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展示開催概要 

タイトル 　　　  MITSUNARI 11(三成イレブン)

会　場　　　　　夢京橋あかり館 ２階「まちなか博物館」

入場料               大人 200円（図録進呈） / 小・中学生 100円     

開場時間　　　　9：30〜17：30 （火曜日定休）

WEB サイト　　  http://www.mitsunari11.com
                           http://twitter.com/mitsunari11
                                      http://www.akarikan.co.jp/

主　催　　　　　彦根市

協　力

問い合せ　　　   ・ 彦根市産業部商工課

　　　　　　　　  〒522-8501 滋賀県彦根市元町4-2

　　　　　　　　　　　　　　 tel.0749-30-6119
　　　　　　　　・ 夢京橋あかり館

　　　　　　　　  〒522-0064 滋賀県彦根市本町2-1-3

　　　　　　　　　　　　　　 tel.0749-27-5501

彦根城博物館・株式会社コーエーテクモゲームス・株式会社講談社ヤングマガジン編集部・

宮下英樹・彦根城博物館・上田市立博物館・岡山城・丸亀市立資料館・高台寺・高野山霊宝館・

長興寺 豊田市郷土資料館・東京藝術大学・福岡市博物館・大阪城天守閣・杉山丕・天徳寺・

長浜城歴史博物館・松浦史料博物館・岐阜市歴史博物館・福井県立歴史博物館・龍潭寺・

米沢上杉博物館・石田多加幸・秋田市佐竹史料館・中井均・田附清子(順不同・敬称略)

