
■大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の展示会をアリオ・
グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブン
パーク天美の全国２０会場にて展開しました。

◆主催 ＮＨＫサービスセンター
◆運営 Ｄプロモーション

■全国展開スケジュール（２０２２年）

ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の13人」展

アリオ市原 千葉県 6月24日(金)〜6月30日(木) 7日間 1階 サンシャインコート（屋内）

グランツリー武蔵小杉 神奈川県 7月15日(金)〜7月21日(木) 7日間 1階 AQUA DROP

アリオ八尾 大阪府 7月26日(火)〜8月1日(月) 7日間 1階 レッドコート

アリオ亀有 東京都 8月2日(火)〜8月7日(日) 6日間 1階 サニーコート

アリオ深谷 埼玉県 8月5日(金)〜8月11日(木) 7日間 1階 センターコート

セブンパーク天美 大阪府 8月10日(水)〜8月16日(火) 7日間 1階 AMAMI STADIUM

アリオ仙台泉 宮城県 8月15日(月)〜8月21日(日) 7日間 1階 センターコート

アリオ川口 埼玉県 8月23日(火)〜8月31日(水) 9日間 1階 センターコート

アリオ加古川 兵庫県 9月6日(火)〜9月12日(月) 7日間 1階 ビッグビジョンコート

アリオ上田 長野県 9月13日(火)〜9月18日(日) 6日間 1階 太陽のコート

アリオ鷲宮 埼玉県 9月17日(土)〜9月25日(日) 9日間 1階 太陽の広場

アリオ札幌 北海道 9月21日(水)〜9月27日(火) 7日間 1階 ハーベストコート

アリオ上尾 埼玉県 10月5日(水)〜10月11日(火) 7日間 1階 光の広場

アリオ橋本 神奈川県 10月8日(土)〜10月16日(日) 9日間 1階 グランドガーデン横

アリオ鳳 大阪府 10月18日(火)〜10月24日(月) 7日間 1階 アリオコート

プライムツリー赤池 愛知県 10月19日(水)〜10月26日(水) 8日間 1階 プライムホール

アリオ蘇我 千葉県 11月1日(火)〜11月8日(火) 8日間 1階 サンコート広場

アリオ葛西 東京都 11月2日(水)〜11月8日(火) 7日間 1階 ウェストコート

アリオ西新井 東京都 11月15日(火)〜11月20日(日) 6日間 1階 イベント広場

アリオ倉敷 岡山県 11月17日(木)〜11月23日(水) 7日間 1階 センターコート

アリオ北砂 東京都 11月23日(水)〜11月29日(火) 7日間 1階 リーフコート

セブンパーク アリオ柏 千葉県 11月26日(土)〜12月4日(日) 9日間 1階 イースト・コート

■展示会開催風景

■実施風景
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・9月23日 金曜日 11時

会場の大型ビジョンはとても迫力があり、
多くのお客様も見入っていました。
連日ご家族や親子でリピートしてくれる
方もおり、大河は色んな世代に愛されて
いるんだなぁと嬉しく思いました。

丸山雄大

9月24日 土曜日 10時

小学低学年の男の子が歴史の教科書を見ながら
じっくり年表を見てくれました。
事前研修で自身も歴史が好きになり、きっかけ
を与えてくれたこの展示会には感謝です。おか
げで年表について詳しく説明することができま
した。

吉川大貴

・8月18日 水曜日 13時
60代のご夫婦から義時のそばには八重さん。衣
装は義時と泰時。鎌倉幕府の成り立ちや人物相
関図などのパネルも充実していました。人物パ
ネルがドラマに紐づき配置されており、1人1人
の関係性や性格が分かりやすく楽しめました。
よりドラマの世界観を体感出来ました。とのお
声を頂戴しました。

宮下承太郎

8月21日 日曜日 16時

小学生のお子さん
お父さんの影響で歴史が好きになり、大河ドラ
マを見るようになったとのこと。フォトスポッ
トや寄せ書きコーナーなど体験できるブースを
楽しそうに観覧されておりました。

