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Presentaos, por favor.
Somos Laura Recarte Arregui y Cesar Bueno, 
cantante y uno de los músicos de grupo Español “La 
Niña Hilo”.

Contadnos sobre vuestros pueblos un poco. Y ¿cómo es la 
escena musical allí?
César: Todos somos nacidos y residentes en el sur de 
Navarra. Laura Recarte, (la cantante) y Yo vivimos en 
Murchante, una pequeña localidad de unos 3000 
habitantes a 4 km de Tudela, que es el núcleo de 
población más grande de la zona (45000 
habitantes) desde hace siglos.
Ángel Usúa es el batería, es de Pamplona 
pero vive en un pueblo cercano llamado 
Fúnes. Juanan Melero (el bajista) 
vive en Tudela y Mercedes 
B u e n o  ( l a  n u e v a  
gu i t a r r i s t a )  v i v e  en  
Cabanillas, otra 

pequeña localidad cercana a Tudela. 
Nuestra zona es predominantemente agrícola, situada a orillas del río Ebro 
y cuya huerta ha sido tradicionalmente muy valorada en toda España. La 
industria también ha tenido y tiene un peso importante en el desarrollo 
económico de la región a pesar de que la grave crisis que nos azota ha 
debilitado el tejido industrial de nuestra comarca.
Estamos a unos 100 Km de tres capitales importantes como son 
Zaragoza, Pamplona y Logroño, rodeados del Parque natural del Moncayo y 
del Parque Natural de Las Bardenas Reales de Navarra, un paraje 
semidesértico que es la zona esteparia más al norte de Europa.

Laura: Tenemos un clima de temperaturas y condiciones de mucho 
contraste. El invierno es muy frío y no siempre lluvioso, y el verano suele 
acompañarnos con temperaturas bastante elevadas. El viento nos visita en 
cada una de las estaciones.

César y Laura: El centro del movimiento musical en España sigue estando 
en Madrid y Barcelona, aunque también hay movimiento en algunas otras 
capitales de provincia como Bilbao o Valencia etc. Conocemos un poco la 
escena de Pamplona donde si que hay movimiento de grupos que han 
triunfado a nivel nacional como El columpio asesino, Marea, Barricada y 
donde hay algunos grupos muy prometedores como  “Wilhelm and the 
dancing animals”. En Pamplona demás tendremos la oportunidad de actuar 
en el mes de Julio, dentro de sus internacionales fiestas de San Fermín.

¿Cómo empezó La Niña Hilo? He leído que sois los tres componentes de 
Matti+Laura, ¡La Niña Hilo tiene estilo totalmente distinto!
César: Matti se deshizo a finales del año 2010. Después de 5 años 
tocando juntos y de 2 discos editados (tu es mes yeux /2007 y amumú 
/2010) que obtuvieron muy buenas críticas en la mayoría de medios 
independientes nacionales y de haber tocado en muchos lugares de la 
geografía nacional, todos estábamos un poco cansados del proyecto.
Laura y yo llevábamos ya un tiempo tocando juntos de una manera 
informal. Quedábamos de vez en cuando e íbamos tocando cosas que 
tenía compuestas y que no encajaban en Matti.
Todo fue poco a poco tomando mayor dimensión y tras agregarse al 
proyecto Juanan y Angel surgió oficialmente “La Niña Hilo”.

Laura: El estilo de La Niña Hilo es totalmente 
distinto a lo estábamos acostumbrados a escuchar 
con Matti. No solo por el hecho de cantar en otro 
idioma diverso: Matti en francés y La Niña Hilo en 
Inglés; sino por los aires a  Dominique A, François 
Breut, etc  que el pop de Matti nos evocaba y el 
rock con tintes electrónicos e influencias punk de La 
Niña Hilo. Me afano por variar de registros vocales, 
es como si intentara expulsar de mi garganta rabia 
y fuerza, al mismo tiempo que quedo suspendida 
en nubes de ternura e inocencia.

