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大阪城パークマネジメント共同事業体は、大阪城公園で暑い夏を楽しんでいただくために、さまざまな 

企画をご用意します。 

夏の暑い日にご来園いただくお客さまに少しでも快適に過ごしていただくため、「令和で冷んやり」キャン

ペーンを園内の各所で実施します。飲食を中心とした施設「ジョー・テラス・オオサカ」と「ミライザ大阪城」の

各店舗では、大阪城公園ならではの夏の特別メニューを期間限定で 提供します。また、天守閣のイラスト

が入った「塩ライチ飴」を「ジョー・テラス・オオサカ」と「ミライザ大阪城」各店ご利用のお客様先着12,000名

様にプレゼントします。また、天守閣周辺では、「大阪水奉行」による冷んやり涼しいお水の噴射サービスを、

行うほか、大型冷風車「エアタイタン」が期間限定で登場します。 

さらに、豊臣秀吉七回忌の豊国祭礼のクライマックスで踊られたという「豊国踊り」を再現します。ミライザ

大阪城内の「イリュージョンミュージアム」では、来場者10万人達成を記念して、大人1人につき、お子さま  

1人（11歳以下）が無料でご入場いただけるほか、夏休みの自由研究として楽しく学んでいただける「子ども

マジック教室」を開催します。 

 

 

  

＜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：06-6484-8858  MAIL：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：垣田・藤井  TEL：06-6755-4146 

WEB サイト：https://osakacastlepark.jp/news/ 

 

 

 

 
 

「令和で冷んやり」キャンペーン 夏の特別メニュー（一部） 

暑い夏を楽しめる企画が盛りだくさん！～熱中症対策も！～ 

夏休みは“新しくなった”大阪城公園で遊ぼう！ 

■「令和で冷んやり」キャンペーン 

・夏の特別メニュー提供 

・大阪城公園オリジナル「塩ライチ飴」をプレゼント 

・天守閣周辺にて、水噴射サービス「大阪水奉行」・大型冷風車「エアタイタン」登場 

■豊臣秀吉ゆかりの「豊国踊りに真田幸村参上」を開催 

■夏休みの自由研究に！イリュージョンミュージアムで「子どもマジック教室」 

※本資料は、大阪市政記者クラブ、関西レジャー記者クラブにも提供しています。 
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＜暑い夏を楽しめる企画のご紹介＞ 

■「令和で冷んやり」キャンペーン 

◎夏の特別メニュー  ※メニュー提供期間は各店で異なります。 

「ジョー・テラス・オオサカ」と「ミライザ大阪城」の各店舗で、大阪城公園ならではの夏の特別メニューを期間

限定で提供します。 

＜ジョー・テラス・オオサカ＞ 

●名代 千房 

・「かき氷」 701円 

ふわっふわっのかき氷にこだわりました。口の中であっと

いう間に溶けていく食感をお楽しみください。 

 

●Taste of THE LANDMARK SQUARE OSAKA 

・「クールアイス」 900円 

やさしい甘さのミルクアイスを淡雪のようなかき氷仕立てにしま

した。6種の味わいで和の清涼感をお楽しみください。 

・「ハッピーアワー」 390円 

開業から 2 周年を記念してドリンクをサンキュー価格でご提供 

します。※8月 31日（土）まで ※17：00～19：00 

 

●神戸バタークレープ専門店 ヒステリックジャム 

・「レスカ！！」 480円 

生絞りレモンと強炭酸で仕上げた自家製レモンスカッシュです。 

 

●大阪城下町「らーめん小路」 

・黄金の塩らぁめん「ドゥエイタリアン」：冷製トマトコレクション 2019 1,400円 （写真左） 

・スパイスラーメン「点と線」：スパイスラーメン 950円 （写真中央左） 

・金ごまラーメン「すわき後楽中華そば」：岡山地ビール+揚げ餃子セット 620円～ （写真中央右） 

・焼きあご塩らー麺「たかはし」：秋刀魚と鮪の冷やしそば’19 900円 （写真右） 

 

 

 

 

 

 

●大阪城下町「忍者茶屋」 

・上生菓子 756円 

天保元年から続いている栄久堂吉宗さんで作られている和菓子です。 

全てが手作業によるものです。お茶は伊賀産、甲賀産の煎茶です。 

 



＜ミライザ大阪城＞ 

●大阪城「本陣」 

・「わらび餅入り抹茶金時」 600円 （写真左） 

抹茶をそのままかき氷にしちゃいました。 

くちどけまろやかな食感をお楽しみください。 

・「ラムネソフトクリーム」 450円 （写真右） 
懐かしい昭和の味。さっぱりとした味で暑い夏にピッタリです。 

 

