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平成２７年３月３０日 

報道関係各位 

大坂の陣400年プロジェクト実行委員会 

 

大坂の陣から４００年 

大坂の陣４００年天下一祭 夏の陣２０１５ 
開催概要が決定 

「大阪城御座船」など、夏の陣２０１５ならではの大阪城を楽しめるイベントが続々登場！ 

万博記念公園では大阪の魅力を発信するイベントを実施！ 

 

大坂の陣４００年プロジェクト実行委員会では、昨年開催した「冬の陣２０１４」に引き続き、２０

１５年４月１日（水）から「夏の陣２０１５」を開催します。 
 

「夏の陣２０１５」では、戦国時代に終止符を打ち、天下泰平の世が訪れるきっかけとなった大坂夏

の陣から４００年を迎え、この期間ならではの大阪城を楽しめる新しい事業を展開します。 

また、万博記念公園では、大阪の歴史や文化、食などの魅力を発信する集客イベント「大坂夏の陣２

０１５ in 万博」を開催します。さらに、府内各地では歴史や文化などの地域の魅力を体感していただ

ける周遊イベントを実施します。 
 

２０１５年は本事業とともに、道頓堀川開削４００周年、天王寺動物園１００周年などの節目にあた

ることから、「大阪都市魅力創造戦略」のシンボルイヤーと位置付けられています。各々の事業との相

乗効果で、大阪を盛り上げてまいります。 

 

◆実施概要 
名称       大坂の陣４００年天下一祭 夏の陣２０１５ 

キャッチフレーズ  大きく夢見るまち、大阪 

主催       大坂の陣４００年プロジェクト実行委員会 

コアイベント開催期間   ２０１５年４月１日（水）～９月３０日（水） 

開催場所       大阪城周辺（天守閣・本丸広場・西の丸庭園・極楽橋、太陽の広場など）

    および大阪府内各地 

  公式ホームページ  http://www.osakanojin400.com/ 

 

◆コアイベントの見どころ 

 
   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 

※各事業の詳細は次項以降をご参照ください。 

未決定事項に関しては、決まり次第、発表させていただきます。 

また、本資料以外の事業も実施予定ですので、今後も決定次第、お知らせしてまいります。 

 
 

大阪城 天下泰平の灯 
5月7日 

天下一の黄金の和船 
大阪城御座船 

4月中旬～9月30日 

大阪迎賓館 お化け屋敷 
7月～8月（予定） 

重要文化財 

櫓（やぐら）特別公開 
公開期間未定 

夏の陣 大阪城本丸薪能 
9月20日～23日 

大阪城人力車 
7月～8月（予定） 

http://www.osakanojin400.com/
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事業紹介 
 

大阪城のお濠めぐりができる黄金色の御座船が登場！ 

天下一の黄金の和船「大阪城御座船」 

金箔貼りの御座船 (和船)で、大阪城内濠を遊覧するお濠めぐりを期間限定で実施します。季

節ごとに移りゆく景色の中、大阪城の石垣を間近に眺めることができる貴重な機会です。御座

船では、乗務員が大阪城の歴史等をお伝えします。  

 

［開催期間］  ２０１５年４月中旬（予定）〜９月３０日（水） 

        ※天候など諸事情により運行しない日がございます。 

[開催時間]   １０：００～１６：００ 

※季節などによって変動することがございます。 

[コース]    大阪城極楽橋付近から内濠を周回するコース（所要時間: 約２０分） 

        発着場所：大阪城公園 極楽橋付近の特設船着場 

［料金］       大人 １，５００円、小中学生 ７５０円、未就学児無料 

[旅客定員]   １６名 

［主催］    伴ピーアール株式会社、一般社団法人水都大阪パートナーズ 

 

※使用船舶について 

豊臣期の大坂城と城下町を描いた貴重な屏風絵「豊臣期大坂屏風」

（オーストリア エッゲンベルク城所蔵）の中に見られる秀吉の「川

御座船」と「鳳凰丸」をモデルに、大坂の陣から４００年を経た平和

な大阪で、秀吉が生きていたら、黄金の御座船にするだろうという意

を込めて、船全体に純金箔張りを多用したものです。 

 

 

 
 

 

