
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

オアシス21会場オアシス21会場

名古屋城会場名古屋城会場

20日【土】11:00～20:00 21日【日】11:00～20:00 20日【土】11:00～20:00 21日【日】11:00～20:00

PICK UPPICK UP PICK UPPICK UPPICK UPPICK UP

20日【土】11:00～20:00 21日【日】11:00～20:00 20日【土】10:00～19:00 21日【日】10:00～17:00

LIVEから演舞・コンサートまで多彩なステージ！

名古屋なんて、だいすき広場 秋のスポーツまつり

祝い菓子まき！

ご当地武将隊・忍者隊による演武＆トーク

芸どころ名古屋、秋の紅葉祭。名古屋城にいざ参らん
地元アーティストによるLIVE!

●会場／エディオン久屋広場
チームしゃちほこ MAG!C☆PRINCE ポッカレモン消防音楽隊 写真提供：にっぽんど真ん中祭り

※全てのステージ内容・時間、イベント内容は変更となる場合があります。※写真はイメージです。 ※内容は都合により変更になる場合があります。 ※会場では、ゴミの分別にご協力ください。

フラワーカーパレード
名古屋まつり行列のフラワーカー
パレードに素晴らしいゲストが
参加いたします。
20日（土）は浅尾美和さん、
21日（日）はいとうまい子さんが
フロート車両の上から沿道の皆
様に笑顔のプレゼントをしてくれま
す。ぜひ、お楽しみください。

名古屋おもてなし武将隊をはじめ、ステージの出演者などがご当地
名古屋のまつりにふさわしい、名物「祝い菓子まき」を行います。

［祝い菓子まき 菓子ご協賛企業（五十音順）］ おやつカンパニー／カクダイ製菓／KA-KUN LAND／カバヤ食品／湖池屋／
寿美屋／竹新製菓／ハル屋／フルタ製菓／御園座／リボン

TOTOPIC

●会場／エンゼル広場（櫓ステージ）

いとうまい子浅尾美和

●会場／もちの木広場（織田信長城下町）ほか

地元名古屋おもてなし武将隊をはじめ各地のご当地武将隊・忍者隊が出演し、ふるさとの味自
慢、観光文化自慢を繰り広げる夢舞台に出陣します。

【岡崎市】
グレート家康公「葵」武将隊

【上田市】
信州上田おもてなし武将隊

【兵庫県】
神戸・清盛隊

【熊本市】
熊本城おもてなし武将隊
©熊本城おもてなし武将隊

【名古屋市】
名古屋おもてなし武将隊®

©2009 Nagoya Omotenashi Busho-Tai Secretariat

オープニングセレモニー
●名古屋おもてなし武将隊　●はち丸　他

出展者PRステージ
●青函PR　●沖縄県

Nagoyaフレンドシップステージ
●WORLD DANCE CIRCLE

ご当地アイドル大集合！  ●キヨサワセイナ  
●ナト☆カン＆究極人形  ●dela

●信州上田おもてなし武将隊
●徳川家康と服部半蔵忍者隊

武将隊演武

●岐阜城盛り上げ隊
●熊本城おもてなし武将隊

武将隊演武

●あいち戦国姫隊
●清洲城武将隊 キラメキダッシュ

武将隊演武

アンバサダーによるトークショー！
●名古屋まつり アンバサダー 「浅尾美和」
　トークショー

武将隊演武　●名古屋おもてなし武将隊

武将隊演武　●グレート家康公「葵」武将隊

大治太鼓

ものまねタレント、コロッケミニステージ

栄ミナミ男声合唱団

Cellchrome

ポッカレモン消防音楽隊

全国武将隊トークショー

にっぽんど真ん中祭りステージ

南山大学応援団 KOALAS

南山大学応援団 KOALAS
出展者PRステージ

チームしゃちほこ ミニライブ

エディオン久屋広場ステージ〈豊臣秀吉城下町〉〈豊臣秀吉城下町〉 もちの木広場ステもちの木広場ステージ〈織田信長城下町〉〈織田信長城下町〉エンゼル広場ステエンゼル広場ステージ〈徳川家康城下町〉〈徳川家康城下町〉

