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LOS AUTONAUTAS

Entrevista: Hiroho Komatsu

losautonautas.bandcamp.com
www.losautonautas.com

待ちに待ったLos Autonautas（ロス・アウトナウタス）
のセカンドアルバム
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“Lo que quiero”（ロ ケ キエロ）
が11月13日に発売！
（長かった……）
彼らの日本ナンバー1ファン
（私調べ）HIROHOくんが
ボーカルのセサルにほのぼのインタビュー！
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HIROHO: ¡Hola, César! Soy yo, ¡HIROHO! Estás leyendo esto en español,
¿verdad? Siempre hablamos en inglés, que no se nos da muy bien, no
podía comunicarte muy bien lo que quería preguntarte o contarte. Pero
como hoy tengo Naho como intérprete, ¡puedo preguntarte muchas cosas!
¡Sí! Soy entrevistador. ¿Te has sorprendido?
César: Si si! Toda una sorpresa!, empecemos.

HIROHO：セサル、
こんにちわ！！ 僕だよ！ HIROHOだよ！！！ 今、
スペイ
ン語でセサルはこれを読んでるんだよね？ いつもお互い慣れない英語でちゃ
んと聞きたいこと話したいことうまく伝えられなかったけど、今回はなほさんが
翻訳してくれるから、
たくさん聞けるんだ！ そう、僕からセサルにインタビュー
なんだよ！ びっくりしてくれた？
César：うん、
うん！ ホントにビックリしたよ〜！ じゃ、始めよっか。

HIROHO: Nos conocimos en 2007, cuando encontré el MySpace de Los
Autonautas, ¿no? Creo que fue cuando sacasteis el primer EP. ¿Cuándo
empezasteis?
César: Antonio (bajista) y yo ya habíamos coincidido en otros grupos y el
estaba tocando con Clara en otra banda,un día quedamos para tomar
unas cervezas y nos dimos cuenta de que coincidíamos musicalmente en
muchas cosas y así fue como conocí a Clara,más tarde llegó Ángel
(batería). Ya habíamos tocado en otros grupos con el y teníamos claro que
le queríamos con nosotros,y así fue como comenzó todo...

HIROHO：僕がセサルを知ったのはたぶん、2007年にMyspaceで君たちLos
Autonautasのページを見つけた時だったよね。
その頃は最初のシングルが出
た頃だったのかな？ いつから活動してるの？
César：ベースのアントニオと僕は前に他のバンドで一緒になったことがあっ
て、
当時ちょうど彼はクララと一緒に別のバンドをやってたんだよね。
で、
ある日
飲む機会があって、
クララと僕は音楽的に共通の部分が多いってことが分かっ
たんだ。
それがクララとの出会い。
その後ドラムのアンヘルが加わっんだけど、
前に別のバンドで一緒にやったことがあったし、僕たちのバンドには彼しかいな
いと思ったんだ。
こんな感じですべてが始まったんだよ。

HIROHO: Como yo no sé español, ni siquiera sabía cómo pronunciar
vuestros nombres al principio … Veo que hubo un cambio de la formación
del grupo, háblame sobre la nueva formación.
César: Ángel y Antonio ya no siguen con nosotros, ahora tenemos a otro
Ángel en la batería que también toca con Octubre y a Suso al órgano (ex
Guatafán), Clara sigue de guitarrista, y yo he pasado a tocar el bajo.

HIROHO：僕はスペイン語がわからないから、
メンバーの名前も最初はなんて
読むのかわからなかったくらいなんだけど、
あの頃とはメンバーが変わったみた
いだね。今はどういうメンバーなの？
César：アンヘルとアントニオは脱退して、今はOctubre（オクトゥブレ）
のメン
バーでもある別のアンヘルがドラム、元Guatafán（グアタファン）
のスソがキー
ボード、
ギターのクララはそのまま、僕は今はベースを弾いてるんだ。

HIROHO: El primer disco vuestro que tengo está firmado por los tres. Me
sorprendió mucho que me lo hubieras regalado de sorpresa, me hizo
muchísima ilusión. Aún me acuerdo mucho. ¡Y la camiseta también! ¡Son
mis tesoros!
César: Nos alegramos mucho! Estaba claro que teníamos que mandarte
material autonauta! Después de todo fuiste uno de nuestros primeros fans!

HIROHO：僕の持ってるLos Autonautasの1stアルバムはメンバー3人のサ
イン入りだよね。
サプライズで1stアルバムをサイン入りで送ってくれた、
びっく
りしたしすごく嬉しかった、今でも忘れられない！ それにTシャツ！ 僕の宝
物だよ！
César：そう言ってくれてとても嬉しいよ！ HIROHOには僕たちのグッズを送
らなきゃって思ったんだ。僕らの初期からのファンの一人だからね。

左から Suso（スソ：キーボード）、Ángel（アンヘル：ドラム）
、César（セサル：ボーカル／ベース）、Clara（クララ：ギター）

HIROHO: Cuando os escuché por primera vez, vuestra música me pareció
muy alegre, divertida y pura. Me gusta mucho la música de los 60 y el
guitar pop como Teenage Fan Club, ¿te influyeron alguno de éstos?
César: La música de los 60 siempre, también los 50, aunque no me cierro
a esos años, todas las décadas tienen música que me ha influido de
alguna forma, y a Teenage Fan Club los escuché mucho en los 90, me
encantaban las voces y las melodías.