MITSUNARI 11
　「国宝・彦根城築城400年祭」、「井伊直弼と開国150年祭」は、市内外において、数多くの人々の注目を集めた大きな

イベントでした。江戸時代から続く城下町彦根を全国に発信すると共に、私たち彦根市民にとっては、城下町の文化の

再発見と井伊直政公や直弼公など歴代藩主を顕彰し学び直すよい機会でもありました。

　その間、「NHK大河ドラマ」や「戦国無双」(株式会社コーエーテクモゲームス)をはじめとするゲームの影響で、戦国時

代に興味を持つ人々、特に「歴女」と呼ばれる女性たちが彦根を訪れ、改めて「石田三成公」がクローズアップされるよう

になりました。また、彦根市においては、2010年から「戦国・戦（いくさ）」をテーマにまちづくりを進めています。

　夢京橋あかり館では、「国宝・彦根城築城400年祭」の主催事業ー彦根の人々の暮らしのなかから発掘された歴史的・

文化的コレクションの企画展示ー「彦根まちなか博物館・高橋狗佛コレクション」を、本年2月21日まで継続展示して

おりました。数千点に及ぶ犬の郷土人形の中から選りすぐった貴重なコレクションの展示でしたが、戦国ブーム・石田

三成ブーム、集客戦略テーマを鑑み、「石田三成公」にスポットを当てた新しい企画展示をすることで、彦根のまちづく

りの一助となればと考え、「M ITSUNAR I11」を開催いたします。

　夢京橋あかり館の展示室では、本物の歴史資料を展示することはできませんので、全てがコピーの展示となります。

本物の資料を展示できないならば、コピーならではの面白い展示ができるのではないか……、漫画やゲームキャラクタ

ーを使った展示もできるのではないだろうか……。それならば、歴史ファンをはじめ、ゲーム、漫画のファン、勿論、一般

の方々、来街の皆様にも、ちょっと楽しく観ていただけるのではないかと考えます。

　開催にあたり、漫画「センゴク」の宮下英樹氏をはじめ、株式会社コーエーテクモゲームス・株式会社講談社ヤングマ

ガジン編集部の皆さんのご協力がなければ実現しなかったことをここに記し、心より感謝申し上げます。

石田三成の気持(大一大万大吉)と東北関東大震災

　　東北関東大震災において、被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

「MITSUNARI11」の展示イベントについては、開催を自粛すべきとの意見も多数ありましたが、検討を重ねたうえ、予定通

り開催することにいたしました。その理由は下記の通りです。

　■三成の気持ちは、「大一大万大吉」の旗印に象徴されています。この旗印の意味は様々な解釈がされていますが、「一

人が皆のために、皆が一人のために働けば、天下太平となる」、或は、「ONE FOR ALL, ALL FOR ONE」というのが理解しや

すいと思います。私たちは今、復興に向けて、「大一大万大吉」の精神を具現する人々の姿を目の当たりにしています。そ

して、今、この時、私たちは彦根で何ができるのかと考えた時、自粛するより、「MITSUNARI11」を開催することで、友を信

じる気持ち、最後まで挽回を信じどんな苦境にあろうとも諦めない三成の気持ちを伝えたいと考えました。また、会場

には彦根市の義援金振込用紙と㈱夢京橋の募金箱を設置し、義援金を募りたいと思っています。

　■東日本大震災、経済活動においても今後多大な影響が予想されます。彦根市も例外ではありません。今、私たちがし

っかりと考え、日常を暮らしていくこと（頑張っていくこと）が、結果として、経済を支え、復興を支えることになるのだ

と思います。これから観光のハイシーズンを迎える彦根市において「MITSUNARI11」を開催し、集客に努めたいと思います。

石田三成と志を共にした10人の武将をピックアップ！島左近・大谷吉継・真田幸村・直江兼続・宇喜多秀家・佐竹

義宣・小西行長・安国寺恵瓊・舞兵庫・蒲生郷舎。所蔵元から借用した画像データやポジフィルムを利用した肖像

画を中心にパネル展示します。

彦根市内に残された石田三成を偲ぶ記念物を、人気キャラクターひこにゃん

がナビゲーターとなって紹介します。全てが未公開映像！夢京橋あかり館

でのみの公開です。

●佐和山城趾・１万躰大黒天・甲冑大黒天・石田三成の供養塔・石田三成銅像・佐和山城内の

屋敷にあったとされる板戸８枚・佐和山城の陣鐘・佐和山城時代の城門・島左近お手植えの

タブの木・淀殿の念持仏である阿弥陀如来・石田三成公の念持仏・赤門・もうひとつの赤門・

石田三成茶の井・石田地蔵など

宮下英樹氏プロフィール

漫画家。石川県出身。2001年、第44回ちばてつや大賞（ヤング部門）を受賞し、同年「ヤングマガジン」でデビュー。

2004年、代表作である本格歴史漫画『センゴク』の連載を開始。迫力と魅力に溢れた武将たちを描くその筆致と、取材

や古文書に基づくリアルな描写で大人気を博す。

現在は、「ヤングマガジン」誌上にて『センゴク天正記』を連載中。

『この絵は関ヶ原合戦、小早川秀秋に裏切られ、まさに絶体絶命の場面をイメージした

ものです。「史上最悪の危機を乗り越える史上最大の方程式」に生涯をかけて挑む数学

者のような、怯むでなく心躍らせる表情で描きました。』

宮下英樹氏が描く石田三成肖像画を初公開

 『戦国無双』（せんごくむそう）は、第１作が2004年2月11日に発売された株式会社コーエーテクモゲームス開発の戦

国アクションゲームです。プレイヤーは戦国時代の武将となって数々の戦いに参加し、“一騎当千の爽快感”を得られ

るアクションで自軍を勝利に導きます。史実に“ i f ”のストーリを交えたドラマティックなシナリオは、それまで日

本史に興味のなかったゲームユーザーにも高く評価され、現在の歴史ブームはこのゲームから誕生したともいわれ

ています。石田三成は『戦国無双２』から登場し、不器用な性格からときに傲慢に映るが、内面は義に厚い若武者とし

て描かれ、人気キャラクターとなっています。

　今回は、株式会社コーエーテクモゲームスの全面的な協力を得、「歴史ブーム」を生み出した戦国アクションゲーム

の最高峰『戦国無双３』に登場する武将（石田三成・島左近・真田幸村・直江兼続・織田信長・豊臣秀吉・徳川家康）の姿を

等身大パネルで展示します。また、石田三成・島左近に関しては、来場者に写真を一緒に撮ってもらえるようなスペー

スを計画しています。

　この先も、コーエーテクモゲームスと協議を進め、様々な展示物やイベント展開などを検討、実施してまいりたい

と考えています。

『戦国無双３』・武将キャラクターパネル展示

夢京橋あかり館前でスマートフォンをかざすと、「拡張現実（AR）」の技術を応用したソフト「セカイカメラ」アプ

リケーションに、ひこにゃんや展示情報が表示されます。

スマートフォンにひこにゃんが映る

ひこにゃんが案内する彦根三成記念物映像初公開

宮下英樹氏のコメント
(キャプション用にいただいたものの一部です。続きは展示会場にてご覧ください)

(約15分)

■リリース写真 

＊本プレスリリースの掲載写真は、本展告知以外での使用、転載を禁じます。

　ご使用に際してはクレジットをお入れください。 

＊ご使用にあたっては下記担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。

＊画像はCDにコピーし、情報政策課で管理しています。

＊解像度などに問題がある場合は情報政策課までお問い合わせください。

展示有料入場者の方には、空くじ無しの抽選で

夢京橋あかり館特製グッズ進呈（無くなり次第終了）。

『戦国無双３』  C  2011 コーエーテクモゲームス Al l rights reserved.

戦国無双のキャラクターを使用する場合は、

下記のクレジットを入れてください。

フライヤー・ポスターを使う場合でも同様です。
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国アクションゲームです。プレイヤーは戦国時代の武将となって数々の戦いに参加し、“一騎当千の爽快感”を得られ

るアクションで自軍を勝利に導きます。史実に“ i f ”のストーリを交えたドラマティックなシナリオは、それまで日

本史に興味のなかったゲームユーザーにも高く評価され、現在の歴史ブームはこのゲームから誕生したともいわれ

ています。石田三成は『戦国無双２』から登場し、不器用な性格からときに傲慢に映るが、内面は義に厚い若武者とし

て描かれ、人気キャラクターとなっています。

　今回は、株式会社コーエーテクモゲームスの全面的な協力を得、「歴史ブーム」を生み出した戦国アクションゲーム

の最高峰『戦国無双３』に登場する武将（石田三成・島左近・真田幸村・直江兼続・織田信長・豊臣秀吉・徳川家康）の姿を

等身大パネルで展示します。また、石田三成・島左近に関しては、来場者に写真を一緒に撮ってもらえるようなスペー

スを計画しています。

　この先も、コーエーテクモゲームスと協議を進め、様々な展示物やイベント展開などを検討、実施してまいりたい

と考えています。

『戦国無双３』・武将キャラクターパネル展示

夢京橋あかり館前でスマートフォンをかざすと、「拡張現実（AR）」の技術を応用したソフト「セカイカメラ」アプ

リケーションに、ひこにゃんや展示情報が表示されます。

スマートフォンにひこにゃんが映る

ひこにゃんが案内する彦根三成記念物映像初公開

宮下英樹氏のコメント
(キャプション用にいただいたものの一部です。続きは展示会場にてご覧ください)

(約15分)

■リリース写真 

＊本プレスリリースの掲載写真は、本展告知以外での使用、転載を禁じます。

　ご使用に際してはクレジットをお入れください。 

＊ご使用にあたっては下記担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。

＊画像はCDにコピーし、情報政策課で管理しています。

＊解像度などに問題がある場合は情報政策課までお問い合わせください。

展示有料入場者の方には、空くじ無しの抽選で

夢京橋あかり館特製グッズ進呈（無くなり次第終了）。

『戦国無双３』  C  2011 コーエーテクモゲームス Al l rights reserved.

