ・エナ－レスの
コラ－ル・デ・コメディアス、そしてサン・ロレンソ・デ・
エル・エスコリアルにあるコリセオ・デ・カルロス３世があ
ります。

マドリッドが重要なフェスティバルの開催地であり、共同体
の国際文化使節というのは根拠のないことではありません、
国際的な舞台芸術における一流の俳優達が一堂に会する秋か
ら春のフェスティバルのように。マドリッド国際舞踏フェス
ティバル、評判の舞踏団やア－チストによって繰り返され
る。子供たちと若者の為の国際舞台芸術フェスティバル、テ
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アトラリア。古典演劇のエッセンスであるアルカラの古典フ
ェスティバル。またマドリッドがフラメンコのリファレンス
になってしまうス－マ・フラメンカ。これら全て、古典演劇
にはじまり最も固定概念を打ち破る演劇、クラシックから現
代舞踏、想像できる全てのジャンヌのミュ－ジカルなど豊富
なバリエ－ションがそろっています。

音楽

第４芸術のファンは一年を通じて何時でも素晴らしい音楽の
世界の中に浸ることができます、なぜなら全ての好みに合っ
た広範囲の音楽が用意されているからです。２０１６年に創
立２００年を祝った王立劇場はオペラの世界の偉大な作品を
上演します。　１９８８年に開場した国立音楽堂にはシンフ
ォニ－と室内楽の二つのホールがあります、マドリッド最高
の音楽展望が開かれています：スペイン国立管弦楽団と合唱
団のみならずスペイン国立青年オ－ケストラの本部でもあり
ます。１９世紀の中ごろに創立したサルスエラ劇場にも触れ
ておかねばなりません。これはサルスエラというスペイン・
リリコ（オペレッタ）を上演する為に作られた世界唯一の劇
場です。今ではコンサ－ト、室内楽、歌曲、舞踏、リ－ト、
など素晴らしいプログラムを提供しています。
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マドリッドのブロ－ドウェイ百年たっているグランビア！日
が沈むと劇場や酒場の光が輝き、歩道には流行りのミュ－ジ
カルや音楽の大イベントを渇望する人々で溢れてかえってい
ます。

ジャズとライブミュ－ジックについて触れない分けにはなり
ません、殆ど毎晩のように真夜中でも開いている店で楽しむ
ことができます、まさに保証付きなのがジャズ・マドリッド
のようなコンク－ルです。夏の夜には他では味わえない環境
で音楽を楽しむことができます、例えば王宮の庭、王立マン
サナ－レス城、ブイトラゴ・デ・ロソ－ヤの城壁の周辺な
ど、その他いろいろな処があります。

もしマドリッドの違った顔を知りたいのであれば、その活気
のあるナイトライフを無視することはできません、幾つもの
バ－やディスコがどこに行っても多く存在しています。

通りと広場

マドリッドは世界で一番活気のある都会の一つです。ただ賑
やかな通りで少し迷ってみたり遊歩道やテラスに過ごしたり
するだけでその力強い生命力を感じられることでしょう。

さらに、数多い文化的オファ－、食文化の質と豊富さ、その
ナイトライフなどヨーロッパでもっとも魅力的な街の一つで
す。

街の大動脈はカステジャ－ナ遊歩道とグランビアです。そこ
にはシベレスとネプチュ－ノの噴水、スペイン国立銀行、カ
サ・デ・アメリカ、新市役所、そして数々のカフェテラス、
オフィスビルや庁舎、劇場、レストランやホテルなど２０世
紀初頭の建物や宮殿を観ることができます。

また旧市街の通りや広場、それぞれの道角でスペインの歴史
の一片を発見しながら散策する楽しみがあります。太陽の門
広場から王宮の間でアウストリアのマドリッドと呼ばれてい
る場所に出会うことでしょう、この地区には王立デスカルサ
ス・レアレス修道院及びエンカルナシオン修道院などの建物
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が保存されています、ブルボンのマドリッドで一番代表的な
建物は疑う余地なしに王宮です。ガイドの案内で徒歩観光を
するのがこれらの地域に潜んでいる魅力を見つけ出すのに最
適な手段です。