大坂の陣終焉から４００年を迎える日に４００個の行燈を灯し、 

大阪のまちの発展を願います。 

大阪城 天下泰平の灯 

大坂夏の陣で大坂城が落城した５月７日から４００年。戦乱の世に終止符を打ち、天下泰平の世が訪

れたきっかけとなった日に、大阪がこれまで発展してきたことを祝して、今後の大阪の益々の発展を祈

念する催事を実施します。 

 

［開催日］   ２０１５年５月７日（木） 

［開催時間］  １８：００開始予定 

［開催場所］  大阪城本丸広場 

［料金］    無料 

 

 
※詳細につきましては、決まり次第、発表させていただきます。 
 

 

 

  イメージ 

  イメージ 
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普段は立ち入ることができない櫓を特別に公開！ 

重要文化財 櫓（やぐら）特別公開 

櫓内部で展示する説明パネルなどを冬の陣２０１４からリニューアル。

公開する櫓・蔵は、いずれも重要文化財で、通常は公開していない貴重

な古建造物です。  

 

 

 

※公開期間、公開する櫓など詳細につきましては、決まり次第、発表させていただきます。 
 

 

 

「大阪城の怪談」をテーマにした期間限定お化け屋敷 

大阪迎賓館 お化け屋敷 

1995年のＡＰＥＣ大阪開催の際、京都二条城の二の丸御殿の白書院をモデルに建てられた

大阪迎賓館。  

この夏、この迎賓館で「大阪城の怪談」をテーマにしたお化け屋敷を期間限定で開催し、大阪

城や大坂夏の陣をより知ってもらうきっかけとします。  

 

［開催期間］  ２０１５年７月～８月（予定） 

［開催時間］  １３：００～２１：００（予定） 

［開催場所］  西の丸庭園 

［料金］    １，０００円（予定） 

 

※詳細につきましては、決まり次第、発表させていただきます。 

 

 

 

歴史情緒あふれる人力車で観光客をおもてなし 

大阪城人力車 

大阪城公園の主要スポットを周回する人力車が登場。 歴史情緒あふれる人力車で、大阪城を訪れた

観光客をおもてなしします。  

 

［実施期間］  ２０１５年７月～８月（予定） 

［実施時間］  １０：００～１７：００（予定） 

［開催場所］  大阪城公園全体 

［料金］    １名１，０００円より（予定）※ルートによって異なります。 

 

※詳細につきましては、決まり次第、発表させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  千貫櫓 
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篝火が幻想的に彩る大阪城天守閣を背景に、秀吉が愛したといわれる能を楽しむ 

夏の陣 大阪城本丸薪能 

天守閣を背景に、大槻文蔵をはじめとする能楽界の重鎮から若手実力派能楽師 大槻裕一ら幅広い世

代が同じ舞台に立ち、幽玄の世界を繰り広げます。 

 

［公演日時］  ２０１５年９月２０日（日）～９月２３日（水・祝） 

        １８：３０開演（開場１７：３０）～２０：５０閉演 

［実施場所］  大阪城本丸広場 特設舞台 

※雨天時は、大槻能楽堂で開催します。（大阪市中央区上町A−7） 

［御観能料］    ＶＩＰ席：１５，０００円 

（客席への優先入場権、3列目までの座席確約、特製パンフレット付き） 

Ｓ席：１０，０００円 

ずっとＶＩＰチケット：５５，０００円（４日間通しチケット）  

       ※席数：５００席（各日）  

       ※チケット発売に関しては、決定次第発表いたします。  

 

［主な出演者］  

 

 

 

 

 

 

  

［演目］  

日程 演目 出演者 

２０日（日） 翁（おきな） 観世清和、茂山逸平 

猩々（しょうじょう） 大槻文藏、大槻裕一 

２１日（月・祝） 蚊相撲（かずもう） 野村萬斎 

土蜘蛛（つちぐも） 大槻裕一、大槻文藏、野村萬斎 

２２日（火・祝） 仏師（ぶっし） 野村太一郎 

安宅（あたか） 大槻文藏、福王茂十郎 

２３日（水・祝） 蝸牛（かぎゅう） 善竹隆平 

吉野詣（よしのもうで） 
※秀吉の生涯を能にした 

演目のひとつ 

大槻文藏、片山九郎右衛門、大槻裕一 

 

