※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。
※すでに発表済の情報も含んでおります。

2019 年 10 月 31 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

もうすぐ公園内の紅葉が見頃！

食欲・行楽の秋は大阪城公園に行こう！
■大阪城・エッゲンベルグ城友好城郭提携10周年記念
外交の舞台・大阪城～大阪城の秋まつり2019～ ＜11月3日（日・祝）・4日（月・休）＞（大阪城天守閣）
■秋冬の特別メニュー提供（ジョー・テラス・オオサカ、ミライザ大阪城）
■「Osaka Marathon Desse 2019（大阪マラソンでっせ2019）」関連情報
■大阪城イルミナージュ～大正浪漫の世界～ ＜11月22日（金）～2020年3月1日（日）＞
大阪城パークマネジメント共同事業体は、大阪城公園で秋の行楽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。
大阪を代表する桜の名所として、毎年多くのお客さまにご来園いただく大阪城公園は、秋にもまた別の
魅力があります。天守閣前本丸広場にある樹齢約300年の大イチョウをはじめ、公園東側園路に約1ｋｍ続
く黄金のイチョウ並木、西の丸庭園の約300本のサクラなどが、10月下旬ごろから鮮やかに色づき始めます。
そんな大阪城公園では、今年、日本オーストリア友好150周年を迎え、また大阪城とオーストリアのエッゲ
ンベルグ城が2009年に友好城郭提携を結んでから10周年にちなみ、「大阪城・エッゲンベルグ城友好城郭
提携10周年記念～外交の舞台・大阪城～大阪城の秋まつり2019～」を、11月3日（日・祝）・4日（月・休）に
開催します。
また、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、秋冬の特別メ
ニューを期間限定で提供します。
さらに、12月1日（日）に開催される第9回大阪マラソンを大阪のまち一体で盛り上げるべく、「Osaka
Marathon Desse 2019（大阪マラソンでっせ2019）」に「ジョー・テラス・オオサカ」と「ミライザ大阪城」の各店舗
が参加しお得なサービスをご用意するほか、大阪城を背景に繰り広げられるイルミネーション「大阪城イルミ
ナージュ」を11月22日（金）～2020年3月1日（日）に開催します。詳しくは次のページ以降をご覧ください。

大阪城の秋まつり 2019

天守閣を中心に広がる大阪城の紅葉
神戸バタークレープ専門店ヒステリックジャム「モンブラン」
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＜大阪城公園の紅葉＞
【見頃】
11 月中旬から 12 月上旬 ※色づきは 10 月下旬ごろから。
【見どころ】
天守閣前本丸広場にある推定樹齢約 300 年の大イチョウをはじめ、公園東側園路に約 1km 続く黄金のイチ
ョウ並木や、西の丸庭園の約 300 本のサクラなどが鮮やかに色づきます。東外堀沿に続くメタセコイヤとサク
ラの並木道もおすすめ。その他にも園内各所にてモミジやケヤキ、ハゼなどが色づきます。

＜天守閣関連イベント＞
■大阪城・エッゲンベルグ城友好城郭提携 10 周年記念
外交の舞台・大阪城～大阪城の秋まつり 2019～
今年は、日本オーストリア友好 150 周年を迎え、また大阪城と
オーストリアのエッゲンベルグ城が 2009 年に友好城郭提携を
結んでから 10 周年の記念イヤーに当たります。
本イベントでは、豊臣秀吉の時代から幕末、そして、1995 年に
は APEC 首脳会議、今年は G20 大阪サミットの夕食会が開催
されるなど現代に至るまで、たびたび重要な外交の舞台となっ
てきた大阪城をテーマに、関連する地域や団体による芸能の
披露や観光情報の発信で各地の魅力を紹介します。

【日 時】

2019 年 11 月 3 日（日・祝）、11 月 4 日（月・休） 11：00～16：00

※11 月 3 日（日・祝）13：00 からは、大阪城・エッゲンベルグ城友好城郭提携 10 周年記念式典を行います。
登壇： シュタイアーマルク州立博物館ヨアネウム館長 Wolfgang Muchitsch（ヴォルフガング・ムヒッチェ）
大阪城天守閣館長 北川 央
【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）
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■大阪城天守閣 特別展「豊臣外交」
わが国が広く、深く外国と交際した豊臣時代に、国内では舶来の文物
に影響された新しい文化が生まれました。一方豊臣秀吉は外国に対し
て尊大で高圧的な態度を示しながらも、彼一流の手法による外交を展
開しました。
本展ではこの時代の対外交流と摩擦に目を向けつつ、虚々実々の
豊臣外交を追いかけます。
【日 時】

2019 年 10 月 12 日（土）から 11 月 17 日（日）

【場 所】

大阪城天守閣 3・4 階展示室

【入館料】

大人 600 円 中学生以下、大阪市在住 65 歳以上の方（要証明）、
障がい者手帳等ご持参の方は無料

山中長俊書状（小浜市教育委員会蔵）

■11 月 7 日は大阪城天守閣のお誕生日
11 月 7 日（木）に入館された方に、先着 5,000 名限定で大阪城天守閣
が復興から 88 年・満 88 歳を迎えたことを記念する登閣証明書を配布
します。
【日 時】