出展者PRステージ
●沖縄県　●名古屋港水族館　

津軽三味線＆和太鼓
●松蔭高校　●名古屋西高校

踊れ！ 太閤
●阿波踊り太閤連

MAG!C☆PRINCE

グランドフィナーレ

出展者PRステージ
●消防団サポーター（dela）
  名古屋市大学生消防団

ご当地アイドル大集合！
●♯ハッシュタグ　●究極人形 - アルテマドール -
●ナト☆カン　●Gallop+　●Re:Clash
●青ＳＨＵＮ学園　●dela

ご当地アイドル大集合！
●SPADES　●Sweet Surrender
●究極人形 -アルテマドール-
●ナト☆カン 東海ラジオ歌謡曲主義

カラオケ選手権 10月度予選会

ふれあいコンサート at 名古屋まつり
東海ラジオステージ

ご当地アイドル大集合！
●金星☆ジュリエッタ　
●アイドル教室
●青SHUN学園　●ワンダーウィード

ご当地アイドル大集合！
●名古屋CLEAR'S
●＃ハッシュタグ
●P.IDL NAGOYA
●Gallop+
●Re:Clash
●青SHUN学園

Nagoyaフレンドシップステージ
●ココロテラス

Nagoyaフレンドシップステージ
●極楽亭一か八か
●ANCHEIN BETTyROSE

Nagoyaフレンドシップステージ
●アリスシアター

祝い菓子まき

Mayumi

●コロッケ　
●べんてんや

祝い菓子まき ●あいち戦国姫隊
●グレート家康公「葵」武将隊

祝い菓子まき
●岐阜城盛り上げ隊
●清洲城武将隊 キラメキダッシュ
●徳川家康と服部半蔵忍者隊

祝い菓子まき
●名古屋おもてなし武将隊
●熊本城おもてなし武将隊
●信州上田おもてなし武将隊

武将隊演武
●熊本城おもてなし武将隊
●あいち戦国姫隊
●グレート家康公「葵」武将隊
●信州上田おもてなし武将隊

武将隊演武
●熊本城おもてなし武将隊
●徳川家康と服部半蔵忍者隊
●信州上田おもてなし武将隊

ご当地アイドル大集合！
●ROSARIO+CROSS　
●NAGOYA COLOR
●金星☆ジュリエッタ　  
●名古屋CLEAR'S　●アイドル教室

武将隊演武
●神戸・清盛隊
●岐阜城盛り上げ隊
●あいち戦国姫隊

郷土芸能祭（棒の手）
●善進町真影流棒の手
●大森検藤流棒の手
●神影流桜の棒の手
●中根町見当流棒の手
●鍋屋上野町源氏天流棒の手
●猪高町鷹羽検藤流棒の手
●高針棒の手