HIROHO：Los Autonautasを最初聴いたとき、明るくて楽しい、素直なポッ
プロックだなって思ったんだ。僕も大 好きなんだけど、6 0 年 代の音 楽や
Teenage Fan Clubとかのギターポップからの影響が強いのかな？
César：60年代の音楽は昔から好き。50年代のもね。
だけどその年代に限ら
ず、
どの年代にも影響を受けた音楽はあるんだ。
それと、Teenage Fan Clubだ
けど、90年代にたくさん聴いていたよ。特にボーカルとメロディーが大好きだっ
たんだ。

HIROHO: Me acuerdo mucho de que mi padre escuchaba a una cantante
francesa que se llama Mireille Mathieu, cuando era pequeño. Pensaba que
"La vie en rose" de Édith Piaf era de Mireille... ¿Qué música escuchabas
cuando eras niño? ¿Música española, inglesa o estadounidense?
César: Escuchaba un poco de todo,lo que sonaba en la radio en aquella
época (los 80), mi padre trabajaba en una discoteca y me traía muchas
casetes que le grababa el dj, en esas cintas había de todo,radio futura,
Alaska, Loquillo etc, y mucho rollo de disco pop tipo the Stock Aitken and
Waterman etc,aunque mi favorito era el disco con la música de “American
Grafiti” que me regalo mi padre en uno de los primeros cumpleaños que
recuerdo, llegué a estropearlo un poco de tanto ponerlo! También tuve una
étapa heavy metal en mi adolescencia y mucho punk de los 70, Ramones,
Pistols,Buzzcocks etc,lo típico.

HIROHO：僕の記憶の中で子供の頃で印象に強く残っている曲って、父親が
シャンソン好きで、
ミレイユ・マチューっていうフランス人女性歌手の歌なんだ。
エディット・ピアフのLa vie en roseはずっとミレイユ・マチューの曲だって勘
違いしてたくらいだもの。
セサルは子供の頃ってどういうの聴いてたの？ やっ
ぱりスペインの音楽だった？ それともイギリスとかアメリカの音楽だったりし
たのかな？
César：いろんな音楽を聴いてたよ。
当時（80年代）
ラジオでかかっていた曲。
父がディスコで働いてたから、DJが作ったテープをたくさん持ち帰ってくれてた
んだ。
あらゆるジャンルの曲が入ってた。Radio Futura、Alaska、Loquilloとか
ね。
あとは The Stock Aitken and Watermanみたいなディスコポップ。
でも
僕が一番気に入ってたのは、誕生日に父がくれた“American Graﬃti”のサン
トラ。聴きすぎてレコードが壊れた！ 10代の頃はヘビメタ期、
でもラモーン
ズ、
ピストルズ、
バズコックスとか70年代のパンクはたくさん聴いたね。

HIROHO: Hablando de lo que nos gusta, a nosotros los dos ¡nos encantan
los gatos! Siempre subes fotos de tus gatos al Facebook, son muy
guapos, ¡qué envidia! ¿Cuántos gatos tienes?
César: Tenía gata y gato, hermanos, pero la gata murió hace poco y me
queda solo el gatito, es muy mimoso y le gusta que le rasquen la barriga
de gordo que tiene.

HIROHO：好きなもので言うと、僕もセサルも猫が好きなんだよね！ いつも
Facebookにセサルが載せる猫の写真が可愛くてうらやましいよ！ 何匹飼っ
てるの？
César：オスとメスの兄妹猫を飼ってたんだけど、
この間メスの猫が死んじゃっ
て、今は一匹だけなんだ。
とっても甘えん坊でまん丸のお腹を掻かれるのが大
好きなんだよ。

HIROHO: Y ¡nos gustan mucho los coches! No tengo el carné de moto, sólo

HIROHO：それから車も好きだよね！ 僕はバイクの免許がなくてヴェスパの
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he montado en una vespa de 50cc, te gustan las motos también, ¿no?

50ccしか乗ったことないけど、
セサルはバイクも好きだよね？

César: Me encantan, sobre todo esas motos de tipo clásico de cilindrada
media que tenéis la suerte de tener en Japón, Yamaha SR400, Kawasaki
Estrella, Suzuki TU, Honda etc, es una pena que no vengan a Europa, si
algún día se deciden a traer esos modelos compraré una seguro.

César：うん、大好き。特にクラシックスタイルの400ccとか500cc。
日本には
YAMAHA SR400、KAWASAKIのEstrella、SUZUKI TU、
とかHONDAと
か色々あってうらやましいよ。
ヨーロッパには売ってないのが残念。
もしいつか
ヨーロッパに輸出されることがあれば、絶対一台買う。

HIROHO: Los coches o las motos de España no son conocidos en Japón, el
SEAT124 que te gusta es igual que el FIAT124 de Italia, ¿no? Tengo un ALFA
ROMEO, es de la misma época que el 124. Cuando estoy en mi coche
conduciendo, me siento muy alegre y divertido, como si fuera un autonauta.
César: No me extraña nada! Debe ser todo un orgullo conducir un coche tan
bonito! Si algún día nos vemos en Japón, tenemos que dar una vuelta en él.

HIROHO：スペインの車やバイクってあんまり日本では知られてないんだけど、
セサルが好きって言ってたSEAT124はイタリアのFIAT124と同じだよね？
僕の持ってる車はイタリアのALFA ROMEOなんだけど、124と同じ頃の車な
んだ。運転してると、Los Autonautasみたいな楽しくて明るい気分になるよ。
César：そりゃそうだよ！ あんなにかっこいい車を運転できるなんて、気分が
いいに決まってる！ もしいつか日本で会えたら、
ドライブに行こうよ。

HIROHO: Por cierto, sale una furgoneta de VW en algunas imagenes
vuestras, a vosotros ¿os gustan las cosas de los 60 en general? He oído
que la guitarra de Clara es vintage.
César: Clara compró hace poco una Fender Telecaster de principios de los
70, es una guitarra realmente estupenda, yo tengo una de la misma época
aparte de una Fender Jaguar del 64 y otros juguetes como un korg
ms20,un órgano eko y alguna cosilla más, nos gustan las cosas
antiguas,ahora estoy detrás de conseguir un modelo de órgano YAMAHA
yc-10, pero es difícil de conseguir en Europa porque sobre todo se vendió
en América y Asia..