2019 年 11 月 7 日（木）9 時～ ※なくなり次第終了

【場 所】

大阪城天守閣（要入館）
当日、大阪城天守閣に入館された方、お一人に 1 枚ずつお渡しします（先着 5,000 名）。
登閣証明書は無料ですが、天守閣館内で配布しますので別途入館料がかかります。

※大阪城天守閣の詳しい情報は、WEB サイトをご覧ください。 https://www.osakacastle.net/

＜秋冬の特別メニュー＞
【ジョー・テラス・オオサカ】
●麺道 而今
・特製ラーメン or 特製つけ麺＆餃子 1,550 円～（税込、10/7～2020/2/29）
※不定期開催 インスタグラムや店舗にて告知します。（インスタグラム ID:zikon_0707）
特製メニューと餃子の注文で食券購入から 90 分飲み放題
（生ビール、ハイボール、チューハイ）
●すわき後楽中華そば
・スペシャル醤油ラーメン 910 円（税込、10/7～11/30）
丸 2 日かけて丁寧に炊き出した濃厚な豚骨スープに揚げた玉ねぎと背
油などでコクを加えました。途中から秘伝の香辛料「からみぞれ」を加え
ると二度おいしい、スペシャルな醤油ラーメンです。
●ドゥエイタリアン
・白いらぁ麺 1,200 円（税込、秋・冬）
夏季は冷たいらぁ麺として提供していた「白いらぁ麺」が、温かいスープ
で登場です。冷製とはまた違った味をお楽しみください。

3

●スパイスラーメン点と線。
・ぶ厚いチャーシューを使った北海道濃厚みそラーメン
1,000 円（税込・10/1～2020/2/29）
北海道ならではの、濃厚みそラーメンを創りました。アクセントに生のおろししょう
がをトッピング、少しずつ溶かして味変をお楽しみください。寒い時期に恋しくな
るお味をぜひご賞味ください。
●JO-TERRACE OSAKA インフォメーション&オフィシャルショップ
・栗まんじゅう、ビッグスィートポテト、栗ぱい 540 円～1,200 円（税込、販売中～11 月中旬）
栗：ほっこり甘い栗あんを使ったおまんじゅうやパイ、きんつばなど…秋の味覚商品をぜ
ひおみやげに。
ビッグスィートポテト：しっとりと甘い大きなスィートポテト。好きな大きさに切り分けられて、
おすすめです。
●神戸バタークレープ専門店 ヒステリックジャム
・モンブラン 730 円（税込、10 月初旬～11 月末）
フランス産の栗を使用した、ふんわりやさしい自家製マロンクリーム！
秋の味わいモンブランクレープ！
●韓国鉄板＆チゲ料理 HIRAKU
・キノコプルコギ鍋 1,694 円（税別、通年）
甘めに味付けした牛肉と野菜とシメジ、エノキ、シイタケ、エリンギを焼い
て、牛肉のスープにつけて食べる韓国伝統の料理です。

【ミライザ大阪城】
●クロスフィールド ウィズ テラスラウンジ （2 階）
・ディナータイム ノエル
全 7 品クリスマスコース 6,000 円/10,000 円/8,000 円
（税・サービス料別、12/21～12/25）
クリスマスディナーをご用意しました。大切な思い出の 1 ページに残る、
素敵な時間を演出いたします。
大切な方とかけがえのないひとときをお過ごしください。
●ラズベリー ウィズ ムーンバー （3 階）
・大阪城公園内紅葉クルーズ＆月替わり限定和膳ランチコース
5,000 円（税・サービス料別、11 月限定）
御座船ランチ紅葉クルーズ！紅葉をクルージングで鑑賞＆天守閣お濠
（ほり）紅葉クルーズのセットプランをご用意いたしました。
・ディナータイム ノエル
全 8 品クリスマスコース 12,000 円/17,000 円
（税・サービス料別、12/21～12/25）
クリスマスに、大切な方との思い出に残るひとときを演出するプランをご用
意しました。オマール海老や松阪牛含むクリスマスコースでお楽しみいた
だくプランです。
※ほかにも各店舗で特別メニューをご用意しております。詳しくはお問い合わせ先までご連絡ください。
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＜期間限定

お得なキャンペーン＞

■ミライザ大阪城開館 2 周年記念キャンペーン
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、特別価
格で前売りチケットを販売します。
【期 間】
【価 格】

11 月 1 日（金）～11 月 30 日（土）
大人セット券（入場料＋イリュージョンショー観覧）
通常 1,700 円 ⇒ 特別価格 1,200 円
※プレイガイド（e＋、チケットぴあ、ローソンチケット）で販売
WEB サイト：https://www.miraiza.jp/illusion/

