プレス・リリース

プログラム確定！チェコウィークオンライン
2020 ～文化、観光、チェコ製品を知れる豊富
なラインナップ～
チェコ共和国大使館、チェコ政府観光局、チェコセンター東京、チェ
コ・トレードは、今年初めての試みとなるチェコウィークオンライン
2020 を 10 月 26 日（月）から 30 日（金）まで 5 日間に渡り開催いたしま
す。参加企業は 10 社以上、日本からだけではなくチェコからも参加しま
す。20 を超える動画プログラムをお届けしでは 、中欧ヨーロッパの小さ
な国チェコの文化、観光、製品のことをご紹介します。

【毎日豊富なプログラム】
チェコウィークオンライン 2020 でも、これまでのチェコフェスティバル
に負けないくらいバラエティに富んだプログラムをご用意しておりま
す。
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チェコ政府観光局 – チェコ ツー
リズム
PR & Marketing manager

麻生理子
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 216-14 チェコ共和国大使館 B 館 2F
tel: 03-6427-3093
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www.czechtourism.com
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■チェコジャズコンサート、人形劇、建築。チェコの文化丸わかり。

チェコの文化に興味をお持ちの方も多いのではないでしょうか？チェコ
ウィークオンラインでは、各日１つずつ多彩な文化プログラムをご用意
しています。26 日（月）は、チェコの 70 年代ロックミュージックについ
て市来達志さんに語っていただきます。27 日（火）は、今年生誕 150 周
年を迎えたチェコの建築家アドルフ・ロースについて東洋大学櫻井義夫
教授のミニ講演会を配信します。28 日（水）は、チェコジャズ界の伝説
的ピアニスト、エミル・ヴィクリツキー率いるトリオが、今回のための
特別コンサートをチェコからお届けします。29 日（木）は、日チェコ交
流 100 周年に寄せ、チェコが世界に誇る作曲家ドヴォジャークとスメタ
ナについて東京外国語大学篠原琢教授による講演会を配信します。30 日
（金）は、チェコのアルファ劇団による人形劇『ヨハネス・ドクトル・
ファウスト』をご覧いただけます。

■チェコ製品を通じてチェコを知ろう！
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チェコの伝統産業やお土産として有名なものなど、名産品からチェコを
知りたいという方向けに、まだ日本に進出していない製品、日本で手に
入る製品をプログラムや CM でご紹介。チェコにどんな製品があるのか、
映像を交えて各ブランドのストーリーをお伝えします。
チェコは伝統的にビール大国として知られており、原料のホップ生産も
盛んで、日本のプレミアムビールにも使用されているほど。近年ではモ
ラヴィア地方のワインや蒸留酒にも注目が集まっています。
工芸品ではお土産としてガラス製品・ガラスの爪やすりやジュエリー、
UNESCO にも登録されたマリオネットなどが人気ですが、日本でも買える
ことを知っていましたか？
身近に潜むチェコ製品をチェコウィークを通じて見つけてみませんか？
チェコへ旅行に来た感覚でバーチャルに楽しんでください。

■今すぐチェコに行きたくなる！？親善アンバサダーやチェコ大好きモ
デルがチェコの魅力 を紹介。

チェコにいつか行ってみたいという方、今までとは別の場所に行ってみ
たいという方は、9 つの観光プログラムをご覧ください。
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チェコは名前くらいしか知らない方には「基本のキ」を、食べたり飲ん
だりが好きな方にはチェコの定番食べ物＆飲み物、テーマを絞って旅行
したい方には音楽＆写真の旅を、リピーターの方には 2 回目以降にお勧
めなニッチなスポットや楽しいお祭りなど、どんな方でも楽しめる内容
になっています。
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さらに今回、モデルのヤハラリカさんもチェコウィークオンラインに参
戦。今年の頭に訪れた南モラヴィア地方をナビゲートしてくださいま
す。また、南モラヴィアのブルノ出身で世界的クライマーのアダム・オ
ンドラ選手へのインタビューも。オリンピックへの意気込みを語る特別
映像も公開。ぜひお好きなプログラムを選んでご覧ください。

アダム・オンドラ選手とヤハラリカさん（モデル・リポーター・MC・写真家）

■観たい動画は視聴予約！動画を見ながら質問しよう
チェコウィークオンラインの動画は全て YouTube のプレミア公開で放映
します。アカウントの作成は不要です。プレミア公開では視聴者と一緒
に主催者も動画を観ているので、動画を観ている途中にチャットで質問
を投げかけることもできます。まるでチェコフェスティバルの会場に来
たかのように、コミュニケーションも楽しんでみてください。

■クイズに答えてチェコグッズを当てよう！
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チェコ親善アンバサダーとチェコ政府観光局の動画内ではクイズが出題
されます。答えは動画内で必ず話しているので難しくありません！クイ
ズの正解者の中から抽選で、チェコウィークオンラインに参加している
企業の製品が当たるのでぜひチャレンジしてください。お家にいながら
チェコ気分を味わいましょう！

