➡ P74

体育館などを併設した公園で、 近くには
ショッピングモールがあり、 子ども連れの
買い物客で賑やか。ロケット型の遊具が
人気です。
墨田区錦糸4-15-1

千葉・香取神宮の分社。 境内にある梅園
「香梅園」 の梅が咲く初春には、 毎年梅
まつりが開催されます。

➡ P44

江戸の粋な食文化をテーマにした飲食施
設。おみやげを買うこともできる。
墨田区横網1-3-20
☎03-6658-8033
店舗によって異なる
1月1・2日、施設点検日
http://www.jrtk.jp/edonoren/

墨田区横網1-12-1
☎ 9:00 ～16:30（6 ～8月は～18:00）
12月29日〜1月1日

➡ P82

生涯のほとんどをすみだで過ごした世界
的浮世絵師・葛飾北斎の作品を展示。

両国
エリア

展示品や映像などを通して、両国花火の
歴史や構造、作り方などが学べます。入館
料は無料です。
墨田区両国2-10-8 住友不動産両国ビル1階
☎03-5608-6951（墨田区観光協会）
12:00 ～16:00
月～水曜（7・8月は無休）

鐘ヶ淵＆
向島
エリア
MAP P65
➡ P64

車両や記念品などが展示された、 東武鉄
道のミュージアム。運転体験コーナーも。
墨田区東向島4-28-16 ☎ 03-3614-8811
10:00～16:30
（最終入館16:00）
月曜
（祝日の場合は翌平日）
、年末年始
入館料：大人200円
http://www.tobu.co.jp/museum/

鐘ヶ淵＆
向島
エリア
MAP P59、
65

「隅田川七福神めぐり」 の一社。 三井グ
ループとの縁が深く、 三越のライオンの
像も見られます。
墨田区向島2-5-17
☎ 03-3622-2672

メキシコ・パレンケ遺跡の“たばこを吸う
神”など、ユニークな展示が人気です。
墨田区横川1-16-3 ☎ 03-3622-8801
10:00～18:00
（最終受付時間17:30）
月曜
（祝日の場合は翌平日）
、年末年始
入館料：大人・大学生100円
https://www.jti.co.jp/Culture/museum/

吾妻橋＆
押上
エリア
MAP P59
➡ P36

天望回廊、 天望デッキからは、 東京の街
並みが一望できます。
墨田区押上1-1-2 ☎0570-55-0634
8:00～22:00
（最終受付21:00）
無休
天望回廊：大人
（18歳以上）
1,030円、
天望デッキ：当日券大人（18歳以上）2,060円
http://www.tokyo-skytree.jp

鐘ヶ淵＆
向島
エリア
MAP P65
➡ P64

国指定名勝の庭園。 かつては文人墨客
が集っていました。 四季の花々が咲き、
いつ訪れても楽しめます。
墨田区東向島3-18-3 ☎ 03-3611-8705
9:00～17:00
（最終入園16:30）
年末年始
入園料 一般150円

MAP P59
➡ P44

東京ソラマチ®5階。すみだが誇る名品や
みやげ品の展示即売、 伝統工芸の実演
など、 すみだの魅力を発信しています。
墨田区押上1-1-2 ☎03-6796-6341
10:00～21:00
不定休
http://machidokoro.com

吾妻橋＆
押上
エリア
MAP P59

向島1、2、5丁目の隅田川沿いに広がる、
約8万㎡の広さを誇る公園。 春には桜の
名所として賑わいます。

®
墨田区向島1,2,5

鐘ヶ淵＆
向島
エリア
MAP P59、
65
➡ P64

本所総鎮守として親しまれています。 境
内にある「撫牛（なでうし）」 は、 撫でた
部分の病が治るといわれます。

牛嶋神社

関東大震災、 東京大空襲のメモリアルパ
ーク。 関連品展示施設のほか、 日本庭
園や子ども用の遊具もあります。

MAP P83

墨田区押上1-1-2 ☎ 03-5619-1821
9:00～21:00
（最終受付時間20:00）
無休
入場料：大人2,050円
http://www.sumida-aquarium.com

