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●展示マークの凡例●

全国海の博物館・水族館ガイドマップ



厚岸町海事記念館
北海道厚岸郡厚岸町真栄 3-4 ☎0153-52-4040

釧路市立博物館
北海道釧路市春湖台1-7 ☎0154-41-5809

開陽丸青少年センター
北海道檜山郡江差町字姥神町 1-10 ☎0139-52-5522

函館市北洋資料館
北海道函館市五稜郭町 37-8 ☎0138-55-3455　
箱館高田屋嘉兵衛資料館
北海道函館市末広町 13-22 ☎0138-27-5226

北方歴史資料館
北海道函館市末広町 23-2 ☎0138-26-0111

北海道大学総合博物館分館　水産科学館
北海道函館市港町 3-1-1(大学水産学部内）☎0138-40-5553

函館市青函連絡船記念館　摩周丸
北海道函館市若松町 12 番地先 ☎0138-27-2500

稚内市立ノシャップ寒流水族館
北海道稚内市ノシャップ 2-2-17 ☎0162-23-6278

留萌市海のふるさと館
北海道留萌市大町 2-3-1 ☎0164-43-6677

小樽市総合博物館・運河館
北海道小樽市色内 2-1-20 ☎0134-22-1258

重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店
北海道小樽市色内 3-7-8 ☎0134-22-3316

おたる水族館
北海道小樽市祝津 3-303 ☎0134-33-1400　
よいち水産博物館
北海道余市郡余市町入舟町 21 ☎0135-22-6187

氷海展望塔オホーツクタワー
北海道紋別市海洋公園 1 ☎0158-24-8000

北海道立オホーツク流氷科学センター
北海道紋別市元紋別 11-6 ☎0158-23-5400

斜里町立知床博物館
北海道斜里郡斜里町本町 49-2 ☎0152-23-1256

標津サーモン科学館
北海道標津郡標津町北 1条西 6 丁目 1-1-1 ☎0153-82-1141

サンピアザ水族館
北海道札幌市厚別区厚別中央 2 条 5-7-5 ☎011-890-2455

千歳サケのふるさと館
北海道千歳市花園 2-312 道の駅「サーモンパーク千歳｣ 内 ☎0123-42-3001

登別マリンパークニクス
北海道登別市登別東町 1-22 ☎0143-83-3800

市立室蘭水族館
北海道室蘭市祝津町 3-3-12 ☎0143-27-1638
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●展示マークの凡例●

全国海の博物館・水族館ガイドマップ●北海道 北海道海事広報協会　小樽市港町 4-4（小樽港湾センター）〒047-0007 ☎0134-22-2060



岩手県立水産科学館ウォリヤス
岩手県宮古市日立浜町 32-28 ☎0193-63-5353

鯨と海の科学館
岩手県下閉伊郡山田町船越 7-50-1 ☎0193-84-3985

大船渡市立博物館
岩手県大船渡市末崎町字大浜 221-86 ☎0192-29-2161

陸前高田市海と貝のミュージアム
岩手県陸前高田市高田町字下宿 55 ☎0192-54-5520

気仙沼リアスシャークミュージアム
宮城県気仙沼市魚市場前 7-13 ☎0226-24-5755

宮城県慶長使節船ミュージアム
宮城県石巻市渡波字大森 30-2 ☎0225-24-2210

おしかホエールランド
宮城県石巻市鮎川浜南 61 ☎0225-45-3149

マリンピア松島水族館
宮城県宮城郡松島町松島字浪打浜 16 ☎022-354-2020

鹽竈神社博物館
宮城県塩竈市一森山 1-1 ☎022-367-1611

浅虫水族館
青森県青森市浅虫字馬場山 1-25 ☎017-752-3377

みちのく北方漁船博物館
青森県青森市沖館 2-2-1 ☎017-761-2311

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸
青森県青森市柳川 1-112-15 ☎017-735-8150

風待ち館
青森県西津軽郡深浦町大字深浦字浜町 272-1 ☎0173-74-3320

男鹿水族館GAO
秋田県男鹿市戸賀塩浜 ☎0185-32-2221

白瀬南極探検隊記念館
秋田県にかほ市黒川字岩潟 15-3 ☎0184-38-3765

酒田市立資料館
山形県酒田市一番町 8-16 ☎0234-24-6544

鶴岡市立加茂水族館
山形県鶴岡市今泉字大久保 656 ☎0235-33-3036

むつ科学技術館
青森県むつ市大字関根字北関根 693 ☎0175-25-2091

八戸水産科学館（マリエント）
青森県八戸市大字鮫町字下松苗場 14-33 ☎0178-33-7800

アクアマリンふくしま 
福島県いわき市小名浜字辰巳町 50 小名浜2号埠頭 ☎0246-73-2525
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●展示マークの凡例●