さらに文学の地区は歩行者天国になっているウエルタス通り
とサンタナ広場を結ぶ周辺に広がっています。ここにはシグ
ロ・デ・オロ（黄金の世紀）時代の代表的な文学者、例えば
ミゲ－ル・デ・セルバンテス、ケベド、ゴンゴラ、そしてロ
ペ・デ・ベガなどが住んでいた地区です。またここにはマド
リッドで初めてコラ－ル・デ・コメディアスが創られたとこ
ろでもあり、ドンキホ－テ（1605）の初版が刷られたホア
ン・デ・ラ・クエスタ印刷所もあります。この道筋にはセル
バンテスが埋葬されたサン・イルデホンソ・デ・ラス・トゥ
リニタリアス・デスカルサス修道院もあり未だに保存されて
います。

もし静けさを求めているのであれば、数多くの公園や庭園に
事欠をきません、例えばレティロ公園、王立植物園、新古典
主義のカプリチオ公園や一番新しい川沿いにあるマドリッド
・リオ公園などがあります。
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マドリッドの世界遺産

ユネスコに認証された三つの場所

街の中心から約50キロメ－トルの範囲にある３都市の歴史
芸術文化財がユネスコの世界遺産リストの中に加えられてい
ます。マドリッドの世界遺産として知られているのはアルカ
ラ・デ・エナ－レス、サン・ロレンソ・デ・エル・エスコリ
アル、そしてアランフエスです。

アルカラ・デ・エナ－レス

世界的文豪ミゲ－ル・デ・セルバンテス・サアベドゥラの生
まれた街、アルカラ・デ・エナ－レスは１９９８年から世界
遺産の一つとして数えられ、その豊かな歴史的遺産モニュメ
ントと共に認識されています、世界における最初の大学都市
であるという条件と共にシスネロス枢機卿によりコンプルテ
ンセ大学の原型として１４９９年創立以降文化的影響をあた
え、このモデルはヨ－ロパの多くの大学の範例となり、スペ
インの宣教師により新大陸にもたらされました。

現在においてもこの街は文学と文化の世界と深いつながりを
持っていてアルカラ大学の講堂では４月２３日にセルバンテ
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ス賞の授与式が行われます、これはスペイン語文学のノーベ
ル賞に値します。サン・イルデフォンソ・カレッジの見学を
特にお勧めします、そこでは昔の大学の見事な正面門、マグ
ナ講義室のムデハ－ル様式の格天井、そして三か国語で書か
れた中庭をご覧いただけます。その他の観光的に興味深いポ
イントはセルバンテス生家博物館、カテドラル・マヒストラ
ル教会、大司教館、コラ－ル・デ・コメディアス、サン・ベ
ルナルド修道院、そして郷土考古学博物館などがあります。

アルカラ・デ・エナ－レスも楽しい散歩をするのに理想的な
街です、通りや広場を散策したり、ちょっとタパスをつまん
だり、素敵なレストランで食事をしたり、あちらこちらにあ
るテラスでおしゃべりを楽しんだり、この地方の特産である
甘いものをお菓子屋さんや修道院で買うのもいい思い出にな
ります。

サン・ロレンソ・デ・エル・エスコリアル

グアダラ－マ山脈の中心には素晴らしい自然環境の中に囲ま
れた、王室御用地とサン・ロレンソ・デ・エル・エスコリア
ル修道院があります、1984年にユネスコによって世界遺産
の指定を受けました。

修道院はフェリッペ2世の命令で20年という僅かな期間で建
設され、歴史的、芸術的、文化的に高い価値のある多くの空
間を持っています。例えばアウストリアス王朝とブルボン王
朝の宮殿、図書館、バシリカ礼拝堂、王たちの中庭、王室霊
廟、修道士たちの庭園などがあります。

見学は18世紀及び16世紀の素晴らしい建物に驚嘆すること
ができる歴史芸術地区である広場や通りを散策しないと完璧
とはいえません、王様が修道院が完成するまでここからじっ
と見下ろしていたと言われている場所、フェリッペ2世の椅
子へ足をのばし、この町が提供する郷土料理や文化に触れる
ことによって心身ともに豊かに耕されます。原産地呼称のグ
アダラ－マの牛肉や簡単にタパスを味わったり、また山地の
郷土料理をいろいろ試すのは楽しいことです。
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アランフェス