HIROHO：そういえば、アートワークにワーゲンバスが出てくるけど、Los
Autonautasは音楽だけじゃなくて60年代のものが好きだったりするのかな？
Claraのギターは年代物そうだけど？
César：クララは最近70年代初期のフェンダーのテレキャスターを買ったんだ
よ。
ホントにいいギターだよ。僕も同じ頃のテレキャスターを持ってるけど、
その
他には64年のフェンダージャガー、
それとKorg MS20、EKOみたいな、僕に
とってのオモチャもいろいろ持ってるよ。僕たちみんな昔の物が好きで、今僕は
YAMAHA YC-10っていうキーボードが欲しくて仕方がないんだ。
でもヨー
ロッパでは手に入れるのが難しい上に、
アメリカやアジアで全部売れちゃった
みたいなんだよね。

HIROHO: En España hay muchos grupos que cantan en inglés, pero me
gustan mucho los grupos que cantan en castellano, como vosotros.
(Aunque no sé nada de español, jaja) Me gusta el Indiepop como de Papa
Topo, Guatafán, Linda Guilala, Juniper Moon y Klaus & Kinski, etc. ¿Me
recomiendas algunos grupos de tus amigos o grupos que te gusten?
César: Mmmm, ahora mismo estoy algo desconectado en cuanto a grupos
españoles, de grupos de ahora me gustan Guadalupe Plata, Imperial
Surfers o Wau y Los Arrrghhhsss entre otros, aparte de eso te
recomendaría bandas de los 60 como Los Brincos, Los Salvajes o Los
Cheyenes, a ver que te parecen!!

HIROHO：スペインには英語で歌ってるバンドやミュージシャンがいっぱいい
るけど、僕はLos Autonautasみたいにスペイン語で歌ってるバンドも大好き
なんだ（スペイン語分からないのにね）。Papa TopoやGuatafánみたいな
Indiepopも大好きだし、Linda GuilalaやJuniper MoonとかKlaus &
Kinskiも好きだよ。Los Autonautas（もちろんセサルも）
が仲の良いバンドや
おすすめのスペインのバンドは？
César：うーん、最近はあんまりスペインのバンドに詳しくないんだけど、
Guadalupe Plata、
Imperial SurfersとかWau y Los Arrrghhhsssが好き
かな。HIROHOにオススメするとしたら60年代のバンド、Los Brincos、Los
Salvajes、
Los Cheyenesだなあ。
さてどう思うかな！！

HIROHO: ¿Cuáles son tus grupos japoneses favoritos?
César: Me gusta mucho Cornelius, aunque no tenga mucho que ver con la
música que hacemos en los Autonautas, y esas chicas ¿Cómo se llaman?
5,6,7,8 o algo así? Son realmente divertidas.

HIROHO：日本のバンドで好きなのはいる？
César：音楽的にはLos Autonautasとあんまり結びつかないかもしれないけ
ど、Corneliusは大好き。
あとあの女の子達、
なんていうんだっけ？ 5, 6, 7, 8
みたいな？
（The 5.6.7.8's） 彼女たちってホントに楽しいよね。

HIROHO: Es una lástima que la escena indie de España no sea conocida en
Japón. Hay gente que conoce el sello Elefant, pero muy poco. Por eso, lo
que hace Naho, el proyecto "¡Nos mola el pop!", me hace ilusión, creo que
podrá ser algo que conecte la música española con Japón.
César: Estamos muy orgullosos del trabajo de Naho y lo valoramos mucho,
gracias a ella mucha gente en Japón puede conocer bandas como los
Autonautas y muchas otras más!!

HIROHO：とても残念なことなんだけど、
日本ではスペインのindieシーンって
ほとんど知られてないんだ。Elefant Recordsは日本人の作品もリリースして
るくらいだから知ってる人もいるけど。
だから、
なほさんがやってる¡Nos mola
el pop!みたいにスペインの音楽を日本へ繋げる活動ってすごく嬉しいよね！
César：なほがやっている事については、僕たちみんなとても誇らしく思ってる
し、評価してるよ。
日本の人達にもLos Autonautasや他のバンドを知ってもら
えるからね！！

HIROHO: Y ¡háblame del nuevo disco! Tengo muchísimas ganas de
escucharlo. Estoy imaginando cómo será, que sois cuatro ahora. Me hace
mucha ilusión pensar en ello.
César: Pues tenemos muchísimas ganas ya de verlo en la calle y de
empezar a tocar en directo sus canciones, llevamos demasiado tiempo
para sacarlo y estamos como locos por tenerlo en las manos!

H I R O H O：ところで、そろそろ新 作 が出てもいい頃だと思うけど、L o s
Autonautasの新作はどうなってるの？ メンバーも増えてこれまでとはどう
違う感じになってるんだろうってすごく楽しみに待ってるんだよ！
César：僕たちも新しいアルバムのリリースが待ち遠しいし、新曲をライブでや
るのを楽しみにしてるんだよ。新譜を作るのにあまりにも長くかかっちゃったか
ら、
早く実物を手にしたくてウズウズしてる！

HIROHO: Bueno, tengo muchas más cosas que quiero preguntarte, pero a
Naho le costará mucho traducir, así que por último, ¿unas frases para los
fans de Japón?
César: Pues como siempre,muchísimas gracias a todos ellos, es increíble
que en un sitio tan lejano haya gente a la que le guste nuestra música,
esperamos verlos a todos alguna vez ¿Por qué no? A lo mejor un día
podemos ir a tocar a Japón!! Nos encantaría realmente.

