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小倉城のリニューアルオープンについて

昨年 8 月から閉館し、改装工事を進めてきた「小倉城天守閣」が平成 31 年 3 月 30 日
（土）にリニューアルオープンします。
また、天守閣のそば（大手門前広場）に新設する、おもてなしステーション「しろ
テラス」もオープン。天守閣前の広場には小倉ゆかりの 2 人の剣豪、宮本武蔵と佐々木
小次郎のモニュメントも登場、天守閣周辺のライトアップも完成します。
事業の完成を記念して 3 月 29 日（金）に式典と内覧会を行います。

１

小倉城天守閣及びしろテラスのオープンについて

(1)オープン日
(2)開館時間

平成 31 年 3 月 30 日（土）
9:00～17:00 (4 月～10 月

9:00～18:00、11 月～3 月

9:00～17:00)

※しろテラスは 20:00 までの営業を検討中。
２

式典及び内覧会

(1)日時 平成 31 年 3 月 29 日（金） 11 時から 13 時まで
(2)内容
・完成記念式典（会場：しろテラス横広場）
11:00～11:30
・しろテラス内覧会

11:30～11:50

・宮本武蔵・佐々木小次郎モニュメント除幕式

11:55～12:00

・天守閣内覧会
12:00～13:00
※式典及び内覧会の対象者は、事業関係者及び報道機関です。
※ゲストとして草刈正雄様を招待しています。
３

C Hayato Araki

小倉城天守閣展示リニューアルの概要

(1)経緯
小倉城天守閣は、江戸時代末期 1837 年（天保 8 年）に失火により焼失しましたが、
1959 年（昭和 34 年）に現在の天守閣が再建され、北九州市のシンボル、観光の拠点
として、多くの市民や観光客に親しまれてきました。
天守閣再建 60 周年を迎える今年、展示内容と内装を約 30 年ぶりに一新するととも
に、1 階から 5 階までエレベーターを新たに設置します。

(2)主なリニューアルの内容
【1 階】
大迫力の映像や○×クイズで小倉城の歴史を学ぶとともに、侍や忍者のなりきり体験
など、小さなお子様でも楽しく小倉の歴史と文化に触れられる体験型コーナーです。
①小倉城シアター
高画質で大画面のシアターを設置します。
小倉城の築城から現在までの約 400 年の

１F

歴史を約 10 分に凝縮した、大迫力でドラマ
チックな映像をお楽しみいただけます。
ナレーションは草刈正雄さんです。
・画質
： ４ｋ
・画面サイズ： 6m×2.5m（シネマサイズ）
・席数
： 40 席
②時代なりきり体験コーナー
鎧兜や忍者、お姫様の着物など江戸時代の
衣装をまとい、なりきり体験が楽しめます。

⼤迫⼒の⼩倉城シアター

１F

衣装を着たまま、1 階に再現した小倉城下町
を体感したり、流鏑馬の体験も楽しめます。
城下のにぎわいを体感

【2 階】
関ケ原の戦いの功により豊前小倉藩を拝領し小倉城を築城するなど、まちの礎を築い
た細川忠興（ほそかわただおき）公をはじめとした小倉城ゆかりの武将を中心に、お城
とまちの歴史を学べるコーナーを設けます。
①細川忠興公ゆかりの甲冑

2F

細川忠興公が関ケ原の戦いで使用したと
されている甲冑のレプリカを新たに制作し
展示します。
②小倉城の幻の茶室
細川忠興公は偉大な武将であると同時に、
⼩倉城ゆかりの細川家、⼩笠原家を紹介
千利休の高弟で「利休七哲」のひとりとして
茶の湯に精通していたことなど、文化人としても大変優れた人物でした。
忠興公が小倉城で使用したとされる茶室を、臨場感あふれる映像で再現します。

【3 階】
巌流島の決闘で有名な宮本武蔵と佐々木小次郎。小倉にゆかりのある２人の剣豪を
紹介します。
3F

①佐々木小次郎の愛刀を再現！！
今回新たに、佐々木小次郎の愛刀を再現した真
剣を製作し、宮本武蔵の木刀と共に展示します。
・刀身の長さ：三尺三寸（約 100 ㎝）
3F

宮本武蔵と佐々⽊⼩次郎を紹介

佐々⽊⼩次郎の愛刀を再現

②巌流島フォトスポット
巌流島の決闘の名場面を再現。
佐々木小次郎のなりきり衣装を着て、頭上から切りかかってくる宮本武蔵のリアルフ
ィギアと一緒に写真を撮れます。
佐々木小次郎になりきって、切られるか？反撃するか？お好きなポーズでどうぞ。
【4 階、5 階】
4 階は、企画展示コーナーです。
市民の展覧会場としての利用も可能です。

5F

5 階は、展望コーナーです。
国際会議のレセプションなど、ユニークベ
ニューの会場としても利用可能です。
（5 階床面積 約 175 ㎡（約 53 坪））
エレベーターで一気に展望スペースへ

