
料金所料金所

乙川（菅生川）乙川（菅生川）

伊
賀
川

伊
賀
川

竹千代通り（公園南線）

竹千代通り（公園南線）

竹千代橋竹千代橋

国道1号線国道1号線

駐車場駐車場
乗用車乗用車

身障者用P身障者用P

二輪駐車場二輪駐車場バス駐車場バス駐車場

藤棚藤棚

藤棚藤棚 龍の井龍の井

浄瑠璃姫の墓浄瑠璃姫の墓

大手門大手門

P

P

大河ドラマ館
券売場

大河ドラマ館
券売場

徳川家康公銅像徳川家康公銅像

松平元康像松平元康像

3

岡崎公園の桜岡崎公園の桜1

4からくり時計からくり時計
6

花時計花時計5

7

お抹茶・甘味

城南亭立礼席
お抹茶・甘味

城南亭立礼席
A

お茶処 本丸茶屋お茶処 本丸茶屋B

売店 ひょうたんや売店 ひょうたんや

C

日本料理 八千代本店日本料理 八千代本店

D

五万石ふじ五万石ふじ2

二の丸井戸二の丸井戸

しかみ像しかみ像12

本多平八郎忠勝公銅像本多平八郎忠勝公銅像10

家康公・竹千代像ベンチ家康公・竹千代像ベンチ11

清海堀清海堀
13

家康公遺言碑家康公遺言碑18

龍城堀龍城堀14
神橋神橋15

東隅櫓東隅櫓16

坂谷橋坂谷橋

龍城橋龍城橋至名古屋至名古屋

至豊橋至豊橋

料金所料金所

東照公産湯の井戸東照公産湯の井戸8

東照公えな塚東照公えな塚

17

E

お休み処 桜茶屋お休み処 桜茶屋
F

八丁味噌料理・甘味

いちかわ
八丁味噌料理・甘味

いちかわG

どうする家康 岡崎 大河ドラマ館どうする家康 岡崎 大河ドラマ館2

岡崎城二の丸能楽堂岡崎城二の丸能楽堂3

茶室 城南亭茶室 城南亭4

茶室 葵松庵茶室 葵松庵4

多目的広場多目的広場7

巽閣巽閣5
龍城神社龍城神社6

岡崎城岡崎城1

南切通しの石垣南切通しの石垣

A

1

2

3

B C

駐輪場駐輪場

観光みやげ店 おかざき屋観光みやげ店 おかざき屋
観光案内所観光案内所

9

岡崎城券売所岡崎城券売所

（三河武士のやかた家康館）（三河武士のやかた家康館）

二の丸二の丸

三の丸三の丸

東曲輪東曲輪

本丸本丸

菅生曲輪菅生曲輪

隠居曲輪隠居曲輪

坂谷曲輪坂谷曲輪

風呂谷曲輪風呂谷曲輪

菅生川端石垣菅生川端石垣

持仏堂曲輪持仏堂曲輪 「どうだん家康公！！イベント実施中」「どうだん家康公！！イベント実施中」

発掘調査成果パネル展示発掘調査成果パネル展示

岡崎公園ガイドマップ
Okazak i  Park guide mapもっと岡崎、きっと家康

公園内施設

岡崎公園は、 徳川家康公が生誕した岡崎城の城跡を公園にしたもので、 岡崎城や三河武士のやかた家康館を中心とした岡崎市を代表する歴史と文化の公園です。 
面積は、約10ヘクタールあり、 広大な園内には、 旧城そのままの白亜の天守閣がそびえ、 城塁、内堀や家康公ゆかりの史跡等も多く、 家康公と三河武士の生きざま
を展示した歴史資料館三河武士のやかた家康館などがあります。
さらに、 二の丸能楽堂、 巽閣、 茶室葵松庵・城南亭、 からくり時計、 徳川家康公銅像、 龍城神社、 元康像、 五万石ふじなど、 みどころいっぱいの公園です。

岡崎公園の見どころ
岡崎公園の桜岡崎公園の桜1

白亜の天守閣を囲んで乙川、 伊賀川沿いに咲き
誇る春の桜は見事で日本の「さくら名所100選」に
も選ばれているほど。 桜まつりの時季には多くの
人が訪れ、 メインイベントの家康行列や、 夜桜で
は800本の「ソメイヨシノ」ライトアップをお楽し
みいただけます。

