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織田 信長（おだのぶなが）

中世を破壊し、近世の扉を開いた「時代の風雲児」。全国の武士（もののふ）を統括する戦国のリーダー。
自ら第六天魔王の化身と名乗る。現代に甦りし信長は、情に厚く、意外と良く笑う、心優しき漢。

時代と日本を変えたスーパーヒーロー。
第六天魔王織田信長。

代表的な出陣：
2016年～2019年　桶狭間の戦い再現劇
2016年～2019年　名古屋まつり
2016年～　全国武将隊大博覧会～宴～
2017年3月　舞台「絆～天の焔～」（主演）
2018年7月～　名古屋グランパス「戦伝隊」就任
2018年10月　愛知デスティネーションキャンペーン「武将列車」
2019年5月～　田んぼアートプロジェクト開始
2019年8月～　円頓寺商店街盆踊り大会
2020年3月　ホンダ「N-WGN」全国ご当地オリジナルCM出演
2020年8月～　YouTubeチャンネル開設「織田信長の下剋上の歌」
2020年9月　日本女子ソフトボール刈谷大会始球式
2021年4月　東京2020オリンピック聖火リレー「セレブレーション」
2021年11月　12周年祭
2022年1月　　名古屋市立陽明小学校で授業
2022年3月　舞台「天下を夢みた男～覇王双乱～」

本名 : 織田上総介信長

生年月日 : 天文 3年（1534 年）5月 12 日

出身地 : 尾張国海東郡勝幡城

幼名 : 吉法師
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豊臣 秀吉（とよとみひでよし）

農民から天下人へ。

2020年5月　お披露目式
2020年5月　海と日本プロジェクトｉｎ愛知県「うみダンス」
2020年6月～　オンラインイベント「毎月武将隊」開始
2020年8月～　円頓寺商店街盆踊り大会　オンライン
2020年9月　平清盛902歳祭
2020年12月～　お城EXPO
2021年1月　第六回全国武将隊大博覧会～宴～　オンライン
2021年2月　麒麟がくる ぎふ可児 大河ドラマ館
2021年2月　太閤秀吉攻路 第三期お披露目除幕式
2021年4月　太閤花見茶会
2021年4月　東京2020オリンピック聖火リレー「セレブレーション」
2021年11月　12周年祭
2021年11月　太閤秀吉シンポジウム
2021年12月　浜松観光プロモーション
2022年3月　舞台「天下を夢みた男～覇王双乱～」

愛嬌のある笑顔とフットワークの良さで、農民から天下人へと登りつめた、天下一の出世頭。会えば誰
もが好きになる“人たらし”の技は天下一品。愛嬌のある見た目と笑顔で相手との距離を一気に縮め、
誰しもを笑顔にする。

代表的な出陣：

本名 : 豊臣秀吉

生年月日 : 天文 6年（1537 年）2月 6日

出身地 : 尾張国愛知郡中村

幼名 : 日吉丸
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徳川 家康（とくがわいえやす）

本名 : 徳川次郎三郎源朝臣家康

生年月日 : 天文 11 年（1542 年）12 月 26 日

出身地 : 三河岡崎城

幼名 : 竹千代

長き戦乱の世に終止符を打ち、260 年もの平和な世を築いた初代江戸幕府将軍。
ゆるく、時に話は脱線するが、心根は熱く優しく、多くの人望を集める。甦りし家康は、英語が堪能で、
博覧強記な文化人。

苦難を乗り越え、戦乱の世に終止符を打つ。
真の戦国覇者、徳川家康。

代表的な出陣：
2010年～　上海万博、ミラノ万博をはじめ、台湾、オーストラリア、メキシコなど海外10ヶ国以上に出陣
2010年/2015年/2016年　にっぽんど真ん中祭り
2010年～2019年　名古屋まつり
2016年10月～　ホテルナゴヤキャッスル　日本料理西の丸×武将隊　コラボ料理企画
2016年3月　舞台「絆～蒼天の運命～」（主演）
2017年1月　ドラマ「私の愛した家康さま」出演
2017年9月～　劇団もしも×武将隊　タイムマシン講義
2018年5月～　オンライン生放送授業Ｓｃｈｏｏ「徳川家康であるが質問はあるか？」
2018年12月　愛知デスティネーションキャンペーン「武将列車」
2019年8月～　円頓寺商店街盆踊り大会
2021年1月　名古屋市立陽明小学校で授業
2021年4月　東京2020オリンピック聖火リレー「セレブレーション」
2021年4月　名古屋城金シャチ特別展覧～中津川・木曽特別巡回～
2021年11月　12周年祭
2022年3月　舞台「天下を夢みた男～覇王双乱～」
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前田 利家（まえだとしいえ）