東北海事広報協会　塩釜市港町 1-4-1（マリンゲート塩釜）〒985-0016 ☎022-362-4524全国海の博物館・水族館ガイドマップ●東北



新潟市水族館マリンピア日本海
新潟県新潟市中央区西船見町 5932-445 ☎025-222-7500

新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
新潟県新潟市中央区柳島町 2-10 ☎025-225-6111

長岡市寺泊水族博物館
新潟県長岡市寺泊花立 9353-158 ☎0258-75-4936

上越市立水族博物館
新潟県上越市西本町 4-19-27 ☎025-543-2449

魚津水族館
富山県魚津市三ケ1390 ☎0765-24-4100

ほたるいかミュージアム
富山県滑川市中川原 410 ☎076-476-9300

伏木富山港・海王丸財団
富山県射水市海王町 8 ☎0766-82-5181

伏木北前船資料館（旧秋元家住宅）
富山県高岡市伏木古国府 7-49 ☎0766-44-3999

海運資料館
新潟県佐渡市小木町 1941-1 ☎0259-86-3191

佐渡国小木民俗博物館（千石船「白山丸」展示館）
新潟県佐渡市宿根木 270-2 ☎0259-86-2604

のとじま水族館
石川県七尾市能登島曲町 15-40 ☎0767-84-1271

石川県銭屋五兵衛記念館
石川県金沢市金石本町口 55  ☎076-267-7744

北前船の里資料館
石川県加賀市橋立町イ乙1-1 ☎0761-75-1250
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●展示マークの凡例●

全国海の博物館・水族館ガイドマップ●北陸信越 北陸信越海事広報協会　新潟県新潟市中央区万代島 9-1（佐渡汽船（株）内）〒950-0078 ☎025-247-4799
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●展示マークの凡例●

栃木県なかがわ水遊園
栃木県大田原市佐良土 2686 ☎0287-98-3055

さいたま水族館
埼玉県羽生市三田ケ谷 751-1 ☎048-565-1010

大洗海洋博物館
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町 6890 大洗磯前神社内 ☎029-266-1444

アクアワールド茨城県大洗水族館
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町 8252-3 ☎029-267-5151