三囲神社

MAP P83

“江戸リウム”や“クラゲ万華鏡トンネル”
のほか、 イベントに合わせた展示も多数
あります。

MAP P59

向島百花園

両国
エリア

➡ P38

吾妻橋＆
押上
エリア

隅田公園

MAP P83

MAP P59

吾妻橋＆
押上
エリア

産業観光 プラザ「すみだ まち処」

墨田区横網1-12-9 ☎03-6284-1000
9:30 ～17:00（最終受付時間16:30）
月曜（祝日の場合は翌平日）、展示替期間、年末年始
入館料：大人1,000円（特別展は展覧会ごとに料金が異なる）
https://www.touken.or.jp/museum/

墨田区亀沢2-7-2
9:30～17:30
（入館は17:00まで）
月曜
（祝日の場合は翌平日）
、年末年始
一般400円（企画展は展覧会ごとに料金が異なる）
http://hokusai-museum.jp

墨田区横網1-3-28
☎03-3623-5111

吾妻橋＆
押上
エリア

東 京 スカ イ ツ リ ー

緑の銅版葺きの大屋根が目印。 1・5・9
月には本場所を開催。「相撲博物館」も
併設されています。

墨田区横網2-3-25
http://tokyoireikyoukai.or.jp

世界唯一の日本刀専門の博物館。刀剣、
刀装具などを保存・展示しています。

両国花火資料館

日本鍼灸を確立した盲目の鍼灸師・杉山
和一に関連する古文書などを展示。江島
杉山神社の隣に建っています。

➡ P8

エリア

横網町公園

MAP P83

杉山和一記念館

両国
エリア

MAP P83

エリア

➡ P82

神社仏閣や史跡、博物館などなど、見どころ盛りだくさんのすみだ。
こちらのページでは必見スポットをご紹介します。
あますところなくめぐってみてください。

両国
エリア

両国

MAP P83

スポット

東武博物館

墨田区両国3-13-9

墨田区錦糸1-2-3 ☎03-5608-5400
https://www.triphony.com

すみだ北斎美術館

「忠臣蔵」 で知られる吉良上野介義央の
広大な邸宅跡地の一部が、 本所松坂町
公園として残されています。

➡ P46、
74

新日本フィルハーモニー交響楽団の活動
拠点であり、 世界最高峰の音響を誇るコ
ンサートホールです。バックステージ・ツ
アー等、 無料イベントも。

両国

国技館

MAP P83

吉 良 邸 跡・本 所 松 坂 町 公 園

エリア

“江戸”と“東京”がテーマの博物館。 昔の
建物が再現され、タイムスリップ気分に。
墨田区横網1-4-1 ☎03-3626-9974
9:30～17:30（最終入館17:00）、土曜は～19:30
月曜（祝日の場合は翌日）
（最終入館19:00）
常設展観覧料：一般600円
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/

墨田区両国2-8-10
☎03-3634-7776
http://ekoin.or.jp

両国

➡ P82

MAP P75

たばこと塩の博物館

江戸市中の無縁仏が埋葬され、庶民に篤
く信仰された寺院。 時代劇でも人気の鼠
小僧次郎吉の供養碑があります。

MAP P83

エリア

すみだの

おすすめ

すみだ水族館

➡ P82

回向院

MAP P83

錦糸町

刀剣博物館

両国
エリア

江戸東京博物館

両国
エリア

➡ P21、
70

ドラマのロケにも使われるレトロな商店
街。イベントも随時開催されていて、 い
つも多くの人で賑わっています。

すみだトリフォニーホール

MAP P83

両
ｰ国 江
ｰ 戸 NOREN

旧安田庭園

両国
エリア

MAP P71

墨田区京島3-49-1
☎ 03-3612-2258
http://kirakira-tachibana.jp

墨田区文花2-5-8
☎03-3612-0878
http://www.omurai-katorijinja.jp

両国

元禄年間に築造。かつては隅田川の水を
引いた汐入回遊式庭園でした。のんびり
とした時間が楽しめます。
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➡ P70

エリア
MAP P83

墨田区千歳1-8-2

MAP P71

八広＆
京島
エリア

下町人情キラキラ橘商 店 街

MAP P75

八広＆
京島
エリア

小村井 香取神社

エリア

錦糸公園（墨田区総合体育館）

錦糸町

お見 逃し
なく！

墨田区向島1-4-5
☎03-3622-0973
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