自己紹介をどうぞ。
スペインのバンド『La Niña Hilo』のヴォーカルLaura 
Recarte Arreguiとメンバーの一人、César Buenoです。

地元について少し聞かせて。
ミュージックシーンはどんな感じ？
César：メンバー全員ナバラ南部出身・在住なんだ。Lauraと僕は、
何世紀も前からこのあたりで一番大きな街として知られるトゥデラ

（人口45,000人）からだいたい4Kmに位置する、人口約3,000人ほ
どの小さな町、ムルチャンテに住んでいる。ドラムのÁngel Usúaはパン
プローナ出身だけど、その近くのフネスという町にいるよ。ベースの
Juanan Meleroはトゥデラに、新しいギタリスト、Mercedes Buenoも
トゥデラの近くにある小さな町、カバニージャスに住んでる。

僕たちが住んでいる地域は、農業地帯が主だね。エブロ川沿岸地域にあるんだ
けど、その灌漑農地はスペインでも昔から重要とされてきたんだ。この経済危機
で繊維産業も打撃を受けたけれど、産業もまたこの地域の経済的発展には重
要な割合を占めている。
100Km圏内には重要な三都市、サラゴサ、パンプローナ、ログローニョがあっ
て、モンカージョ自然公園やヨーロッパで最北のステップ地域である半砂漠状
態のナバラのバルデナスレアレス自然公園に囲まれているんだ。

Laura：このあたりの気候は差が激しくて、冬は雨はそれほど降らないけどとて
も寒く、夏はかなり気温が上がる。それに季節毎に違った風が吹くの。

CésarとLaura：ミュージックシーンの中心はやっぱりマドリッドとバルセロナ。
ビルバオやバレンシアなんかにもムーブメントはあるけどね。パンプローナも
『El Columpio Asesino』、『Marea』、『Barricada』など、スペイン国内で成
功したバンドをいくつか輩出したし、『Wilhem and the dancing animals』
のように有望なバンドもいるわ。それと私たちは7月にパンプローナのサンフェ
ルミン祭でライブをやる予定。

La Niña Hiloの始まりは？　元『Matti』のメンバー3人とLauraだって読んだ
けど、La Niña Hiloは『Matti』とは全然違うね！
César：『Matti』は2010年末に解散したんだ。5年間活動、二枚のアルバム
（“tu es mes yeux”／2007、“amumú”／2010）をリリース、国内のイン
ディーズ系メディアから高評価をもらい、スペイン中でライブをやったあと、みん
なこのプロジェクトに疲れちゃったんだ。
インフォーマルな形ではあったけれど、Lauraと僕は前から一緒に演奏したりし
ていて、たまに会っては、作曲はしたけれど『Matti』には合わなかった曲をやっ
てみたり。そうしているうちにこっちが中心になってきて、JuananとÁngelも加
わり、正式に『La Niña Hilo』になったんだ。

Laura：『La Niña Hilo』のスタイルは私たちが知ってる『Matti』とは全く違う。
『Matti』はフランス語、『La Niña Hilo』は英語っていう言葉の違いのことでは
なく、『Dominique A』や『François Breut』なんかを思わせる曲調のこと。
『Matti』のポップ感には喚起されたけど、『La Niña Hilo』のエレクトロニック
感がプラスされたロックやパンク感にもね。ヴォーカル的には、いろんな音域を
出そうと努力してる。喉から怒りや強さを吐き出そうとするような感じ。それと
同時に、優しさと純粋さの中にいるような。

www.facebook.com/laninahilo
laninahilo.bandcamp.com

LA NiñA HILO
まるでオーダーメイドのドレスのように、一針一針丁寧に作り込んでいく……
それが『La Niña Hilo』のバンド名の由来。

PJ Harveyを思わせるエキセントリック系ファルセットヴォーカルがとにかくかっこいい！
EP “Prólogo”をリリースしたばかりの『La Niña Hilo』、
LauraちゃんとCésarのロングインタビュー！
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La Niña Hilo:
Laura Recarte (voz), César Bueno (guitarra, sintetizador y voz),

Ángel Ursua (batería), Juanan Melero (bajo)
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EP "Prólogo" (2012)
La Niña Hilo
1. Future
2. Who made who
3. Dark moon
4. Nothing
5. Three days

Me gusta mucho vuestra música, pero ¡la vocalista me encanta!
César: Laura es Diseñadora de ropa, y lleva años fuera. Ha vivido en 
Bilbao, Valencia, Tarragona, Italia y Inglaterra y ha vuelto a Murchante a 
trabajar en su estudio en su proyecto de moda. Además de hacerse su 
ropa y cantar en La Niña Hilo haciendo también las letras de las 
canciones , canta jotas, aprende judo, practica atletismo y mil cosas más.