【エレベーター（1 階～5 階）】
1 階から 5 階までエレベーターを新設します。バリアフリーに配慮した快適で来場者
に優しいお城に生まれ変わります。
また、１階から最上階へと一気に登れることで、ユニークベニューをはじめ、展望ス
ペースでの様々な催事にフレキシブルに対応できるようになります。

４

しろテラスの概要
小倉城天守閣のそばに、おもてなしステーション「しろテラス」が誕生します。
・「和」の雰囲気を感じながらゆっくりできるラウンジ
・清潔で快適なトイレ
・小倉ならではのお土産コーナー
・観光案内デスク
の４つの機能を集約した、新たなおもてなしの拠点となります。
飲食コーナーには、小倉の老舗茶屋「辻利茶舗」が入店する予定です。
※辻利茶舗の営業時間は、11:00～の予定。

５

宮本武蔵・佐々木小次郎モニュメントの概要
天守閣前の広場に、宮本武蔵と佐々木小

次郎のモニュメントを設置します。新たな
名所、フォトスポットの登場です。
等身大の武蔵と小次郎の銅像は迫力満点
です。（高さ 約 2.5ⅿ（台座を除く銅像
のみの高さは約 1.7ⅿ））

６

小倉城周辺ライトアップの概要

小倉城周辺のライトアップは、著名な
照明デザイナーの松下美紀氏の監修のもと
整備を進めてきましたが、昨年度までに
完成していた天守閣と歴史の道に続いて、
3 月中旬に城内広場の整備が終わり全体が
完成します。

※オープニング関連イベントは、主催者側と調整中のため、若⼲変更の可能性あり
７ オープニング関連イベントについて
(１)小倉城桜まつり
日程：平成 31 年 3 月 30 日(土)、31 日(日)
場所：小倉城天守閣前広場

10:00～17:00

主催：北九州まちづくり応援団㈱
内容：桜の開花時期に合わせ、小倉城の
天守閣前広場でふるさとうまいもの市、
歌や踊りのステージイベントを開催します。
30 日のステージには、姉妹都市タコマのジャズ
ミュージシャンや新マスコット「小倉城姫」が
登場予定です。
(２)「小倉城×ソードアート・オンライン アリシゼーション」コラボイベント
日程：平成 31 年 3 月 30 日(土)～
主催：北九州まちづくりマネジメントチーム共同事業体
内容：小倉城とアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」
のコラボが決定。小倉といえば宮本武蔵と佐々木小次郎。
武蔵と同じく二刀流剣士の「キリト」、小次郎風の
「アスナ」、ガラシャ風の「アリス」の描き下ろし
イラストの限定グッズ販売（しろテラス）やフォト
スポットが設置されるほか、リニューアルを記念して、
小倉城桜まつりのステージに、公式コスプレイヤーや
着ぐるみが登場する予定です。その他、コラボ企画が
目白押しです。
(３)小倉城まるしぇ
日程：平成 31 年 4 月 6 日(土)、7 日(日)

10:00～17:00

場所：小倉城歴史の道
主催：小倉城まるしぇ実行委員会
内容：小倉城を取り囲むように形成された「城下町の賑わい」
の再現を目指した、まるしぇイベントを開催します。
カフェやスイーツ、インテリア等を扱う店舗が出店の予定です。
また、このプレイベントとして、3 月 30 日(土)～4 月 4 日(木)
にかけて、同所で「小倉城さくらマーケット」も開催されます。

イメージ画像

８

記念事業について

小倉城周辺の整備完了を記念して、小笠原流流鏑馬や平成中村座小倉城公演など、
「日本の伝統文化を小倉城から」をテーマに記念事業を開催します。
(１)小笠原流流鏑馬（おがさわらりゅうやぶさめ）
日程：平成 31 年 5 月 19 日(日)
場所：小倉城歴史の道・特設馬場
主催：北九州市
内容：鎌倉時代から 800 年の伝統を誇る
小笠原流武家礼法の一つである
「流鏑馬（やぶさめ）」が小倉城で
行われます。

(２)平成中村座小倉城公演
日程：平成 31 年 11 月 1 日(金)～26 日(火)
場所：勝山公園大芝生広場・特設劇場
主催：博多座、テレビ西日本
内容：九州初お目見えとなる「平成中村座」が
小倉にやってきます。江戸時代の芝居小屋を
再現した特設劇場に、中村勘九郎さん、
中村七之助さんらが登場します。

【施設整備の概要及び式典・内覧会・記念事業等についてのお問合せ先】
企画調整局都市マネジメント政策課 新山、中原、白石（℡ 093-582-2076）
【施設の管理運営及びオープニング関連イベントについてのお問合せ先】
産業経済局観光課

宮崎、村崎（℡ 093-551-8150）