戦国無双のキャラクターを使用する場合は、

下記のクレジットを入れてください。

フライヤー・ポスターを使う場合でも同様です。
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MITSUNARI 11
2011.3.26-2012.3.31

展示開催概要 

タイトル 　　　  MITSUNARI 11(三成イレブン)

会　場　　　　　夢京橋あかり館 ２階「まちなか博物館」

入場料               大人 200円（図録進呈） / 小・中学生 100円     

開場時間　　　　9：30〜17：30 （火曜日定休）

WEB サイト　　  http://www.mitsunari11.com
                           http://twitter.com/mitsunari11
                                      http://www.akarikan.co.jp/

主　催　　　　　彦根市

協　力

問い合せ　　　   ・ 彦根市産業部商工課

　　　　　　　　  〒522-8501 滋賀県彦根市元町4-2

　　　　　　　　　　　　　　 tel.0749-30-6119
　　　　　　　　・ 夢京橋あかり館

　　　　　　　　  〒522-0064 滋賀県彦根市本町2-1-3

　　　　　　　　　　　　　　 tel.0749-27-5501

彦根城博物館・株式会社コーエーテクモゲームス・株式会社講談社ヤングマガジン編集部・

宮下英樹・彦根城博物館・上田市立博物館・岡山城・丸亀市立資料館・高台寺・高野山霊宝館・

長興寺 豊田市郷土資料館・東京藝術大学・福岡市博物館・大阪城天守閣・杉山丕・天徳寺・

長浜城歴史博物館・松浦史料博物館・岐阜市歴史博物館・福井県立歴史博物館・龍潭寺・

米沢上杉博物館・石田多加幸・秋田市佐竹史料館・中井均・田附清子(順不同・敬称略)