Laura: Hehehehehe la polivalencia no es tan complicada ni tan inusual, 
creo que lo que me pasa es que  tengo muchas ganas de conocer, de 
aprender de todo lo que me rodea. No obstante en toda esta vorágine de 
“actividades extraescolares” semanales que César describe, la música se 
me presenta como un antídoto balsámico. Me divierte, me relaja y me hace 
descubrir cosas en mí que no sabía estaban.

Vais a hacer un vídeo de cada una de las canciones de "Prólogo", ¿no?
César: Nuestro disco salió hace apenas dos meses y estamos moviéndolo 
poco a poco fundamentalmente en Blogs especializados en música y 
revistas por lo que nos interesa estar dando que hablar el mayor tiempo 
posible. Sobre todo en las redes sociales y en You Tube. La repercusión 
que tiene cualquier video, si es algo diferente y especial, es muy grande y 
por eso a Julio Mazarico que es nuestro director de Vídeos se le ocurrió 
hacer un video de cada uno de los temas del Ep, vídeos con el estilo 
personal de cada canción y que a ser posible fueran evocadores y 
originales y en eso estamos ahora mismo. 

Laura: La canción “Future” ya tiene su videoclip, el que por cierto fue muy 
divertido grabar, nos reímos muchísimo. Pasamos mucho calor y hasta los 
niños que nos acompañaron acabaron tarareando la canción de la 
cantidad de veces que se repitió, pero mereció la pena, creo que después 
de esto no nos va a costar encontrar “extras” si volvemos a necesitarlo. El 
segundo video que tenemos preparado es el de “Tree days at your place”, 
quizá no se haya estrenado cuando se publique la entrevista, no obstante 
cuando este y los próximos estén listos podréis acceder a ellos a través de 
nuestro Facebook y en youtube. Esperamos antes de finalizar el año tener 
los otros tres restantes acabados.

César, tú compones canciones de La Niña Hilo, ¿no?
¿Algunos grupos que te influyeron?
César: Yo compongo la música, Laura hace las letras y los arreglos 
musicales son de todo el grupo. Mis gustos musicales son muy variados 
aunque siempre he sido fan de Neil Young y de Lou Reed. A pesar de que 
tampoco los sigo mucho hay muchísimos grupos actualmente que me 
interesan y me inspiran como pueden ser; The Hives, Artic Monkeys, Arcade 
Fire, Grinderman, Kasabian, Lambchop, LCD soundsystem , P.J Harvey, 
Black Keys,etc..

¿Habéis tocado en directo ya?
Laura: Si, nuestra primera puesta en escena mostrando el trabajo de “La 
Niña Hi lo” fue a f ina les del  año pasado. Dentro del  I I I  Fest iva l  
Music&Cinema Vil la de Murchante. Actualmente seguimos con la 
presentación el disco. De momento en verano tenemos confirmadas dos 
fechas: el 10 de Julio en Fiestas de Pamplona, en San Fermín y el 20 de 
Julio en Tudela junto con el grupo belga Vive la Fete. Estamos a la espera 
de la confirmación de otros. Tenemos muchas ganas de seguir viendo la 
respuesta del público ante nuestro primer trabajo. 

¿Planes para el resto del año? ¿Un nuevo disco?
César: Tenemos que seguir moviendo el disco y seguir trabajando con los 
vídeos. Contamos con nuevas ideas para unas 10 canciones que están a 
medio grabar y que formaran parte de un nuevo disco que veremos cuando 
sale, aunque nos gustaría a finales de año.