［主催］    大阪城本丸薪能実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 観世清和  野村萬斎  大槻文藏  大槻裕一 

前回写真 

「石橋」  大槻裕一（左）、大槻文藏（右） 

写真：森口ミツル 
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その他の主な事業 
◆大阪城本丸広場 

・大坂ノ陣合戦祭り２０１５ 

大坂の陣から４００年を迎える２０１５年。戦国乱世最期の戦いを今に伝えるイベントを開催します。

日本最大の合戦が行われた大阪城を舞台に、実際に武者に扮して模擬合戦をしていただくことで、その

ダイナミックかつ歴史浪漫にあふれた戦国の魅力を体験していただけます。 

 

［開催期間］  ２０１５年５月１６日（土）・１７日（日） 

［開催時間］  １０：００～１７：００ 

［料金］       無料 

［実施内容］  ５月１６日（土）  

「大坂ノ陣-ＴＨＥ ＲＥＡＬ-」 

本格的な殺陣をメインとしたイベント  

         ５月１７日（日） 

「大坂ノ陣合戦祭り-ＬＡＳＴ ＳＴＯＲＹ-」 

市民参加型の模擬合戦イベント 

※両日共に、「戦国音楽ライブ」「戦国ゲームブース」 

「戦国グルメ」が登場し、全国各地の戦国ゆかりの地 

からはご当地マスコットキャラクターやご当地ブース 

が集合します。 

［主催］    大坂ノ陣合戦祭り実行委員会  

     （戦国魂プロジェクト、Office Event Lab）  

 

 

・本丸ステージ 

大阪城天守閣前の本丸広場にステージを設置し、ＰＲ武将隊「大坂ＲＯＮＩＮ ５」のパフォーマン

スをはじめ、府内市町村の伝統芸能など、さまざまなイベントやステージを開催します。 

 

［開催期間］  ２０１５年７月～９月（週末を中心に開催） 

［開催時間］  １０：００～１７：００（イベントにより異ります。） 

［料金］       無料（一部、演目の内容により有料のものがあります。） 

 

夏の陣２０１５もＰＲ武将隊「大坂ＲＯＮＩＮ ５」が盛り上げます！ 
 

 

 

 

 

 

 

 
公式ホームページ http://west-patch.com/ronin5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大坂の陣４００年天下一祭を盛り上げるために 

現代に甦った５人の猛将は、豊臣家の呼びかけに 

応じて徳川方と戦った「真田幸村」「毛利勝永」 

「長宗我部盛親」「後藤又兵衛」「明石掃部」！！ 

冬の陣２０１４に引き続き、大坂の陣４００年 

天下一祭を盛り上げます。 

 

 
 

（写真左より）後藤又兵衛（吉本考志）、長宗我部盛親（岩﨑真吾）、 

真田幸村（井上拓哉）、毛利勝永（中山義紘）、明石掃部（永井礼佳） 

 
 

http://west-patch.com/ronin5/
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・もと大阪市立博物館内レストラン  

冬の陣２０１４に引き続き、陸軍の司令部として建てられた貴重な建物が、レストランとし

て再オープン。天守閣が目の前の特別な場所で、思い出に残るひとときをお楽しみいただけま

す。  

また、オフィシャルショップ＆インフォメーションも併設し、天下一祭オフィシャル

グッズや大阪市の水道水をペットボトルに充てんした大阪市水道局「ええやん」を販売

します。 

※「ええやん」に関する報道発表資料は大阪市水道局のＨＰをご覧ください。 

http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/suido/0000305073.html  

 

［営業期間］  ２０１５年４月１日（水）～９月３０日（水） 

[営業時間]   １１：００～１６：００（夏季等営業時間変更有） 

※オフィシャルショップ＆インフォメーションは１０：００～１７：００（夏季等営業時間変更有） 

 

 

◆太陽の広場 

・ＯＳＡＫＡＩＤ 2015 立ちあカ～レ～ FINAL！ 

関西の料理人がカレーをふるまう１ＤＡＹチャリティーイベントを開催。飲食店を始め、多くの有志

が集い、各店、材料を全て持ち込みや手弁当で参加します。チケット代金や協賛金から、運営に必要な

最低限の経費を除いた全てのお金とホットな気持ちを被災地へ届けます。 

 