大洗わくわく科学館
茨城県東茨城郡大洗町港中央12 ☎029-267-8989

浦安市郷土博物館
千葉県浦安市猫実 1-2-7 ☎047-305-4300

千葉県立中央博物館
千葉県千葉市中央区青葉町 955-2 ☎043-265-3111

国立歴史民俗博物館
千葉県佐倉市城内町 117 ☎043-486-0123

伊能忠敬記念館
千葉県香取市佐原ｲ 1722-1 ☎0478-54-1118

犬吠埼マリンパーク
千葉県銚子市犬吠埼 9575-1 ☎0479-24-0451

君津市漁業資料館
千葉県君津市人見1294-14 ☎0439-55-8397

千葉県立中央博物館分館　海の博物館
千葉県勝浦市吉尾 123 ☎0470-76-1133

鴨川シーワールド
千葉県鴨川市東町 1464-18 ☎04-7093-4803

海事図書館
東京都千代田区平河町 2-6-4（海運ビル 9Ｆ）☎03-3263-9422

石川島資料館
東京都中央区佃 1-11-8（ピアウエストスクエア 1階）☎03-5548-2571

サンシャイン国際水族館
東京都豊島区東池袋 3-1-3 ☎03-3989-3466

たばこと塩の博物館
東京都渋谷区神南 1-16-8 ☎03-3476-2041

東京海洋大学海洋科学部附属水産資料館
東京都港区港南 4-5-7（東京海洋大学品川キャンパス内）☎03-5463-0430

物流博物館
東京都港区高輪 4-7-15 ☎03-3280-1616

エプソン品川アクアスタジアム 水族館
東京都港区高輪 4-10-30 ☎03-5421-1111

横須賀市自然・人文博物館
神奈川県横須賀市深田台 95 ☎046-824-3688

記念艦「三笠」
神奈川県横須賀市稲岡町 82-19 ☎046-822-5225

観音崎自然博物館
神奈川県横須賀市鴨居 4-1120 ☎046-841-1533

新江ノ島水族館
神奈川県藤沢市片瀬海岸 2-19-1 ☎0466-29-9960

葉山しおさい博物館
神奈川県三浦郡葉山町一色 2123-1(葉山しおさい公園内)☎046-876-1155

京急油壺マリンパーク
神奈川県三浦市三崎町小網代 1082 ☎046-881-6281

葛西臨海水族園
東京都江戸川区臨海町 6-2-3（葛西臨海公園内）☎03-3869-5152

東京みなと館
東京都江東区青海 2-4-24（青海フロンティアビル 20 階）☎03-5500-2587

東京海洋大学百周年記念資料館
東京都江東区越中島 2-1-6（東京海洋大学越中島キャンパス内）☎03-5245-7300

重要文化財　明治丸
東京都江東区越中島 2-1-6（東京海洋大学越中島キャンパス内）☎03-5245-7300

東京都立第五福竜丸展示館
東京都江東区夢の島 2-1-1（夢の島公園内）☎03-3521-8494

しながわ水族館
東京都品川区勝島 3-2-1（しながわ区民公園内）☎03-3762-3433

船の科学館
東京都品川区東八潮 3-1 ☎03-5500-1111

横浜・八景島シーパラダイス　アクアミュージアム
神奈川県横浜市金沢区八景島 ☎045-788-8888

日本郵船歴史博物館
神奈川県横浜市中区海岸通 3-9 ☎045-211-1923

横浜開港資料館
神奈川県横浜市中区日本大通 3 ☎045-201-2100

神奈川県立歴史博物館
神奈川県横浜市中区南仲通 5-60 ☎045-201-0926

日本郵船氷川丸
神奈川県横浜市中区山下町山下公園地先 ☎045-641-4362

横浜みなと博物館
神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-1-1 ☎045-221-0280

三菱みなとみらい技術館
神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-3-1 三菱重工横浜ビル ☎045-200-7351
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全国海の博物館・水族館ガイドマップ●関東 関東海事広報協会　横浜市中区海岸通 4-23（相模ビル）〒231-0002 ☎045-201-6575



