NEWS RELEASE

2016 年 10 ⽉ 20 ⽇
お城 EXPO 実⾏委員会

報道関係各位

国内初！城好き必⾒イベント『お城 EXPO 2016』
2016 年 12 ⽉ 23 ⽇（⾦・祝）〜25 ⽇（⽇）にパシフィコ横浜にて開催！
〜10 ⽉ 22 ⽇（⼟）チケット販売スタート！春⾵亭昇太さんの参加も決定！〜

お城 EXPO 実⾏委員会（実⾏委員会委員⻑：⼩和⽥哲男）は、2016 年 12 ⽉ 23 ⽇（⾦・祝）から
12 ⽉ 25 ⽇（⽇）に開催する、国内初の“城”をテーマにした総合イベント『お城 EXPO 2016』のチケ
ットを 10 ⽉ 22 ⽇（⼟）から販売いたします。また、トークショーには、⼤の城好きとして知られる春
⾵亭昇太さんにご参加いただくことが決定いたしました。
『お城 EXPO 2016』は、城郭⽂化の振興と発展、城郭を擁する地域の観光振興、そして城郭を擁す
る地域の⽅々と、それを⽀える城好きの⽅々との交流を⽬的として開催いたします。城好き必⾒のお城
シアターや全国各地から厳選した城絵図や精巧なお城の模型、浮世絵などの貴重な展⽰をはじめ、お城
をテーマにしたフォトコンテスト、⽇本 100 名城に選定されている城郭の観光情報や特産品のコーナー
など、たくさんの企画を予定しています。また、12 ⽉ 24 ⽇（⼟）に開催するトークショーでは、城好
きとして知られ、お城にまつわるエッセイも執筆されている春⾵亭昇太さんに参加いただくことが決定
いたしました。城郭考古学を専⾨とする考古学者の千⽥嘉博さん、城郭ライターの萩原さちこさんとと
もに、お城について熱く語っていただく予定です。
会場となるパシフィコ横浜の会議センターは、1 階から 5 階まですべてお城に関する情報や展⽰で埋
め尽くされます。ぜひ会場で、さまざまな城企画をお楽しみください。
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【
『お城 EXPO 2016』概要】
名

称：お城 EXPO 2016

開催⽇時：2016 年 12 ⽉ 23 ⽇（⾦・祝）〜12 ⽉ 25 ⽇（⽇）10:00〜18:00（⼊城は 17:30 まで）
開催会場：パシフィコ横浜 会議センター（神奈川県横浜市⻄区みなとみらい 1-1-1）
主

催：お城 EXPO 実⾏委員会、公益財団法⼈⽇本城郭協会、株式会社ムラヤマ、
株式会社東北新社、パシフィコ横浜

後

援：経済産業省、観光庁、神奈川県、横浜市、⽇本政府観光局（JNTO）
、朝⽇新聞社、
読売新聞社、神奈川新聞社、tvk、ヒストリーチャンネル™、
⼀般社団法⼈⽇本旅⾏業協会、⽇本忍者協議会、北条五代観光推進協議会、
全国⼭城サミット連絡協議会

協

⼒：⽇本出版販売株式会社、クラブツーリズム

U R

L : http://www.shiroexpo.jp

＜テーマ展⽰＞
●浮世絵に⾒る攻城戦展
⽇本城郭協会が所蔵するお城や武将を舞台にした実物の浮世絵を
展⽰します。
●厳選城絵図&お城模型展⽰
全国各地から厳選した城絵図と精巧に復元
されたお城の模型を展⽰します。
●⽇本 100 名城写真展
⽇本城郭協会選定の⽇本 100 名城の写真の⼀⻫展⽰を⾏います。
●熊本城復興⽀援コーナー
熊本地震で被災した熊本城の復興⽀援コーナーとして、
熊本城の復興の様⼦等の展⽰を⾏います。
●お城シアター
お城に関する厳選された数々の映像を⼀挙に上映します。
●お城 EXPO 検定
ここでしか受験できない、城郭検定の特別版。
検定後は、⽇本城郭協会講師から直接解説が受けられます。
受験をご希望される⽅は、
『お城 EXPO 検定』ページよりお申し込みください。
申込 URL：https://www.kentei-uketsuke.com/sys/shiro-expo/introduction
料⾦

：⼀般 5,500 円、中学⽣以下 4,000 円（⼊城料と受験料含む）

●城めぐり観光情報ゾーン
お城めぐりに役⽴つ、お城のとっておき情報や周辺観光情報などを発信します。
お城のゆるキャラも⼤集合。
●城下町 特産・名産品即売会
お城にまつわるご当地商品や地域の特産物、お城 EXPO 限定グッズ等を販売します。
2

