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2019 年 4 月 18 日
報道関係者各位
大阪城パークマネジメント共同事業体
天守閣はもちろん、ミライザ大阪城やジョー・テラス・オオサカなど
ファミリーで1日中楽しめるイベントが充実

GWは“新しくなった”大阪城公園で一日中楽しもう！
～新元号「令和」を記念したコンテンツもご用意～
■大阪城天守閣で、平成最後と令和最初の「登閣符」販売
■5月1日「新しい時代」の幕開けに大阪城鉄砲隊による祝砲
■令和記念「飴ちゃん」プレゼント
■GW期間限定 お子さま特別無料入場（イリュージョンミュージアム・サクヤルミナ）
大阪城パークマネジメント共同事業体は、最大10連休となる今年のGW期間中に、新元号「令和」を迎え
るこの年ならではのコンテンツをご用意するなど、さまざまなイベントを大阪城公園で開催します。
飲食を中心とした施設「ミライザ大阪城」や「ジョー・テラス・オオサカ」が開業し、“新しくなった”大阪城
公園は、大人から子どもまで一日中楽しめる公園となっています。
平成が終わり、新時代を迎える今年のGWは、大阪城天守閣で平成最後と令和最初の「登閣符」を期間
限定で販売するほか、5月1日には「新しい時代」の幕開けを大阪城鉄砲隊による祝砲でお祝いします。
また、新元号「令和」の文字が入った「飴ちゃん」を先着にてプレゼントします。
さらに、GW期間限定で、お子さまはミライザ内にある「イリュージョンミュージアム ～幻影博物館～」と、夜
の大阪城公園を歩く「サクヤルミナ」に無料でご入場いただけます。 （イリュージョンは11歳以下、サクヤル
ミナは4歳～12歳）

平成最後の入館記念
大阪城天守閣「登閣符」

令和最初の入館記念
大阪城天守閣「登閣符」

＜本件に関するお問い合わせ先＞
（株）電通パブリックリレーションズ 担当：貴田
TEL：06-6484-8858MAIL：megumi.kida@dentsu-pr.co.jp
＜大阪城公園に関するお問い合わせ先＞
大阪城パークマネジメント共同事業体 担当：平栗・植田・藤井 TEL：06-6755-4146
WEB サイト：https://osakacastlepark.jp/news/

＜新元号「令和」記念コンテンツ＞
■大阪城天守閣で、平成最後と令和最初の「登閣符」販売
大阪城天守閣内で「平成最後の入館記念」と「令和最初の入館記念」の 2 種類の「登閣符」を期間限定で
販売します。「平成」最後の 1 週間と「令和」最初の 1 週間は大阪城天守閣へぜひお越しいただき、時代の
節目という特別な期間に入館した記念に「登閣符」を購入していただきたいと考えています。
【販売期間】

平成最後：4 月 24 日（水）～30 日（火・休）
令和最初：5 月 1 日（水・祝）～ 7 日（火）
※各 5,000 枚なくなり次第終了

【販売場所】

大阪城天守閣 1 階ミュージアムショップ

【販売価格】

1 枚 300 円（税込）

※期間限定販売
※おひとり様各 10 枚までとさせていただきます。

■新天皇御即位記念

日本～悠久の歴史

大阪城ファミリーフェスティバル2019

平成が終わり、新しい時代を迎えるこの機会に、長く伝承されてきた
か ぐ ら

神事芸能「神楽」や、神話を題材とする郷土芸能などを通して、わが
国の悠久の歴史を振り返ります。
5月1日には、「新しい時代」の幕開けを大阪城鉄砲隊による祝砲でお
祝いします。
【期間】

5月1日（水・祝）～5月3日（金・祝） 11：00～16：00
※祝砲は5月1日11：00～／14：00～

【場所】

大阪城天守閣前本丸広場

【料金】

無料 ※天守閣入館の際は入館料が必要（中学生以下は無料）

WEBサイト：https://www.osakacastle.net/events/date/2019/03

■令和記念「飴ちゃん」プレゼント
新元号「令和」の文字が入った「飴ちゃん」をプレゼントします。
大阪城天守閣のカラーをイメージしています。
【期間】

5 月 1 日（水・祝）～5 月 6 日（月・休）
※各日なくなり次第終了

【配布場所】

ミライザ大阪城、ジョー・テラス・オオサカ 各店舗

WEB サイト： https://www.miraiza.jp/ （ミライザ）
https://www.jo-terrace.jp/ （ジョー・テラス）

イメージ

■GW 期間限定

お子さま特別無料入場

4 月 27 日（土）～5 月 6 日（月・休）の GW 期間中、お子さまはミライザ大阪城内にある「イリュージョンミュー
ジアム～幻影博物館～」と、夜の大阪城公園を歩く「サクヤルミナ」に無料で入場していただけます。