HIROHO：それじゃ、
まだまだ、
まだまだまだ、聞きたいこといっぱいあるんだけ
ど、
なほさんが翻訳しきれなくなっちゃうから、最後に日本のみんなに何か一言
くれるかな？
César：えーっと、
いつも言ってることだけど、
みんなホントにありがとう。
あんな
に遠いところに僕たちの音楽を気に入ってくれる人がいるなんて、信じられない
よ。
いつかみんなに会えるといいな。
あり得なくはないよね？ もしかしていつ
か日本でライブができるかもしれないし！！ 本当に実現したらいいなぁ。

HIROHO: César, ¡¡nos veremos, algún día, en Japón o en España!! ¡¡Hasta
pronto!!
César: Eso espero amigo! Muchas gracias por tu interés. Un abrazo.

HIROHO：セサル、
いつか日本かスペインで会おうね！！ またね！！
César：僕もそう思ってるよ、HIROHO！ そういう風に思っていてくれてあり
がとう。
じゃ、元気で。

MySpaceでGuatafán時代のスソと知り合ったのはもう数年前。今
年の3月にマドリッドでやっとご対面。見た目のとおり、
キュートでラ
ブリー、
ココロ優しい素直な男の子。
この6号完成間近になって急に
思い立ってコメントをお願いしたにもかかわらず、
こころよく
（しかも
速攻）
コメントをくれました。
スソは日本の音楽はもちろん、文化や日
本食も大好きなので、
いつかホントに遊びに来るんじゃないかな。
ス
ソの夢が実現しますように！

From Suso
Hace poco soñé que Los Autonautas viajábamos a Japón.
Paseábamos por el cruce de Shibuya, comíamos mucho shushi,
veíamos los almendros florecer y hacíamos un montón de amigos
nipones. Fue alucinante!!! Ahora sólo espero que ese sueño pronto
se haga realidad. Besos dulces.
ついこの間、僕たちLos Autonautasが
日本へ旅する夢を見たんだよ。渋谷の交
差点を渡ったり、お寿司をたくさん食べ
たり、
お花見をしたり……。 そして日本
人の友だちがたくさんできたんだ。
とっ
てもステキだった！！！ あとはこの夢
が近いうちに実現するのを祈るだけ。
みんなにキスを。
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"Lo que quiero" (2012)
Los Autonautas
約5年振りとなる待望のセカン
ドアルバム。
前作の元気いっぱ
いパワーポップ＆ロックも大好
きだけど、
ちょっとだけ切なさ
も加わりオトナのPOPになって
いる予感がする今作
（なぜなら
これを書いている時点では5曲
くらいしか聴いていないから）
。
編成も新たに、
パワーアップし
たLos Autonautas。
先行シン
グル“Cine de Verano”
（シネ・
デ・ベラーノ・夏に開かれる野
外映画会の意）
を始め、
全曲Bandcampで試聴可能。
“Cine de Verano”のMV
は今年の7月に撮影されたそうだけど、
夏のキラキラ感が出ていてカラフルでとっ
てもポップ。
主演のちびっこカップルもかわいい。
YouTubeで検索してみて。
この
新譜“Lo que quiero”は日本でも某ネットショップで販売予定。
ブログでお知ら
せします！

losautonautas.bandcamp.com
www.losautonautas.com
www.myspace.com/losautonautas
www.facebook.com/pages/Los-Autonautas/51363946467
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DINERO
www.dineromusic.com

Entrevista: Mitsunaga Kitabatake

このファンジン史上、
おそらく一番ハードなバンド、
“Dinero”（ディネロ）
のドラムのEkainに
見た目草食系、
中身は熱いロックな男子ミツナガくんがインタビュー！

"Año Perro" (2012)
Dinero
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左から Ekain（ドラム）、

Primero, ¿podéis presentaros, por favor?
Somos Dinero, una banda de Rock afincada en Madrid que se formó en
2007 y hemos editado dos discos "Dinero"(2009 Tric.Prod.) y "Año Perro"
(2012 Tric.Prod.). Desde la edición del primer disco hemos hecho cerca de
200 conciertos, hemos participado en festivales como el Rock In Rio,
Primavera Sound, dCode y hemos actuado con grupos como Foo Fighters,
Franz Ferdinand, Rage Againts The Machine, Jane’ s Addiction, etc. Somos
un Power Trío en toda regla, Sean Marholm a la guitarra, Rubi Giménez al
Bajo y Ekain Elorza a la batería.

まずは自己紹介をしてくれるかい？
俺達はDinero。2007年に結成したマドリッドを拠点に活動しているロックバ
ンドで、“Dinero”（2009年）、“Año Perro”（2012年）
と2枚のアルバムを作っ
たよ。
ファーストアルバムを出してからは200本近くのライブをこなして、Rock
In Rio、Primavera Sound、dCodeなどのロックフェスにも出て、Foo
Fighters、Franz Ferdinand、Rage Againts The Machine、Janeʼs
Addictionとか色々なバンドと共演したよ。俺達は本格的なパワートリオ、
メン
バーはギターのSean Marholm、
ベースのRubi Giménez、
それから俺、
ドラ
ムのEkain Elorza。

¿Cómo os conocisteis y formasteis la banda?
Rubi y Sean se mudaron a Madrid para buscarse la vida con la música y
tenían a otro batería, este se marchó de la banda y pusieron un anuncio en
una web y yo (Ekain) fui el primero y único en llamar. Ensayamos varias
veces y empezamos a componer casi desde cero.

