
スタンプ設置場所などの変更一覧（2019/1/7現在）
休業日や営業時間外はスタンプを押印できませんのでご注意下さい。
年末年始などは押印できない場合がありますのでご注意下さい。
冬期はスタンプ設置場所が休業や移動になる城もありますのでご注意下さい。
災害、イベント、工事等により予告なく設置場所が変更になる場合があります。

番号 城郭名 現在（変更後）の設置場所 変更内容 注意事項
4 弘前城 弘前城情報館 移動

6 盛岡城
プラザおでって２F観光文化情報プラザ
もりおか歴史文化館

増設

7 多賀城 多賀城跡管理事務所
国府多賀城駅のスタンプ置場廃止
多賀城市埋蔵文化センター展示室のス
タンプ置き場が廃止

10 山形城
最上義光歴史館
山形市郷土館受付窓口
二の丸東大手門櫓内部

増設

11 二本松城
二本松歴史資料館受付窓口
JR二本松駅構内観光案内所

増設

13 白河小峰城
三重櫓、二ノ丸茶屋、白河観光物産協会、白河修
古苑

増設

22 八王子城
八王子城跡管理棟前
ガイダンス施設

増設

24 武田氏館
武田神社宝物殿入口
武田神社神府集札授与所

増設

26 松代城 真田邸 移動

27 上田城
上田市立博物館
上田市観光会館

櫓内のスタンプ置き場廃止

36 丸岡城 霞ヶ城公園管理事務所（券売所窓口） 移動

41 駿府城
東御門券売所
坤櫓券売所

増設

44 名古屋城 正門改札所、東門改札所、総合案内所 増設
50 彦根城 彦根城管理事務所（開国記念館） 移動

51 安土城
安土城郭史料館
安土城天主信長の館
安土城跡

増設

52 観音寺城
石寺楽市会館、観音正寺、桑實寺、
安土城郭資料館

増設

53 二条城 大休憩所 移動

56 竹田城
JR竹田駅、観覧料収受棟
「情報館天空の城」、山城の郷（さと）

増設

59 姫路城 管理事務所入口 移動

60 赤穂城
本丸櫓門下
赤穂市立歴史博物館

増設

62 和歌山城 和歌山城天守閣チケット売り場 移動
68 備中松山城 備中松山城券売所 移動

69 鬼ノ城 鬼城山ビジターセンターのみ
誤植で一部のスタンプ帳に総社市埋
蔵文化財学習の館を記載

総社市埋蔵文化財学習の館では押印
出来ません

73 広島城 1層ミュージアムショップ 移動

76 徳島城
徳島市立徳島城博物館受付カウンター
徳島市教育委員会社会教育課カウンター
徳島中央公園東側駐車場入口事務所

増設

77 高松城
高松城跡東入口、西入口
玉藻公園管理事務所

増設

85 福岡城
福岡城むかし探訪館
三の丸スクエア
鴻臚館跡展示館

増設

86 大野城

福岡県立四王寺県民の森管理事務所
太宰府市文化ふれあい館・太宰府展示館
大野城市総合体育館
大野城心のふるさと館
宇美町立歴史民俗資料館

増設

88 吉野ヶ里 吉野ヶ里歴史公園東口・西口 増設

92 熊本城 桜の馬場城彩苑
地震の被害による立ち入り制限のため
設置場所の減少

地震の被害により立ち入り制限

94 大分府内城 大手門 移動
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番号 城郭名 現在（変更後）の設置場所 変更内容 注意事項
101 志苔館 志苔館あずまや 移動

