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お城 EXPO 実行委員会（実行委員会委員⾧:小和田哲男）は、2021 年 12 月 17 日（金）～19 日

（日）に、パシフィコ横浜ノースでお城の祭典「お城 EXPO 2021」を開催します。今年も日本全国か

ら城郭関連団体が集結。城熱（じょうねつ）の 3 日間をお見逃しなく! 

 

プレイベントとして明日、17 日（金）に開催する『お

城 EXPO 2021 プレミア前夜祭』では、戦国時代ドラ

マのテーマ曲が聴けるスペシャルコンサートを開催。

今回、金管五重奏によるこれまでとはひと味違うコ

ンサートを、日本を代表する金管楽器の名手たち

『NINJA BRASS』が披露!演奏するのは、この日

のために集まった東京都交響楽団のメンバー。法螺

貝（ほらがい）の合図とともに、忍者の衣装で登場

予定です。そのほか、小和田哲男氏・小和田泰経氏

による親子対談「2021 年お城の 10 大ニュース」、

平山優氏による講演「三方原合戦と徳川方の諸城」

と前夜祭ならではの企画をぜひお楽しみください。当日ご来城が難しい方は、オンライン生配信または

期間限定のアーカイブをご視聴いただける「プレミア前夜祭オンライン視聴券」もございます。ご自宅か

ら、ぜひ前夜祭の熱気を感じてください。  

 

そして 18 日（土）・19 日（日）には、お城のスペシャリストによる講演や展示が楽しめる「お城 EXPO 

2021」が開催! 今年の注目展示の一つは「伝承する歴史—豊臣秀吉を中心にー」。私たちが持つ城

郭や武将などに関するイメージは、史実と人々が歴史について伝承してきた事柄で生成されていますが、

江戸時代から現代にいたるまで膨大に作られた書籍や絵画・演劇などが大きく影響しています。当展示

では豊臣秀吉の伝記『太閤記』を中心に、秀吉に関する語りや伝承、江戸時代の人々の歴史イメージの

形成について紹介します。 
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そして今週末、18 日（土）・19 日（日）に『お城 EXPO 2021』が開催! 

～ 日本全国の城郭関連団体がヨコハマに集結! ～ 



 
 
 

また、「城めぐり観光情報ゾーン」「城下町物販ブ

ース」には、日本各地のお城を有する自治体やお城グ

ッズを販売する企業などが集結。「城めぐり観光情報

ゾーン」は、お城めぐりに役立つ情報はもちろん、お

城周辺の観光情報を発信するブースが並び、毎年多く

の方々で賑わう人気のコーナーです。ふだん現地でし

か購入できないグッズ等も並ぶ、お城ファン必見の内

容です。 

 

「城下町物販ブース」には、書籍やお城にまつわる商品が多数並ぶほか、お城にまつわるグッズを販売

する「公式お城グッズ売場」では、お城 EXPO でしか買えない数量限定販売の石垣の模様がカットアウ

トされた特別仕様の「木製御城印帳 御城印ステッカー（ゴールド）付」やトートバッグ専門ブランドの

ルートートとコラボした「お城 EXPO×ルートートコラボトートバック」等、初登場のお城 EXPO オリジ

ナルグッズも販売いたします! 

 

お城 EXPO2020 の様子 



 
 

明日より始まる『お城 EXPO 2021』ならでは城熱の 3 日間を、各種イベント・プログラム・ワークショ

ップなどでお楽しみください。皆様のご来城をお待ちしております! 
 
 
【『お城 EXPO 2021』概要】 

名 称:お城 EXPO 2021 

開催日時:2021 年 12 月 17 日（金）・18 日（土）・19 日（日） 

12 月 17 日（金）（プレミア前夜祭）17:00～21:00 

12 月 18 日（土）9:00～18:00 

12 月 19 日（日）9:00～17:00 

※最終入城 30 分前まで 

開催会場:パシフィコ横浜ノース（神奈川県横浜市西区みなとみらい 1－1－2） 

主 催:お城 EXPO 実行委員会 

（公益財団法人日本城郭協会、城びと＜株式会社東北新社＞、株式会社ムラヤマ、パシフィコ横浜） 

 

内 容: 

《12 月 17 日（金）プレミア前夜祭》 

土日の展示会本番に先駆けて 17 日夜に開催。 

＜会場のみ＞ 

お城 EXPO オリジナルグッズの「先行販売」、こーたさんの書き下ろし「国宝五城オリジナル御城印」

プレゼント（数量限定）、アプリ「ニッポン城めぐり」ブース、18:00～20:50 には戦国時代ドラマの

テーマ曲等を金管五重奏で楽しむ「スペシャルコンサート」、小和田哲男氏・小和田泰経氏による親子対



談「2021 年お城の 10 大ニュース」、平山優氏による講演「三方原合戦と徳川方の諸城」。 

 