どうやって知り合ってバンドを結成したの？
RubiとSeanが音楽で食っていくためにマドリッドに引っ越してきて、元々他の
ドラマーがいたんだけど、
そいつがバンドから抜けたからネットに募集広告を出
したらしいんだ。連絡したのは俺が最初で唯一だったんだけどね。何回も練習
をして、
ほぼゼロの状態から曲を書き始めたよ。

“DINERO”, este nombre me parece que tiene mucho impacto.
¿Cómo, quién decidió el nombre de la banda?
El nombre viene a reflejar la situación económica que vivíamos cuando la
banda se formó, no teníamos ni idea de como íbamos a pagar las facturas
que nos llegaban todos los meses, el local de ensayo, las reparaciones...
pero aun siendo el mayor de los problemas no iba a acabar con nuestra
ilusión por tocar y por eso decidimos dedicarle el nombre del grupo a
nuestro mayor mal. El dinero es lo que impide a la mayor parte de la gente
dedicarse a lo que realmente quiere.

『DINERO』、
すごくインパクトのあるバンド名だと思うけど、
誰がどうやって決めたの？
（※DINERO=お金、Money）
この名前はバンドを組んだ当時に俺達が置かれていた経済状況を反映してい
るんだ。毎月届くスタジオ代、修理費とかの請求書をどうやって払うか困り果て
ていてね……。最大の問題は到底解決しそうになかったけど、俺達の
「音楽を
演りたい」気持ちは変わらなかったんだ。
だから俺達にとっての
「最大の悪」
に
バンド名を捧げることにしたんだ。
お金ってヤツは本当にやりたい事をやってい
る大半の人にとって、邪魔になるものなのさ。

¿Cómo os explicáis vuestro estilo de música?
Hacemos Rock con mucha influencia de los noventa, grupos como
Nirvana, Radiohead, Pearl Jam, Queens of the Stone Age nos han
influenciado mucho y todo eso lo mezclamos con grupos más actuales
como Artic Monkeys, Franz Ferdinand, The Killers, We are Scientists, Foo
Fighters...

自分たちの音楽のスタイルをどう説明する？
90年代のグループに大きな影響を受けたロックだね。Nirvana, Radiohead,
Pearl Jam, Queens of the Stone Ageなんかには特に影響を受けたし、
そ
れらに近年のバンド、Artic Monkeys, Franz Ferdinand, The Killers, We
are Scientists, Foo Fightersなんかをミックスさせた感じ。

¿Cómo surgió la idea de poner al 2nd álbum “Año Perro”?
Hemos pasado un año entero componiendo y grabando este disco y no ha
sido un año nada fácil para nosotros ni para nadie en España en general,
"Año Perro" nos parecía un titulo muy adecuado para definir nuestro año y
el de nuestro alrededor.

2ndの“Año Perro”というタイトルはどうやって思いついたの？
丸1年このアルバムの作曲、
レコーディングをしていたんだけど、俺達にとって
厳しい1年だった。
スペイン全体にとってもね。"Año Perro"は俺達と周りの人
の1年を表すのにまさにピッタリだと思ったんだ。
（人間の1年は犬の7年に相当
することから、様々なことが凝縮された大変な1年だった、
ということ）

¿Probasteis algo nuevo cuando hicisteis “Año Perro”? ¿Cuál es la diferencia
principal comparando con el disco anterior?
El primer disco definía muy bien una parte de nosotros, una parte más
bailable, más enérgica que era la que queríamos mostrar entonces pero
sabíamos que teníamos mucho más que enseñar a la gente y eso hemos
hecho en "Año Perro", hemos podido mostrar nuestra parte más tranquila
pero sin perder ni un punto de fuerza, este disco es más variado y muestra
otro punto de vista de lo que es "Dinero".

“Año Perro”を作る時はどういうことを試みたの？
1stとの主な違いは何？
ファーストアルバムはダンサンブルでエネルギッシュな俺達の良い部分がよく
出せたと思うし、
当時はそれが表現したいことだったしね。
でも人々に伝えきれ
ていないことが沢山あるのは分かってたから、
それを“Año Perro”で表現した
んだ。
ハードな要素は失わずに俺達の
「静」
の部分を示すことが出来たんじゃな
いかな。
このアルバムは変化に富んでいてDineroがどんなバンドか他の観点か
ら表現した作品だよ。

Sean（ギター）、Rubi（ベース）
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Me gusta más “Mi Generación” en “Año Perro” y la letra es muy
impresionante. ¿Qué es lo que queríais explicar en este tema?
Queríamos criticar a esa gente que no hace nada por cambiar la situación
que estamos viviendo aquí, pero al ser una canción tan alegre no da esa
impresión. Por otro lado tiene una segunda lectura para esos jóvenes que
no tienen culpa de nada y que están en esa edad en la que tienen que
disfrutar y aprovechar su juventud sin tener que preocuparse por los errores
que cometen los mayores, al final ellos también lo pagan y no es justo.

“Año Perro”の中では“Mi Generación”が一番好きで、
歌詞がとても印象的。
この曲で伝えたかったのはどんなこと？
俺達が今置かれているこの状況を、変えようともせず何もしないヤツらを批判
しているんだ。
でも曲調としては明るいからそういう印象は無いよね。
それとは
別に、今の若者達への隠れたメッセージも含まれているんだ。彼らには何の罪
もないし、本来なら大人たちが犯した過ちのことなんて何の心配もせずに青春
を謳歌するべき世代なのに、最終的に彼らがそれを償わなくちゃいけないなん
てフェアじゃないだろ。

¿Algunos vuestros grupos favoritos de España?
Lori Meyers, Vetusta Morla, Havalina, Mucho, Standstill, Toundra son
grandes bandas, pero hay muchas más. Cada uno tenemos
las nuestras.