●ザ・コナモン・バル「利休」 

・「金箔ソフトクリーム」（金箔抹茶・金箔ミルク） 950円（写真左） 

一度は食べてみたい豪華絢爛ソフト！インスタ映え間違いなし！ 
 

●タリーズコーヒー 大阪城天守閣前店 

・「スイカスクイーズ 100％ジュース」 550円（写真右） 

夏といえばスイカ。みずみずしい果汁と、スイカ本来の味わいを存分にお楽しみいただけます。 
 

●crossfield with TERRACE LOUNGE  

・令和版かき氷「クールアイス」（サングリア・ティラミス・カプレーゼ） 900円 

濃厚なミルクアイスを専用の機械で薄い板状に削ったかき氷は、ふわふわで淡雪

のような食感。口に入れると一瞬にして消えてしまうほど繊細で柔らかな口どけで

す。今回は、令和版かき氷として、オリジナルのアレンジを加えたサングリア・   

ティラミス・カプレーゼの 3種を用意しました。 

 

 

 

 
 

◎大阪城公園オリジナル「塩ライチ飴」をプレゼント 

熱中症対策として、天守閣をモチーフにしたイラストが入った「塩ライチ飴」を 

先着12,000名様に無料で配布します。 

【期   間】  8月10日（土）～8月18日（日） ※なくなり次第終了 

【配布場所】 ジョー・テラス・オオサカ、ミライザ大阪城 各店舗 

 

◎水噴射サービス「大阪水奉行」・大型冷風車「エアタイタン」登場 

●水噴射サービス「大阪水奉行」 

暑い中、大阪城公園内利用のお客様に、“大阪水奉行”が、ひんやり涼しい 

お水の噴射サービスを行います。 

大阪水奉行は神出鬼没です！ 

【期   間】  8月 1日（木）～8月 31日（土） 

【場   所】  天守閣本丸前広場 他 

※実施していない日もございます。（不定期） 

●大型冷風車「エアタイタン」 

【期   間】  8月 1日（木）～8月 31日（土） 

【場   所】  天守閣本丸前広場  

※イメージ 



■大阪城天守閣「豊国踊りに真田幸村参上」 

「豊国踊り」は豊臣秀吉の七回忌に当たる慶長 9 年（1604）8 月に「豊国 

臨時祭礼」のクライマックスとして、京都の町人たちが華麗な群舞を披露し

ました。平成 27 年（2015）大阪城天守閣では、その屏風や文献史料など

をもとに、学術的に「豊国踊り」を復元しました。 

5年目となる今年は、元OSK日本歌劇団トップスターの桜花昇ぼるさんに

真田幸村役で出演いただきます。 

慶長 9 年（1604）の「豊国臨時祭礼」には、秀吉夫人が参列し、諸大名もこの祭礼にかかわりましたが、   

これにかかわることの出来なかった真田幸村の想いを桜花幸村が 415年の時を越えて果たします。 

【日  時】  8月 10日（土） 18:00～19:30 

【場  所】  大阪城天守閣前本丸広場 

【参加費 】  無料（ただし、天守閣入館の際は入館料が必要） 

【出  演】 桜花昇ぼる（元 OSK日本歌劇団トップスター）、宝塚歌劇団 OG・OSK日本歌劇団 OG 

WEBサイト：https://www.osakacastle.net/ 

 

＜夏休み期間限定 お得な特別キャンペーン＞ 

■イリュージョンミュージアム 夏休み子ども無料！ 

大阪城公園の新名所・イリュージョンミュージアムは、7月 23日に来場

者 10 万人を達成しました。日頃のご愛顧に感謝を込め、夏休みの 

期間、大人 1 人につき、お子さま 1 人無料でご入場いただけます。 

【お子さま特別無料期間】 実施中～9月 1日（日） 

 ※8/10（土）～18（日）の期間は除く 

【場所】 イリュージョンミュージアム（ミライザ大阪城 地下 1階） 

【特別無料入場対象】 子ども（11歳以下） ※通常 700円 

※大人は通常料金 1,200円（ショーの観賞は別途 500円が必要） 

WEBサイト：https://www.miraiza.jp/illusion/ 

 

■夏休み「子どもマジック教室」 

この夏 2年目を迎えた「イリュージョンミュージアム」では、マジックの魅力を知っていただこうと、小学生を 

対象としたワークショップを開催します。 

マジックのしくみや魅せ方を体験し、「自由研究」として楽しく学んでいただきます。 

【日 時】 8月 15日（木）9：30 イリュージョンミュージアム受付集合  

（終了予定時間 11:15頃） 

【場 所】イリュージョンミュージアム（ミライザ大阪城地下 1階） 

【対 象】小学生（3年生以上。保護者同伴） 

【参加費】小学生：700円 [教材費含む]  保護者（大人）1200円 

（ミュージアム見学・イリュージョンショー鑑賞を含む） 

受付・問い合わせ 06-6755-4466 (受付時間 10:00-17:30) 