五万石ふじ五万石ふじ2
岡崎公園のふじは「五万石ふじ」と呼ばれ、 令和4
年1月に愛知県の天然記念物に指定されています。 
推定樹齢120年以上の古株は、 幹周り2.4メート
ル、 枝は11メートル、 花穂が長く1メートルほどの
ものもあります。 その棚の広さは約1300平方メ
ートルに及び、 4月下旬から5月初旬には、 優美な
花をお楽しみいただけます。

徳川家康公のふるさと

岡崎城岡崎城（天守閣）（天守閣）1

天守閣石垣や礎石などの遺構に関するものから、
ジオラマやプロジェクションマッピングなどを交
えて岡崎城の成り立ちをはじめ、武士と庶民のく
らし、そこから花開く岡崎の文化や伝統産業など
を紹介しています。

開館時間 午前9時から午後5時（入館は4時30分まで）
大河ドラマ館開館中無休休館日

入館料 大人300円　小人150円
お問合せ（0564）22-2122

休館日 大河ドラマ館設置のため休館中
お問合せ（0564）24-2204

〒444-0052 愛知県岡崎市康生町561番地1
　岡崎公園 （岡崎城 ・ 三河武士のやかた家康館）

岡崎市役所公園緑地課
　　　　　（0564）23-6250

どうする家康 岡崎

大河ドラマ館

どうする家康 岡崎

大河ドラマ館

三河武士のやかた家康館三河武士のやかた家康館

2

１階フロアでは、ドラマに登場する衣装や小道具、
作品紹介パネル、オリジナル映像シアターなど、ド
ラマの世界観を体感いただけます。地階では史実
に基づいた家康の一生と三河武士についての展示
もご覧いただけます。
開館期間 2023年1月21日から2024年1月8日
開館時間 午前9時から午後5時（入館は4時30分まで）
入館料 大人800円　小人400円
お問合せ（0564）25-1883

お問合せ

岡崎公園の詳細はコチラ

大河ドラマ館の情報はコチラ

凡 例
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東から

東名高速道路岡崎I.C.より
名古屋方面へ3km（国道1号線沿い）
・

名鉄東岡崎駅より康生町下車
（バス5分）+徒歩5分
・

JR岡崎駅より名鉄東岡崎駅下車
（バス10分）+徒歩15分
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のぞみ50分

JR

名鉄
電車

自家用車

徒歩
バス

新大阪

豊橋
20分

20分30分

のぞみ ひかり名鉄 名鉄

30分
名古屋

岡崎

岡崎

豊橋名古屋 東岡崎

西から

30分 20分 1時間25分50分

新
大
阪

豊
　
橋

東
　
京

名
古
屋

東
岡
崎

P

案内図

※名古屋方面から岡崎公園乗用車駐車場に駐車される方は矢印に沿って進行してください。

至豊田

岡崎
公園前至名古屋

至名古屋
東
名
高
速
道
路

至名古屋

至
東
京

至豊橋

乙川
東岡崎

市役所

交番

島町

岡崎警察署

中
岡
崎

岡崎

岡崎公園前

八帖

りぶら

岡崎
インター西

名鉄本線

愛
知
環
状
鉄
道

矢
作
橋

矢
作
川

国道1号線JR東海道本線
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暮戸 岡崎I.C.バス
駐車場

乗用車
駐車場

N

岡崎公園

至蒲郡至幸田

248

駐車場案内
岡崎公園駐車場が満車の
際は、 PPParkで他の駐
車場をご検討ください。 
近辺の駐車場情報・空き
情報はQRコー
ドからご確認
いただけます。

2022.11

交通機関

岡崎公園前岡崎公園前

岡崎公園指定管理者
一般社団法人 岡崎パブリックサービス  （0564）24-2204



岡崎城二の丸能楽堂岡崎城二の丸能楽堂3

岡崎城の二の丸があった場所に建てられた本格的な屋
外能楽堂です。 
能をはじめとした各種古典芸能のほか、 舞台は楽器演
奏会・発表会等の各種催し物でご利用いただけます。

茶室  城南亭・葵松庵茶室  城南亭・葵松庵4

四季折々に表情を変える岡崎公園の景色と日本庭園を
楽しめる施設で、 日常と離れた静けさを感じられます。 
広々とした和室の城南亭をはじめ、 本格的なお茶会も
行える葵松庵では、 茶会をはじめとした各種集会・会議
・教室の場としてご利用いただけます。