¿Qué os parece la escena musical en Japón?
César: Estamos tan lejos que casi no nos llegan ecos de artistas 
japoneses ni información al respecto,  pero si que he leído reportajes al 
respecto en alguna revista musical  y sé que hay una gran escena 
indie-pop en Japón. He escuchado a algunos grupos de al l í  muy 
interesantes.

¿Algunos grupos favoritos?
César: Shonen Knife por encima de todos además de otros como Natccu,  
Pills Empire.
Laura: También  Aiha Higurashi

¿Cuáles son vuestros grupos españoles favoritos?
César y Laura: Nos gustan POLOCK,  WE ARE STANDARD, MAIKA 
MAKOVSKI, DELOREAN, CUCHILLO, BIGOTT, NAJWA NIMRI…

Un mensaje para fans en Japón, por favor!
Laura: Nos parece muy interesante la labor de nosmolaelpop de acercar la 
música española a Japón. Estaríamos encantados de compartir escenario 
allí con artistas japoneses. Vuestro país y vuestra música nos parecen muy 
atractivos.Pero por el momento os invitamos a seguirnos los pasos y  a 
comentarnos vuestras impresiones en Facebook . Si queréis podéis ver 
nuestro primer videoclip en YouTube y escuchar nuestro EP de forma 
gratuita en Bandcamp o también en MySpace.

La Niña Hiloの音楽、とってもかっこいいけど、ヴォーカルが特に好き！
César：Lauraはファッションデザイナーで、何年もビルバオ、バレンシア、タラゴ
ナ、イタリア、イギリスなどに住んでいたけど、自分のアトリエで自分のブランドの
仕事をするためにムルチャンテに戻ってきたんだ。服のデザイン、『La Niña 
Hilo』で歌う他にも、作詞、『ホタ』（民族音楽）を歌ったり、柔道を習ったり、陸
上競技の練習などなど……とにかくたくさんのことをやっているよ。

Laura：へへへへへ。一度にいろんなことをやるのって、実はそんなに複雑なこ
とでも変わったことでもないと思う。私はとても好奇心旺盛で、自分を取り囲ん
でいるもの全てを学びたいんだろうと思う。とはいえ、Césarに言わせると、め
まぐるしいほどの“校外活動”の中で、私にとって音楽とは鎮静剤みたいなもの
なんだろうね。楽しんでるし、リラックスできる。それに今まで知らなかった自分
を発見できるの。

EP『Prólogo』収録されている全曲のビデオクリップ作るんでしょ？
César：シングルはほんの二ヶ月前にリリースされたばかりで、今、音楽系のブ
ログや雑誌を中心に少しずつ展開させているところ。できるだけ長く取り上げ
てもらいたいからね。特にSNSとYouTube。どんなビデオクリップでも、それが
他のものとどこか違ったスペシャルなものであるならば、とても大きな反響が得
られると思うんだ。そんなわけで、僕らのビデオクリップのディレクター、Julio 
MazaricoがEP“Prólogo”に収録されているそれぞれの曲のビデオクリップを
作ろうと提案してくれたんだ。喚起力があるし、オリジナルだしね。で、今それを
やっているところだよ。

Laura：“Future”のビデオはもうできてるよ。撮影はホントに楽しくて、笑いま
くった。すごく暑かったし、最後には参加してくれた子ども達までハミングでき
るようになるほど繰り返し歌ったけど、それだけの価値はあったと思う。それに
またエキストラが必要なときには、探すのに困らないね。次のビデオは“Three 
days at your place”、このZINEがでるときにはまだ公開されてないかもしれ
ないけど、私たちのFacebookやYouTubeでチェックしてね。年内に残りの三
曲のビデオクリップも仕上げたいな。

Césarが『La Niña Hilo』の曲を作ってるんだよね？　影響を受けたバンドは？
César：僕が作曲して、Lauraが作詞、曲のアレンジはメンバー全員で。僕の音
楽の趣味は多様だけど、常に好きなのはNeil YoungとLou Reed。今いるバン
ドで興味があったりインスピレーションを受けるのは、The Hives, Artic 
Monkeys, Arcade Fire, Grinderman, Kasabian, Lambchop, LCD 
soundsystem, P.J Harvey, Black Keysなどかな。