春園千晶

アリオ札幌

アリオ仙台泉

8月7日 日曜日 12時

「畠山重忠のことを知らなかったけど、鎌倉殿
の13人を観てで自分の住む街にはすごい侍がい
たんだと感激した！」と開催初日に嬉しそうに
話してくださる学生さんが印象的でした。週末
はご両親も一緒に来られ、来年も楽しみにして
います、と期待されていました。

横山葵子

8月11日 木曜日 10時

予想以上にお子様のご来場が多く、難しい歴史
の史実をうまく説明ができるか不安でしたが、
大変喜んでいただきました。
事前にしっかり準備することの大事さに改めて
気づくことができました。
とてもやりがいを感じ感謝しています。

小田ゆりえ

10月8日 土曜日 11時

今年の大河は面白い！と毎日来てくださる方が
最終日に私にお手紙を書いてくれました。
こんなことは人生で初めてでとても嬉しかっ

たです。
地元の方とたくさん出会えて、歴史の勉強も

できてとても充実しました。
喜多村夏美

10月10日 月曜日 14時

衣装も小道具も実際に撮影で使われていたもの
もあり、その旨を説明すると大変喜んでいただ
きます。来年も開催してほしいというお声も多
数ありました。
勉強にもなりさらに歴史が好きになりました。

西田鈴

アリオ深谷

アリオ上尾

～運営スタッフの呟き～



・8月27日 土曜日 11時

じっくりと展示物を観ていただきたくて配置な
ど色々と考えました。複数回、来場されたお客
様より見やすかったと褒めていただき、妥協せ
ずこだわってよかったと思います。
キレイな状態でご観覧いただけだけるよう毎朝
の清掃にも力を入れました。

新免誠也

・8月28日 日曜日 18時
若いご夫婦が来られました。小栗旬さんの大
ファンでした。大河ドラマを心から愛する者と
して北条義時の役を小栗さんが担うことになっ
た私の考えを伝えたところ、その話題に花が咲
き、翌日、その翌日にもそのご夫婦が再来して
下さりました。3度目には奥様のご両親もご一緒
でした。素晴らしいひと時でした。

児玉大志

9月17日 土曜日 10時
毎年展示会を楽しみにしているという方がご来
店されました。展示内容も年々ボリュームが増
していてうれしい限りです。
今年も大満足でした。ありがとうございます。
と嬉しいお言葉を頂戴しました！

松谷圭悟

9月25日 日曜日 15時

今年はメッセージカードが書けるんですね！と
嬉しそうに出演者さんへのメッセージをかかれ
ており、こういったただ観るだけではない参加
型のコーナーは素晴らしいなと思いました。

長野北斗

アリオ川口

アリオ鷲宮

・8月7日 日曜日 10時
ニューファミリー、ご家族4名のお客様
小学校6年生のお嬢様から渋沢栄一が起業した会
社についてたくさんの質問をされました。大河
展示前の社内研修がこれ程大切だと思ったこと
はありませんでした。自身が間違ったことをお
伝えしていないか自宅で確認。間違いが無く安
堵しました。

伊勢美琴

・8月7日 日曜日 14時

次回展示が朝ドラか大河のどちらか尋ねられま
した。両方とも実施して欲しいとの事。大河ド
ラマって凄いなって思いました。1人でもたくさ
んの方に触れてもらいたいと強く思いました。

沢暉蓮

・11月26日 土曜日 18時
ご年輩のご夫婦から過去の大河ドラマのお話し
になりました。私の大河知識が大変役に立った
のではと自負しています。
夏目栞

・11月27日 日曜日 17時

非常に博識な中学生が連日お越しくださいまし
た。私も歴史が好きで、ドラマの先の展開など
二人で語りました。学校の授業じゃここまで教
われないから本当にうれしいと、私まで嬉しく
なりました。

鈴瀬まりあ

アリオ亀有

アリオ北砂

～運営スタッフの呟き～



・11月5日 土曜日 14時

北条政子が大好きで、小池栄子さんはピッタリ
はまったと話してくださいました。
フォトスポットや等身大パネルなどビジュア

ルも十分ある展示会で来てよかったと言って頂
きました。

斎藤一登

・11月6日 日曜日 13時

息子がこの作品が大好きなんです！と、日曜日
にご家族で来てくださいました。
フォトスポットも皆さんで撮られており展示

会で家族団らんを見ることができてほっこりし
ました。

浅田龍一

・11月19日 土曜日 11時

北条家や源氏、そのほかの相関図が非常に見や
すくて面白かったとおっしゃってくださいまし
た。お話を伺ったところ、小学校の先生でした。
授業の参考になるととても喜んでおられまし