アランフェスはタホ河の沿岸に位置し、春の住まいとしてブ
ルボン王朝の人々に選ばれた所です。しだいに王室御用地の
行政枠組みに入り、君主について動く巡回宮廷が毎年移動し
て来る様になります。　王宮も含めた建築領域及び街の旧市
街、庭園、川岸、菜園、街を取り巻く自然環境などもってユ
ネスコは“文化的景観“というカテゴリ－で世界遺産のリスト
に登録することを決定しました。

王宮、王室小舟博物館、農夫の家を見学せずにここを去るこ
とはできません。やはりここでも歴史地区の散歩をお勧めし
ます、歴史芸術領域に指定されており闘牛場とアバストス市
場が見逃せません、周辺には郷土料理を楽しませてくれる店
が多く並んでいます。

しかしながらアランフェスで一番の見どころは庭園です。そ
の時代で一番美しいといわれています、また、どの季節も素
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晴らしい姿を楽しませてくれます、また作曲家のホアキン・
ロドリゴや画家のサンチィヤゴ・ルシニョ－ルなど多くの
ア－チストたちにインスピレ－ションを与え、今も訪れる者
を魅了し続けています。王宮の周辺にはその時代を思い起こ
してくれる、多くの歴史的庭園があり、造園を命じた君主の
好みが反映しています。

春と秋の週末にマドリッドからアランフェスを結ぶイチゴ列
車に乗るのも忘れがたい体験です。もしアランフェスの街を
昔の時代のように見学をしたいなら旧市街、沿岸と菜園を馬
車で散策するのが一番です。宮廷の食料蔵には菜園で採れた
作物が納められ、未だにアスパラガス、イチゴやメロンが栽
培されています、地元のレストランで美味しく料理されたの
を試すことができ、ミシュランの星を持ったレストランもあ
ります。

マドリッド自治州の城

マドリッド自治州の城は過去の輝かしい歴史を反映していま
す。マドリッド自治州には需要な城塞と城壁の遺跡をもち芸
術と自然、受け継がれた富を両立させています。その中でも
特に際立つのがメンド－サ家の宮殿城塞です。マドリッド自
治州のみならずスペインの中でも一番保存状態の良いものの
一つです。城は1475年にゴチック・イサベリ－ノ様式で造
られ15世紀のカステジャ－ナ軍事建築を明らかに代表して
います。其の塔の上からはサンティジャ－ナ貯水池とグアダ
ラ－マ山脈の素晴らしい景色が楽しめます。

そのサロンや居室を見て回っているとあたかも過去を旅して
いるようです。この城ではスペイン語で劇化した見学を用意
しています。衣装をまとった登場人物に城の歴史、誰が住ん
でいたのか部屋から部屋へ案内されます。さらに年間を通じ
て、充実した文化的プログラムを用意しています：古典フェ
ンシング大会、中世試合、上映、合唱音楽、展覧会など。

最後に、街からすぐ近くにラ・ペドゥレサ・デル・マンサナ
レスがあります、並外れた巨岩で形成された自然公園で週末
は山好きな人たちで賑わいます。
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マドリッド地方の小さな町々

マドリッド地方全般に小さな町々が点在しています、魅力に
あふれたその歴史と文化そしてその自然のもたらす静寂で訪
問客を魅了してしまいます。

ブイトラゴ・デル・ロソ－ヤ

ブイトラゴ・デル・ロソ－ヤはマドリッド自治州の中で最も
保存状態の良い中世の城壁を持っていますロソ－ヤ川の水に
取り囲まれ古き時代の良さをすべて残しています　町の中に
はサンタ・マリア・デル・カスティ－ジョと面白いピカソ・
コレクシオン・エウゲヌオ・アリアス博物館があり、ここに
は60点以上の絵画が展示されピカソの理髪師であり友人か
らの贈呈、またマドリッド自治州により取得した作品があり
ます。