もうライブやったの？
Laura：うん、『La Niña Hilo』の曲を初めてやったライブは去年の年末。『第
三回Festival Music & Cinema Villa de Murchante』で。今現在はシング
ルのプロモーション。この夏は今のところ、二つのライブが決まってるわ。一つ
は7月10日サンフェルミン祭、7月20日にはトゥデラでベルギーのバンド『Vive 
la Fete』と一緒にやるの。他にもいくつかライブの話がでてきているけどね。と
にかく私たちの最初の作品に対するお客さんの反応がとても楽しみ。

今年残りの予定は？　ニューアルバム？
César：シングルのプロモーションを続けつつ、ビデオを作らないと。それに、新
しいアルバム用に録音中の約10曲、それらを完成させるための新しいアイディ
アも出てきているしね。いつ出るかは未定だけど、年内に出せたらいいな。

日本のミュージックシーンについてどう思う？
César：遠く離れてるから、日本のバンドや音楽情報はほとんど届いてこないけ
ど、いくつか記事は読んだことがあるし、日本にもインディーポップシーンがある
ことは知っているよ。いくつかおもしろそうなバンドを聴いたこともあるよ。

好きな日本のバンドは？
César：特に少年ナイフ。あとはNatccuやPills Empireとか。
Laura：日暮愛葉も。

スペインのバンドでは？
CésarとLaura：POLOCK、WE ARE STANDARD、MAIKA MAKOVSKI、
DELOREAN、CUCHILLO、BIGOTT、NAJWA NIMRI……

日本のファンへひと言お願い！
Laura：スペインの音楽を日本へ紹介するnosmolaelpopのプロジェクト、面
白いと思う。日本で日本のバンドと共演したいな。日本も日本の音楽もとても魅
力的だし。でもとりあえず、Facebookで私たちの活動をチェックして、印象を聞
かせてね。私たちの最初のビデオクリップはYoutTubeで、EPはBandcampや
MySpaceで試聴できます。

テニスコートで歌うLauraちゃんの七変化と、無表情で演奏する男子たちがシュールで楽しいビデオクリップ“Future”をYouTubeでチェック！
www.youtube.com/watch?v=D13pi-5Ky8I　【MySpaceでも試聴可能】www.myspace.com/573770292
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"Técnicas Subversivas" (2012)
Grushenka

ある日、Grushenkaがプロモ用写真と共に「長崎」とつぶやいた。面識はなかったけれど「長崎にいるの？」と聞いて
みた。結局そんなものなのかもしれない。私がここに取り上げるバンドの大半は、何かしら私と係わりがある人たち。
良い音楽を作る人たちは、良い人たちなのである。（結局件の写真ーこのページに使用ーはバルセロナの郊外で、

「長崎」にインスパイアされて撮影されたらしい。）

ボーカル＆ギターのXavi、ベースのErik、キーボードのLaia、そしてドラムのEnricからなる、バルセロナを拠点に活
動するノイズポップバンド『Grushenka』。2011年11月、"Grushenka EP"で、今スペインで一番元気がある気が
するバルセロナのレーベル『El Genio Equivocado』からデビュー。メディアも絶賛、待ち望まれたフルアルバムは、

www.facebook.com/Grushenkaband
grushenka.bandcamp.com

GRUSHENKA Admiramos la cultura Japonesa,

y nos sentimos identificada con esa forma de ser tan especial,

en parte, se podría decir que también somos un poco japoneses.
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メンバーの自宅にあるスタジオでレコーディングされ、Sonic Youthなども手
がけたスタジオでマスタリング。スペインの大御所Los PlanetasやSurfin' 
Bichos、またRideなど90年代初頭のShoegazeバンドに影響を受けたとい
う彼ら。轟音ギター＋ポップなメロディ＋スペイン語歌詞がまさに私のツボ。そ
れにしても彼ら、平均20歳のスーパー若者らしい！　私が90年代初頭にリア
ルタイムで聴いていたShoegazeが、（だいぶ）時を経て、独特のスパイスを加
え、しかもスペイン語になって日本まで届いた！　なんだかうれしくなり、とって
も応援したくなったのでした。とにかく聴いてみて！