た。
吉澤奈緒

・11月20日 日曜日 12時

ドラマではじっくり見られなかった部分も展示
されていてより作品が好きになったと嬉しそう
にメッセージカードを書いてくださいました。

岡村萌子

アリオ葛西

アリオ西新井

・6月24日 金曜日 9時

ここからスタートということで第一店舗って特
別感がありますよね。
来てくださったすべてのお客様に喜んでいただ
けるよう努めます。このような素敵なイベント
に携わることができて光栄です。

佐藤正一

・6月25日土曜日15時

このボリュームが無料なんですか？とご年配の
ご夫婦が驚かれていました。
この時代の歴史が大好きなので取り上げてく

れて嬉しいとおっしゃっていました。
松本凌生

・12月3日 土曜日 15時

無限夢列車ライブビューを見て下に降りると大
河のパネル展があってびっくりしました。出演
者の写真とサイン、等身大パネルや衣装、小道
具等見応えがありますね。
小栗さん好きなのでメッセージも書かせてもら
いました。と女子高生のお客様よりメッセージ
をいただきました。

山田幸喜

・12月4日 日曜日 11時

30代女性
貴重なサイン色紙を展示してくださってありが
とうございます。
役者さんのサインってあまりお目にかかれるも
のではないのでとても嬉しかったです。

中谷梨乃

アリオ市原

セブンパーク アリオ柏

～運営スタッフの呟き～



・11月5日 土曜日 10時

毎日必ずお越しくださるお客様がいました。最
終日はさみしくなるねと、また来てねと言って
くださいました。本当に素晴らしいイベントだ
と思いました。

関康成

・11月1日 火曜日 9時

設営時はお客様をイメージしてこうだったら見
やすいななど考えています。
みなさんに喜んでいただけるように工夫しあ

うのも楽しかったです。
大河ドラマというビッグコンテンツに携わる

ことができてありがたいです。
尹成国

・7月15日 金曜日 12時

展示会初日、展示会にはお子様連れのお母さん
がとても多く、急遽展示会場付近にベビーカー
置き場を作る程多くの方にお越し頂きました。
お子様とメッセージカードを書き、皆さん満足
して帰られておりました。

宍戸麗奈

・7月19日 火曜日 17時
学生のお客様が来られました。菅田将暉さんの
ファンのお客等が等身大パネルでたくさんお写
真を撮られており
菅田将暉が出ているのがきっかけで鎌倉殿の13
人をみたそうでした。
作品も面白く今後の展開の予想などをお客様と
お話する機会が出来、作品をより考える一日に
なりました。
森一仁

アリオ蘇我

グランツリー武蔵小杉

・10月15日 土曜日 16時

まさか公共の施設で大河展をやっているなん
て！
鎌倉殿の１３人の台本と大姫が入内の際に使っ
た扇（第２４話）も展示されていました。
とても満足しました。来年もぜひ開催してくだ
さいと言っていただきました。

守山龍之介

・10月16日 日曜日 15時

高校生くらの男女カップル
彼女が大の小栗さんファンで、いつも遊びに来
ているアリオで見ることができてとても喜んで
いました。と少し照れながらお話しくださいま
した。私も思わず笑顔になってしまいました。

中本愛

・9月17日 土曜日 11時

大河展！いいですね。子供も飽きずに見られま
すね。工夫が素晴らしいです。
コロナが落ち着いていたら課外学習などでぜひ
立ち寄りたかったです。
と、教師をされているお客様よりお声を頂戴し
ました。

香川美奈

・9月18日 日曜日 16時

30代 奥様
昨日子供だけで見たらしいんですが、スタッフ
さんに親切にしてもらったと言っていました。
歴史についてもわかりやすく説明してくださり
ありがとうございます。