MITSUNARI 11
　「国宝・彦根城築城400年祭」、「井伊直弼と開国150年祭」は、市内外において、数多くの人々の注目を集めた大きな

イベントでした。江戸時代から続く城下町彦根を全国に発信すると共に、私たち彦根市民にとっては、城下町の文化の

再発見と井伊直政公や直弼公など歴代藩主を顕彰し学び直すよい機会でもありました。

　その間、「NHK大河ドラマ」や「戦国無双」(株式会社コーエーテクモゲームス)をはじめとするゲームの影響で、戦国時

代に興味を持つ人々、特に「歴女」と呼ばれる女性たちが彦根を訪れ、改めて「石田三成公」がクローズアップされるよう

になりました。また、彦根市においては、2010年から「戦国・戦（いくさ）」をテーマにまちづくりを進めています。

　夢京橋あかり館では、「国宝・彦根城築城400年祭」の主催事業ー彦根の人々の暮らしのなかから発掘された歴史的・

文化的コレクションの企画展示ー「彦根まちなか博物館・高橋狗佛コレクション」を、本年2月21日まで継続展示して

おりました。数千点に及ぶ犬の郷土人形の中から選りすぐった貴重なコレクションの展示でしたが、戦国ブーム・石田

三成ブーム、集客戦略テーマを鑑み、「石田三成公」にスポットを当てた新しい企画展示をすることで、彦根のまちづく

りの一助となればと考え、「M ITSUNAR I11」を開催いたします。

　夢京橋あかり館の展示室では、本物の歴史資料を展示することはできませんので、全てがコピーの展示となります。

本物の資料を展示できないならば、コピーならではの面白い展示ができるのではないか……、漫画やゲームキャラクタ

ーを使った展示もできるのではないだろうか……。それならば、歴史ファンをはじめ、ゲーム、漫画のファン、勿論、一般

の方々、来街の皆様にも、ちょっと楽しく観ていただけるのではないかと考えます。

　開催にあたり、漫画「センゴク」の宮下英樹氏をはじめ、株式会社コーエーテクモゲームス・株式会社講談社ヤングマ

ガジン編集部の皆さんのご協力がなければ実現しなかったことをここに記し、心より感謝申し上げます。

石田三成の気持(大一大万大吉)と東北関東大震災

　　東北関東大震災において、被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

「MITSUNARI11」の展示イベントについては、開催を自粛すべきとの意見も多数ありましたが、検討を重ねたうえ、予定通

り開催することにいたしました。その理由は下記の通りです。

　■三成の気持ちは、「大一大万大吉」の旗印に象徴されています。この旗印の意味は様々な解釈がされていますが、「一

人が皆のために、皆が一人のために働けば、天下太平となる」、或は、「ONE FOR ALL, ALL FOR ONE」というのが理解しや

すいと思います。私たちは今、復興に向けて、「大一大万大吉」の精神を具現する人々の姿を目の当たりにしています。そ

して、今、この時、私たちは彦根で何ができるのかと考えた時、自粛するより、「MITSUNARI11」を開催することで、友を信

じる気持ち、最後まで挽回を信じどんな苦境にあろうとも諦めない三成の気持ちを伝えたいと考えました。また、会場

には彦根市の義援金振込用紙と㈱夢京橋の募金箱を設置し、義援金を募りたいと思っています。

　■東日本大震災、経済活動においても今後多大な影響が予想されます。彦根市も例外ではありません。今、私たちがし

っかりと考え、日常を暮らしていくこと（頑張っていくこと）が、結果として、経済を支え、復興を支えることになるのだ

と思います。これから観光のハイシーズンを迎える彦根市において「MITSUNARI11」を開催し、集客に努めたいと思います。

石田三成と志を共にした10人の武将をピックアップ！島左近・大谷吉継・真田幸村・直江兼続・宇喜多秀家・佐竹

義宣・小西行長・安国寺恵瓊・舞兵庫・蒲生郷舎。所蔵元から借用した画像データやポジフィルムを利用した肖像

画を中心にパネル展示します。

彦根市内に残された石田三成を偲ぶ記念物を、人気キャラクターひこにゃん

がナビゲーターとなって紹介します。全てが未公開映像！夢京橋あかり館

でのみの公開です。

●佐和山城趾・１万躰大黒天・甲冑大黒天・石田三成の供養塔・石田三成銅像・佐和山城内の

屋敷にあったとされる板戸８枚・佐和山城の陣鐘・佐和山城時代の城門・島左近お手植えの

タブの木・淀殿の念持仏である阿弥陀如来・石田三成公の念持仏・赤門・もうひとつの赤門・

石田三成茶の井・石田地蔵など

宮下英樹氏プロフィール

漫画家。石川県出身。2001年、第44回ちばてつや大賞（ヤング部門）を受賞し、同年「ヤングマガジン」でデビュー。

2004年、代表作である本格歴史漫画『センゴク』の連載を開始。迫力と魅力に溢れた武将たちを描くその筆致と、取材

や古文書に基づくリアルな描写で大人気を博す。

現在は、「ヤングマガジン」誌上にて『センゴク天正記』を連載中。

『この絵は関ヶ原合戦、小早川秀秋に裏切られ、まさに絶体絶命の場面をイメージした

ものです。「史上最悪の危機を乗り越える史上最大の方程式」に生涯をかけて挑む数学

者のような、怯むでなく心躍らせる表情で描きました。』

宮下英樹氏が描く石田三成肖像画を初公開

 『戦国無双』（せんごくむそう）は、第１作が2004年2月11日に発売された株式会社コーエーテクモゲームス開発の戦

国アクションゲームです。プレイヤーは戦国時代の武将となって数々の戦いに参加し、“一騎当千の爽快感”を得られ

るアクションで自軍を勝利に導きます。史実に“ i f ”のストーリを交えたドラマティックなシナリオは、それまで日

本史に興味のなかったゲームユーザーにも高く評価され、現在の歴史ブームはこのゲームから誕生したともいわれ

ています。石田三成は『戦国無双２』から登場し、不器用な性格からときに傲慢に映るが、内面は義に厚い若武者とし

て描かれ、人気キャラクターとなっています。

　今回は、株式会社コーエーテクモゲームスの全面的な協力を得、「歴史ブーム」を生み出した戦国アクションゲーム

の最高峰『戦国無双３』に登場する武将（石田三成・島左近・真田幸村・直江兼続・織田信長・豊臣秀吉・徳川家康）の姿を

等身大パネルで展示します。また、石田三成・島左近に関しては、来場者に写真を一緒に撮ってもらえるようなスペー

スを計画しています。

　この先も、コーエーテクモゲームスと協議を進め、様々な展示物やイベント展開などを検討、実施してまいりたい

と考えています。

『戦国無双３』・武将キャラクターパネル展示

夢京橋あかり館前でスマートフォンをかざすと、「拡張現実（AR）」の技術を応用したソフト「セカイカメラ」アプ

リケーションに、ひこにゃんや展示情報が表示されます。

スマートフォンにひこにゃんが映る

ひこにゃんが案内する彦根三成記念物映像初公開

宮下英樹氏のコメント
(キャプション用にいただいたものの一部です。続きは展示会場にてご覧ください)

(約15分)

■リリース写真 

＊本プレスリリースの掲載写真は、本展告知以外での使用、転載を禁じます。

　ご使用に際してはクレジットをお入れください。 

＊ご使用にあたっては下記担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。

＊画像はCDにコピーし、情報政策課で管理しています。

＊解像度などに問題がある場合は情報政策課までお問い合わせください。

展示有料入場者の方には、空くじ無しの抽選で

夢京橋あかり館特製グッズ進呈（無くなり次第終了）。

『戦国無双３』  C  2011 コーエーテクモゲームス Al l rights reserved.

戦国無双のキャラクターを使用する場合は、

下記のクレジットを入れてください。

フライヤー・ポスターを使う場合でも同様です。
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MITSUNARI 11
2011.3.26-2012.3.31

展示開催概要 

タイトル 　　　  MITSUNARI 11(三成イレブン)

会　場　　　　　夢京橋あかり館 ２階「まちなか博物館」

入場料               大人 200円（図録進呈） / 小・中学生 100円     

開場時間　　　　9：30〜17：30 （火曜日定休）

WEB サイト　　  http://www.mitsunari11.com
                           http://twitter.com/mitsunari11
                                      http://www.akarikan.co.jp/

主　催　　　　　彦根市

協　力

問い合せ　　　   ・ 彦根市産業部商工課

　　　　　　　　  〒522-8501 滋賀県彦根市元町4-2

　　　　　　　　　　　　　　 tel.0749-30-6119
　　　　　　　　・ 夢京橋あかり館

　　　　　　　　  〒522-0064 滋賀県彦根市本町2-1-3

　　　　　　　　　　　　　　 tel.0749-27-5501

彦根城博物館・株式会社コーエーテクモゲームス・株式会社講談社ヤングマガジン編集部・

宮下英樹・彦根城博物館・上田市立博物館・岡山城・丸亀市立資料館・高台寺・高野山霊宝館・

長興寺 豊田市郷土資料館・東京藝術大学・福岡市博物館・大阪城天守閣・杉山丕・天徳寺・

長浜城歴史博物館・松浦史料博物館・岐阜市歴史博物館・福井県立歴史博物館・龍潭寺・

米沢上杉博物館・石田多加幸・秋田市佐竹史料館・中井均・田附清子(順不同・敬称略)