●お城 EXPO フォトコンテスト
お城をテーマにしたフォトコンテストを開催し、応募作品の展⽰と優秀作品の表彰を⾏います。
10 ⽉ 22 ⽇（⼟）に『お城 EXPO 2016』WEB ページにて受付を開始予定。
詳しくは、WEB ページをご覧ください。
●ワークショップ
写真や模型などお城の様々な楽しみ⽅を、気軽に参加できるワークショップで紹介します。
＜厳選プログラム＞
お城のスペシャリストたちが登壇するここでしか聞けない貴重な講演会・フォーラム・トークショーな
どの厳選プログラム。12 ⽉ 24 ⽇（⼟）に開催するトークショーでは、春⾵亭昇太さんにご参加いただ
き、城郭考古学を専⾨とする考古学者の千⽥嘉博さん、城郭ライターの萩原さちこさんとともに、お城
について熱く語っていただきます。
※これらのプログラムへのご参加をご希望される⽅は、プレミアム⼊城券をお買い求めください。
●12 ⽉ 23 ⽇（⾦・祝）
11：00〜11：50

講演会「加藤清正の戦いと城」⼩和⽥哲男

13：00〜13：50

講演会「天守と櫓について」三浦正幸

14：10〜15：00

講演会「⽯垣と⼟塁について」加藤理⽂

15：30〜17：30

フォーラム「熊本城の過去・現在・未来」

⼩和⽥哲男、三浦正幸、加藤理⽂、鶴嶋俊彦（熊本城調査研究センター）
、コーディネーター萩原さちこ
●12 ⽉ 24 ⽇（⼟）
11：00〜12：30

トークショー「⼭城の魅⼒を語る！」千⽥嘉博、春⾵亭昇太、萩原さちこ

13：30〜14：20

講演会「秀吉の⼩⽥原攻めの意義と背景」⿊⽥基樹

15：00〜17：00

フォーラム「⼩⽥原攻めの実態に迫る」
⼩和⽥哲男、諏訪間順、伊東潤、コーディネーター⿊⽥基樹

●12 ⽉ 25 ⽇（⽇）
11：00〜11：50

トークショー「城を極める！城で遊ぶ！Ⅰ」⼆宮博志、畠中和久、萩原さちこ

13：00〜13：50

トークショー「信⻑が登⽤した⽳太衆とその⽯垣」
粟⽥純徳(⽳太衆末裔)、萩原さちこ

14：10〜15：00

講演会「江⼾城の⽯垣と⽯丁場」

萩原さちこ

15：20〜16：10

講演会「真⽥三代の城と真⽥丸」

平⼭優

16：30〜16：55

トークショー「城を極める！城で遊ぶ！Ⅱ」⾹川元太郎、萩原さちこ

17：05〜17：30

トークショー「城を極める！城で遊ぶ！Ⅲ」坂本昇治、萩原さちこ
---------------------------------『お城 EXPO 2016』実⾏委員会委員⻑
公益財団法⼈ ⽇本城郭協会 理事⻑
⼩和⽥哲男

----------------城郭ライター
編集者
萩原さちこ

---------------------------------講演会/シンポジウムにて登壇予定

----------------城好きのための
講演会/シンポジウムを
プロデュース
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＜チケット情報＞
⼀般発売⽇：10 ⽉ 22 ⽇（⼟）
チケット：●⼊城券

⼀般 当⽇ 1,500 円

前売 1,300 円 ／⼩・中学⽣ 当⽇ 800 円

前売 500 円

※税込
※未就学児は無料

※会期中のいずれか 1 ⽇にテーマ展⽰の全てをご覧いただけます。

●プレミアム⼊城券：3,000 円

前売 2,800 円

※税込
※⼀般／⼩・中学⽣の区分はありません。⼀律料⾦です。
※テーマ展⽰に加え、厳選プログラムに参加できます。
※未就学児はプログラムへの参加はご遠慮ください。※⽇付をご指定の上、お買い求めください。
※指定⽇の全てのプログラムを終⽇[指定席※限定 1000 席]でご参加いただけます。
※前売り状況などにより予告無く前売り券や当⽇券の販売を終了する可能性がございます。

チケット取扱い：
●チケットぴあ
TEL：0570-02-9999（10：00〜18：00）
URL：http://pia.jp/t/
P コード：⼊城券

12 ⽉ 23 ⽇〜25 ⽇【990-655】

プレミアム⼊城券 12 ⽉ 23 ⽇
【633-978】
、
12 ⽉ 24 ⽇
【633-979】
、
12 ⽉ 25 ⽇
【633-980】
●ローソンチケット
TEL：0570-000-407（10：00〜18：00）
URL：http://l-tike.com/
L コード：⼊城券

12 ⽉ 23 ⽇〜25 ⽇【32012】

●イープラス
URL：http://eplus.jp/
●CN プレイガイド
TEL：0570-08-9999（10：00〜18：00）
※都合により変更となる場合があります。
『お城 EXPO 2016』に関するお問い合わせ先
「お城 EXPO 2016」事務局（株式会社ムラヤマ 横浜⽀店内）
TEL：045-663-7227 FAX：045-201-9078

4