小川公一

アリオ橋本

アリオ上田

～運営スタッフの呟き～



・10月20日 木曜日 13時
レジにいるとお客様にお声掛け頂き
大泉洋さん（源頼朝）の追加展示がされている
ことに驚かれておりました。そのお客様は関東
よりお越しのお客様でどうしても大河の展示会
に足を運びたいとのことで、たまたま訪れた会
場で追加展示がされていたことで非常にお喜び
になり、お礼を言って頂きました。大河ドラマ
の人を引き付ける魅力の大きさを感じました。

平田理

・10月23日 日曜日 17時

ご年配の夫婦のお客様が会場に訪れ
源頼朝の追加展示を長い事見られておりました。
お声掛けするとご自宅の近くに龍泉寺があり、
よく訪れているようで地域に合わせ追加展示を
していることに非常に感心されておりました。
その後も源頼朝に関して色々とお教え頂きまし
た。

半田絢子

・7月26日 火曜日 11時

初日からたくさんのお客様が来られました。
ご年配の女性から毎年楽しみにしてたけど、
「メッセージ記入コーナー」が増えたのが良
かった。とのお声をいただきました。展示物の
ボリュームも昨年より増えており、充実した時
間を過ごせました。とのお声を頂戴しました。

村井久容

・7月30日 土曜日 15時

ニューファミリーのお客さまから
ドラマ展をきっかけに「鎌倉殿の13人」を見る
様になりました。
初めて大河ドラマにはまってしまい、毎週日曜
日を心待ちにしておりました。ありがとうござ
いました！とのお声を頂きました。

西本奈央

プライムツリー赤池

アリオ八尾

・10月20日 水曜日 10時

高校生のお客様から
アリオ八尾でも展示は見に行ったけど、展示物
の内容がガラッと変わっていてびっくりした、
ドラマで出たばかりのタイムリーな小道具だっ
たのでとても見ごたえがありました。全店舗巡
回したい！とのお声を頂きました。

小田貴博

・10月23日 土曜日 15時

ご年配の女性から
毎年、大河ドラマ展示は楽しみにしていました。
今年の会場が3階ではなく1階で行われていたの
で足が悪い私には小さな幸せでした。
いたるところに展示物があり、あっという間に
見終わってしまいました。とのお声を頂戴しま
した。

山下ゆかり

・8月10日 水曜日 11時

デイサービスのスタッフ様より、車いすでの観
覧は可能かと問い合わせがありました。
もちろん大丈夫です、とお答えさせていただい
たところ、普段はあまりいい顔されないんで利
用者さんもとても嬉しそうです。と言っていた
だきました。

立野愛華

・8月14日 日曜日 14時

20代後半 若いお父さん
ステージのど真ん中にどんとフォトスポットが
あるのいいですね！かっこいい。
息子が武将好きなので今日来てよかったです。
思い出になりました。

原真理

アリオ鳳

セブンパーク天美

～運営スタッフの呟き～



・9月6日 火曜日 9時

お一人でお越しのお客様が会場に１時間ほど滞
在しており、じっくり見て行かれておりました。
毎週欠かさず大河展をご視聴頂いているようで、
感謝の思いと作品の魅力をお話頂き、大河展を
通してお客様と繋がり、私も気づかなかった作
品の魅力をお客様にお教え頂きました。

野澤有里

9月9日 金曜日 16時

小学生が目を輝かせながらパネルや小道具、衣
装などを見て展示会を出られました。
18時過ぎになるの先程友達と来ていた小学生が
お母さんを連れもう一度展示会に来てお母さん
に説明していました。子供から大人まで幅広い
層に愛される大河ドラマというコンテンツ
に感動しました。

近江智仁

・11月17日 木曜日 14時

女子高生のお客様が足を運んで下さりました。
「鎌倉殿の13人」を視聴し大河ドラマが好きに
なったようで、「学校の歴史の授業も鎌倉時代
だけは詳しくなりました！」と笑っておりまし
た。改めて大河ドラマの人気、影響を肌で実感
しました。

幸野勇希

・11月20日 日曜日 17時

家族三世代でお越しのお客様がお越しになり、
孫に歴史を教えているおじいちゃんの後ろ姿が
とても印象に残っています。
三世代を繋ぐ大河ドラマの力に驚きです。

吉岡幹夫

アリオ加古川

アリオ倉敷

～運営スタッフの呟き～
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