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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、2019 年 12 月 21 日（土）、22 日（日）
にパシフィコ横浜 会議センターで開催する『お城 EXPO 2019』の一般チケットを 10 月 4 日（金）
から販売開始いたします。 

また、12 月 20 日（金）に、『お城 EXPO 2019』のプレイベントとして開催する『お城 EXPO 2019 
プレミア前夜祭』の詳細が決定。トークショーやデジタル想定復元された「大坂冬の陣図屛風」の先行
展示、お城とゆかりの深い戦国時代ドラマのテーマ曲を演奏するミニコンサートなどを実施します。 

今年で 4 回目の開催となる『お城 EXPO 2019』は、城郭文化の振興と発展や、お城好きの方々との
交流を目的として開催するもので、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・団体
が出展するほか、日本各地のお城情報や、お城にまつわるさまざまな展示、スペシャリストによるトー
クショーや講演を楽しんでいただける日本最大級のお城のイベントです。 

12月20日（金）にプレイベントとして開催する『お城EXPO 2019 
プレミア前夜祭』では、大河ドラマで時代考証を担当する日本城郭
協会理事⾧ 小和田哲男氏と歴史研究家の小和田泰経氏による、歴
史ドラマの時代考証の裏話に関するトークショーや、凸版印刷株式
会社 文化事業推進本部の木下悠氏と徳川美術館学芸部部⾧代理
の原史彦氏による「大坂冬の陣図屛風」をテーマとしたトークショ
ーの実施が決定いたしました。 

  

  『お城 EXPO 2019』 
いよいよ 2019 年 10 月 4 日（金）から一般チケット販売開始! 

 

～『お城 EXPO 2019 プレミア前夜祭』の豪華プログラム詳細決定!～ 

お城EXPO実行委員会 
2019 年 10 月 2 日 
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さらに、今回の『お城 EXPO 2019』で関東初展示する、デジタル想定復元された「大坂冬の陣図屛
風」（※1）を先行公開するほか、弦楽カルテット&ピアノによる、お城にゆかりの深い戦国時代ドラマ
のテーマ曲を演奏するミニコンサートの実施や、「お城 EXPO 2019」の公式グッズの一部先行販売な
ど、お城・歴史を存分に味わうことのできるプレミアムなプログラムとなっています。 

10 月 4 日（金）には各種一般チケットの販売を開始。2018 年の
『お城 EXPO』で、すぐに完売となった人気の「お城 EXPO オリジ
ナル御城印帳」（『お城 EXPO 2019』版）がセットになった、お城
EXPO 2019 オリジナル御城印帳付きの入城券も数量限定で販売い
たします。ぜひ、お買い求めください。 

 

 

 

＜デジタル想定復元された「大坂冬の陣図屛風」について＞ 

「大坂冬の陣図屛風」は、慶⾧ 19 年（1614 年）の徳川幕府と豊臣家の間で行われた合戦、大坂冬の陣を描いた
もので、凸版印刷が東京国立博物館所蔵の模本に記載された色指定からデジタル技術と金箔や金銀泥を手作業で施
して復元したものです。大坂冬の陣図の陣立てや豊臣期の大坂城、および戦場の様子を鮮やかな彩色でご覧いただ
くことができるほか、自由に写真を撮影いただけます。 

（※1）「大坂冬の陣図屛風」デジタル想定復元 

・図像部: インクジェットプリント 金箔金銀泥 

・サイズ: 図像部 各約 2986mm×1656mm 

・制作: 凸版印刷株式会社 

・監修: 千田嘉博（奈良大学文学部教授）、東京藝術大学、徳川美術館、佐多芳彦（立正大学文学部教授） 

・協力: 大阪城天守閣、京都市立芸術大学芸術資料館、東京国立博物館 

※JSPS 科研費 JP17102001（立正大学）の助成を受けた研究成果を活用しています。 

-------------------------------------------------------- 
【『お城 EXPO 2019 プレミア前夜祭』概要】 
名  称:お城 EXPO 2019 プレミア前夜祭 
開催日時:2019 年 12 月 20 日（金）17:00～20:30 
開催会場:パシフィコ横浜 会議センター1F メインホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1） 
内  容:17:00～ デジタル想定復元された「大坂冬の陣図屛風」見学・撮影会 
           お城 EXPO 公式グッズ先行販売 
     18:00～ 弦楽カルテット&ピアノによるミニコンサート（戦国時代ドラマ テーマ曲） 

18:30～ 木下悠氏・原史彦氏によるトークショー 
19:20～ 小和田哲男氏・小和田泰経氏によるトークショー 

     20:10～ 見学続き（20:30 終了） 

※『お城 EXPO 2019 プレミア前夜祭』では、他のフロアの展示物観覧はできません。 
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＜チケット情報＞ 
●【10 月 4 日（金）販売開始】プレミア前夜祭券 
12 月 20 日（金）に開催する前夜祭にご参加いただけます。 
＜一般/小・中学生＞当日 2,800 円／前売り 2,500 円 
※数量限定 
 
※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 EXPO 2019』概要】 
名  称:お城 EXPO 2019 
開催日時:2019 年 12 月 21 日（土）・12 月 22 日（日） 
     9:00～19:30（最終日は 17:30 まで） ※最終入城 30 分前まで 
開催会場:パシフィコ横浜 会議センター（神奈川県横浜市西区みなとみらい 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、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:●テーマ展示 
     城めぐり観光情報ゾーン、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、城郭写真家による写真展 ほか 
●厳選プログラム 
春風亭昇太さん、萩原さちこさん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。 

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＞ 
●【9 月 27 日（金）販売中】ワンデイ入城券（入城券＋厳選プログラム） 
12 月 21 日（土）、22 日（日）のうち指定した日すべての「厳選プログラム」にご参加いただけるお得な入城券
です。 
＜一般／小・中学生＞前売りのみ 3,800 円 
※数量限定 
※12 月 21 日（土）分は完売、22 日（日）残りわずか 
 
●【10 月 4 日（金）販売開始】入城券 
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 1,900 円／前売り 1,600 円 
＜小・中学生＞当日 900 円／前売り 600 円 
＜お城 EXPO2019 オリジナル御城印帳付＞前売りのみ 3,900 円 
※未就学児は無料 
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※お城 EXPO 2019 オリジナル御城印帳付入城券は数量限定 
 
●【10 月 4 日（金）販売開始】厳選プログラム指定券 
12 月 21 日（土）、22 日（日）に開催される「厳選プログラム」（講演会、トークショー）のうち、ご希望のプロ
グラムにご参加いただけます。 
＜一般／小・中学生＞当日・前売り 1,100 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。 
※入城券と合わせてご購入いただくチケットです。 
 
※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。 
※ワンデイ入城券、お城 EXPO 2019 オリジナル御城印帳付入城券は、チケットぴあのみの取り扱いで
す。 
※お城 EXPO 2019 オリジナル御城印帳は、当日会場での販売もございます。 
 
 