チンチョン
チンチョンは示唆に富んだ食文化を提供する伝統的なメゾン
に囲まれた絵のようなプラサ・マジョ－ルで知られ、国内外
の映画のシーンに度々登場しています。間違いなくスペイン
で一番美しい広場の一つです。重要なことはヌエストラ・セ
ニョ－ラ・デ・ラ・アスンシオン教会にゴヤの作品が保管さ
れています。
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コルメナ－ル・デ・オレハ
コルメナ－ル・デ・オレハではプラサ・マジョ－ルのある歴
史地区、壮観なサンタ・マリア・ラ・マジョ－ル教会、ウル
ピアノ・チェカ博物館、驚くべき富の隠された財宝です。ワ
インと見学可能な酒蔵も忘れてはなりません。

ナバルカルネロ
ナバルカルネロには原産地呼称を持ついくつかのブドウ畑、
アサ－ドと呼ばれるロ－スト肉料理、など丹精込めて作られ
た成果によりできあがった数々のグルメ製品があります。ワ
イン博物館の見学ではワインを保存する幾つかの洞窟を巡り
歩くことができます。王室の結婚式も行われ、セゴビア広場
やヌエストラ・セニョ－ラ・デ・ラ・アスンシオン教会と共
に文化財に指定されています。

ラスカフリア
ラスカフリア、最も美しいグアダラ－マ山脈国立公園の中に溶
け込んでいます、ここではカルトゥ－ハ・デ・ヌエストロ・セ
ニョーラ・デル・パウラールを見学することができます、そし
てきれいな空気を吸いながら周辺を散歩ができます。修道院に
はベネディクト会の修道士が住んでいて見学者の面倒をみた
り、ミサを司り、祈りをささげ、修行をしています。

ヌエボ・バスタン
ヌエボ・バスタンはナバロの企業家であり政治家のホアン・
デ・ゴジェネッチェにより18世紀に起きた農業製造業総合
体のプロジェクトがあります。この総合体のセンタ－はゴジ
ェネッチェが住んだ宮殿－教会にあります。昔の酒蔵は解説
センタ－となり、見学者は模型と視聴覚映写機によりプロジ
ェクトの規模を知ることができます。
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自然とスポ－ツ



首都から1時間もかからずに純粋な自然を満喫できます。マ
ドリッドの街は多くの可能性を提供できる恵まれた自然環境
に位置しています、簡単な遠足で山歩きして美味しい空気を
胸いっぱい吸い込んだり、自転車やスキ－などのスポ－ツ活
動したり、半日から数日かけて乗馬のル－トを楽しみ、素敵
な民宿に泊ることもできます。

マドリッド自治州は対照的な景色をもった地域で、生物学的
多様性と生態学的高い価値のある自然空間をもち、たとえば
グアダラ－マ山脈国立公園、ユネスコにより生物圏保護地域
に指定されたリンコン山脈とマンサナ－レス上流域、さらに
その他の自然空間が地方政府により保護を受けています、こ
れらすべては野外活動をするのに理想的な条件を備えていま
す。

ウィンタースポーツの愛好家であればグアダラ－マ山脈でス
キ－、スノ－シュ－で尾根歩き、かんたんにそり滑りをマド
リッドから1時間かからずに楽しむことができます。ナバセ
ラ－ダ峠はリフトもゲレンデ照明も設置されています。バル
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デスキ－は20ｋｍ以上のゲレンデがあります。より気楽さ
を求めているのならセルセディ－ジャからコトス峠まで走る
自然列車の旅、ラック式鉄道から眺める山の景色には感嘆さ
せられます。

ランニングが好きな方は競技に参加するチャンスがありま
す、たとえばトライアスロン、クロスカントリ－、マラソ
ン、ハ－フマラソン、それにサン・シルベストレ・バジェ
カ－ナ、12月31日開催されます。そしてまた、水上競技の
方たちにはパドル、サ－フィン、ウィンドサ－フィン、その
他の水上スポ－ツをサン・ホアンかエル・アタサ－ルのダム
で出来る可能性があります。

レアル・マドリッドとアトレティコ・マドリッドはその栄光
と勝利と共に世界にこの街の名前を響かせています。試合の
チケットはインタ－ネットで事前に入手できます。しかしな
がら皆様方のマドリッド訪問が試合の日程と会わない場合、
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何時でもレアル・マドリッドとアトレティコ・マドリッドの
スタジアム見学ツア－をすることができます。数多い優勝カ
ップの並ぶ展示室からグランドそして、更衣室まで見学がで
きます。