スペインで好きなバンドは？
Lori Meyers、Vetusta Morla、Havalina、Mucho、Standstill、Toundraは
素晴らしいバンドだよ。他にもたくさんいるよ。
メンバーそれぞれ
に好きなバンドがあるしね。

Todos vuestros temas están en YouTube. Creo
que eso tiene lado bueno y lado malo. Qué
piensas acerca de esto?
No le vemos el lado malo, jamás nos
hubieran entrevistado desde Japón si
no fuera por internet, así que
estamos encantados! Procuramos
que todas nuestras canciones
estén en todas las plataformas
posibles y vendemos nuestros
discos únicamente por nuestra
web www.dineromusic.com
¿Tenéis algún plan para el futuro
después de la gira 2012?
Seguiremos girando hasta finales de
2013 y si para entonces tenemos un
disco nuevo preparado lo editaremos, si no
está listo nos pondremos a ello pero no nos
gustaría que saliera a la calle más tarde de la
primavera de 2014.
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DINEROの曲は全部YouTubeにアップされてるよ
ね。
これには良い面と悪い面があると思うけど、
それについてはどう思う？
悪い面なんて気にしないさ。もしインター
ネットが 無 かったら、日 本 からインタ
ビューを受けるなんてあり得なかっただ
ろ。
だから俺達はむしろ大歓迎！ 俺達
の全ての曲は、できる限りあらゆるプ
ラットフォームで公開しようと思ってる
んだ。
で、CDは自分達のホームページ
のみで販売しているというわけなんだ
（www.dineromusic.com）。
2012年のツアーの後は
何か計画しているの？
2013年の末までツアーを続けるよ。
で、
も
しその時までに新しいアルバムの準備が出
来ていたらレコーディングするし、そうじゃな
かったらその準備に取りかかると思うよ。
でも遅
くとも2014年の春までには次のアルバムを出した
いんだよね。

¿Cuál es la impresión de Japón?
Nos parece un país increíble que queremos visitar cuanto antes, es muy
diferente a esto y eso nos llama muchísimo la atención, hemos sido muy
fans de muchas cosas que nos llegan de allí como por ejemplo los dibujos
animados. Me encanta la comida Japonesa y algún día voy a ir allí a
aprender a cocinar!

日本にはどんな印象を持ってる？
すっげー国だと思っているし、俺達もできるだけ早く行ってみたいんだよ。
日本
はこの国とは全く違うし、
その違いが俺達の興味を引くんだ。
アニメをはじめと
した日本からやってくる沢山のもののファンだしね。俺は日本食も大好きだから
いつか日本に行って料理を学んでみたいよ！

Por último, un mensaje para los japoneses, por favor!
Queremos mandar un saludo a todos lo Japoneses que nos escuchan! Nos
hace mucha ilusión saber que hay gente tan lejos de aquí que sabe de
nuestra música y decirles que tocar en Japón sería cumplir un sueño para
nosotros. Esperamos no tardar mucho en pasar por allí! Un abrazo a
todos! Y POWER!

最後に、
日本の皆さんにメッセージを！
俺たちの音楽を聴いてくれる日本のみんな、元気でな！ ここから遠く離れた
場所に俺達の曲を知ってる人がいるなんてとても嬉しいよ。
日本で演奏するこ
とが俺達の目標になりそうだ。近いうちに来日できることを願ってるよ。
日本のみんなに愛を込めて！ そしてパワーを！

CORNELIA

Texto: Naho Kozukue

corneliaband.bandcamp.com
www.facebook.com/corneliamadrid

5号に掲載した“Los Invasores del Espacio”。
あれ

先日1stアルバム“REPOSTERÍA”（レポステリア）
を発

が縁で夏のマドリッドでカルロスに会うことになった。

表。
スイートだけれど甘すぎない。
シンプルで、
きれいな

芝生の上でのアコースティック・ライブ。
そのときノビア

メロディにのった、丁寧に作った小さなスイーツみたい

のアンナちゃんとの新しいユニットの曲も聴かせてくれ

な曲たち。CDは日本先行発売で、限定200枚のみ。

た。
まだ大学生の初々しいふたりが繰り出す、
ささやくよ

Bandcampで全曲試聴可能。夏に聴いてもよかったけ

うなハーモニー。夏の夕暮れにぴったりな、
ちょっぴり甘

ど、秋の夜長にもぴったり。
ひとりでしんみり、
しっとり聴

い歌。
それが“Cornelia”
（コルネリア）
の曲だった。

くのもまたいいかも。

彼らにとって東京旅行なんて夢。
「東京って何でも高い
んでしょ？」
「航空券っていくらくらい？」
と検討もつかな
い様子。
「友だちが500ユーロくらいで航空券買ったら
しいよ」
とぽろっと口にしたところ、即検索。一週間後に
はこの10月の東京行きを決めたのだった
（そして一週
間の滞在中に3本ライブをやらせる鬼軍曹→私）
。
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LOS BONSÁIS

Asturias
Galicia

Castilla Y León

losbonsais.bandcamp.com
www.facebook.com/losbonsais

Madrid

日本ではまだまだ知られていないスペイン北部アストゥリアス。
観光、
グルメはもちろんミュージックシーンも熱いんです！
緑深いアストゥリアス発ノイズポップバンド、LOS BONSÁISインタビュー。

エレナの実家にて。後ろにあるのは友だちの盆栽だそう。

¿Cuáles son "Top 3" que os gustan de Asturias?
Nel: 1. Montañas 2. Mar 3. Fabada Asturiana
Helena: 1.El carácter de la gente 2. El paisaje 3. Los Quesos autóctonos

ふたりにとってのアストゥリアスのベスト3って何？
ネル：1.山 2.海 3.ファバーダ・アストゥリアーナ
（伝統的な煮込み料理）
エレナ：1.人の性格 2.景色 3.地元産のチーズ

¿Cómo es la escena musical en Asturias? ¿Os influyó el Xixon Sound?
La escena en Asturias en rica y variada, hay un poco de todo.
El Xixón sound no nos ha influido directamente, pero creemos que si ha
influido culturalmente a la ciudad Gijón y por lo tanto a nosotros.