【チェコウィークオンライン 2020】
◆ 会期：2020 年 10 月 26 日（月）～ 2020 年 10 月 30 日（金）毎日
20 時スタート
◆ 配信プラットフォーム：チェコ共和国公式 YouTube チャンネル
https://www.youtube.com/CzechRepublic_JP
◆ 主催：チェコ共和国大使館、チェコ政府観光局、チェコセンター東
京、チェコ・トレード
◆ 共催：チェコ共和国農業省
◆ 参加企業： サントリービール株式会社、Wikilook、合同会社 ZONER、
株式会社ピアノプレップ、ピーアンドエムチェコ有限会社、サルース
ジャパン株式会社、AleAle、GITANO Cosmetics、IKA Hard Cases、
Palírna U Zeleného stromu、Royal Czech Beer
◆ イベント HP：https://czechrepublic.jp/czechweek/
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チェコウィークオンライン2020プログラム
10月26日[月]

20:00
オープニング
チェコ共和国大使館
特命全権大使
マルチン・トムチョ

主催者代表
ごあいさつ
_____________________

10月27日[火]
20:00
音楽好きが
行きたいのはここ！

～有名音楽家ゆかりの地から
音楽祭まで～

大橋歩美

10月28日[水]
20:00
ジャズコンサート
エミル・ヴィクリツキー・
トリオ

10月29日[木]
20:00
フォト旅inチェコ

～プロのカメラマンが教える
チェコの切り取り方～

木村武征

チェコ産ロックの誕生
市来達志

20:40
チェコ旅行の
「キホンのキ」
～チェコってどんな国？
何ができる？～

吉留美佳
_____________________

20:20
アドルフ・ロースの空間
東洋大学教授 櫻井義夫

素材に徹底的にこだわる
#プレモル
チェコとの深いつながりとは？
ザ・プレミアム・モルツ

21:00
チェコで食べたい
チェコグルメ！

～地方名物、
季節の料理 から
お菓子まで～

綾野アリス

21:25
麗しきチェコ共和国
Wikilook株式会社

21:00

～フォークロア、
グルメ、
モダン～

チェコの文化を堪能できる
お祭り4選
ほりいみほ
21:15
チェコ料理を作ってみよう！
大使館シェフの料理教室
チェコ共和国大使館

20:30
チェコで20秒に1本
売れているオーガニック
スキンケアブランド
Saloos
_____________________

2回目以降のチェコ旅行に
行きたい場所5選！
三矢英人

20:50
チェコ モラヴィアワイン
知る人ぞ知るワインの宝庫
ピーアンドエムチェコ
21:05

ビールスパ？スカイダイビング？

クリスマスデコレーション作り？

チェコで楽しむ
ユニーク体験
チェコ政府観光局

■ サントリービール株式会社
■ Wikilook株式会社
■ 合同会社ZONER

■ 株式会社ピアノプレップ

■ ピーアンドエムチェコ有限会社
■ サルースジャパン株式会社
■ AleAle

■ GITANO Cosmetics
■ IKA Hard Cases

■ Palírna U Zeleného stromu
■ Royal Czech Beer

20:00
主催者代表
ごあいさつ
_____________________

素材に徹底的にこだわる
#プレモル
チェコとの深いつながりとは？
ザ・プレミアム・モルツ

20:20
チェコ共和国の
老舗ピアノメーカー
【PETROF】
ピアノプレップ
20:40
素材に徹底的にこだわる
#プレモル
チェコとの深いつながりとは？
ザ・プレミアム・モルツ
___________________

20:25
人形劇
『ヨハネス・ドクトル・
ファウスト』
アルファ劇場

ヤハラリカと旅する南モラヴィア
～クライミング世界一！
アダム・オンドラ選手への
特別インタビューも

ヤハラリカ

21:00
スメタナとドヴォジャーク：
チェコ文化の創造と
文化の旅
- 日本とチェコの
文化交流によせて
東京外国語大学教授
篠原琢

チェコ製品

参加企業

10月30日[金]

21:10
日本で手に入るチェコの逸品
ピーアンドエムチェコ
21:15
ビールだけじゃない！
チェコで飲みたいドリンク
10選
江藤詩文

プレゼントクイズ
紹介製品

【ザ・プレミアム・モルツ】
【プレシオーサ、
ボヘミアン・ガーネットアクセサリー】
【画像編集・管理ソフトZoner Photo Studio】
【ペトロフ社ピアノ】
【ガラス爪やすり、
マリオネット、
モラヴィアワインなど】
【オーガニックコスメ】
【チェコビーズアクセサリー】
【香水、
コスメ】
【楽器用ケース】
【チェコ産ラム酒】
【チェコ産ビール】

企業HP

https://www.suntory.co.jp/beer/pre-mal/
https://www.facebook.com/wikilook7/
https://www.zoner.com/jp
https://www.pianoprep.jp/
https://www.pm-czech.co.jp/
https://www.salooscosmetic.com/
http://www.aleale.cz/
https://www.gitanocosmetics.com/o-znacce/
https://en.ikahardcase.cz/
https://palirnauzelenehostromu.cz/
https://www.royalczechbeer.cz/en