MITSUNARI 11
　「国宝・彦根城築城400年祭」、「井伊直弼と開国150年祭」は、市内外において、数多くの人々の注目を集めた大きな

イベントでした。江戸時代から続く城下町彦根を全国に発信すると共に、私たち彦根市民にとっては、城下町の文化の

再発見と井伊直政公や直弼公など歴代藩主を顕彰し学び直すよい機会でもありました。

　その間、「NHK大河ドラマ」や「戦国無双」(株式会社コーエーテクモゲームス)をはじめとするゲームの影響で、戦国時

代に興味を持つ人々、特に「歴女」と呼ばれる女性たちが彦根を訪れ、改めて「石田三成公」がクローズアップされるよう

になりました。また、彦根市においては、2010年から「戦国・戦（いくさ）」をテーマにまちづくりを進めています。

　夢京橋あかり館では、「国宝・彦根城築城400年祭」の主催事業ー彦根の人々の暮らしのなかから発掘された歴史的・

文化的コレクションの企画展示ー「彦根まちなか博物館・高橋狗佛コレクション」を、本年2月21日まで継続展示して

おりました。数千点に及ぶ犬の郷土人形の中から選りすぐった貴重なコレクションの展示でしたが、戦国ブーム・石田

三成ブーム、集客戦略テーマを鑑み、「石田三成公」にスポットを当てた新しい企画展示をすることで、彦根のまちづく

りの一助となればと考え、「M ITSUNAR I11」を開催いたします。

　夢京橋あかり館の展示室では、本物の歴史資料を展示することはできませんので、全てがコピーの展示となります。

本物の資料を展示できないならば、コピーならではの面白い展示ができるのではないか……、漫画やゲームキャラクタ

ーを使った展示もできるのではないだろうか……。それならば、歴史ファンをはじめ、ゲーム、漫画のファン、勿論、一般

の方々、来街の皆様にも、ちょっと楽しく観ていただけるのではないかと考えます。

　開催にあたり、漫画「センゴク」の宮下英樹氏をはじめ、株式会社コーエーテクモゲームス・株式会社講談社ヤングマ

ガジン編集部の皆さんのご協力がなければ実現しなかったことをここに記し、心より感謝申し上げます。

石田三成の気持(大一大万大吉)と東北関東大震災

　　東北関東大震災において、被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

「MITSUNARI11」の展示イベントについては、開催を自粛すべきとの意見も多数ありましたが、検討を重ねたうえ、予定通

り開催することにいたしました。その理由は下記の通りです。

　■三成の気持ちは、「大一大万大吉」の旗印に象徴されています。この旗印の意味は様々な解釈がされていますが、「一

人が皆のために、皆が一人のために働けば、天下太平となる」、或は、「ONE FOR ALL, ALL FOR ONE」というのが理解しや

すいと思います。私たちは今、復興に向けて、「大一大万大吉」の精神を具現する人々の姿を目の当たりにしています。そ

して、今、この時、私たちは彦根で何ができるのかと考えた時、自粛するより、「MITSUNARI11」を開催することで、友を信

じる気持ち、最後まで挽回を信じどんな苦境にあろうとも諦めない三成の気持ちを伝えたいと考えました。また、会場

には彦根市の義援金振込用紙と㈱夢京橋の募金箱を設置し、義援金を募りたいと思っています。

　■東日本大震災、経済活動においても今後多大な影響が予想されます。彦根市も例外ではありません。今、私たちがし

っかりと考え、日常を暮らしていくこと（頑張っていくこと）が、結果として、経済を支え、復興を支えることになるのだ

と思います。これから観光のハイシーズンを迎える彦根市において「MITSUNARI11」を開催し、集客に努めたいと思います。

石田三成と志を共にした10人の武将をピックアップ！島左近・大谷吉継・真田幸村・直江兼続・宇喜多秀家・佐竹

義宣・小西行長・安国寺恵瓊・舞兵庫・蒲生郷舎。所蔵元から借用した画像データやポジフィルムを利用した肖像

画を中心にパネル展示します。

彦根市内に残された石田三成を偲ぶ記念物を、人気キャラクターひこにゃん

がナビゲーターとなって紹介します。全てが未公開映像！夢京橋あかり館

でのみの公開です。

●佐和山城趾・１万躰大黒天・甲冑大黒天・石田三成の供養塔・石田三成銅像・佐和山城内の

屋敷にあったとされる板戸８枚・佐和山城の陣鐘・佐和山城時代の城門・島左近お手植えの

タブの木・淀殿の念持仏である阿弥陀如来・石田三成公の念持仏・赤門・もうひとつの赤門・

石田三成茶の井・石田地蔵など

宮下英樹氏プロフィール

漫画家。石川県出身。2001年、第44回ちばてつや大賞（ヤング部門）を受賞し、同年「ヤングマガジン」でデビュー。

2004年、代表作である本格歴史漫画『センゴク』の連載を開始。迫力と魅力に溢れた武将たちを描くその筆致と、取材

や古文書に基づくリアルな描写で大人気を博す。

現在は、「ヤングマガジン」誌上にて『センゴク天正記』を連載中。

『この絵は関ヶ原合戦、小早川秀秋に裏切られ、まさに絶体絶命の場面をイメージした

ものです。「史上最悪の危機を乗り越える史上最大の方程式」に生涯をかけて挑む数学

者のような、怯むでなく心躍らせる表情で描きました。』

宮下英樹氏が描く石田三成肖像画を初公開

 『戦国無双』（せんごくむそう）は、第１作が2004年2月11日に発売された株式会社コーエーテクモゲームス開発の戦

国アクションゲームです。プレイヤーは戦国時代の武将となって数々の戦いに参加し、“一騎当千の爽快感”を得られ

るアクションで自軍を勝利に導きます。史実に“ i f ”のストーリを交えたドラマティックなシナリオは、それまで日

本史に興味のなかったゲームユーザーにも高く評価され、現在の歴史ブームはこのゲームから誕生したともいわれ

ています。石田三成は『戦国無双２』から登場し、不器用な性格からときに傲慢に映るが、内面は義に厚い若武者とし

て描かれ、人気キャラクターとなっています。

　今回は、株式会社コーエーテクモゲームスの全面的な協力を得、「歴史ブーム」を生み出した戦国アクションゲーム

の最高峰『戦国無双３』に登場する武将（石田三成・島左近・真田幸村・直江兼続・織田信長・豊臣秀吉・徳川家康）の姿を

等身大パネルで展示します。また、石田三成・島左近に関しては、来場者に写真を一緒に撮ってもらえるようなスペー

スを計画しています。

　この先も、コーエーテクモゲームスと協議を進め、様々な展示物やイベント展開などを検討、実施してまいりたい

と考えています。

『戦国無双３』・武将キャラクターパネル展示

夢京橋あかり館前でスマートフォンをかざすと、「拡張現実（AR）」の技術を応用したソフト「セカイカメラ」アプ

リケーションに、ひこにゃんや展示情報が表示されます。

スマートフォンにひこにゃんが映る

ひこにゃんが案内する彦根三成記念物映像初公開

宮下英樹氏のコメント
(キャプション用にいただいたものの一部です。続きは展示会場にてご覧ください)

(約15分)

■リリース写真 

＊本プレスリリースの掲載写真は、本展告知以外での使用、転載を禁じます。

　ご使用に際してはクレジットをお入れください。 

＊ご使用にあたっては下記担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。

＊画像はCDにコピーし、情報政策課で管理しています。

＊解像度などに問題がある場合は情報政策課までお問い合わせください。

展示有料入場者の方には、空くじ無しの抽選で

夢京橋あかり館特製グッズ進呈（無くなり次第終了）。

『戦国無双３』  C  2011 コーエーテクモゲームス Al l rights reserved.