最後にゴルフ観光、スペインのスポ－ツ観光の展開の中にお
いて大変重要で、伝統があり、オファ－の多い製品です。ヨ
ーロッパにおける主要な市場なかでも、目的地のリーダ－の
地位を誇示しています。マドリッドはゴルフ場の数では3番
目の自治州で、全部で34のゴルフ場を有し多くはパブリッ
クです。マドリッドにある62のゴルフクラブがスペインゴ
ルフ連盟に所属しています。マドリッドにはヨ－ロッパで最
初の市街地にあるゴルフ場がエル・パルドの山の近くにあり
ます：セントロ・ナショナル・デ・ゴルフ　18ホール、毎
年マドリッド・ゴルフ・エクスペリエンスが開催され、この
様なかたちの大会としてはスペイン唯一のものです。
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ショッピング



その変化にとんだ店舗によって、マドリッドはショッピング
先として最高のクラスです。疑う余地もなく、営業時間の解
放がこの地位を獲得するのに重要な役を果たしています。街
の店舗とショッピングモ－ルは日曜、祭日も幅広い時間帯で
営業しており、それに引き換え週末は閑散として、買い物が
できないその他の街とくらべマドリッドの商店街は活気に満
ち溢れています。また、ＥＵ圏外の方々は免税店に行くこと
により買い物に対して節約することができます。ＩＶＡ払い
戻しが出来る最低金額は90.16ユ－ロです。

ショッピングゾ－ン

マドリッドにはすべての方の好みと予算に合わせて少しずつ
何でもあります。高級品をお求めならばサラマンカ地区、も
っとモダンなデザイン、ボヘミアンで斬新さならサレサス地
区、チュエカ、トゥリバル。値段がよりお買い得なら中心街
の通りであります、ソルとグランビアの間、モンクロアとゴ
ヤの周辺。モ－ドと小物類、時計、や宝石、皮やアクセサ
リ－、だけでなく色々なものが簡単に見つけられるのは流行
とデザインのリファレンスであるマドリッド自治州です。

バリオ・サラマンカ。一般的には“ミ－ジャ・デ・オロ”とし
て知られている　ここでは最新の傾向と共に高級ブランドの
店があります、例えばセラ－ノのABCやハルディン・デ・セ
ラ－ノのようなショッピングモ－ルで服や小物、靴などを探
すことができます。

サレサス。ゆっくりと散策をする地区です、デザインの店を
覗いてみたり、あちらこちらにあるモ－ドの店、レストラ
ン、カフェなどの町並み、其の歴史のあるエレガントな建物
は昔のヨ－ロッパを感じさせてくれます。

チュエカ。ここはショッピングの天国です。フエンカラ－
ル、オルタレッサ通りとその周辺は全てのタイプのお店がひ
しめいています、特にファッションの店。この地域はダイナ
ミックで開放的でコスモポリタン君もマドリレ－ニョ（マド
リッド子）のように感じさせてくれます。
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グランビアの近くから“トゥリアングロ・デ・バジェスタ”に
出会います、トゥリバルとして知られています、ここには前
衛的な若いデザイナ－が地域の伝統的な店と一緒に移り住ん
で居るところです。

中心地の商店街（アレナル、カレタス、マジョ－ル、カル
メン、プレシア－ド）には国内、国外の手ごろな値段のチ
ェ－ン店と流行りの独立した店舗があります、しかしなかに
は老舗も残っていて、まるで時間が停止したようです。

年間通じて営業をしている、数多くのショッピングモ－ルが
街を取り囲んでいます、そこには一か所で食事と買い物がで
きてしまいます。もし高級品をお買い得な値段で手に入れよ
うと思っているのであれば何処かアウトレットに行かないわ
けにはいきません、高級ブランド志向ならば、ラス・ロッサ
ス・ビレッジです。