楽器演奏
●中部和楽器商組合

木造在来軸組工法、小屋組み、
丸太材の斫（はつり）、槍鉋削り
●愛知県建築組合連合会

職人による土壁・珪藻土塗り実演
●愛知県左官業協同組合

職人と高校生によるファッションショー
●愛知県注文洋服協同組合

味噌煮込み実演
●愛知県麺類食堂生活衛生同業組合

畳の作り方
●名古屋畳商工業協同組合

お洗濯クイズ
●愛知県クリーニング生活衛生同業組合

帽子ファッションショー
●名古屋帽子協同組合

ベストレザーニスト2018 
吉沢悠 トークショー
●中日本鞄工業組合　●名古屋ハンドバッグ協同組合
●名古屋オールシューズ連盟

シスターシティ・フェスティバル2018
●名古屋まつり

【ロサンゼルス市】【メキシコ市】 【南京市】 【シドニー市】

【トリノ市】 【ランス市】 【名古屋市】

郷土芸能祭（芸能）
●正調名古屋甚句保存会
●中津川太鼓保存会
●古出来町お祭囃子保存会
●催馬楽桜人保存会
●平針木遣り音頭保存会
●尾張新次郎太鼓保存会

武将隊演武
●グレート家康公「葵」武将隊
●清洲城武将隊 キラメキダッシュ

伊勢湾台風 ミュージカル合唱団

Queen Beat

44koki44

Mayumi

踊れ！ 太閤　●阿波踊り太閤連

Nagoyaフレンドシップステージ
●劇団TAKE TO YOU

京夏

IDEA

GPS

武将隊演武
●徳川家康と服部半蔵忍者隊
●岐阜城盛り上げ隊
●神戸・清盛隊
●清洲城武将隊 
  キラメキダッシュ

武将隊演武　●名古屋おもてなし武将隊

にっぽんど真ん中祭りステージ

クアイフ

出展者PRステージ
●沖縄県　●名古屋港水族館　

ご当地アイドル大集合！
●Sparky Shadow
●SPADES
●Star☆T

ご当地アイドル大集合！
●金星☆ジュリエッタ　
●アイドル教室　●ぴよdela　
●ナト☆カン＆究極人形

ご当地アイドル大集合！
●dela
●青SHUN学園
●ROSARIO+CROSS
●究極人形 -アルテマドール-
●ナト☆カン
●名古屋CLEAR'S

Nagoyaフレンドシップステージ
●KAZAHANA
●farfalla

Nagoyaフレンドシップステージ
●砂の女と箱男
●中西 桃子

祝い菓子まき
●岐阜城盛り上げ隊

●徳川家康と服部半蔵忍者隊
●信州上田おもてなし武将隊

祝い菓子まき ●熊本城おもてなし武将隊
●清洲城武将隊 キラメキダッシュ

祝い菓子まき
●神戸・清盛隊
●名古屋おもてなし武将隊

祝い菓子まき
●グレート家康公「葵」武将隊
●あいち戦国姫隊

郷土芸能
●名古屋鬼剣舞グループ

●会場／テレビ塔北（バス停駐車場スペース）
●日時／10月20日【土】・21日【日】11：00～17：00　●主催／名古屋市

●会場／名古屋城内
●日時／10月20日【土】・21日【日】 
　　　　9：00～16：30
※20日【土】・21日【日】は入場無料です。スポーツをテーマとし、スポーツを体験することができるコーナーや

スポーツPRブース、ステージ上でのトークショーなどを行います。
【スポーツ体験コーナー】 スポーツ体験コーナーを設置します。
【スポーツPRコーナー】 でらスポ名古屋加盟チームやアジア競技大会の
 ＰＲブースを設置します。
【ステージコーナー】 名古屋おもてなし武将隊のステージや
 スポーツトークショーなどを実施します。

復元が待ち望まれた名古屋城本丸御殿が、今年6月についに完成公開！一流の技術を注ぎ
込んだ近世城郭御殿の最高傑作を、この機会に是非ご覧ください。また、今年3月に完成した
「金シャチ横丁」では尾張名古屋の美味が勢ぞろい。正門エリアの義直ゾーン、東門エリアの
宗春ゾーンへお立ち寄りください。IDEA GPS京夏 44koki44 Mayumi

一条貫太
・14 ： 30～15 ： 15

島あきの
・15 ： 15～16 ： 00
・16 ： 45～17 ： 00

藤井香愛
・16 ： 00～16 ： 45
・16 ： 45～17 ： 00

ＭＩＨＯ
・17 ： 00～17 ： 50

梓夕子
・17 ： 50～18 ： 20

成世昌平
・18 ： 20～19 ： 00

野村美菜
・19 ： 15～19 ： 45

羽山みずき
・14 ： 30～15 ： 15

津吹みゆ
・15 ： 15～16 ： 00
・16 ： 45～17 ： 00

朝花美穂
・16 ： 00～16 ： 45
・16 ： 45～17 ： 00

岩波理恵
・17 ： 00～17 ： 50

①どっと  ②Anjo“北斗”  ③D.D.Mカンパニー
④愛知淑徳大学 鳴踊  ⑤ひなた 
⑥名古屋大学“快踊乱舞”  ⑦常笑  ⑧心纏い 
⑨名古屋学生チーム『鯱』  ⑩笑゛

①昭和保育園「たちばな」  ②大須笑店街☆21  ③夜宵 
④中京高校保育class『love kids』  ⑤鳴海商工会猩々
⑥岐阜聖徳学園大学 柳  ⑦心纏い  ⑧半布里
⑨名古屋学生チーム『鯱』  ⑩kagura