本名 : 前田又左衞門利家

生年月日 : 天文 6年（1537 年）12 月 25 日

出身地 : 尾張国海東郡荒子城

幼名 : 犬千代

三英傑を支えた、尾張が生んだ武辺者。
槍の又左こと、前田利家。

代表的な出陣：
2021年6月 お披露目式
2021年8月　鯱の大祭典
2021年11月　12周年祭
2021年12月　浜松観光プロモーション
2022年3月　舞台「天下を夢みた男～覇王双乱～」

Toshiie Maeda

若き日は“ うつけ犬千代 ”、やがては“ 槍の又左 ”として二人の天下人を支えた。生真面目な律儀者
として常に武士の本流を歩く。融通が効かず、頭が固いと揶揄もされるが、静かに重いその胆力で武将
隊の底を支える。
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加藤 清正（かとうきよまさ）

勇猛果敢、豊家の守護神。背中に大和魂を背負った、武士の中の武士。虎退治の武勲ばかりが光るが、
当代きっての築城名人でもある。甦りし清正は、大樹のように芯が強く、独自の世界観で魅了する。

忠義一徹、勇猛果敢。
鬼神の如き槍使い、加藤清正。

代表的な出陣：
2019年5月～　田んぼアートプロジェクト開始
2019年6月～　「キントラチャレンジタンク2020」始動
2019年7月～　妙行寺 加藤清正公御正當大祭
2019年8月　火の国まつり
2019年9月　金シャチお披露目セレモニー（鹿児島ほか）
2019年12月～　加藤清正と学ぶ 古典文学の世界 「清正茶論」開始
2020年1月　「きき酒師」に合格
2020年1月～　全国武将隊大博覧会～宴～
2020年6月～　オンラインイベント「毎月武将隊」開始
2021年　名古屋城検定戦伝大使就任（「初級」取得）
2021年4月　名古屋城金シャチ特別展覧～中津川・木曽特別巡回～
2021年8月　名古屋城子ども陣笠隊
2021年11月　12周年祭
2021年11月　太閤秀吉シンポジウム
2022年3月　舞台「天下を夢みた男～覇王双乱～」

本名 : 加藤肥後守清正

生年月日 : 永禄 5年（1562 年）年 6月 24 日

出身地 : 尾張国愛知郡中村

幼名 : 虎之助
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前田 慶次（まえだけいじ）
前田利家の甥。ご存知「天下御免の傾奇者」。武を磨き、美を極め、詩を謡う風流人として全国を放浪した。
些細なことで悩むことを嫌い、叔父である利家と衝突することもある。
快活に笑い気持よく語るその姿はまさに武将隊の晴れ男

武を磨き、美を極めた自由人。
天下御免の傾奇者たあ、前田慶次ただ一人。

本名 : 前田利益

生年月日 : 天文11年（1542年）

出身地 : 尾張国海東郡荒子城

幼名 : 宗兵衛

代表的な出陣：
2015年6月　台湾遠征「日本の観光・物産博2015」
2015年8月/2016年8月　にっぽんど真ん中祭り　ファイナルステージ
2015年～2017年　なごやめし博覧会　スペシャルサポーター
2015年～2019年　名古屋まつり
2016年1月～　全国武将隊大博覧会～宴～
2017年7月　ロボカップ2017名古屋世界大会
2017年　名古屋城検定戦伝大使　（「上級」取得）
2019年11月～　城びと「前田慶次の自腹でお城巡り」連載開始
2019年12月～　YouTubeチャンネル開設「前田慶次の5分で戦国時代チャンネル」
2020年2月　舞台「絆 天華繚乱～飛翔～」紅蓮の章（主演）
2020年6月～　オンラインイベント「毎月武将隊」開始
2021年7月　「前田慶次の歴史夏祭り」開催
2021年11月　12周年祭
2021年12月　日本城郭検定「準一級」取得
2022年3月　舞台「天下を夢みた男～覇王双乱～」



助
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代表的な出陣：
2018年6月　名古屋城本丸御殿オープニングセレモニー
2018年7月～　名古屋グランパス「戦伝隊」就任
2018年9月　スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知　閉会式
2018年/2019年　名古屋まつり
2018年11月～　サムライニンジャフェスティバル
2018年12月～　お城EXPO
2018年12月　金シャチお披露目セレモニー（函館ほか）
2019年1月～　全国武将隊大博覧会～宴～
2019年4月　東山動植物園春まつりコラボ　アフリカの森ツアー
2019年5月～　田んぼアートプロジェクト開始
2019年～　名古屋城検定戦伝大使就任（「中級」取得）
2019年8月～　円頓寺商店街盆踊り大会
2020年6月～　オンラインイベント「毎月武将隊」開始、オリジナル楽曲を発表
2021年11月　12周年祭
2022年3月　舞台「天下を夢みた男～覇王双乱～」