そして、誰か純粋にデザインを探し求めているのであればマ
ハラオンダにあるメルカ－ド・デル・カラコルは見逃せませ
ん、マタデロ・マドリッドのメルカ－ド・セントラル・デ・
ディセ－ニォ　またチャマルティンのノマダ・マ－ケット、
独立デザインに捧げています。
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ある朝の日か午後の買い物は何処かのカフェかテラスでゆっ
くりと休まないと完結しません、もうすでに足を運んだ処で
も初めての処でも、甘いものを味見したりコヒ－を飲んだ
り、でなければ昼食か夕食をとったり、これらのどれかが朝
か昼の買い物の理想的なフィナ－レとなります。

野外マーケット

メルカディ－ジョ（蚤の市）ついて触れない分けには行けま
せん！このタイプの店舗はマドリッドではとても典型的で
す、普通は野外の公共の場所に決められた日付に開かれ、扱
う品物は変化に富んでいます：食品、服飾、家庭用品、植
物、アクセサリ－・・・、一か所で色々な品物が手に入るこ
とから昔から多くの支持を受けています、また普通の商店よ
り値段が低いためでもあります。

服や食品などの伝統的なメルカディ－ジョの他に興味深い別
の色々違った専門の物を扱うところが存在します、例えばク
エスタ・デ・モヤノの書籍、まさに文学作品の宝庫です。ア
ベニ－ダ・デ・フェリペ２世は、ゴヤ通りど真ん中のヒッ
ピ－のマーケットがあり、プラサ・マジョ－ルには伝統的な
切手市、モ－タ－の市が鉄道博物館に、またコンデ・デ・バ
ラハス広場には素晴らしい絵画市がたちます。

マドリッドのメルカッディ－ジョの最上級がエル・ラスト
ロ、起源は中世でこの街の象徴の一つです。日曜日ごとに開
催されカスコロ広場とその周辺に沢山の出店が並び、古道
具、新品、中古品などを提供しています。ここのメルカデ
ィ－ジョで特出しているのがピケル・ギャラリ－付近の骨董
品の多数の店舗とか出店です。

忘れてはならないのが地方の町や村で開かれるメルカディ－
ジョです、エコロジー製品と工芸品のオージョ・デ・マンサ
ニ－ジャ、骨董品のナバセラ－ダ、アルカラ・デ・エナ－レ
ス、マンサナ－レス・エル・レアル、そしてブイトラゴ・デ
・ロソ－ヤにそれぞれ開催される中世マ－ケットなどがあり
ます。
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ガストロノミ－



伝統料理、前衛料理、ミシェランの星、インタ－ナショナル
料理、しかしやっぱりインタナショナルの高級料理、そして
フシオン、マドリッド自治州は色々と沢山、全ての方々の好
みと予算に合わせて楽しめます。この地方はスペインが体験
している美食ブ－ムを代表しています：17のレストランが
25のミシェランの星を勝ち得て地元料理とインタ－ナショ
ナル、老舗とガストロバ－が伝統と革新が合体するためにし
っかりと手を組んでいます。絶えることなくオッファ－で結
ばれた幾つかのガストロノミ－大会とコンク－ルは年間を通
じて開催されています。

マドリッドはどこかの流行のレストランで美味しい料理を試
したり、美術館の庭でお昼を食べたり、街角テラスに座りタ
パスをつまんだり、広場や通りで立ち食いしたり、液体の
ガストロノミ－を見つけてafterworkでカクテルを味わった
り、屋上で夕日を眺めたり、そして、どこかの美食空間で目
の前で演じられているショ－に参加しながら何か驚くような
マイクロガスロノミ－の試みを味わい心と身体を養生しま
す。
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別の面から、ワインの秘密を知るためにビノ・デ・マドリと
いう原産地呼称を持つ21の見学可能な酒蔵が企画する活動
に参加することを勧めます、一般公開されています。それぞ
れアルガンダ、ナバルカルネロ　サン・マルティン・デ・バ
ルデイグレシアにあります。　木から育て酒蔵係、農学士、
エノロゴ、樽係など複雑な工程をとります。

コシ－ド
もしマドリッドの身分証明になる典型的な料理があるとす
るなら、それはコシード・マドリレーニォです、３回に分
けて給仕します、街のクラシックなレストランで試すこと
ができます、冬になると “ルータ・デル・コシード“と呼ば
れ多くの処で提供されます、煮込み料理好きには外せない
行事です。

