
城名 所在地 スタンプ設置場所 備考

1 根室半島チャシ跡群 北海道根室市 根室市歴史と自然の資料館、根室市観光インフォメーションセンター（根室駅前） 国指定史跡

2 五稜郭 北海道函館市 五稜郭公園管理事務所 国指定特別史跡

3 松前城 北海道松前町 松前城資料館内 国指定史跡

4 弘前城 青森県弘前市 天守内 国指定史跡・現存天守

5 根城 青森県八戸市 史跡根城の広場料金所、八戸市博物館受付 国指定史跡

6 盛岡城 岩手県盛岡市 プラザおでって2階観光文化情報プラザ 国指定史跡

7 多賀城 宮城県多賀城市 多賀城市埋蔵文化財調査センター 国指定特別史跡・日本三大史跡

8 仙台城 宮城県仙台市 仙台城見聞館展示コーナー 国指定史跡

9 久保田城 秋田県秋田市 秋田市立佐竹史料館 市文化財（御物頭御番所）

10 山形城 山形県山形市 最上義光歴史館 国指定史跡

11 二本松城 福島県二本松市 二本松市歴史資料館受付窓口 国指定史跡

12 会津若松城 福島県会津若松市 天守閣内売店 国指定史跡

13 白河小峰城 福島県白河市 白河小峰城三重櫓受付 市指定史跡

14 水戸城 茨城県水戸市 弘道館料金所窓口 国指定特別史跡

15 足利氏館 栃木県足利市 本堂内御守販売所 国指定史跡

16 箕輪城 群馬県高崎市 高崎市役所箕郷支所受付窓口（箕郷公民館）8:30～17:30 国指定史跡

17 金山城 群馬県太田市 城内休憩施設内（南曲輪） 国指定史跡

18 鉢形城 埼玉県寄居町 鉢形館歴史館受付 国指定史跡

19 川越城 埼玉県川越市 川越城本丸御殿受付窓口 県指定史跡

20 佐倉城 千葉県佐倉市 佐倉城址公園管理センター 市指定史跡

21 江戸城 東京都千代田区 楠公休憩場、北の丸公園休憩場、和田倉休憩場（和田倉はレストランが結婚式催時は入場不可） 国指定特別史跡

22 八王子城 東京都八王子市 八王子城跡管理棟前 国指定史跡・日本五大山岳城

23 小田原城 神奈川県小田原市 天守閣1階 国指定史跡

24 武田氏館（武田神社） 山梨県甲府市 武田神社宝物殿 国指定史跡

25 甲府城 山梨県甲府市 舞鶴城公園管理事務所、甲府城内（稲荷櫓） 県指定史跡

26 松代城 長野県長野市 松代城管理棟 国指定史跡

27 上田城 長野県上田市 上田市立博物館 国指定史跡

28 小諸城 長野県小諸市 懐古園事務所

29 松本城 長野県松本市 管理事務所入口 国宝・国指定史跡・現存天守

30 高遠城 長野県伊那市 高遠町歴史博物館 国指定史跡

31 新発田城 新潟県新発田市 新発田城表門受付（冬季は新発田市立図書館） 国指定史跡

32 春日山城 新潟県上越市 春日山城跡ものがたり館 国指定史跡・日本五大山岳城

33 高岡城 富山県高岡市 高岡市立博物館（鍛冶丸跡） 県指定史跡

34 七尾城 石川県七尾市 七尾城史資料館 国指定史跡・日本五大山岳城

35 金沢城 石川県金沢市 二の丸案内所、石川門入口案内所 県指定史跡

36 丸岡城 福井県坂井市 一筆啓上茶屋 現存天守（現存最古）

37 一乗谷城 福井県福井市 復原町並入口（北・南） 国指定特別史跡・国指定特別名勝

38 岩村城 岐阜県恵那市 岩村歴史資料館受付窓口（休館日は岩村振興事務所文化課） 三大山城・日本の秘境100選

39 岐阜城 岐阜県岐阜市 岐阜城資料館入口 市指定史跡

40 山中城 静岡県三島市 山中城跡売店内（10～16時雨天時等は早く閉まる） 国指定史跡

41 駿府城 静岡県静岡市 東御門券売所

42 掛川城 静岡県掛川市 二の丸御殿入口

43 犬山城 愛知県犬山市 城郭内休憩所、表門2階 国宝・現存天守

44 名古屋城 愛知県名古屋市 正門改札所、東門改札所 国指定特別史跡・三名城

45 岡崎城 愛知県岡崎市 天守1階 市指定史跡

46 長篠城 愛知県新城市 新城市長篠城址史跡保存館窓口 国指定史跡

47 伊賀上野城 三重県伊賀市 大天守閣1階 国指定史跡

48 松坂城 三重県松坂市 松阪市立歴史民俗資料館、本居宣長記念館 県指定史跡

49 小谷城 滋賀県湖北町 小谷城戦国歴史資料館（火曜休館）休館日は、湖北町役場2階教育委員会 国指定史跡

50 彦根城 滋賀県彦根市 彦根城表門券売所前 国宝・現存天守・国指定特別史跡・国指定名勝

滋賀県立安土城考古博物館（月曜休館）
安土城天主信長の館（月曜休館）
安土町城郭資料館（月曜休館）

国指定特別史跡

日本１００名城（２００６年：日本城郭協会選定）