WEBサイト：https://www.miraiza.jp/illusion/ 
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■夏休み期間限定「特別セット券」 

【内容】  

●大阪城天守閣＋西の丸庭園 セット券  

2施設合わせて通常料金 800円に、天守閣のしおりが付きます。 

＜価格＞  800円（天守閣しおり付） 

＜販売場所＞ 大阪城天守閣、西の丸庭園 

※2019年 6月 28日、G20 OSAKA SUMMIT 2019の記念撮影場所 

及び夕食会会場として、西の丸庭園と迎賓館が使用されました。 

 

●大阪城天守閣＋イリュージョンミュージアム セット券 

2施設合わせて通常料金 1,800円のところ、 

特別に 1,300円で販売します。 

＜価格＞ 1,300円 

＜販売場所＞ 大阪城天守閣、ミライザイリュージョンミュージアム 

 ※イリュージョンショー観覧 500円は別売り。 

 

【有効期間】 8月 1日（木）～8月 31日（土） ※各所 1枚 1回限り使用可 

 

＜その他＞ 

■ジョー・テラス・オオサカに新店舗オープン 

●かつ満  【営業時間】 11：00～20：00(L.O.19：30) ※土日祝は 22：00(L.O.21：30) 

豚肉だけでなく、オリジナルブレンドの特製ソース、自家製パン粉、油、すべての  

素材を厳選し、手作りにこだわりました。 

 

●さち福や  【営業時間】 11：00～20：00(L.O.19：30) ※土日祝は 22：00(L.O.21：30) 

釜戸で炊かれたあつあつご飯と、バランスのとれたおかず、「第二の食卓」をコンセプトに、 

毎日でも食べたくなる定食をご用意しています。 

 

●韓国鉄板&チゲ料理 HIRAKU ※8月中旬オープン予定 

【営業時間】 11：00～22：00(L.O.21：30) 

韓国本場の味！心を込めてお作りしたお料理を様々なシーンでお楽しみください。 

韓国茶や話題のフードなど、テイクアウトも充実。 

 

 

 

 

 

 

見本 

見本 

天守閣しおり（表・裏） 



■COOL JAPAN PARK OSAKA（クール ジャパン パーク オオサカ） 

国境関係なく楽しめる超新感覚ライブエンターテインメント「NO BORDER」 

数多くのヒット番組を手掛けた伝説のヒットメーカー“T 部長”こと土屋敏男による、世界に向けた全く新しい

ライブエンタメが誕生しました。会場内のパナソニックの最新スキャナーでお客様をアバター化。アバター

になったお客様が森大輔作曲の音楽に合わせ、TOMO & KENZO（DA PUMP）が振り付けたダンスを   

息ぴったりに踊ります。ショーのナビゲーターは世界を股に掛ける「が～まるちょば」。アバターをリードする

メインダンサーは“千手観音かずこ”こと森三中 黒沢かずこです。 

【日  時】 公演中～9月 16日(月・祝) 

【場  所】 クールジャパンパークオオサカ SSホール 

【料  金】 大人 3,500円、子ども 2,000円     

WEBサイト：https://noborder-earth.com/ 

 

■体験型ナイトウォーク「サクヤルミナ」  

8 月 6 日（火）リニューアルオープン！ 

【営業時間】 日没～21時 入場締切（22時終了） 

【場所】 大阪城公園内 特設会場 

8月 6日（火）～9月 1日（日）「お子様無料キャンペーン」実施！ 

詳しくは公式ホームページをご覧ください。 https://sakuyalumina.jp 

 

■ボーネルンド プレイヴィル 大阪城公園  

【ワークショップ】 11:00～、13:00～ 

・「折り染めうちわづくり」 8月 24日（土）・25日（日） 参加費：500円 

【特別イベント】 

・「森のえんそく in大阪城公園」 8月 19日（月） 10:30～12:00 参加費：500円 

大阪城公園の自然の中をプレイリーダーと一緒に探検しながら遊びます。 

自分で「箱めがね」を作って、大阪城公園の中の水辺で、生き物の観察をします。 

 

 

■アールベイカー 大阪城公園店 

夏の食欲中枢を刺激する 

スパイスのパンを多数ご用意します。 

 

※本リリースに記載の料金は全て税込みです。 

https://noborder-earth.com/
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