アストゥリアスのミュージックシーンはどう？ ヒホン・サウンド※の影響は？
アストゥリアスのミュージックシーンは豊かでバラエティに富んでいるよ。
ヒホ
ン・サウンドの影響は直接は受けていないけど、
ヒホンの街自体がそのムーブメ
ントに影響を受けたんじゃないかな。

Habladnos de vuestro EP, por favor.
¿Sabíais que se vendía en algunas tiendas on-line japonesas?
Nuestro primer EP nace de unas demos grabadas por nosotros mismos y
distribuidas por internet que más tarde enviamos a la discográfica Elefant
Records. Esas demos fueron regrabadas en Vigo y dieron como resultado
el disco. Es una edición limitada de 500 copias en color azul marino y
pertenece a la colección de singles "New Adventures in Pop”. Se trata de 4
temas de sonido noise pop y de letras inspiradas en lo que nos rodea.
Sí sabíamos que se vendía en tiendas japonesas, hoy en día con internet
es fácil enterarse de esas cosas, además la gran distribución de Elefant
Records a nivel mundial lo ha hecho posible.

今年出した初めてのEPについて聞かせて。
日本のオンラインショップでも売っているって知ってた？
僕たちのファーストシングルは、
自分たちでレコーディングしてインターネット
で売っていた何枚かのデモをエレファント・レコードに送ったことから始まった
んだ。
ビーゴでもう一度レコーディングし直して、今のような形になったんだよ。
500枚限定の紺色のレコードで、
エレファント・レコードの"New Adventures
in Pop"シリーズのひとつ。4曲のノイズ・ポップで、
身近なことについて歌ってる
んだ。
日本で売られているのは知ってたよ。近頃はインターネットのおかげでこ
ういうことは簡単に分かるんだよね。
それにエレファント・レコードは世界的な
流通網を持っているから日本にも届けることができるんだ。

¿Cómo fue el rodaje del videoclip "Ultramarinos" y la portada del EP?
El rodaje lo hicimos en una casa de la familia de Helena en un pequeño
pueblo llamado Villamayor perteneciente al concejo de Piloña. Lo rodamos
una soleada tarde de octubre, fue muy divertido y nos lo pasamos muy
bien. Acabamos muy cansados pero contentos.La playa de Andrín es la
que aparece en la portada de nuestro 7”, es una de las 33 playas que
pertenecen al concejo de Llanes, al fondo se puede ver el Castro de la
Ballota.

"Ultramarinos"のビデオクリップやジャケットの撮影はどうだった？
ピロニャ省にある小さな村、
ビジャマジョールのエレナの親戚の家でビデオの
撮影をやったんだ。
ある晴れた10月の日の午後に撮影したんだけれど、
とても
楽しかった。
とてもステキな時を過ごしたよ。最終的にはすごく疲れたけど、満
足する出来になった。EPのジャケット写真はジャネスにある33のビーチのひと
つ、
アンドリン海岸で撮影したんだ。後ろに写っているのはバジョタ砦。

¡Hola, Los Bonsáis! Presentaos por favor.
Hola, el grupo lo formamos Nel (Gijón, 1981) y Helena (1984, Llanes).

Los Bonsáis
（ロス・ボンサイス）、
こんにちは！ まずは自己紹介を。
こんにちは、
メンバーのネル
（1981年ヒホン）
とエレナ
（1984年ジャネス）
です。

Bueno, para empezar, tengo que preguntaros por qué os llamáis "Los
Bonsáis". ¿Viene de nuestros bonsáis?
Si, el padre de Helena tiene afición a los bonsáis. En casa tiene varios y
alguna vez nos ha tocado cuidarlos. Nos llama mucho la atención y nos
gusta la filosofía que hay detrás del bonsái y de sus cuidados. También
esta inspirado por la sencillez de nombres de grupos que nos gustan como
pueden ser “The Pastels” o “The Vaselines”.

まず始めに、"Los Bonsáis"の名前の由来を聞かずにはいられないんだけど。
日本の“盆栽”から取ったの？
そうなんだ。エレナのお父さんは盆栽が趣味なんだ。家には何種類も盆栽が
あって、
たまに僕らが世話をすることがあったんだよね。
とても興味深いし、盆
栽の世界観が気に入ったんだよ。それと、僕たちが好きな"The Pastels"や
"The Vaselines"みたいに、言葉の響きがシンプルでいいな、
と思って。

¿Planes de Los Bonsáis para el resto del año?
Hacer nuevas canciones, y disfrutar del grupo. También tenemos una fecha
importante para el año que viene que no podeos desvelar aún.

今年のLos Bonsáisの予定は？
曲を作ったり、
バンド活動をエンジョイしたり。来年僕たちにとってとても重要
な予定があるんだけど、詳しいことはまだ言えないんだ。

Por cierto, ¿tenéis algunos grupos japoneses favoritos?
De momento no, pero recientemente hemos descubierto el recopilatorio de
Ano(t)raks y seguro que tendremos alguno.

ところで好きな日本のバンドはある？
今のところいないけど、最近Ano(t)racks（日本のインディーズレーベル）
のコ
ンピレーションを見つけたんだ。
その中から好きなバンドを見つけられそう。

¿Cómo y cuándo empezasteis Los Bonsáis?
Los Bonsáis nacen en abril de 2010, fruto del tiempo libre, de la pasión de
Nel por la música y de la disponibilidad de Helena hacia todo lo creativo.

