
（編集：井上礼、坂田澄子　デザイン：大鳥ひろみ）

個性的なファッションが並ぶバルセロナのショッピ

ングストリート。中でも一際目立つディスプレイに自

然と足が止まります。店内には壁一面に飾られたカラ

フルなバッグがずらり。マグネットを使ってバッグを

壁自体に貼り付けるという見せ方が斬新！そして同じ

モデルでも柄が違い、それぞれに味があります。

vaho(バオ)はバルセロナの街頭広告をバッグにリ

サイクルした、エコでかっこいい最先端ブランド。

1992年のオリンピックを機に、さまざまな街頭広告

旗を作り始めたバルセロナ市。どれも一流広告デザイ

ナーによって手がけられますが、掲載期間はなんと４

～６週間と非常に短いのです。今までは期限が過ぎた

旗は全て廃棄されていました。

「すばらしいデザインの広告旗。まだ使えるものを

どうにか再利用できないか。」２人の学生の疑問から

誕生したvaho。

もともと雨や汚れに強い素材で作られているため非

常に丈夫。実際に持ってみるとその軽さに驚きます。

男女問わず使えるボストンからガーリーモデル、小物

まで種類も豊富です。

さらに広告旗は両面デザインなので、内側にも面白

く柄が出ます。開けた時に感じる「ワクワク」と「驚

き」が何とも楽しい。同じ柄は１つとしてないのでお

気に入りを見つけたらすぐに手に入れて！

エコファッションという言葉が聞かれるようになっ

て久しいですが、エコロジーとはただ素材が地球に優

しく、リサイクルしていることだけを指すのではあり

ません。

vahoでは中で働く人にも優しい環境作りをしてお

り、外見だけではない本物のエコを実践しています。

そんな想いが詰まったvahoのバッグはファッション

性抜群！お洋服とのコーディネートも楽しく、買いや

すいお値段も魅力です。

雨シーズンにも夏のビーチにもぴったり！機能的に

優れ、デザインもユニークなバッグで毎日を彩ってみ

ませんか。

（vaho バオ 正規輸入代理店／スペイン輸入セレクト

ショップ AIRE アイレ 表参道）

バルセロナが発信するエコファッション、vaho

bcn も３号を迎え、スペインを通じてどんどん輪が広がって
いくのを実感しています。私たちの根本にあるのは「スペイ
ン・バルセロナ」、そしてオシャレでアートなアイテム。
次号からはまた違った見せ方で、もっとバルセロナを身近に
感じていただけたらと思っています！

本紙　　　の c は、コピーライトの © を
左右逆にしたコピーレフトのシンボル。コ
ピーレフトの持つ「ソフトウェアを共有し
て発展させるという意図に反しないなら
ば、いつでもだれに対しても利用を許可す
る」（Wikipedia より）という意味の「ソ
フトウェア」を「バルセロナの魅力」に置
き換え、本紙のスタンスを表しました。

あなたのお店に
　　　を置いてください！
ご興味のある方は、

ぜひご連絡くださいませ。

【編集後記】

　　  制作スタッフの、各店オススメアイテムをコーディネート。

雨の季節から夏にかけて、爽やかで気分が晴れるアイテムをチョイス！

から感じられる独特のムード
はそれが生み出された街その

ものを反映していると思う。私にとっ
てのバルセロナファッションとは
「アート」そのもの。伝統がありなが
らも新しい。想像をこえるアイデアと
色に溢れている。
初めてバルセロナを訪れ、ファッショ

ご希望の方は、①お名前 ②年齢 ③性別 
④職業 ⑤ご希望のプレゼント番号 ⑥
bcnの感想をご記入の上、下記メールア
ドレスにお送りください！

「Menja（グルメ）」コー
ナーでご紹介した「CASA 
MALLA」 にて、タパス１
皿サービス♪（１グループ
につき１皿、メニューはお
任せください！）

※当選された方にはこちらからご連絡いたします。
なお、ご応募いただきました読者の個人情報は、適切に管理いたします。

タイプの異なる編集担当が交替でお
送りするエッセイ。今回はファッシ
ョン業界歴20年の井上です！
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Moda コーディネート

Assaigエッセイ

Regal プレゼント

オーガニックコットンの一部に透かし柄をいれ、気持ちいいエコ素材をスタイリッ
シュにデザイン。長め丈なのでパンツとのコーディネートに。バッグや靴には茶や
ベージュといったアースカラーをプラスするとかっこよく着こなせます。

エブロ
井上 礼

■ ロゴに込めた想い

＜ビーシーエヌ＞

プレゼントのご応募、　　　へのお問い合わせは
下記メールアドレス宛てにお願いいたします。

bcn@ebro-dd.com

1

ンに衝撃を受けてから 20 年。流行は
変われど、その根底にはいつも「アー
ト」が存在している。
セレクトショップ南青山 Due e Due
にて数々のブランド提案をしてきた私
自身がバルセロナファッションの一番
のファンであることは言うまでもな
い！