《12 月 18 日（土）、19 日（日）》 

「城めぐり観光情報ゾーン（お城を有する自治体やお城グッズを販売する企業・団体の出展ブース）」、 

「小・中学生 城の自由研究コンテスト優秀作品展」、「お城シアター」、「イベントステージ」、「お

城 EXPO×NAKED, INC.コラボ企画」、テーマ展示「伝承する歴史ー豊臣秀吉を中心にー」、「ワークシ

ョップ＆セミナー」ほか 

 

●厳選プログラム（一部のプログラムのみオンライン配信） 

春風亭昇太氏、加藤理文氏によるトークショーや、日本城郭協会理事⾧ 小和田哲男氏による講演会など、

お城のスペシャリストたちによる貴重なプログラム 

 

各日の詳しいプログラムはお城 EXPO 公式サイトをご覧ください。 

 U  R  L : http://www.shiroexpo.jp 

※内容は変更になる可能性がございます。 

 

 ＜チケット情報＞ 

好評発売中! 

 

●プレミア前夜祭券  

12 月 17 日（金）開催のプレミア前夜祭（スペシャルコンサート・講演会）にご参加できます。  

※途中入城可  

※『お城 EXPO 2021 プレミア前夜祭』では、「テーマ展示」やその他のフロアのご観覧はできません。  

---------------------------------------- 

 ＜一般/小・中学生＞当日 2,900 円／前売り 2,600 円 ※数量限定 

 

 ●プレミア前夜祭オンライン視聴券 

12 月 17 日（金）開催のプレミア前夜祭のオンライン生配信と期間限定のアーカイブ（※）が視聴でき

ます。 

---------------------------------------- 

2,600 円（スペシャルコンサート、小和田親子対談、平山氏講演のすべてを視聴可能） 

 

●入城券  

12 月 18 日（土）・19 日（日）いずれかの日付の、「城めぐり観光情報ゾーン」、「資料展示」、「お



城シアター」などのお城情報が楽しめる「テーマ展示」の観覧ができます。 

 ----------------------------------------  

＜一般＞当日 2,000 円／前売り 1,700 円 

＜小・中学生＞当日 1,000 円／前売り 700 円  

＜お城 EXPO2021 オリジナル御城印帳付＞前売りのみ４,000 円  

※未就学児は無料  

※障害者ご本人は有料、介添者（付添人）は無料（窓口で障害者手帳をご提示ください） 

※お城 EXPO 2021 オリジナル御城印帳付入城券は数量限定  

 

●厳選プログラム指定券  

12 月 18 日（土）・19 日（日）の指定の「厳選プログラム」（講演会、トークショー）にご参加できま

す。  

----------------------------------------  

＜一般／小・中学生＞当日・前売り 1,200 円（1 講演につき）  

※厳選プログラムの中の１つをご指定の上、お買い求めください。  

※入城券と合わせて購入ください。 

 

●厳選プログラムオンライン視聴券 

12 月 18 日（土）・19 日（日）の指定の「厳選プログラム」(一部プログラムを除く)をオンライン生配

信＆期間限定でアーカイブ（※）が視聴できます。複数の講演を楽しめる通し券もあります。 

----------------------------------------  

1,200 円（1 講演につき） 

※厳選プログラムの中の１つをご指定の上、お買い求めください 
 
＜お城 EXPO 2021 オンライン５講演視聴券＞5,500 円 

「関ヶ原の戦いと城」（小和田哲男氏）、「安土城研究三題 -城域の北限・勝家献上の切石・摠見寺の

謎-」（中井均氏）、「三増合戦と北条方の諸城」平山優氏（歴史学者）、「最強の城の条件は」（春風

亭昇太氏、加藤理文氏）、「日本の城語辞典」裏話と「一城一食」取材後記（萩原さちこ氏） 

の 5 講演が視聴可能。 

 
 
取り扱い窓口:チケットぴあ/ローソンチケット/イープラス ほか 

※チケット料金は全て税込価格です。 

※お城 EXPO2021 オリジナル御城印帳付き入城券、オンライン視聴券は、チケットぴあのみの取り扱い

です。 



※お城 EXPO2021 オリジナル御城印帳は、当日会場での販売もございます。 

※オンライン視聴券のアーカイブ視聴は 2022 年 1 月３日（月）23 時 59 分までとなります。 

※都合により、プログラムの変更がある場合がございます。 

 

 

『お城 EXPO 2021』に関するお問い合わせ先 

「お城 EXPO 2021」事務局（株式会社ムラヤマ内） 

oshiroexpo2021@murayama.co.jp 

TEL03-6221-0830 (平日) 

 