巽閣巽閣5

本丸の辰巳櫓跡に建てられた巽閣では、 春は桜、 
夏は花火と岡崎公園の魅力を身近に感じることが
できます。 40畳の大広間では和室を活かしたくつ
ろぎの空間で、 各種集会や教室・会議等が行えま
す。

B-3MAPA-2MAP B-2MAP

龍城神社龍城神社6

岡崎城天守閣の隣に鎮座する神社です。 家康公生誕の
朝、 城楼上に雲を呼び風を招く金の龍が現れ、 昇天した
という伝説が残るパワースポットです。 龍の井は、 龍神が
あらわれこの井戸の水が噴出したと伝えられています。

B-2MAP

多目的広場多目的広場7

大河ドラマ「どうする家康」の放送に合わせ、 家康公
生誕地でみんなでつくる～おもてなしの城下町～を
コンセプトに、 様々なイベントや出店が行われます。 
菅生曲輪のくつろぎスペースとしても活用されます。

C-2MAP

この東隅櫓は、かつて東曲輪だっ
た場所の南東角に位置し2010年
3月に再建されました。 城の中核
となる二の丸に繋がる切り通し
を守る最後の砦で、 明治初頭ま
で存在していました。（「望楼式二
重櫓」と呼ばれる）木造2階建で、 
入母屋造りの屋根は、岡崎藩主を
務めた本多氏の家紋立葵が刻ま
れた本瓦葺きです。 壁は白漆喰
塗りで、高さ約9.4ｍ。
大河ドラマ館開設期間中は、岡崎
城発掘調査成果パネル展示を実
施しています。

C-1MAP

B-1MAP A-2MAP

この大手門は、岡崎公園の表玄関にふさわしい建物として、1993
年に建立しました。 （高さ11ｍ、 幅16.4ｍ、奥行6.3ｍ）  石垣には地
元産の御影石を使用し、 入母屋造りの屋根には江戸物本瓦が葺か
れています。 本来の岡崎城大手門は、 現在の浄瑠璃寺の南（北東
約200ｍ）にあり、 江戸時代の記録によれば大手門は「桁行十間、 
梁行二間四尺」でした。

三河武士のやかた家康館前の広場にある高さ
約6ｍの時計塔。 能を舞う家康公の人形が登
場し見る人の心をなごませます。 毎時00分・
30分に能を舞い、 遺訓を語ります。

この花時計は昭和35年（1960年）3月に完成
し、 以降動き続けています。 中央文字盤の花
壇には四季を通じ、 草花の植替えを行います。 
時計は1/10馬力の直流モーターで動いていま
す。

B-1MAPB-1MAP B-1MAP

大手門大手門3 からくり時計からくり時計4 花時計花時計5

家康公は、天文11年（西暦1542年）12月26日岡崎公園内二の丸か
ら坂谷曲輪にあった屋敷で生まれました。 幼少のころは人質とし
て苦難の道をあるき、 自立した後は全国統一をめざし、 転戦を続
け、 慶長5年（1600年）に天下分目の関ケ原の合戦に大勝して、 天
下をおさめるに至りました。 以後持前の才能を生かし、 徳川幕政
300年の基盤をつくり、 元和2年（西暦1616年）4月17日75歳でこ
の世を去りました。 この銅像は高村泰正の制作で、 1965年「家康
公350年祭」を記念して建てたものです。

この元康像は1992年に開催された、「家康公生誕
450年祭」の一環として設置されました。 若き元康
（徳川家康）の騎馬像は城を背にし、 大権現として
再生する日光東照宮の方角を向いています。 背景
の石垣と滝は治世を象徴し、 元康が胸に秘めた国
盗りの夢が、 生誕の地、 岡崎の土中から盛り上が
る様を表しています。

天文11年12月26日（西暦1542年）に岡崎
城内で誕生した竹千代君（家康公）の産湯に
この井戸の水が用いられたことから開運ス
ポットにもなっています。 2015年に井戸の
水を汲み上げ直接水に触れられるようにな
りました。

B-2MAPB-2MAP A-2MAP

徳川家康公銅像徳川家康公銅像6 松平元康像松平元康像7 東照公産湯の井戸東照公産湯の井戸8

家康公のえな（へその緒・胎盤）を埋めた
と伝えられる塚です。
古来、 日本ではえなを埋めて子どもの成
長を願ったといわれ、 生誕時の喜びと祈
りの込められたスポットとされています。