104 九戸城 変更なし
12/1からの冬季は二戸市埋蔵文化財セン
ター受付のみになります。

106 脇本城
脇本城内案内所
道の駅おが「ガーレ」（トイレのある休憩スペース）

冬期期間の措置
道の駅おが「ガーレ」は冬期は登城が難しく
なるため平成31年3月までの臨時措置

111 向羽黒山城 向羽黒山城跡整備資料室 営業日の変更

[営業日の変更]４月～11月の第２日曜日
（スタンプの押印には影響ありません）問合
せは0242-78-2114（会津美里町教育委員
会生涯学習課）

117 岩櫃城
平沢登山口観光案内所（4/1～11/31）
東吾妻町観光協会（12/1～3/31）

12月1日～3月31日の間は登山自粛

121 本佐倉城
酒々井町中央公民館
京成本線大佐倉駅

増設

123 滝山城
滝山城跡中の丸
加住市民センター

124 品川台場
潮風公園
海浜公園マリンハウス1階受付

増設
東京オリンピックなどの影響で急な変更が
想定されます

131 村上城
村上市郷土資料館1階ロビー
東北電力村上電力センター正面入口
村上城跡保存育英会事務所

増設

132 高田城
上越市立歴史博物館
高田城三重櫓

上越市立総合博物館がリニューアル
により名称変更/増設

133 鮫ヶ尾城
斐太歴史の里総合案内所（冬期閉鎖）
神の宮温泉かわら亭（冬期期間のみ）
http://jokaku.jp/2018/11/29/133-2/

変更なし

斐太歴史の里総合案内所は無番地です。
古いカーナビで検索の場合「斐太県民休養
地管理棟」で表示される場合があります。
冬季の登城はご遠慮下さい。

138 越前大野城
越前大野城一階（冬期は休館）
武家屋敷旧田村家（冬期のみ）
http://jokaku.jp/2018/12/07/138/

休館中のスタンプ設置場所の追加

140 玄蕃尾城 変更なし
林道突き当り車止め見学受付ポストは4月
下旬～11月下旬の設置です

146 諏訪原城 変更なし
2019年4月下旬頃、スタンプはガイダンス施
設に移動予定

147 高天神城
大東北公民館
掛川観光協会ビジターセンター「旅のスイッチ」

増設

150 古宮城 変更なし 作手歴史民俗資料館の営業時間変更 作手歴史民俗資料館（10：00～15：00）

158 福知山城
福知山観光案内所（JR福知山駅構内）
福知山市郷土資料館（福知山城）入口受付

増設

159 芥川山城
高槻市立しろあと歴史館
高槻市観光協会事務所
高槻市観光案内所

増設

160 飯盛城
大東市立歴史民俗資料館
四條畷市立歴史民俗資料館
大東市立野外活動センター

増設

168 若桜鬼ヶ城
若桜町観光案内所（若桜鉄道若桜駅前）
二の丸作業小屋(冬期は若桜郷土文化の里)

増設

174
大内氏館・
高嶺城

山口歴史民俗資料館
大路ロビー

増設

175 勝瑞城
勝瑞発掘現場事務所
武田石油（土日のみ）

増設

177 引田城
讃州井筒屋敷
引田公民館

増設

178 能島城 変更なし 現在、能島には上陸禁止

180 岡豊城
岡豊城詰めの櫓内（2019年2月まで）
高知県歴史民俗資料館二階総合案内

変更なし
2019年2月以降は高知県歴史民俗資料館
二階総合案内のみとなります。

181 小倉城 小倉城庭園 工事中の臨時措置
平成31年3月31日まで
工事終了後は小倉城天守閣に戻ります。

182 水城
水城館
大野城心のふるさと館
JR水城駅

大野城市歴史資料展示室の閉館
大野城心のふるさと館オープン

184 基肄城 変更なし 現在登城はお控え下さい。

186 金田城
美津島地区公民館
観光物産協会（観光情報館ふれあい処つしま）

増設

188 原城
原城跡総合案内所（本丸前９：３０～１６：３０）
有馬キリシタン遺産記念館

増設

190 八代城 変更なし
2019/3/31までの改修期間中は警備室で
押印出来ます。
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196 佐土原城
宮崎市佐土原歴史資料館　鶴松館（土日、祝日）
宮崎市城の駅　いろは館（平日）

現在佐土原城は立ち入り禁止です。
http://sadowararekishi.miyabunkyo.com/

199 座喜味城 世界遺産座喜味城跡ユンタンザミュージアム
読谷村立歴史民俗資料館がリニュー
アルに伴い名称変更