●イリュージョンミュージアム ～幻影博物館～
古今東西のマジック、トリック、イリュージョン等を一堂に集めた「イリ
ュージョンミュージアム ～幻影博物館～」です。
世界各国のマジックやイリュージョンに関する歴史的資料の展示か
ら、最新のイリュージョンを体験できるエリア、さらには、イリュージョ
ニストによるパフォーマンスショーが目の前で楽しめるという、今まで
になかった新しいタイプのミュージアムです。
【お子さま特別無料期間】 4 月 27 日（土）～5 月 6 日（月・休）
【場所】 ミライザ大阪城 地下 1 階
【特別無料入場対象】 小人（11 歳以下） ※通常 700 円
※大人は通常料金 1,200 円です。（ショーの観賞は別途 500 円が必要）
WEB サイト：https://www.miraiza.jp/illusion/

●大阪城ナイトウォーク「サクヤルミナ」
2018年12月、夜の大阪城公園を歩きながら、幻想的な音や光と大
阪城の自然が融合したナイトウォークがスタートしました。インタラク
ティブなデジタルアートで新しい大阪の夜の魅力を体験していただ
けます。
【お子さま特別無料期間】 4月27日（土）～5月6日（月・休）
【場所】

大阪城公園内 特設会場

【特別無料入場対象】 小人（4歳～12歳）
※通常 前売り:1,000円 当日:1,200円
※下記は通常料金です。
大人（18歳以上）

前売り：2,700円 当日：3.200円

中人（13歳～17歳）、シニア（65歳以上） 前売り：1,800円 当日：2,200円
＜大阪府民割詳細＞
【期間】2019 年 4 月 1 日（月）～2019 年 5 月 6 日（月・休）
【対象】大阪府の在住者・通勤・通学者
・大人(18 歳以上)：前売り・当日 一律 2,000 円
・中人(13 歳～17 歳)／シニア(65 歳以上):前売り・当日 一律 1,000 円
・小人(4 歳～12 歳)：前売り・当日 一律 500 円
※大阪府民優待は、当日保険証、学生証、免許証、社員証（住所記載）などの証明書を必ずお持ちください。

WEBサイト：https://sakuyalumina.jp/

＜その他のイベント＞
・餃子フェス OSAKA2019
「ご当地餃子」「職人系餃子」「肉汁ハンパない系餃子」「おしゃれ
バル系餃子」 「インパクト系餃子」などのカテゴリーで、スイーツや
飲料も含めて約30店舗が出店します。
【日程】

4月30日（火・休）～ 5月6日（月・休） 10:00～20:00

【場所】

太陽の広場

【料金】

入場料無料（飲食代別途）
※食券（600円/枚）、電子マネー利用可

WEBサイト：https://www.gyo-zafes.jp/osaka-2019

・クールジャパンパーク大阪
大阪の新たなエンタテインメントの発信する劇場型文化集客施設と
して2019年2月に開業しました。最新鋭の設備環境を備えた大（Ｗ
Ｗ）・中（ＴＴ）・小（ＳＳ）の3つのホールがあり、世界に通ずるエンタ
テインメントを発信することで大阪城公園の世界的観光拠点化を目
指しています。現在、WWホールでは、日本の伝統芸能と最新のデ
ジタル技術を融合したノンバーバルショー「KEREN（ケレン）」の公
演を行っています。
【日程】

公演中～8月25日（日）

【場所】

クールジャパンパーク大阪

【チケット料金】

S席 / 大人7,500円 子ども3,000円
A席 / 大人5,000円 子ども2,000円

WEBサイト：https://cjpo.jp/ （クールジャパンパーク大阪）
https://keren.jp/ （KEREN）

・風鈴＆クラフト祭り
夏の風物詩「風鈴」と職人芸のクラフトを展示即売します。
【日程】
【場所】

4月26日（金）～5月6日（月・休）
内堀（空堀）南

ほかにも、さまざまな通期のイベントやコンテンツがあります。詳しくはWEBサイトをご覧ください。
・大阪城天守閣 テーマ展「戦国の世の祈り」 ： https://www.osakacastle.net/
・ミライザ大阪城 ： https://www.miraiza.jp/
・ミライザ屋上テラス BBQ（ブルーバーズ ルーフトップテラス） ： https://www.landmark-osaka.com/restaurant/bluebirds.html
・ジョー・テラス・オオサカ ： https://www.jo-terrace.jp/
・大阪城の櫓特別公開 ： https://osakacastlepark.jp/events/yagura.html
・ボーネルンド プレイヴィル 大阪城公園 ： https://www.bornelund.co.jp/playground/playville-oosakajoupark
・大阪城御座船 黄金の和船 ： https://www.banpr.co.jp/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9F%8E%E5%BE%A1%E5%BA%A7%E8%88%B9/
・大阪城 和ーべきゅう https://digiq.jp/bbq/recommend/osaka/