戦国無双のキャラクターを使用する場合は、

下記のクレジットを入れてください。

フライヤー・ポスターを使う場合でも同様です。
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MITSUNARI 11
2011.3.26-2012.3.31

展示開催概要 

タイトル 　　　  MITSUNARI 11(三成イレブン)

会　場　　　　　夢京橋あかり館 ２階「まちなか博物館」

入場料               大人 200円（図録進呈） / 小・中学生 100円     

開場時間　　　　9：30〜17：30 （火曜日定休）

WEB サイト　　  http://www.mitsunari11.com
                           http://twitter.com/mitsunari11
                                      http://www.akarikan.co.jp/

主　催　　　　　彦根市

協　力

問い合せ　　　   ・ 彦根市産業部商工課

　　　　　　　　  〒522-8501 滋賀県彦根市元町4-2

　　　　　　　　　　　　　　 tel.0749-30-6119
　　　　　　　　・ 夢京橋あかり館

　　　　　　　　  〒522-0064 滋賀県彦根市本町2-1-3

　　　　　　　　　　　　　　 tel.0749-27-5501

彦根城博物館・株式会社コーエーテクモゲームス・株式会社講談社ヤングマガジン編集部・

宮下英樹・彦根城博物館・上田市立博物館・岡山城・丸亀市立資料館・高台寺・高野山霊宝館・

長興寺 豊田市郷土資料館・東京藝術大学・福岡市博物館・大阪城天守閣・杉山丕・天徳寺・

長浜城歴史博物館・松浦史料博物館・岐阜市歴史博物館・福井県立歴史博物館・龍潭寺・

米沢上杉博物館・石田多加幸・秋田市佐竹史料館・中井均・田附清子(順不同・敬称略)