安土城51 滋賀県安土町



城名 所在地 スタンプ設置場所 備考

52 観音寺城 滋賀県安土町 石寺楽市会館、観音正寺 国指定史跡・日本五大山岳城

53 二条城 京都府京都市 元離宮二条城事務所入口 世界遺産・国宝6棟・国指定史跡・国指定名勝

54 大阪城 大阪府大阪市 大阪城天守閣1階受付 国指定特別史跡・三名城

55 千早城 大阪府千早赤阪村 金剛山麓「まつまさ」、千早城跡茶屋（不定期） 国指定史跡

56 竹田城 兵庫県朝来市 JR竹田駅窓口、朝来市観光案内センター 国指定史跡

57 篠山城 兵庫県篠山市 大書院館内 国指定史跡

58 明石城 兵庫県明石市 明石公園サービスセンター受付窓口 国指定史跡

60 赤穂城 兵庫県赤穂市 本丸櫓門下、歴史博物館、大石神社 国指定史跡・国指定名勝

61 高取城 奈良県高取町 高取町観光案内所「夢創舘」 国指定史跡・三大山城

62 和歌山城 和歌山県和歌山市 和歌山城天守閣楠門受付 国指定史跡・国指定名勝・三大連立式平山城

63 鳥取城 鳥取県鳥取市 鳥取城跡内「仁風閣」内 国指定史跡

64 松江城 島根県松江市 松江城天守内受付窓口 国指定史跡・現存天守・三大湖城

65 月山富田城 島根県安来市 安来市立歴史資料館 国指定史跡・日本五大山岳城

66 津和野城 島根県津和野市 リフト茶屋 国指定史跡

67 津山城 岡山県津山市 津山城備中櫓受付 国指定史跡・三大平山城

68 備中松山城 岡山県高梁市 備中松山城天守1階渡廊下 国指定史跡・現存天守・三大山城

69 鬼ノ城 岡山県総社市 鬼城山ビジターセンター 国指定史跡

70 岡山城 岡山県岡山市 岡山城天守閣入口 国指定史跡・国指定特別名勝

71 福山城 広島県福山市 福山城天守閣内 国指定史跡

72 吉田郡山城 広島県安芸高田市 安芸高田市吉田歴史民俗資料館 国指定史跡

73 広島城 広島県広島市 広島城天守閣最上階 国指定史跡

74 岩国城 山口県岩国市 岩国城受付窓口

75 萩城 山口県萩市 本丸入口料金所 国指定史跡

76 徳島城 徳島県徳島市 城博物館受付 国指定史跡・国指定名勝

77 高松城 香川県高松市 東入場口、西入場口 国指定史跡・三大水城

78 丸亀城 香川県丸亀市 天守入口（閉館期間は市立資料館） 国指定史跡・現存天守

79 今治城 愛媛県今治市 管理事務所 県指定史跡・三大水城

80 湯築城 愛媛県松山市 資料館事務所 国指定史跡

82 大洲城 愛媛県大洲市 台所櫓入口 県指定史跡

83 宇和島城 愛媛県宇和島市 天守入口 国指定史跡・現存天守

84 高知城 高知県高知市 本丸御殿入口 国指定史跡・現存天守

85 福岡城 福岡県福岡市 鴻臚（こうろ）館跡展示館 国指定史跡

87 名護屋城 佐賀県唐津市 佐賀県立名護屋城博物館 国指定特別史跡

88 吉野ヶ里遺跡 佐賀県吉野ヶ里町 吉野ヶ里歴史公園東口 国指定特別史跡

89 佐賀城 佐賀県佐賀市 佐賀城本丸歴史館受付 県指定史跡

90 平戸城 長崎県平戸市 人吉城歴史館

91 島原城 長崎県島原市 島原城受付窓口 市指定史跡

92 熊本城 熊本県熊本市 頬当御門、櫨方門、須戸口門、不開門 国指定特別史跡・三名城

93 人吉城 熊本県人吉市 人吉城歴史館 国指定史跡

94 大分府内城 大分県大分市 大分文化会館北側付近（西の丸跡） 県指定史跡

95 岡城 大分県竹田市 観覧料徴収所（総役所跡） 国指定史跡

96 飫肥城 宮崎県日南市 飫肥城歴史資料館 市指定史跡

97 鹿児島城 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県歴史資料センター黎明館 県指定史跡

98 今帰仁城 沖縄県今帰仁村 今帰仁グスク交流センター休憩所 世界遺産・国指定史跡

99 中城城 沖縄県中城村 管理事務所の窓口 世界遺産・国指定史跡

100 首里城 沖縄県那覇市 首里杜館、系図座・用物座、北殿 世界遺産・国指定史跡

86 大野城 福岡県大野城市
福岡県立四王寺県民の森管理事務所、大宰府展示館、太宰府市文

化ふれあい館、大野城市総合体育館
国指定特別史跡

日本１００名城（２００６年：日本城郭協会選定）

81 松山城 愛媛県松山市 大天守地下米蔵
国指定史跡・三大平山城・現存

天守・三大連立式平山城

59 姫路城 兵庫県姫路市 管理事務所入口（大手改札横）
世界遺産・国宝8棟・国指定特別
史跡・現存天守・三大平山城・三

大連立式平山城