タパス
他のスペインの町と同じで、マドリッドでタパスに行こう
というのは一つの習慣であり伝統と新しい革新との結合で
す、店舗もタパスも伝統的なものから新しいものに置き換
えられていきます、最良な食材で丁寧に仕上げるという約
束が忠実に守られています、仕事の後でも友達と一緒で
も、平日でも、週末でもタパスに出かけるのに時間は選び
ません。

マドリッド自治州の中でタパスに出かけるのに特にいい場所
は、アルカラ・デ・エナ－レスとチンチョンです、バルコ
ニ－に囲まれたプラサ・マジョ－ルにはメソンとレストラン
があります、最近タパスは人気があるのでほとんどの週末に
はどこかの町でタパスのフェア－を開催しています。

ガストロノミ－マーケット
一つの興味深い提案は伝統的なマ－ケットをガストロノ
ミ－の神殿に改造し、そこではグルメ製品を購入したり、
味わうこともできます。：プラサ・マジョ－ルの近くのメ
ルカ－ド・デ・サン・ミゲ－ル、チュエカ地区にあるメル
カ－ド・デ・サン・アントンとサン・イルデフォンソ、メ
ルカ－ド・デ・モンクロア、ラバピエス地区にある多様性
文化のメルカ－ド・デ・サン。フェルナンド、さらにサラ
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マンカ地区にあるメルカ－ド・デ・ラ。パスと新しいガス
トロノミ－空間であるプラテア・マドリッド。

マドリッドの見学はこれらのマ－ケットのどれかを訪れずに
は完結しません、工夫に工夫を重ねて創りあげられた、ガス
トロノミ－の提案のどれかをその出店で、良いワインでも、
ビ－ルでも、カクテルでも一緒に味わってください、マーケ
ットの素敵な雰囲気に包まれ、今を満喫して！マドリレ－ニ
ォ達のように！
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フラメンコ



２０１０年にユネスコから無形文化人類遺産に指定されまし
た。フラメンコは踊りだけではありません、カンテと言われ
る歌であり、またトーケといわれるギタ－です

アンダルシアか発症地ですが、マドリッドはフラメンコを
楽しむには理想的なところです、なぜなら幾つもの“タブラ
オ”があるからです、そこでは重要なフラメンコ舞踊団が出
演しています、実は１９世紀に首都のカフェで大変評判に
なり、フラメンコは大きな変革を経験したのです、その後
もマドリッドはフラメンコにとって重要な場所になってい
ます。

もしフラメンコを鑑賞したいのでしたら数々の可能性があ
ります、年間世界的に有名な舞踏団が劇場公演を行いま
す、また、小規模な場所でカンテを楽しみ、数あるタブラ
オでカンテからバイレまで鑑賞し、今のフラメンコの形が
生まれた“カフェカンタンテ”と同じように、フラメンコシ
ョ－観ながら飲み物、タパス、夕食を楽しむこともできま
す。

マドリッドで一番古いタブラオはコラ－ル・デ・ラ・モレ
リアです、カサ・パタはフラメンコを習っている生徒と愛
好家が良く集まるところです、やはり長年にわたり評判の
高いのが　エル・カフェ・デ・チニ－タス、ト－レス・ベ
ルメハス、ラス・カルボネラス、新しくても少しも引けを
取らない、ラス・タブラス、ビヤ・ロサ、カンデラ、カル
ダモモ、そしてカフェ・シルヤブなどがあります。
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ビジネスと言語



マドリッド自治州は、その活力、発展性、多様性、自由、力
強さ、情熱、優しさを世界に伝えます。さらに、ビジネスや
語学研修その他の目的を持って来た全ての方々の期待に応え
ることができます。

ビジネス観光とコングレス

マドリッドがヨ－ロッパあるいは国際的レベルにおいてビジ
ネス観光の規範になっていると言っても過言ではありませ
ん。高品質のホテルの幅広いオッファ－、会合を開く為のイ
ンフラの完備、近代的な交通機関網、さらに、マドリッドは
その都市圏内に投資には大変魅力的な数々の国内及びイン
タ－ナショナルの多くの企業が定着しています。

