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スペイン・バルセロナにスポットを当て、
ファッション、アート、レストランなど「今」
のバルセロナを発信。季刊誌：年４回発行。
bcn, la revista sobre el encanto de
Barcelona.
Arte, Cultura , Gastronomía, Moda y
Eventos en Barcelona y Tokio.
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バルセロナの栄華を感じるゴシック地区とピカソ

バルセロナ旧市街の中でも最も古いゴシック地区。

マラガで生まれ、バルセロナの美術学校で学びまし

部屋と部屋をつなぐ渡り廊下はガラス張りで、明る

13-14世紀にバルセロナが隆盛を極めた頃の建物が狭

た。一生のうちでスペインにいた時期は実はそれほど

い自然光が降り注ぐ気持ちのいい空間。全体はそれほ

い路地いっぱいに広がります。そんなゴシック地区に

長くはありません。それでも祖国スペインに対する愛

ど広くはないので1,2時間で堪能することができます。

佇むのがMuseu Picasso（ピカソ美術館）。もともと

と熱意は生涯変わらないものでした。

５つのパートから成る美術館は常設展のほか、季節

は貴族の邸宅だった建物を改装して1963年にオープ

さて、ピカソ美術館に入場すると、まず厳しい荷物

ごとのエキシビジョンも行われています。毎週日曜日

ンしました。趣ある美術館で若き日のピカソに触れて

検査があります。小さいバッグでもロッカーに預けな

の午後3時からは入場無料となりますが、混雑は必至。

みませんか。

ければいけません。また、館内は撮影禁止なのでご自

ピカソ好きなら、平日午前中の来館をおすすめします

世界的に最も活躍した近代のスペイン人７人の中に

身の目にしっかりと焼き付けて楽しんでください。石

（ただし月曜日は休館）。美術鑑賞のあとは1Fのミュ

も選ばれるパブロ・ピカソ。ピカソはスペイン南部、

造りの重みある外観とは違い、館内は白壁で非常に現

ージアムショップへ。品数も多くとても充実している

代的。作品も間隔を空けて展示されているので、ゆっ

のでお土産探しにも最適です。

たりと芸術に浸ることができます。

ピカソの世界にもっと浸っていたいなら、ぜひゴシ

バルセロナのピカソ美術館は、比較的初期の作品が

ック地区を少し北へ歩いて4GATS「4匹の猫」という

展示されているのが特徴です。幼少期の作品として最

カフェを訪れてみましょう。ここは若き日のピカソも

も有名なものの１つが"Ciencia y Caridad"-科学と慈愛-

足繁く通い、カタルーニャの芸術家たちの溜り場であ

です。この絵が16歳の時に描かれたと聞けば、その観

った場所です。まだ知らないピカソの魅力を発見でき

察眼とデッサン力の高さに誰もが驚かされるはず。ま

るかもしれませんね。

た社会的弱者に共感し、ブルーを基調にした作品群は
「青の時代」と呼ばれ、ピカソ美術館の大きな見所と
なっています。
photo by Pedrito Guzman
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Museu Picasso

Carrer Montcada, 15-23
http://www.museupicasso.bcn.cat/

新コンセプトの注目カフェ

「WOKI Organic Market」

100%オーガニックの食材を扱う「WOKI Organic Market」。エコライフに敏感な
バルセロナで今人気のスポットです。是非訪れたいのがマーケット内に設けられたカ
フェスペース。体も喜ぶおいしいデリやスイーツが味わえます。今回は見た目にも可
愛いニンジンのケーキとオート麦を原料とした植物性ミルクのCafe Cortadoを注文。
ちなみにスペインのコーヒーはミルクの量によって名前が変わり、少量のミルクを入
れたものをCafe cortado(カフェ コルタード）、ミルクが半量入ったものをCafe con
leche(カフェ コン レチェ)と呼びます。
バルセロナの旬なカフェ、おすすめです！

WOKI Organic Market
Passeig Sant Joan, 110
(+34) 93 667 55 66
http://www.tribuwoki.com/
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ミコロール

mi color

制作スタッフが運営するショップのオススメをコーディネート。
秋から本格的な冬を迎える前の季節を楽しむキュートなアイテム！
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大鳥ひろみ

t!

バッグ (Capricho de muneca) ￥19,440

「カプリチョ・デ・ムニェカ」のカバンはとにかく
柔らかい革の手触りとひとひねりあるデザインが特徴！
このバッグは、ギャザーのキュートさとクラッチ＆
ショルダーの２way仕様で、色々なコーディネートに
合わせられるのがポイントです。飽きのこない
ベーシックなカラーを揃えています。
バッグの内側もアイテムひとつひとつ違う柄、
と細部までこだわりが！
◎バッグの詳細はこちら ⇒

エブロ

http://mi-color.jp/

Ebro (by 南青山 Due e Due) 井上 礼

バルセロナ発のバッグやアクセサリーを販売するネットショップ
「mi color」店長。ファッションの中でもカバンと靴が大好き！
いい大人になってきたので良いものを厳選して長く使いたいなー
と思っている今日この頃。クラッチをカッコよく持ちたい！

トップス (NEKANE) ￥18,000

ベージュにゴールドのラメが上品に光る半袖ニッ
トカーディガン。お袖を大きなバラ型にしたキュー
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トなデザインです。着るとお花が立体的になって、

nt

さらに美しさが際立ちます。ボタンもよくみると

!