焼津市歴史民俗資料館
静岡県焼津市三ケ名1550 ☎054-629-6847

焼津漁業資料館
静岡県焼津市中港 2-6-13 ☎054-628-7112

清水港湾博物館（フェルケール博物館）
静岡県静岡市清水区港町 2-8-11 ☎054-352-8060

東海大学海洋科学博物館
静岡県静岡市清水区三保 2389 ☎054-334-2385

戸田造船郷土資料博物館
静岡県沼津市戸田 2710-1 ☎0558-94-2384

下田海中水族館
静岡県下田市 3-22-31 ☎0558-22-3567

海の博物館
三重県鳥羽市浦村町大吉 1731-68 ☎0599-32-6006

鳥羽水族館
三重県鳥羽市鳥羽 3-3-6 ☎0599-25-2555

二見シーパラダイス
三重県伊勢市二見町江 580 ☎0596-42-1760

志摩マリンランド
三重県志摩市阿児町賢島 ☎0599-43-1225

越前松島水族館
福井県坂井市三国町崎 74-2-3 ☎0776-81-2700

みくに龍翔館
福井県坂井市三国町緑ヶ丘 4-2-1 ☎0776-82-5666

北前船主の館・右近家
福井県南条郡南越前町河野 2-15 ☎0778-48-2196

名古屋市港図書館　海と港の資料室
愛知県名古屋市港区港楽 1-14-16 ☎052-651-9249

名古屋海洋博物館
愛知県名古屋市港区港町 1-9 ☎052-652-1111

名古屋港水族館
愛知県名古屋市港区港町 1-3 ☎052-654-7080

碧南海浜水族館
愛知県碧南市浜町 2-3 ☎0566-48-3761

生命の海科学館
愛知県蒲郡市港町 17-17 ☎0533-66-1717

やしの実博物館
愛知県田原市伊良湖町宮下 3000-65 ☎0531-35-6631

福井

岐阜

愛知 静岡

三重

船 港 海
運
歴
史
生
物
漁
業
自
然

●展示マークの凡例●

全国海の博物館・水族館ガイドマップ●中部 中部海事広報協会　名古屋市港区入船 2-2-14（ 藤洋ビル）〒455-0032 ☎052-652-4039



太地町立くじらの博物館
和歌山県東牟婁郡太地町大字太地 2934-2 ☎0735-59-2400

串本海中公園
和歌山県東牟婁郡串本町有田 1157 ☎0735-62-1122

京都大学白浜水族館
和歌山県西牟婁郡白浜町 459 ☎0739-42-3515

滋賀県立琵琶湖博物館
滋賀県草津市下物町 1091 ☎077-568-4811

国立民俗学博物館
大阪府吹田市千里万博公園 10-1 ☎06-6876-2151

なにわの海の時空館
大阪府大阪市住之江区南港北 2-5-20 ☎06-4703-2900

海遊館
大阪府大阪市港区海岸通 1-1-10 ☎06-6576-5501

交通科学博物館
大阪府大阪市港区波除 3-11-10 ☎06-6581-5771

きしわだ自然資料館
大阪府岸和田市堺町 6-5 ☎072-423-8100

舞鶴引揚記念館
京都府舞鶴市字平(引揚記念公園内) ☎0773-68-0836

京都府立丹後郷土資料館（ふるさとミュージアム丹後）
京都府宮津市字国分小字天王山 611-1 ☎0772-27-0230

城崎マリンワールド
兵庫県豊岡市瀬戸 1090 ☎0796-28-2500

神戸大学海事博物館
兵庫県神戸市東灘区深江南町 5-1-1 ☎078-431-3564

神戸海洋博物館／カワサキワールド
兵庫県神戸市中央区波止場町 2-2 ☎078-327-8983

須磨海浜水族園
兵庫県神戸市須磨区若宮町 1-3-5 ☎078-731-7301

姫路市立水族館　（平成 23 年 6 月まで休館）
兵庫県姫路市西延末 440(手柄山中央公園内) ☎079-297-0321

赤穂市立海洋科学館・塩の国
兵庫県赤穂市御崎 1891-4 ☎0791-43-4192

兵庫 京都 滋賀
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●展示マークの凡例●

全国海の博物館・水族館ガイドマップ●近畿 近畿海事広報協会　大阪市港区海岸通 1-5-25（ 商船三井築港ビル）〒552-0022 ☎06-6573-6387
神戸海事広報協会　神戸市中央区波止場町 5-4（中突堤中央ビル）〒650-0042 ☎078-392-3248



隠岐自然館
島根県隠岐郡隠岐の島町大字中町(隠岐ポートプラザ 2 階) ☎08512-2-1583

島根県立宍道湖自然館ゴビウス
島根県出雲市園町沖の島1659-5 ☎0853-63-7100

しまね海洋館 アクアス
島根県浜田市久代町 1117-2 ☎0855-28-3900

由宇歴史民族資料館
山口県岩国市由宇町神東 614-10 ☎0827-63-1515

光ふるさと郷土館
山口県光市室積 5-6-5 ☎0833-78-2323

長門市くじら資料館
山口県長門市通 671-17 ☎0837-28-0756

下関市立しものせき水族館 海響館
山口県下関市あるかぽーと 6-1 ☎083-228-1100

福山市鞆の浦歴史民俗資料館
広島県福山市鞆町後地 536-1 ☎084-982-1121

因島水軍城
広島県尾道市因島中庄町 3228-2 ☎0845-24-0936

木江ふれあい郷土資料館（大崎島船の資料館）
広島県豊田郡大崎上島町沖浦 1911 ☎0846-62-0005

呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）
広島県呉市宝町 5-20 ☎0823-25-3017

海上保安資料館
広島県呉市若葉町 5-1 海上保安大学校内 ☎0823-21-4961

長門の造船歴史館
広島県呉市倉橋町 171-7 ☎0823-53-0016

広島市江波山気象館
広島県広島市中区江波南 1-40-1 ☎082-231-0177

宮島水族館　　　（2011.8 月まで休館・リニューアルオープン）
広島県廿日市市宮島町 10-3 ☎0829-44-2010

広島

岡山

鳥取

島根

山口

マリンプラザ21（みなとさかい交流館）
鳥取県境港市大正町 215 ☎0859-42-3730

海とくらしの史料館
鳥取県境港市花町 8-1 ☎0859-44-2000

鳥取県立博物館付属山陰海岸学習館
鳥取県岩美郡岩美町牧谷 1794-4 ☎0857-73-1445

笠岡市立カブトガニ博物館
岡山県笠岡市横島1946-2 ☎0865-67-2477

市立玉野海洋博物館（渋川マリン水族館）
岡山県玉野市渋川 2-6-1 ☎0863-81-8111
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●展示マークの凡例●