MITSUNARI 11
　「国宝・彦根城築城400年祭」、「井伊直弼と開国150年祭」は、市内外において、数多くの人々の注目を集めた大きな

イベントでした。江戸時代から続く城下町彦根を全国に発信すると共に、私たち彦根市民にとっては、城下町の文化の

再発見と井伊直政公や直弼公など歴代藩主を顕彰し学び直すよい機会でもありました。

　その間、「NHK大河ドラマ」や「戦国無双」(株式会社コーエーテクモゲームス)をはじめとするゲームの影響で、戦国時

代に興味を持つ人々、特に「歴女」と呼ばれる女性たちが彦根を訪れ、改めて「石田三成公」がクローズアップされるよう

になりました。また、彦根市においては、2010年から「戦国・戦（いくさ）」をテーマにまちづくりを進めています。

　夢京橋あかり館では、「国宝・彦根城築城400年祭」の主催事業ー彦根の人々の暮らしのなかから発掘された歴史的・

文化的コレクションの企画展示ー「彦根まちなか博物館・高橋狗佛コレクション」を、本年2月21日まで継続展示して

おりました。数千点に及ぶ犬の郷土人形の中から選りすぐった貴重なコレクションの展示でしたが、戦国ブーム・石田

三成ブーム、集客戦略テーマを鑑み、「石田三成公」にスポットを当てた新しい企画展示をすることで、彦根のまちづく

りの一助となればと考え、「M ITSUNAR I11」を開催いたします。

　夢京橋あかり館の展示室では、本物の歴史資料を展示することはできませんので、全てがコピーの展示となります。

本物の資料を展示できないならば、コピーならではの面白い展示ができるのではないか……、漫画やゲームキャラクタ

ーを使った展示もできるのではないだろうか……。それならば、歴史ファンをはじめ、ゲーム、漫画のファン、勿論、一般

の方々、来街の皆様にも、ちょっと楽しく観ていただけるのではないかと考えます。

　開催にあたり、漫画「センゴク」の宮下英樹氏をはじめ、株式会社コーエーテクモゲームス・株式会社講談社ヤングマ

ガジン編集部の皆さんのご協力がなければ実現しなかったことをここに記し、心より感謝申し上げます。

石田三成の気持(大一大万大吉)と東北関東大震災

　　東北関東大震災において、被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

「MITSUNARI11」の展示イベントについては、開催を自粛すべきとの意見も多数ありましたが、検討を重ねたうえ、予定通

り開催することにいたしました。その理由は下記の通りです。

　■三成の気持ちは、「大一大万大吉」の旗印に象徴されています。この旗印の意味は様々な解釈がされていますが、「一

人が皆のために、皆が一人のために働けば、天下太平となる」、或は、「ONE FOR ALL, ALL FOR ONE」というのが理解しや

すいと思います。私たちは今、復興に向けて、「大一大万大吉」の精神を具現する人々の姿を目の当たりにしています。そ

して、今、この時、私たちは彦根で何ができるのかと考えた時、自粛するより、「MITSUNARI11」を開催することで、友を信

じる気持ち、最後まで挽回を信じどんな苦境にあろうとも諦めない三成の気持ちを伝えたいと考えました。また、会場

には彦根市の義援金振込用紙と㈱夢京橋の募金箱を設置し、義援金を募りたいと思っています。

　■東日本大震災、経済活動においても今後多大な影響が予想されます。彦根市も例外ではありません。今、私たちがし

っかりと考え、日常を暮らしていくこと（頑張っていくこと）が、結果として、経済を支え、復興を支えることになるのだ

と思います。これから観光のハイシーズンを迎える彦根市において「MITSUNARI11」を開催し、集客に努めたいと思います。

石田三成と志を共にした10人の武将をピックアップ！島左近・大谷吉継・真田幸村・直江兼続・宇喜多秀家・佐竹

義宣・小西行長・安国寺恵瓊・舞兵庫・蒲生郷舎。所蔵元から借用した画像データやポジフィルムを利用した肖像

画を中心にパネル展示します。

彦根市内に残された石田三成を偲ぶ記念物を、人気キャラクターひこにゃん

がナビゲーターとなって紹介します。全てが未公開映像！夢京橋あかり館

でのみの公開です。

●佐和山城趾・１万躰大黒天・甲冑大黒天・石田三成の供養塔・石田三成銅像・佐和山城内の

屋敷にあったとされる板戸８枚・佐和山城の陣鐘・佐和山城時代の城門・島左近お手植えの

タブの木・淀殿の念持仏である阿弥陀如来・石田三成公の念持仏・赤門・もうひとつの赤門・

石田三成茶の井・石田地蔵など

宮下英樹氏プロフィール

漫画家。石川県出身。2001年、第44回ちばてつや大賞（ヤング部門）を受賞し、同年「ヤングマガジン」でデビュー。

2004年、代表作である本格歴史漫画『センゴク』の連載を開始。迫力と魅力に溢れた武将たちを描くその筆致と、取材

や古文書に基づくリアルな描写で大人気を博す。

現在は、「ヤングマガジン」誌上にて『センゴク天正記』を連載中。

『この絵は関ヶ原合戦、小早川秀秋に裏切られ、まさに絶体絶命の場面をイメージした

ものです。「史上最悪の危機を乗り越える史上最大の方程式」に生涯をかけて挑む数学

者のような、怯むでなく心躍らせる表情で描きました。』

宮下英樹氏が描く石田三成肖像画を初公開

 『戦国無双』（せんごくむそう）は、第１作が2004年2月11日に発売された株式会社コーエーテクモゲームス開発の戦

国アクションゲームです。プレイヤーは戦国時代の武将となって数々の戦いに参加し、“一騎当千の爽快感”を得られ

るアクションで自軍を勝利に導きます。史実に“ i f ”のストーリを交えたドラマティックなシナリオは、それまで日

本史に興味のなかったゲームユーザーにも高く評価され、現在の歴史ブームはこのゲームから誕生したともいわれ

ています。石田三成は『戦国無双２』から登場し、不器用な性格からときに傲慢に映るが、内面は義に厚い若武者とし

て描かれ、人気キャラクターとなっています。

　今回は、株式会社コーエーテクモゲームスの全面的な協力を得、「歴史ブーム」を生み出した戦国アクションゲーム

の最高峰『戦国無双３』に登場する武将（石田三成・島左近・真田幸村・直江兼続・織田信長・豊臣秀吉・徳川家康）の姿を

等身大パネルで展示します。また、石田三成・島左近に関しては、来場者に写真を一緒に撮ってもらえるようなスペー

スを計画しています。

　この先も、コーエーテクモゲームスと協議を進め、様々な展示物やイベント展開などを検討、実施してまいりたい

と考えています。

『戦国無双３』・武将キャラクターパネル展示

夢京橋あかり館前でスマートフォンをかざすと、「拡張現実（AR）」の技術を応用したソフト「セカイカメラ」アプ

リケーションに、ひこにゃんや展示情報が表示されます。

スマートフォンにひこにゃんが映る

ひこにゃんが案内する彦根三成記念物映像初公開

宮下英樹氏のコメント
(キャプション用にいただいたものの一部です。続きは展示会場にてご覧ください)

(約15分)

■リリース写真 

＊本プレスリリースの掲載写真は、本展告知以外での使用、転載を禁じます。

　ご使用に際してはクレジットをお入れください。 

＊ご使用にあたっては下記担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。

＊画像はCDにコピーし、情報政策課で管理しています。

＊解像度などに問題がある場合は情報政策課までお問い合わせください。

展示有料入場者の方には、空くじ無しの抽選で

夢京橋あかり館特製グッズ進呈（無くなり次第終了）。

『戦国無双３』  C  2011 コーエーテクモゲームス Al l rights reserved.
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会　場　　　　　夢京橋あかり館 ２階「まちなか博物館」
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開場時間　　　　9：30〜17：30 （火曜日定休）
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                                      http://www.akarikan.co.jp/

主　催　　　　　彦根市
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　　　　　　　　  〒522-8501 滋賀県彦根市元町4-2
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彦根城博物館・株式会社コーエーテクモゲームス・株式会社講談社ヤングマガジン編集部・

宮下英樹・彦根城博物館・上田市立博物館・岡山城・丸亀市立資料館・高台寺・高野山霊宝館・

長興寺 豊田市郷土資料館・東京藝術大学・福岡市博物館・大阪城天守閣・杉山丕・天徳寺・

長浜城歴史博物館・松浦史料博物館・岐阜市歴史博物館・福井県立歴史博物館・龍潭寺・

米沢上杉博物館・石田多加幸・秋田市佐竹史料館・中井均・田附清子(順不同・敬称略)