リボンの柄が入っていたり、細やかなポイントが
たまらなく可愛い！ブラックのガウチョパンツや
ロングスカートと合わせるのが今年の気分♪
◎トップスの詳細はこちら ⇒

http://ebro-dd.com/

「南青山 Due e Due」が運営するネットショップ「Ebro」店長。bcn
では編集を担当。大好きなバルセロナ、ビルバオのお洒落なアート
ファッションを直輸入販売。業界歴は20年。この秋はポイントカラー
でプチゴージャスなコーデを目指していくつもり！

News

from
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スペイン No.1 チョコレートクリーム
「ノシージャ DUO」 10/10 販売スタート！

スペイン発の商品を取り扱うグランジャポンより、オススメ商品や耳寄りな情報を皆様
にお届け致します。今回は、この秋より販売する新商品、スペインでも長く愛されてい
るチョコレートスプレッド「nocilla」のご案内です。
カカオとミルク、2層のヘーゼルナッツ風味チョコ

POP UP
SHOP

Due e Due MOVE
ドゥエドゥエ ムーブ

Ebroはスペインファッションにスポットをあてたネットショップ。
運営元である「南青山Due e Due」の移転リニューアルに伴い、
今秋よりEbroとしてもさらに活動範囲を広げていきます！

レートクリーム「ノシージャ」は70年代スペイ

Ebroではいつでも旬のお洋服をご覧頂けますが「商品を手にとってみたい」、

ン・バルセロナで生まれたチョコレートクリーム

「試着してみたい」というような声もたくさん頂いています。

です。カカオとヘーゼルナッツが調和した味とク

そこでスペインファッションを気軽に、そして直接ご覧頂ける機会を

リーミーな食感はスペイン全土で愛されていま
す。パンに塗るのはもちろんのこと、ケーキやア
200g
685 円（税込）

月に1度、期間限定ショップが
表参道にオープン！

イスクリームにも加えて、またナッツなどをトッ
ピングして…と可能性は無限大です！

９月より設けることになりました。届きたてのヨーロッパファッション、
雑貨とオリジナルアクセサリーをご試着、ご購入頂けます。
また、当フリーペーパー

を制作しているEbroとmi colorの

2店舗もコラボし、月ごとにおススメの逸品を並べます。
あなたはココア派？ ミルク派？ それとも？

普段は手に取れないお品を実際に試してお楽しみください。

2層のクリームは別々で食べたり、
お好みの配合に混ぜたり、と遊び心いっぱい！
あなたの好きなノシージャの味を見つけてください！

皆様のご来店をお待ちしております！

開催日

9月中旬より順次PLAZA店にて（各店舗にお問い合わせください）販売予定です。

グランジャポン楽天市場店

第 3 回：11 月（未定）

先行予約販売スタート 9/10〜

予約販売にてノシージャ２個以上ご注文のお客様へ、もれなくノシージャを
追加で１つプレゼント！お友達へのプレゼントやお手土産にどうぞ！
グランジャポン 公式オンラインショップ

http://granjapon.ocnk.net/

グランジャポン 楽天市場店（検索窓 「グランジャポン

http://www.rakuten.co.jp/granjapon/

第 1 回：9 月 17 日（木）、18 日（金）、19 日（土）

第 2 回：10 月 15 日（木）、16 日（金）、17 日（土）

スペイン王室御用達グルメストア「パステレリア マヨルカ」日本一号店にて販売スタート。

時間

木、金：11:00-18:00・土：11:00-16:00

場所

東京都港区南青山 5-5-20
アルファエイト南青山 B1F レイ・スペース
Tel.03-5467-2002

楽天市場店」）

お問い合わせ・詳細はこちら

http://w-r-dueedue.co.jp/concept/move/
illustration designed by Freepik.com

【編集後記】今号で
も４号を迎え、次号で１周年！ 今号からページが減り誌面も一新されましたが、内容はより深く濃いものになったと
自負しております！制作している私たちも、読んでいてバルセロナへ飛び立ちたくなる…（笑）。Ebro、mi color のサイトにも心躍る素敵な商品
が並んでいますので是非遊びにきてください♪ 編集：井上礼（Ebro by 南青山 Due e Due）、デザイン：大鳥ひろみ（mi color）

●取材、

を設置していただけるショップ様募集中！右記メールアドレスまでお気軽にお問い合わせください！

【発行】株式会社ワールド・リクエスト ( 南青山 Due e Due)
お問い合わせは下記メールアドレスまで

bcn@ebro-dd.com