そして今、さらに多くの方にその魅力
をお伝えしたく、Due e Due の新オ
ンラインサイト、Ebro( エブロ )がオー
プン。バルセロナのあるカタルーニャ
やバスク地方を流れる Ebro 川をイ
メージして名づけたサイトから「ここ
でしか出会えない」お洒落を発信中。
新サイト Ebro にご期待を！

服

【締切】2015年８月末

【期限】2015年８月末

次号は2015年９月発行予定です

Ebro (by 南青山 Due e Due) 井上礼のオススメ！
エブロ

「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。美しく着こなすコツ、ファッショ
ンLifeの秘訣はブログで公開しています。 ● http://ebro-dd.com/● 03-5467-2002

Vaho
ペンケース　1名様

グルメクーポン

2 Granjapon
【ANETO】おうちでパエリヤセット　１名様

記事の取材、　　  を設置していただ
けるショップ様大募集！ 左記メール
アドレスまでお気軽にお問い合わせ
ください！

トップス (Skunkfunk) ￥8,800

カジュアルなアイテムが多い vaho の中で、このハンドバッグ「ケリー」は女性ら
しくエレガントな雰囲気。水や汚れに強い素材はそのままなので、例えば夏のバカ
ンス、ちょっとオシャレして出かける海辺のディナーのお供にいかが？

mi color 大鳥ひろみのオススメ！
ミコロール

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。個性的・独創的なデザイ
ンが大好きで、お店に取り揃えるアイテムも直感的にココロに響いたものを厳選しています。まだ眠っている
新しいブランドの開拓にも乞うご期待！ ● http://mi-color.jp/

バッグ (vaho) ￥14,040

どんどん味が出てくる手作りのスエードロールペンケース。やわらかくてとても使
いやすいと好評で、プレゼントとしても人気の高い逸品。筆記具が４本入りますので、
必要最低限の筆記具を持ち歩く方に最適です！

Antena Catalunya 坂田澄子のオススメ！
アンテナ カタルーニャ

バルセロナを州都とするカタルーニャ州のメーカーから集めた、上質で知性を感じさせる文房具を販売する
ネットショップ「Antena Catalunya」店長。建築・料理・ニュースなど、カタルーニャをテーマにしたブロ
グも人気！ ● http://botiga.catalunya.jp/