＜森ノ宮エリア関連＞
■ボタニカルショーケース「ボタニカル夜さんぽ」
春夏秋冬で木々をライトアップしてきた“夜さんぽ”この秋は、晩
秋を感じる「オレンジ色」を加えて、秋の夜長の木々をイメージ、
ライトアップしています。
【期 間】

点灯中～11 月 30 日（土） ※各日 18:00～22:00

【場 所】

ボタニカルショーケース

＜大阪城公園全体、その他＞
■Osaka Marathon Desse 2019（大阪マラソンでっせ 2019）
12 月 1 日（日）に開催される第 9 回大阪マラソンは、今年から新コースとなり、スタートとゴール地点は大阪
城公園です。公園全体で盛り上げるべく、「ジョー・テラス・オオサカ」の各店舗も「Osaka Marathon Desse
2019」（※）に参加します。
【期 間】
【参加店】

11 月 1 日(金)～12 月 8 日(日)
ジョー・テラス・オオサカの各店舗
各店舗の特典・サービスについては、大阪マラソンの公式サイトからご確認いただけます。

※「Osaka Marathon Desse 2019」
大阪マラソン組織委員会が、大阪マラソンを街一帯で盛り上げる取り組みとして昨年から実施しているもので、ラ
ンナーを歓迎する催しや大阪マラソンを盛り上げるイベント、その他さまざまな特典・サービスをご用意しています。

■森ちゃんのラーメンフェスタ2019
昨年は約75,000杯を売り上げ、大好評だった「森ちゃんのラーメンフェスタ」の第3弾が開
催！情報番組「朝生ワイドす・またん！」の超人気コーナー「森ちゃんの関西ラーメンファ
イル」が番組を飛び出し、今年も“旨い！ラーメン”が集結！お店は第1幕10店舗、第2幕
10店舗の入れ替え制。
【開催日程】
＜第1幕＞ 11月15日（金）11：00～20：00、11月16日（土）10：00～19：00、11月17日（日）10：00～19：00
＜第2幕＞ 11月22日（金）11：00～20：00、11月23日（土・祝）10：00～19：00、11月24日（日）10：00～19：00
【会 場】 JR 大阪城公園駅前広場
【料 金】 ラーメンチケット（１杯分）900 円 ※会場販売のみ
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■大阪城を背景に、大阪が最も輝いていた「大大阪時代」にタイムスリップ！
大阪城イルミナージュ～大正浪漫の世界～
関東大震災の影響で、都市機能や人口が一気に大阪に流入し、「大
大阪時代」と呼ばれたほど光彩を放った、大正時代の大阪の街を、約
300 万球の光で再現します。当時誕生した天王寺動物園や、通天閣
を光で表現。さらに大正時代を象徴する文化、風俗、ファッションを、
巨大絵幕スクリーンにして、「大正浪漫」を演出します。
飲食コーナー「浪漫食堂」では、当時流行った、ライスカレー、オムレ
ツライス、ナポリタン、コロッケなどのグルメも充実。
SNS 映えするフォトスポット満載の大阪城イルミナージュで、光で綴る
「大正浪漫」の世界を満喫してください。
【期 間】

2019 年 11 月 22 日（金）～2020 年 3 月 1 日（日）
17：00～22：00（ライトアップ 17：30～21：30） ※雨天開催
【場 所】 大阪城西の丸庭園内特設会場
【料 金】 大人（中学生以上）1,500 円、小人（3 歳以上小学生以下）800 円
WEB サイト：https://www.illuminagegroup.com/osakacastleilluminage2019/
お問い合わせ：イルミナージュ事務局 TEL 06-6452-6452

■クール ジャパン パーク オオサカ
スポーツミュージカル「energy」～笑う筋肉～ 11月再演決定！
アスリートが表現者と成り、ノンバーバル(台詞のない)で、筋肉が音を
奏でる、肉体を駆使した最高で最強のエンターテインメントであり、
「スポーツミュージカル」という新ジャンルを日本に開拓しました。
あらゆるスポーツをエンターテインメント化した演目の数々で世界を
魅了したマッスルミュージカルが「energy」と名前を変え、新たな進化
を遂げました。
【日 時】 11 月 1 日（金）～11 月 10 日（日）
【場 所】 クール ジャパン パーク オオサカ
【料 金】 前売 大人：6,800 円 中学生～高校生：3,000 円 5 歳～小学生：2,000 円
WEB サイト：http://energy.yoshimoto.co.jp/

※４歳以下は膝上無料

■体験型ナイトウォーク「サクヤルミナ」
「サクヤルミナ」はカナダ・モントリオールに本拠地を構えるデジタル
アート集団 Moment Factory が開発したルミナナイトウォークというシリ
ーズの最新作です。
今年 8 月、新ゾーンのオープンに加え、幻想的な光と音のインスタレ
ーションの中でストーリーを感じ、ナイトウォークをより楽しんでいただ
くためのリニューアルを行い、ますます魅力的な夜を演出します。
※メンテナンスのために 11 月 21 日（木）まで休演し、11 月 22 日（金）から開園します。
WEB サイト：https://sakuyalumina.jp
＜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/
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