全国海の博物館・水族館ガイドマップ●中国 中国海事広報協会　広島市南区宇品海岸 1-12-28（ 瀬戸内海汽船別館）〒734-0011 ☎082-253-1987



新屋島水族館
香川県高松市屋島東町 1785-1 ☎087-841-2678

瀬戸内海歴史民俗資料館
香川県高松市亀水町 1412-2 ☎087-881-4707

海の科学館（琴平海洋博物館）
香川県仲多度郡琴平町 953 ☎0877-73-3748

大三島海事博物館
愛媛県今治市大三島町宮浦 3327 ☎0897-82-0032

村上水軍博物館
愛媛県今治市宮窪町宮窪 1285  ☎0897-74-1065

日和佐うみがめ博物館カレッタ
徳島県海部郡美波町大浜海岸 ☎0884-77-1110

桂浜水族館
高知県高知市浦戸 778 ☎088-841-2437

高知県立足摺海洋館
高知県土佐清水市三崎字今芝 4032 ☎0880-85-0635

竜串貝類展示館 海のギャラリー
高知県土佐清水市竜串 23-8 ☎0880-85-0137

愛媛 高知

徳島

香川
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●展示マークの凡例●

全国海の博物館・水族館ガイドマップ●四国 四国海事広報協会　高松市藤塚町 3-14-6（ 高木ビル）〒760-0071 ☎087-833-8677



大分県マリンカルチャーセンター海洋科学館
大分県佐伯市蒲江大字竹野浦河内 1834-2 ☎0972-42-1311

大分マリーンパレス水族館うみたまご
大分県大分市高崎山下海岸 ☎097-534-1010   

わくわく海中水族館 シードーナツ
熊本県上天草市松島町合津 6225-7 ☎0969-56-2570

天草いるかワールド
熊本県天草市本渡町広瀬 996 ☎0969-22-2103

いおワールド かごしま水族館
鹿児島県鹿児島市本港新町 3-1 ☎099-226-2233

尚古集成館
鹿児島県鹿児島市吉野町 9698-1 ☎099-247-1511

国営沖縄記念公園
沖縄県国頭郡本部町字石川 424 ☎0980-48-2741

沖縄美ら海水族館
沖縄県国頭郡本部町字石川 424 ☎0980-48-3748

名護博物館
沖縄県名護市東江 1-8-11 ☎0980-53-1342

うるま市海の文化資料館
沖縄県うるま市与那城屋平4（海の駅あやはし館 2 階）☎098-978-8831

慶良間海洋文化館
沖縄県島尻郡座間味村字座間味 851 ☎098-987-2658

宮古島市総合博物館
沖縄県宮古島市東仲宗根添 1166-287 ☎0980-73-0567

長崎市伊王島灯台記念館（修理工事のため閉館中）
長崎県長崎市伊王島町 1-3240-1 ☎095-898-2011

長崎歴史文化博物館
長崎県長崎市立山 1-1-1 ☎095-818-8366

長崎市出島史料館
長崎県長崎市出島町 9-15 ☎095-822-8716

三菱重工業（株）長崎造船所史料館
長崎県長崎市飽の浦町 1-1 ☎095-828-4134

長崎ペンギン水族館
長崎県長崎市宿町 3-16 ☎095-838-3131

南島原市口之津歴史民俗資料館・海の資料館
長崎県南島原市口之津町甲 16-7 ☎050-3381-5089

松浦史料博物館
長崎県平戸市鏡川町 12 ☎0950-22-2236

海上自衛隊佐世保史料館セイルタワー
長崎県佐世保市上町 8-1 ☎0956-22-3040

西海パールシーセンター
西海国立公園九十九島水族館「海きらら」
長崎県佐世保市鹿子前町 1008 ☎0956-28-4187

マリンワールド 海の中道
福岡県福岡市東区西戸崎 18-28 ☎092-603-0400

北九州市旧大阪商船
福岡県北九州市門司区港町 7-18 ☎093-321-4151

沖縄

福岡

大分
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●展示マークの凡例●

全国海の博物館・水族館ガイドマップ●九州・沖縄 九州海事広報協会　北九州市門司区本町 1-5（Port Moji 壱番館 )〒801-0834 ☎093-321-7021
沖縄海事広報協会　那覇市泊 3-1-8 〒900-0012 ☎098-863-4604
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