MITSUNARI 11
　「国宝・彦根城築城400年祭」、「井伊直弼と開国150年祭」は、市内外において、数多くの人々の注目を集めた大きな

イベントでした。江戸時代から続く城下町彦根を全国に発信すると共に、私たち彦根市民にとっては、城下町の文化の

再発見と井伊直政公や直弼公など歴代藩主を顕彰し学び直すよい機会でもありました。

　その間、「NHK大河ドラマ」や「戦国無双」(株式会社コーエーテクモゲームス)をはじめとするゲームの影響で、戦国時

代に興味を持つ人々、特に「歴女」と呼ばれる女性たちが彦根を訪れ、改めて「石田三成公」がクローズアップされるよう

になりました。また、彦根市においては、2010年から「戦国・戦（いくさ）」をテーマにまちづくりを進めています。

　夢京橋あかり館では、「国宝・彦根城築城400年祭」の主催事業ー彦根の人々の暮らしのなかから発掘された歴史的・

文化的コレクションの企画展示ー「彦根まちなか博物館・高橋狗佛コレクション」を、本年2月21日まで継続展示して

おりました。数千点に及ぶ犬の郷土人形の中から選りすぐった貴重なコレクションの展示でしたが、戦国ブーム・石田

三成ブーム、集客戦略テーマを鑑み、「石田三成公」にスポットを当てた新しい企画展示をすることで、彦根のまちづく

りの一助となればと考え、「M ITSUNAR I11」を開催いたします。

　夢京橋あかり館の展示室では、本物の歴史資料を展示することはできませんので、全てがコピーの展示となります。

本物の資料を展示できないならば、コピーならではの面白い展示ができるのではないか……、漫画やゲームキャラクタ

ーを使った展示もできるのではないだろうか……。それならば、歴史ファンをはじめ、ゲーム、漫画のファン、勿論、一般

の方々、来街の皆様にも、ちょっと楽しく観ていただけるのではないかと考えます。

　開催にあたり、漫画「センゴク」の宮下英樹氏をはじめ、株式会社コーエーテクモゲームス・株式会社講談社ヤングマ

ガジン編集部の皆さんのご協力がなければ実現しなかったことをここに記し、心より感謝申し上げます。

石田三成の気持(大一大万大吉)と東北関東大震災

　　東北関東大震災において、被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

「MITSUNARI11」の展示イベントについては、開催を自粛すべきとの意見も多数ありましたが、検討を重ねたうえ、予定通

り開催することにいたしました。その理由は下記の通りです。

　■三成の気持ちは、「大一大万大吉」の旗印に象徴されています。この旗印の意味は様々な解釈がされていますが、「一

人が皆のために、皆が一人のために働けば、天下太平となる」、或は、「ONE FOR ALL, ALL FOR ONE」というのが理解しや

すいと思います。私たちは今、復興に向けて、「大一大万大吉」の精神を具現する人々の姿を目の当たりにしています。そ

して、今、この時、私たちは彦根で何ができるのかと考えた時、自粛するより、「MITSUNARI11」を開催することで、友を信

じる気持ち、最後まで挽回を信じどんな苦境にあろうとも諦めない三成の気持ちを伝えたいと考えました。また、会場

には彦根市の義援金振込用紙と㈱夢京橋の募金箱を設置し、義援金を募りたいと思っています。

　■東日本大震災、経済活動においても今後多大な影響が予想されます。彦根市も例外ではありません。今、私たちがし

っかりと考え、日常を暮らしていくこと（頑張っていくこと）が、結果として、経済を支え、復興を支えることになるのだ

と思います。これから観光のハイシーズンを迎える彦根市において「MITSUNARI11」を開催し、集客に努めたいと思います。

石田三成と志を共にした10人の武将をピックアップ！島左近・大谷吉継・真田幸村・直江兼続・宇喜多秀家・佐竹

義宣・小西行長・安国寺恵瓊・舞兵庫・蒲生郷舎。所蔵元から借用した画像データやポジフィルムを利用した肖像

画を中心にパネル展示します。

彦根市内に残された石田三成を偲ぶ記念物を、人気キャラクターひこにゃん

がナビゲーターとなって紹介します。全てが未公開映像！夢京橋あかり館

でのみの公開です。

●佐和山城趾・１万躰大黒天・甲冑大黒天・石田三成の供養塔・石田三成銅像・佐和山城内の

屋敷にあったとされる板戸８枚・佐和山城の陣鐘・佐和山城時代の城門・島左近お手植えの

タブの木・淀殿の念持仏である阿弥陀如来・石田三成公の念持仏・赤門・もうひとつの赤門・

石田三成茶の井・石田地蔵など

宮下英樹氏プロフィール

漫画家。石川県出身。2001年、第44回ちばてつや大賞（ヤング部門）を受賞し、同年「ヤングマガジン」でデビュー。

2004年、代表作である本格歴史漫画『センゴク』の連載を開始。迫力と魅力に溢れた武将たちを描くその筆致と、取材

や古文書に基づくリアルな描写で大人気を博す。

現在は、「ヤングマガジン」誌上にて『センゴク天正記』を連載中。

『この絵は関ヶ原合戦、小早川秀秋に裏切られ、まさに絶体絶命の場面をイメージした

ものです。「史上最悪の危機を乗り越える史上最大の方程式」に生涯をかけて挑む数学

者のような、怯むでなく心躍らせる表情で描きました。』

宮下英樹氏が描く石田三成肖像画を初公開

 『戦国無双』（せんごくむそう）は、第１作が2004年2月11日に発売された株式会社コーエーテクモゲームス開発の戦

国アクションゲームです。プレイヤーは戦国時代の武将となって数々の戦いに参加し、“一騎当千の爽快感”を得られ

るアクションで自軍を勝利に導きます。史実に“ i f ”のストーリを交えたドラマティックなシナリオは、それまで日

本史に興味のなかったゲームユーザーにも高く評価され、現在の歴史ブームはこのゲームから誕生したともいわれ

ています。石田三成は『戦国無双２』から登場し、不器用な性格からときに傲慢に映るが、内面は義に厚い若武者とし

て描かれ、人気キャラクターとなっています。

　今回は、株式会社コーエーテクモゲームスの全面的な協力を得、「歴史ブーム」を生み出した戦国アクションゲーム

の最高峰『戦国無双３』に登場する武将（石田三成・島左近・真田幸村・直江兼続・織田信長・豊臣秀吉・徳川家康）の姿を

等身大パネルで展示します。また、石田三成・島左近に関しては、来場者に写真を一緒に撮ってもらえるようなスペー

スを計画しています。

　この先も、コーエーテクモゲームスと協議を進め、様々な展示物やイベント展開などを検討、実施してまいりたい

と考えています。

『戦国無双３』・武将キャラクターパネル展示

夢京橋あかり館前でスマートフォンをかざすと、「拡張現実（AR）」の技術を応用したソフト「セカイカメラ」アプ

リケーションに、ひこにゃんや展示情報が表示されます。

スマートフォンにひこにゃんが映る

ひこにゃんが案内する彦根三成記念物映像初公開

宮下英樹氏のコメント
(キャプション用にいただいたものの一部です。続きは展示会場にてご覧ください)

(約15分)

■リリース写真 

＊本プレスリリースの掲載写真は、本展告知以外での使用、転載を禁じます。

　ご使用に際してはクレジットをお入れください。 

＊ご使用にあたっては下記担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。

＊画像はCDにコピーし、情報政策課で管理しています。

＊解像度などに問題がある場合は情報政策課までお問い合わせください。

展示有料入場者の方には、空くじ無しの抽選で

夢京橋あかり館特製グッズ進呈（無くなり次第終了）。

『戦国無双３』  C  2011 コーエーテクモゲームス Al l rights reserved.

戦国無双のキャラクターを使用する場合は、

下記のクレジットを入れてください。

フライヤー・ポスターを使う場合でも同様です。

 C HIDEKI M IYASH ITA/KODANSHA

 C KITAKAZE/H I KONESHI

C

 C  KITAKAZE/HIKONESHI

C H I DEKI M IYASH ITA/KODANSHA
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