A-3MAP

本多忠勝は徳川四天王のひとりで、 豊臣
秀吉に「家康に過ぎたるもの」 「天下無双
の勇士」と称賛された武将で子孫は岡崎
藩主となりました。 この像は鹿角兜と甲冑
で身を固め、 名槍蜻蛉切を携えています。

B-1MAP

徳川家康公はここ岡崎で生まれ、 幾多の
困難を乗り越え、 天下統一を果たしまし
た。 このベンチは「石都岡崎」と呼ばれる
岡崎の優秀な石職人の技術と、 地元産の
良質な御影石を使い、造り上げられてい
ます。 家康公とこのベンチに座り、 天下
人を生んだ岡崎の魂を感じてください。

A-2MAP

世に云うしかみ像「徳川家康三方ヶ原戦
役画像」の石像です。 浜松の三方ヶ原で
武田の大軍に無理な戦いをいどみ、 負
け戦となって多くの家臣を失った家康
が、 自戒の念を忘れることのないように
描かせたものと伝えられています。 顔を
しかめて苦渋の表情をあらわした珍し
い姿です。

A-1MAP

東照公えな塚東照公えな塚9 本多平八郎忠勝公銅像本多平八郎忠勝公銅像10 家康公・竹千代像ベンチ家康公・竹千代像ベンチ11 しかみ像しかみ像12

歴史的にも価値の高い空堀。 創築者西
郷頼嗣（清海入道）の名から清海堀と呼
ばれています。 本丸北防衛のために設
けられました。

B-2MAP B-3MAP

龍城堀は本丸南を守る水堀で、 木々の
緑の中に神橋の朱色が美しく映え、 噴
水の水辺は訪れた人の憩いの場所となっ
ています。 

清海堀清海堀13 龍城堀龍城堀14

B-3MAP

堀を渡る神橋は
正面に岡崎城を
臨み、 絶好の撮
影スポットとな
っています。

神橋神橋神橋神橋15

東隅櫓東隅櫓16

二の丸井戸二の丸井戸 家康公遺言碑家康公遺言碑二の丸井戸二の丸井戸17

公園内施設

岡崎公園　見どころ

家康公遺言碑家康公遺言碑18

城南亭立礼席城南亭立礼席
お抹茶・甘味A

（0564）26-1939（0564）26-1939☎

休 第2・4月曜日
（1月除く）
第2・4月曜日
（1月除く）

四季折々に表情を変える岡崎公園の景色
と日本庭園を見ながらの一服を堪能でき
る立礼席。人気のメニューの抹茶白玉ぜん
ざいは絶品です。

本丸茶屋本丸茶屋
お茶処B

岡崎城本丸の場所にある歴史に想いを
馳せることができるお茶処です。お城の
迫力も感じられる場所なのでお立ち寄り
ください。

おかざき屋おかざき屋
観光みやげ店C

（0564）24-4771（0564）24-4771☎

営 2023.1/21～
2024.1/8
2023.1/21～
2024.1/8
9時～17時9時～17時
（年中無休）（年中無休）

「おかざき」＋「大河ドラマ」をギュッと詰
め込んだ「選べるワクワク」で楽しいお
土産店です。

ひょうたんやひょうたんや
売　店D

（0564）23-5986（0564）23-5986☎
休 不定休不定休

八丁味噌牛すじ、 こんにゃくおでん、 五
平餅が絶品
です！！

八千代本店八千代本店
日本料理E

（0564）22-0267☎
休 毎週火曜日　毎週火曜日　

創業130年を超える和食の老舗。地元名
産八丁味噌を使い、備長炭で焼き上げた
名代「木の芽田楽」は、八千代本店が代々
伝承してきた、ここで
しか味わうことができ
ない秀逸な一品です。

桜茶屋桜茶屋
お休み処F

（0564）21-5985☎
休 毎週木曜日毎週木曜日

岡崎の赤味噌の味噌煮込みうどんや、 じ
っくり煮込んだどて煮が人気。 甘味メニ
ューも豊富で、 みたらし団子や五平餅、 
半蔵餅など、 テイクア
ウトもＯＫです。

いちかわいちかわ
八丁味噌料理・甘味G

（0564）22-2479☎
休 毎週水曜日毎週水曜日

岡崎城隠居曲輪にある八丁味噌料理と
甘味のお店です。 四季を通じて楽しめる
龍城堀を眺めながら
郷土の味を気軽に楽
しめる創業90年の老
舗です。

岡
崎公

園 お楽しみ処

もっと岡崎、きっと家康

12/28～1/312/28～1/3

休 不定休不定休
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