ロールペンケース (PEPA PAPER) ￥4,320



こだわりのカタルーニャ料理店
玉川学園「カサマイヤ」

地中海の美しいビーチ
バルセロネータ

CASA MALLA

La Pegatina

La Pegatinaは2003年からバルセロナを中心に活躍するグループ。気分

の上がる音楽、カラフルでおしゃれなミュージックビデオは、聞くだけ見

るだけでワクワクしてきます。

彼らのCDは、公式ホームページにてなんと無料でダウンロード可能♪　こ

の夏は、La Pegatinaの曲でドライブ、野外パーティーをしてみるのはい

かがでしょうか。盛り上がること、間違いなしです！

今回訪れたのは、東京・玉川学園にある「CASA MALLA（カサマイ

ヤ）」。2011年4月のオープン以来、カタルーニャ料理にこだわり、天

然酵母のパンからデザートまでを1人で作る増渕友子シェフに「おすすめ

料理は？」と尋ねると「ブティファラ（腸詰め）、フィダウアー（ショー

トパスタのパエリャ）、アロス・ネグラ（イカ墨のパエリャ）」と正統派

カタルーニャ料理ばかりが並びます。食というツールを通じて、カタルー

ニャの季節行事を日本に伝えたいという増渕シェフは、まさに「カタルー

ニャの心を持った日本人」。

元々は趣味で料理をしていたアパレルの販売員だったとのこと。グエイ公

園をイメージするモザイクタイルの貼られたカウンターや、モダンな店内

に飾られたカタルーニャ伝統の小物たちから、センスの良さがうかがえま

す。

料理への愛、カタルーニャへの愛の詰まった温かい雰囲気のカサマイヤ。

大切な人と通いたいレストランです。

おいしい「食」のまわりには「楽しい会話」が生まれます。スペイ

ンの厳選した食品を扱うグランジャポン。朗らかな笑顔が印象的な

代表の星野マチ子さんは心に秘めたスペイン愛でいっぱい。

まずははちみつ入り紅茶、テ・コン・ミエルでスペインの風を感じ

てください。パエリア作りには天然素材のみを使ったANETO社の

スープが絶品。食から始まるおしゃれな暮らし方もグランジャポン

の様々なイベントを通じて知ることができますよ。

La Pegatina ( ペガティナ )
バルセロナの本屋さん

バルセロナで過ごす初めての夏休み。この夏はスペイン語の小説、バルセ

ロナに関する本、料理本、様々なジャンルの本を熟読します。

本には魅力的なスペイン語の表現がいっぱい。スペイン語だとこんな風に

表現するんだ！と新たな発見が楽しい！　

バルセロナは本の街。昔ながらの

小さな本屋さんが少なくなっては

いますが、未だ魅力的な本屋さん

がたくさんあります。なかでもオ

ススメはLa Central（ラ・セン

トラル）。この本屋さん、元々は

礼拝堂だったので見た目こそ古い

ですが、店内はちょっとしたお

しゃれな雑貨も販売しており、今

ドキな感じです。

語学力・表現力向上と共に、文化

的知識も増やしていきたいな。充

実した読書の夏になりそうです！

バルセロナには多くの個性派ホテルがあります。夏の観光シー
ズンには屋上テラスがあるホテルを選ぶのも１つ。ランブラス
通りの市場、ボカリアや海にも近いラバル地区にある 4 つ星ホ
テル、「バルセロ ラバル」は外観、内装ともにアートで近代的。屋
上テラスの 360°見渡せる展望台とプールは是非利用したい。
古くからある下町の風景に佇むサグラダ・ファミリアもいつも
と少し違った表情に見えます。以前は治安が不安な部分もあっ
たこの地区も、今はお洒落エリアに変わってきています。

バルセロナの海を満喫するなら、バルセロネ
ータビーチへ。地中海を臨む細長く広がるビ
ーチは観光客はもちろん、地元の人でいつも
賑やかです。
メトロのバルセロネータ駅からブラブラと海
へ向かうと右手にはバルセロナ港が見えてき
ます。大型船を横目に、左へ折れるとそこか
らは美しい砂浜が広がります。バルセロネー
タビーチにはシャワーも完備されており、海
も非常に穏やかなので安心して泳ぐことがで
きますよ。ビーチで横になったり、本を読ん
だりとゆったり時間を過ごすのもいいです
ね。
ビーチ沿いの道ではランニングやサイクリン
グで汗を流す人々も多く、休日だけでなく平
日でも活気に溢れています。
もちろんビーチを散歩するだけでも気持ちい
い。青い海と空に旅の疲れも吹き飛びます。
少しお腹が空いてきても大丈夫。延々と続く
バルセロネータには数多くの飲食店が立ち並

〒194-0041  東京都町田市玉川学園2-1-29
TEL：042-851-7519

http://www.lapegatina.com/

http://casamalla.exblog.jp/

2にオリーブオイル、
塩をそれぞれ少々ふりかける

Granjapon
http://granjapon.co.jp/

【レポーター】
脇奈々海：現在バ
ルセロナに留学中。
日々お散歩しなが
らバルセロナ探索
しています！

ふらっと立ち寄りたくなる、雰囲気満点の外観。
店内もオシャレでつい長居してしまいます。

Menja グルメTurisme 観光

Amistat bcn の仲間
Notícia 最新情報！ Recomanació 現地からおすすめ

Música 音楽

トマトを横半分に切る。

上記写真にも載っている、パンにトマトと
オリーブオイルを塗りつけた簡単レシピ！

トーストしたバゲットに、
1のトマトを塗りつける

パ・アム・トゥマカット

1

2

3

2013年、初来日&東京でもコンサートを開催。みんなで
歌って踊って、盛り上がりは最高潮に！世界中でツアーを
行っています。

Barceló Raval バルセロ ラバル
Rambla del Raval, 17-21  08001 Barcelona 最寄：Liceu ( メトロ L3)

「ミエル」はスペイン語でハチミツを意
味します。紅茶 té に miel が入ったも
のが té con miel（テ・コン・ミエル）。
miel には英語同様、luna de miel( ハ
ネムーン）という甘い表現もあります。

Diccionari
辞書

んでいます。気軽なカフェからレストランま
で種類も様々。海風とともに頂くシーフード
はやはり格別なおいしさ！お目当ての人気店
に行きたい場合はホテルで予約をしてもらう
と確実です。ただし、ビーチ沿いレストラン
の「いい席」とはテラスの一番日当たりのい
い場所を指すことを忘れずに。
さて、ビーチの北端までやってくると少し景
色が変わり、ツインビルや大きなモニュメン

トが目に飛び込んできます。
ここは1992年のバルセロナオリンピックの
選手村として誕生したポートオリンピック。
今はカジノやクラブも入り夜も楽しめるスポ
ットになりました。この付近の海はヨットハ
ーバーとなっており、跳ね橋から出ていくヨ
ットを見送りながらどこまでも広がる地中海
を眺めるのも最高です。

recipeカンタン

Barceló Raval バルセロ ラバル