太助（たすけ）

生きていくことに必要なことは
すべて山に教わった。

山で育った自然児。その性格はマイペース。
大好きな自然を焼かれたくないと、故郷を守るため戦に参加していた。
猟師をやっていたため気配には敏感で、伝達に長けていた。

本名 : 太助（たすけ）

生年月日 : 天文16年（1547年）8月28日

出身地 : 美濃国

普段の生業 : 猟師
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踊舞（とうま）

大道芸を生業としていたが、優美な舞踊が目に留まり、信長に召抱えられる。その時、踊舞（とうま）と
いう名を拝命。気は優しくてチカラ持ち。ダイナミックに舞い踊るその姿は、見る者の心を奪う。

戦乱の世を舞い踊る。
とーま参上！

舞
踊

Touma

代表的な出陣：
2012年～　オーストラリア、アメリカ、メキシコなど多くの海外遠征に出陣
2012年～2019年　名古屋まつり
2014年3月　踊舞の山登『自然』見聞録～伝聞展～
2015年8月/2016年8月　にっぽんど真ん中祭り　ファイナルステージ
2016年～　全国武将隊大博覧会～宴～
2017年　名古屋城検定戦伝大使（最高点で「中級」取得）
2017年7月　ロボカップ2017名古屋世界大会
2018年3月～　なごや観光ルートバスメーグル車内アナウンス
2018年10月　カルビーポテトチップス47都道府県の味「愛知の味」の発表会
2019年8月～　円頓寺商店街盆踊り大会
2019年10月　「スイーツコンシェルジュ」に合格
2020年3月　ホンダ「N-WGN」全国ご当地オリジナルCM出演
2021年4月　東京2020オリンピック聖火リレー「セレブレーション」
2021年11月　12周年祭
2022年3月　舞台「天下を夢みた男～覇王双乱～」

本名 : 踊舞（とうま）

生年月日 : 永禄3 年（1560 年）9月28日

出身地 : 尾張小牧

普段の生業 : 大道芸人
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Juugo

十吾（じゅうご）

農村に生まれ、村の子どもたちと一緒に遊ぶことが好き。子どもたちに活躍を見せるため、戦に志願する。
生来、臆病な性格なため、常に周りを警戒している。清正に仕え、賤ケ岳、小牧長久手、九州平定に従軍。
九州平定後は生まれ故郷に戻り家族を持つ。名古屋城の石垣づくりにも参加した。 

臆病だって役に立つ！

iat 

代表的な出陣：
2021年6月 お披露目式
2021年8月　鯱の大祭典
2021年11月　12周年祭
2021年12月　浜松観光プロモーション
2021年12月　お城EXPO2021
2022年3月　舞台「天下を夢みた男～覇王双乱～」

十吾（じゅうご）

生年月日 : 永禄8年（1565年）9月15日

出身地 : 尾張春田

普段の生業 : 農民
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なつ
武将隊の紅一点。豊富な旬の食材の知識とその料理の腕前を買われ武将隊を胃袋から支える。
やわらかな印象の中にも強い芯を持ち、ここぞという場面で陣笠隊を引っ張る場合も少なくない。
「女だてらに」ではなく「女だからこそ」出来ることを。なつの挑戦がはじまる。

料理武者修行中

代表的な出陣：
2014年4月　円頓寺幕府　参勤交代ウォーキング
2015年8月　トリノ・ミラノ遠征　ミラノ万博 日本館ステージ
2015年8月/2016年8月　にっぽんど真ん中祭り　ファイナルステージ
2015年～2017年　なごやめし博覧会　スペシャルサポーター
2015年～2019年　名古屋まつり
2016年～　全国武将隊大博覧会～宴～
2017年7月　ロボカップ2017名古屋世界大会
2018年11月～　サムライニンジャフェスティバル
2018年12月～　お城EXPO
2019年5月～　田んぼアートプロジェクト開始
2019年8月～　円頓寺商店街盆踊り大会
2019年10月　金シャチお披露目セレモニー（長崎）
2020年6月　オンラインイベント「毎月武将隊」開始
2021年11月　12周年祭
2022年3月　舞台「天下を夢みた男～覇王双乱～」