06 07

http://www.facebook.com/Grushenkaband
http://grushenka.bandcamp.com
http://www.elgenioequivocado.com
http://grushenka.bandcamp.com


●スペイン・スペイン語関連のイベントも行っている『Granjapon』（グランジャポン）のホームページには
　『Cola Cao』や『はちみつ入りスペインティー』などを取り扱う同社オンラインショップへのリンクも。

　www.granjapon.com

●映画『ブラック・ブレッド』
　銀座テアトルシネマ、ヒューマントラストシネマ渋谷他全国順次ロードショー

　www.alcine-terran.com/blackbread/

6月23日に公開されたスペイン映画『ブラック・ブレッド』のフライヤーをぼんやり眺めていたところ、急に目が見開きま
した！！　何？　「特別鑑賞券を買うと『Cola Cao』400gプレゼント」とあるじゃないですか！！

『Cola Cao』！　ココアみたいな粉末で、牛乳に混ぜて飲むスペインのチョコレートドリンクです。『Chupa Chups』も
プレゼントって載ってるけど、これはイタリアに買収されたらしいから純粋にスペインとは言えないし。しかも、うちにも
大きな『Cola Cao』がまだあって、今日の朝も飲んだところでした。一般的には「スペインの子供たちに大人気のチョコ
レートドリンク」なのですが、実は子供たちだけに人気じゃないと思うんです。

映画『ブラック・ブレッド』の中では、少年が『Cola Cao』を飲
むシーンがあるらしいんですが、思い返せば80年代ポップカ
ルチャー、“モビーダ”を描いた映画『El Calentito』でも

『Cola Cao』が出てくるシーンがあるし、日本ではあまり流
行ってないけど、スペインのオタク文化の一環？　“Juego 
de rol”（日本みたいにゲーム機でではなく、テーブルゲームと
してやるロールプレイングゲーム）がテーマになっている映画

『Nadie conoce a nadie』でも、落ち着かせるために「Cola 
Cao飲むか？」っていうシーンがでてきます。多分、サングリア

よりもカリモチョよりも何よりも、『Cola Cao』がスペインポップカルチャー
シーンを彩る偉大な飲み物なのだ！　と鼻息荒く勝手に位置づける私。い
や、あながち嘘じゃないはずですよ。だって『Astrud』も"Hay un hombre 
en España"の歌詞の中で、

Hay un hombre en España que lo hace todo,

hay un hombre que lo hace todo en España.

Es el genio visionario que se inventó el Cola Cao……

って歌ってるんだから！　誰だかわかんないけど、スペインで何でも全てやっ
てるのは『ColaCao』の発明者なんですよ、『Astrud』によれば。

ねっ。そんな『Cola Cao』、『Granjapon』さんが総代理店となって日本に輸入してるようです。是非是非、今年の夏はス
ペインポップをBGMに、アイス『Cola Cao』片手に過ごしましょう。（残念ながら輸入されてるのはスタンダードなもの
だけで、冷たい牛乳にもすぐ溶ける『Cola Cao Turbo』（何か強そうだわ）は日本で取り扱いないようなんで、粉で咳き
込まないように、よく混ぜてくださいね。）

Text: chop my pop

"Todo nos parece una mierda" (2006)
Astrud

El Calentito (2005) Nadie conoce a nadie (1999)
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Diseñador: Hugo Díaz

Copernia: Calle Bolseria, 42 Bajo, 46001 - Valencia   Tlf: +34 963.921.974
www.copernia.es