［開催日］   ２０１５年４月１９日（日） 

［開催時間］  １１：００～１４：００ 

［料金］       ３，０００円（要事前申込） 

        ※当日券の販売は行われない場合があります。 

        ※小学生以下は保護者同伴の上、入場可能  

［主催］    ＯＳＡＫＡＩＤ２０１５立ちあカ～レ～実行委員会 

 

 

・Ｃｉｎｃｏ Ｄｅ Ｍａｙｏ Ｆｅｓｔｉｖａｌ 

 アメリカ大陸の国々が一同に揃い、様々なエンターテインメントが大阪城公園に集結。メキシコやペ

ルー、ブラジル、キューバ、チリ、アメリカ合衆国などから音楽やダンス、フードやドリンクなど「ア

メリカス」を楽しんでいただきます。 

※アメリカス＝南北アメリカとその周辺の文化圏 

 

［開催日］   ２０１５年５月４日（月・祝）～６日（水・祝） 

［開催時間］  １１：００～２０：００ 

［料金］       無料（飲食・物販は有料） 

［主催］    シンコ・デ・マヨ・ジャパン 実行委員会 

 

 

・タイフェスティバル２０１５ 

 タイと日本の親交をより深めながら、タイ文化と伝統を広めるとともに、タイ料理を堪能してもらう

ことを目的に、タイ王国大阪総領事館の主催で開催されます。タイレストランの他、タイ食材やタイ雑

貨などのブースもあり、大阪城公園・太陽の広場がタイに染まります。 

 

［開催日］   ２０１５年５月２３日（土）～２４日（日） 

［開催時間］  １０：００～２０：００ 

［料金］       無料（飲食・物販は有料） 

［主催］    タイ王国大阪総領事館 

 

 

  イメージ 

  イメージ 

  大阪市水道局「ええやん」 

http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/suido/0000305073.html
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◆大阪全体 

・大坂夏の陣２０１５ ｉｎ 万博 

 大阪の歴史や文化、食や酒などの魅力を一堂に集め発信するイベントを

開催いたします。 

 お祭り広場では、大坂の陣をはじめとする大阪の歴史を楽しく紹介する

ブースや、大阪府内市町村の魅力的なスポットのＰＲや特産品を販売する

ブースのほか、大阪のワインや地酒のブースなども出展します。 

 また、お祭り広場のステージでは、大阪の伝統芸能等の披露や、府内市

町村のご当地キャラなども登場し、会場を盛り上げます。 

 さらに、太陽の広場では今回芝生部分を特別開放し、ＭＢＳラジオの公

開生放送、アーティストによるライブコンサート等を開催いたします。 

 

［開催日］   ２０１５年５月２３日（土）～５月２４日（日） 

［開催時間］  ９：３０～１７：００（予定） 

［開催場所］  万博記念公園 お祭り広場・太陽の広場 

        （大阪府吹田市千里万博公園 大阪モノレール万博記念公園駅下車徒歩１５分） 

［入場料］   無料（別途公園入場料大人２５０円、小中学生７０円が必要です） 

［主催］    大坂の陣４００年プロジェクト実行委員会、毎日放送、大阪府 

 

 

・大阪市営バス 大坂の陣ラッピングバス運行 

 大坂の陣４００年天下一祭のロゴマークと武将隊「大坂ＲＯＮＩＮ ５」を描いた大坂の陣ラッピン

グバスを、大阪駅前を始め、大阪の中心地で運行します。 

このバスで、より多くの方に大阪城公園に来ていただきたいという想いを込めています。 

［運行期間］   ２０１５年４月初旬～９月３０日（水） 

［主な停留所］  住吉車庫前、あべの橋、上本町六丁目、大手前、天満橋、淀屋橋、大阪駅前 

         ※大阪市交通局市バス62系統 

［台数］     １台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

大坂の陣 400 年天下一祭に関する一般の方からのお問い合わせ先   

大坂の陣 400 年プロジェクト実行委員会事務局 

ＴＥＬ ０６－６６１５－６３１２  
 

  イメージ 

デザインイメージ 