Los Bonsáisはいつ、
どうやって始まったの？
2010年の4月、暇な時間とネルの音楽に対する情熱、
そしてクリエイティブな
ことならなんでもやっていたエレナの参加、以上の集大成として生まれたんだ。

スペインのバンドは？
最近よく聴いてるのはGrushenka、Las Ruinas、Aventuras de Kirlian、El
P a l a c i o d e L i n a r e s 、W i l d B a l b i n a 。アストゥリアスのバンドでは
Lavandera、
Indienella、
Pingüino、
Noise n Confusión、
The Starkwells。

Sois de Asturias. Habladnos un poco de vuestros pueblos.
Asturias es un tierra muy verde y montañosa al norte de España, bañada
por el mar Cantábrico. El clima es frío y lluvioso y casi siempre esta
nublado, aunque se agradece cuando brilla el sol. Nel es de Gijón una de
las tres ciudades importantes de Asturias con mucho movimiento cultural.
Helena vive en un pueblo al lado del mar de menos de 300 habitantes, con
una gran atracción turística por su paisaje y gastronomía.

ふたりはアストゥリアス出身だけど、地元について聞かせて。
アストゥリアスはスペイン北部にあって、緑と山が多い地方でカンタブリア海に
面しているんだ。
日が出ていれば過ごしやすいけど、寒くて雨が多いし、
いつもと
言っていいほど曇っているよ。
ネルはアストゥリアスの三大都市の一つ、文化的
にも活発なヒホン出身。
エレナは海の近くの人口300人未満の村に住んでるん
だ。
きれいな景色とグルメで観光客に人気なんだよ。

Y ¿grupos españoles?
Ahora mismo escuchamos principalmente a Grushenka, Las ruinas,
Aventuras de Kirlian, El Palacio de Linares, Wild Balbina … y de Asturias:
Lavandera, Indienella, Pingüino, Noise n Confusión, The Starkwells …
Unas frases para los fans de Japón, por favor.
Nos hace mucha ilusión esta entrevista y esperamos visitar vuestro país
algún día, ah! y prometemos ponernos al día en música japonesa.
Besos y abrazos!

日本のファンにひと言お願いします。
このインタビューを受けられてとてもうれしかったよ。
いつか日本に行けたらい
いなぁ。
あ！ あと日本の音楽について勉強しておくよ。
愛を込めて！

※ヒホン・サウンド：90年代前半にアストゥリアス、特にヒホンで盛り上がったオルタナ系ミュージックシーン
【写真】
アンドリン海岸。EPのジャケット写真。
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Entrevista: Naho Kozukue

Cantabria

【YouTubeで“Ultramarino”のビデオを観てみて。
アストゥリアスの緑が美しい！】
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Texto: Mieko Suzuki

POP会にはPOPなスタイルで！
スペイン音楽のイベントに参加する時は、
どうせなら全身スペインブランドでコー
ディネートしてみては？ スペインブランドといえば日本ではZARAが有名です

JOCOMOMOLA

が、
ここでは色使いがPOPで、
デザイン・柄も楽しい次の3つをおすすめ。
どのブラ
ンドも特に色が特徴的。
これらのブランドの色使いを見ていると、
アルモドバルの

de sYbilla

映画の色彩感を思い出します。
また、
スペインの映画やテレビドラマにでてくるア

www.jocomomola.biz

パートの内装。
日本では思いつかないような緑やピンクの壁の色と家具の色の取

ちょっと60年代チックにも

り合わせに目を奪われるのですが、
これらのブランドの色彩感覚もそれに共通し

なる、スモーキーな色が特徴
的なシビラのセカンドブランド。

たものがあるような気がします。
ただ、
こういう鮮やかな色とデザインは、
どうもス

10年くらい前ですが、エレファン

ペインのカラッとした天気の下のほうが映えるみたいなんですがね。

トレコード所属のアーティストのラ
イブにいくと、
こんなファッションの

DESIGUAL
desigual.co.jp
パッチワーク風の生地の組
み合わせ、飾りボタンやポ
ケット……。特に生地の模
様はホントにポップ。
ちょっと
派手ですが、気分があがるこ

女の子が結構いました。

CAMPER
www.camper.com/ja
コロンとしたフォルムがかわいい、
靴のブランド。
ポップなデザインに加え、

足にやさしい！ オールナイトで踊ってもへっ
ちゃら。
ただ、
日本で保管するときは湿気に注意！ 厚ゴム底のブーツ
が湿気でぼろぼろになってしまったことがあります
（泣）。

と間違いナシ！

【提供：有限会社グランジャポン】

前号でPOPなチョコレートドリンク“Cola Cao”と総輸入代理店グランジャポ

ンさんを
（勝手に）取り上げさせていただいたのがご縁で、今回イベントの来場

プレゼントに“Cola Cao”をご提供いただきました。
はちみつ入り紅茶“Té con

miel”をはじめパエリア用スープなどの食材の輸入販売からスペインタイル教

室などなど、
スペインに関するイベントも行っているグランジャポンさん。
そこの

スペイン好きのアナタ！ 是非HPをチェックしてみてくださいね。

www.granjapon.co.jp

Gracias a: César & Hiroho Komatsu, Los Autonautas, Dinero, Tricornio Producciones, Los Bonsáis,
Cornelia, Granjapon, KOENJI ONE, Mitsunaga Kitabatake, Mieko Suzuki y todos nuestros amigos
¡Nos mola el pop!［ノス・モラ・エル・ポップ］
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