マドリッドは世界レベルで一番会合の数が多い都市の一つで
す、会合の数においても又、人数においても、International 
Congress and Convention Associationによると上位に位置し
ています、2015年マドリッドは第５位をロンドンと分ち合
いました。

原動力の一つは（IFEMA）マドリッド見本市会場です。百万
平方メ－トルの面積で活動の必要条件により会場の調整をし
ます。参加企業数は30.000以上、年間４百万人の訪問客、
パビジョン数は12、コンベンションは3会場、地理的な位置
においても、そのサ－ビスにおいても各ビジネスに完璧に適
合しています。

IFEMAの開催する見本市の中でも最も重要なのはFITURで、
世界で一番重要な観光フェア－の一つです、アルコ（現代
芸術国際フェア－）,そしてマドリッド・ファッション・ウ
ィ－ク、その他多くのフェア－が開催されます。
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語学観光

外国人の為のスペイン語教育専門のセンタ－が数多くあるお
陰でマドリッド自治州は一番多くの生徒がスペイン語を学ぶ
地域の一つです。

マドリッドは国際色豊かな街で開放的な性格から様々な国籍
の人々の出会いの場となっています。スペイン語にとって一
番重要な機関の本部はマドリッドに在ります、例えば、セル
バンテス研究所、国立図書館、王立スペイン言語アカデミ－
、など文化及び幅広いオファ－が用意されています。

セルバンテス研究所は世界中でスペイン語学習の最高機関で
す。マドリッド自治州には21の証明された語学センタ－が
あります、セルバンテス研究所はスペイン語学習のコ－スを
広めるだけではなくスペイン文化を深く研修をするための養
成をしています。

公共の各大学もスペイン語教育に携わっています。忘れては
ならないのがスペイン外国語学校連盟の存在です。高いレベ
ルのスペイン語学アカデミ－は連盟に加盟しています。

このタイプの観光にとって一番魅力的な目的地はアルカラ・
デ・エナ－レスです。理由の一つはその歴史、その大学、そ
してミゲ－ル・デ・セルバンテスの生まれ故郷であること、
それに別の面からみると、セルバンテス研究所の教員養成セ
ンタ－の本部があります、幾つかある外国人の為のスペイン
語学校であるエスクエラ・オフィシアルが温かく迎えていま
す。

語学観光の学生も外国人の学生にとっても学問のオッファ－
も大事ですが、街全体のオッファ－、そして、そのイメ－ジ
がとても大切です、この面でもマドリッド地方はその全てを
実現しています。
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役に立つ案内

マドリッド自治州の観光オフィスネットワ－ク

マドリッド自治州の観光オフィスネットワ－クはマドリッド
の戦略的に配置された場所に置かれています。飛行場、駅、
マドリッド中心街、別のネットワ－クと共に全ての地方にみ
いだせます。

最も重要な目的はマドリッドに着いた全ての訪問客を温かく
迎えることにあります。そして自治体の町々や我々の地方の
持っている変化にとんだ観光資源を知ってもらえる為に質の
高い情報を提供します。

安全について一言

マドリッドはヨ－ロッパの中で一番安全な街の一つです。
根拠のない話でなくSafe Cities Index 2015のランキングに
よると全体の21番に位置しています、これはThe Economist 
Intellingence Unitによって作成されたものです。デジタル保
安機材に対する努力は公共交通機関のネットワ－クによって
分散されている8000台のカメラによることは明らかです、
それにより警備員と結びつき、地下鉄の駅はアットタイムで
画像を撮ります、追跡は中央指令室から行い、事件が発生し
たり、緊急事態の際はコーヂネ－トをします、首都の全ての
駅に分散されている指令室からも追跡をします。

国家警察には外人観光客対応のサ－ビスがあります、 
（ＳＡＴＥ）色々な言語に対応しそのひとつに日本語があり
ます、訪問者が何か特別な事態に遭遇し警察の介入が必要な
場合サービスを受けることができます。例えば、クレジット
カードのキャンセル、大使館、領事館へのコンタクト、警察
の手続きの手助けなどがあります。
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