ワンピースにはそれぞれ名前が付いています。
左から Bombay, Scarlett, Green, Provenza。

『Copernia』はデザイナーのHugo Díazによるバレンシアのイン
ディーズ（と私は思う）ファッションブランド。『ラ・ロンハ』を観光後、
散歩中偶然彼のショップの前を通りかかり、ショーウィンドウに釘付
けになりました。『Copernia』のコレクションのメインはワンピース。
体のラインを美しく見せてくれるシルエットが特徴です。着心地もよ
く、体にフィットしたデザインのものでも締め付けません。様々な素材
や模様の生地をコラージュのように組み合わせた、まるで絵画のよう
なワンピースたち。襟ぐりや裾などのディテールにもかわいさがちりば
められています。また、和柄をアクセントに使っていたり、着物にインス
パイアされたという袖や襟ぐりのデザインも。2012年の春夏コレク
ション"Lemmon"は『Copernia』のホームページで。S-M、M-Lの2
サイズ展開。ワンピースは全て80ユーロ前後。日本からも通販可能。

LOS INVASORES
DEL ESPACIO

Los Invasores del Espacio "Despertador" 

www.facebook.com/losinvasoresdelespacioband
losinvasoresdelespacio.bandcamp.com

『Los Invasores del Espacio』
はマドリッド在住カルロスくんの
一人プロジェクト。60年代+サイ
ケ＋たまにサーフ＋キラキラサン
シャインポップ！　懐かしくもあり
新しくもあるパーパーパラッパッ
パ♪です。まだライブの予定はな
いそうだけど、一緒に歌いながら
踊ったらハッピーになれそう。エレ
ファント系が好きな人には間違い
なくツボなので、是非聴いてみて！

Bandcampでフリーダウンロード！010 011

http://www.copernia.es
http://www.facebook.com/losinvasoresdelespacioband
http://losinvasoresdelespacio.bandcamp.com
http://losinvasoresdelespacio.bandcamp.com


Juan Carlos Mataix

フードデザイナー。ノートPCから鯉のぼりまで、さまざまなモノをケーキで表現する。また、“Art MIC”の一人として
クラブイベントmeesee ［ミーシー］などでライブペインティングも行う。イベントでのケータリング 未来

［Miki］

Gracias a: César Bueno, Laura Recarte, Grushenka, Juan Carlos Mataix, Carlos René, Hugo Díaz
y todos nuestros amigos

バレンシア発人気 DJ フアン・カルロスくんが送るラジオ番組『Toxicosmos』！

La Casa Azul作のテーマ曲に続くのは、パーソナリティのフアン・カルロスくん。国内外インディーズ音楽を二時
間にわたり紹介。彼は地元バレンシアのクラブでも人気のDJ。実は私は彼の選曲で踊り明かしたことがあります！
週末、バレンシアに滞在予定のある人は、彼がDJをしているクラブもチェックしてみて。

Me hace especial ilusión escribir estas líneas y que se lean tan lejos y en un país que 
tanto nos fascina como es Japón. Por ello te invito a conocer nuestro proyecto de 
radio en España, que nos escuches y descubras la escena musical independiente 
de nuestro país. Emitimos por FM en muchas regiones como Madrid, Valencia, 
Vizcaya o Canarias, pero tu que estas lejos también nos puedes escuchar on-line 
cada semana desde nuest ra web www.tox icosmos.com o segui rnos en 
www.facebook.com/toxicosmos. ¡Nos encantará tenerte al otro lado y que disfrutes 
con la música que a nosotros nos gusta! ¡te esperamos!

日本のように遠く、そしてステキな国でこのメッセージが読まれることをとてもうれしく思い
ます。スペインで作っているラジオ番組を紹介しますので、番組を通して私たちの国のイン
ディーズ音楽シーンを知ってください。スペイン国内では、マドリッド、バレンシア、ビスカヤ
やカナリアなど、多くの地域でFM放送しています。あなたのように遠くに住む人は、イン
ターネット（www.toxicosmos.com）でも聴くことができますよ。番組のFacebook

（www.facebook.com/toxicosmos）で最新情報もチェックしてくださいね。私たちの番
組を楽しんでもらえたらとてもうれしいです。お待ちしています！

Juan Carlos Mataix
foto: Oscar Padi   www.oscarpadi.com
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http://www.toxicosmos.com
http://www.toxicosmos.com
http://www.toxicosmos.com
http://www.facebook.com/toxicosmos
http://www.facebook.com/toxicosmos
http://www.oscarpadi.com
http://studioeth.net/meesee/
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