本名 : なつ

生年月日 : 元亀3年（1752）7月2日

出身地 : 肥前

普段の生業 : 足軽
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主なテレビ出演歴

NHK E テレ　「Let's 天才てれびくん」「先人たちの底力 知恵泉」
テレビ朝日　「決着 !どっちマニア新春 SP」「SmaSTATION !!」
テレビ東京　「モヤモヤさまぁ～ず 2」
フジテレビ　「めざましテレビ」「ノンストップ」
日本テレビ　「スッキリ!」「満天☆青空レストラン」
TBS　「ひるおび !」「王様のブランチ」
NHK 名古屋　「さらさらサラダ」「まるっと！」
テレビ愛知　「うまし !もてなし ! 武将隊」「激論 ! コロシアム」
中京テレビ　「キャッチ !」「前略、大徳さん」
CBCテレビ　「花咲かタイムズ」「まちイチ」「やすだの歩き方」
メ～テレ　「 昼まで待てない !」ドラマ「私の愛した家康さま」
東海テレビ　「スイッチ !」「ニュースOne」
テレビ東京　「よじごじDays」
他、ニュース番組、情報番組など

主な雑誌出演歴

「KELLY」
「MAQUIA」
「CanCam」
「週刊女性」／「女性自身」
「東海じゃらん」
「まっぷる愛知」「まっぷる名古屋」
「るるぶ愛知」「るるぶ名古屋」
「日経トレンディ」
「東海ウォーカー」
「歴史人」
「ぴあ」
他、タウン誌、新聞、情報誌など

主な広告起用

ナガシマスパーランド「戦国武将祭」（2010 年）
NTTドコモ東海　「初売りキャンペーン」（2010 年、2011年）
TVA「名古屋埋蔵金伝説（スマートフォンアプリ）」（2011年）
サークルKサンクス「武将隊弁当」（2010 年、2011年）
サントリートリス「武将隊ハイボール」（2011年）
TVCM「ALSOK体操 」（2012 年）
キリンビール「麒麟一番搾り名古屋づくり」（2017 年）
ホンダ新型軽自動車「N-WGN」（2020 年）

主なイベント出演歴

東京ガールズコレクション in 名古屋
栄ミナミ音楽祭／お台場合衆国
名古屋まつり
上海万博　日本館
名古屋ウィメンズマラソン
ミラノ万博「あいち・なごやフェア in ミラノ」
にっぽんど真ん中祭り ファイナルステージ
ロボカップ 2017 名古屋世界大会
お城 EXPO
第 70 回全国植樹祭
東京 2020 オリンピック聖火リレー「セレブレーション」
他、商業施設のイベント等

主催イベント

舞台「絆」（2011 年～ 2020 年テレピアホール他）
「武士語」（2012 年、Zepp Nagoya）
「武士と音楽」（2013 年、Zepp Nagoya）
「武士と武士」（2014 年、2015 年　Zepp Nagoya）
「武士とコント」（2014 年、Zepp Nagoya）
「全国武将隊大博覧会～宴～」（2016 年～　セントレア他）
「円頓寺商店街盆踊り大会」（2019 年～　円頓寺商店街他）
舞台「天下を夢みた男～覇王双乱～」
　　　　　　　　　（2022 年 名古屋市芸術創造センター）

書籍

写真集「戦国絵巻 乱舞」（インフォレスト）
「十旗総覧」（マーブルトロン）
「天下一名古屋城」

過去の協賛企業

キリンビール株式会社
サークルKサンクス ( 株 )
サントリートリス

主な地域貢献活動

なごや旅 12 話（観光案内ナレーション、動画）
名古屋おもてなし武将隊 地元愛プロジェクト
ポッカサッポロフードアンドビバレッジ「テレビ塔支援自販機」
「名古屋観光ルートバス メーグル」車内放送
田んぼアートプロジェクト
愛知デスティネーションキャンペーン「武将隊列車」
他、観光キャンペーン、地域の祭事ごとなど

受賞歴

第 64 回広告電通賞　名古屋地区優秀賞（2011年）
中日広告賞（天下一決定戦 宴）（2014 年）
第４回　地旅大賞　最優秀賞（2014 年）

CD,DVDリリース

「百花繚乱／祈り」（2011年 4月）（ビクターエンタテインメント）
オリコンデイリー　14 位／ウィークリー・チャート　42 位

「いざ、出陣！」（2011年 11月）（ポニーキャニオン）
オリコンデイリー音楽ＤＶＤランキング　４位（総合ＤＶＤランキング　６位）
ウィークリー音楽ＤＶＤランキング　１０位（総合ＤＶＤランキング　２８位） 

「不離威騎！」（2014 年）（ビクターエンタテインメント）
「戦国音絵巻　さんとら第壱集」（2016 年）（AR Records）


