
●商品のカラーは、実際の色と異なる場合がございますのでご了承ください。

●価格はすべて消費税込みとなります。

●消費税増税に伴い2019年10月1日より一部価格の変更を行いました。

●ミュージアムショップの営業時間は10：00～16：30となります。

●臨時休館日はホームページでお確かめの上、ご来館ください。

●こちらで紹介の商品以外にも多数取り揃えております。

●商品に関するお問合せは、ホームページよりお願いいたします。

https://museum.nyk.com/contact.html

ミュージアムショップは入館料不要です。
ミュージアムショップのみのご利用が可能です。
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オリジナルポストカード Post Card

戦前につくられたポスターや客船で使用されたパンフレット、さらに近年描かれた専用船の船体画などをポストカードに再現しました。

日本郵船の華やかな客船史を垣間見ることができます。●サイズ：14.8×10.5cm

「SHOPPING AROUND the WORLD」
1930年代の寄港地ショッピングガイドより 各￥150

ポスターより 各￥150

船体画より 各￥150 専用船 各￥100

日本郵船歴史博物館（建物） 各￥150 その他 各￥150



ミュージアム オリジナルグッズ Museum Original  Goods

ミュージアムショップのオリジナル商品。人気商品が勢揃い。

3ポケット
ミニクリアファイル
（市松模様）￥360

●縦19.5×横14cｍ

クリアファイル
（客船メニュー） ￥260

●A4

NEW

3ポケット
ミニクリアファイル

（船ピンク）￥360

3ポケット
ミニクリアファイル

（船ブルー）￥360
●縦19.5×横14cｍ

3ポケット
ミニクリアファイル

（海） ￥360
●縦19.5×横14cｍ

A4客船クリアファイル￥300
●A4

3ポケットクリアファイル
（丸窓）￥400
●A5

氷川丸クリアファイル
（イラスト）￥260

●A4



ミュージアム オリジナルグッズ Museum Original  Goods

ミュージアムショップのオリジナル商品。人気商品が勢揃い。

〇マグネットクリップ （2種）
●直径6cm 各￥400

二引きボールペン ￥360
●長さ14cm

PINS（3種） 各￥510

マグカップ ￥1,200
●直径8×高さ9cm

一筆箋横書き（青）
￥360 

●縦18.2×横8.2cm●24枚綴り

サーモマグカップ
￥2,550 

●２９０ml

NEW

船シャープペン ￥360
●長さ14cm 

船型定規 ￥410
●メモリ140mm 

マグネット ￥760
●縦18×横10cｍ

サーモステンレスボトル
￥1,830

●300ml●直径5cm×高さ30cm

〇メモパット（2種）
●直径7.5cm ●50枚綴り

各￥300



氷川丸 オリジナルグッズ Hikawamaru Goods

横浜港のシンボルとして親しまれている日本郵船氷川丸のオリジナルグッズです。

氷川丸ロング一筆箋 ￥620 
●縦8×横26cm、24枚綴り
※イラストレーション：谷井建三

氷川丸タグパッド ￥510
●縦7×横7cm●50枚綴り

氷川丸重文化記念
ポストカード￥150                   

氷川丸付箋3種セット￥390

氷川丸竣工９０周年記念

氷川丸サーモステンレスボトル
（ ブイ・魚）￥1,830

●300ml●直径5cm×高さ30cm



NYKグッズ ＮＹＫＧｏｏ
ｄｓ

日本郵船のオリジナルグッズをご用意しました。

マグネットベアつなぎ
￥1,230

●身長約12cm



常設展示解説書（図録）
￥1,530

日本郵船歴史博物館で常設されてい
る写真や年表のほか、モデルシップ、
船客に配布したパンフレット等、合
計406点を簡潔な解説とカラフルな
図版でわかり易く紹介。
●A4●131頁●2005年4月発行

図録1 Exhibition Catalogs1

当ミュージアムショップでしかご購入いただけない常設展示解説書や企画展図録、氷川丸ガイドブックなどが勢ぞろい。

その他、海や船に関する図書も取り扱っています。

氷川丸ガイドブック 改訂版
￥510

1930年の竣工から2010年の生誕80
周年記念までの氷川丸の歴史を写真
と共に綴った1冊。氷川丸の見学
ルートマップと各部屋の説明も掲載
していますので、手にしながら船内
見学をお楽しみいただけます。
●タテ19.4cm×ヨコ19.8cm
●39頁（オールカラー）
●2016年7月改訂版発行

企画展図録
「洋上のインテリア」￥310
展示パネルのテキストと主要作品を掲
載。知られざる客船のインテリアの歴
史をご覧いただけます。
●A4●22頁（オールカラー）
●2011年8月発行

企画展図録
「東洋汽船そのあしどり」

￥400
東洋汽船の創業から日本郵船との
合併までを展示資料とともに紹介。
巻末に合併までの所有船一覧、年
譜あり。
●A4●31頁（オールカラー）
●2014年4月発行

企画展図録
「収蔵品展－Ⅰ船旅への想い

Ⅱ船員の記憶、船の記録」
￥700

未公開もしくはこれまで展示する機
会の少なかった収蔵品を中心に紹介
すると共に、現在も横浜山下公園に
係留されている氷川丸の関連資料も
掲載。
●A4● 55頁（オールカラー）
●2014年11月発行

企画展図録
「近藤廉平－社長の肖像 」

￥1,830
日本郵船入社以来37年という長きに
わたり海運業界に大きな役割を果た
した近藤廉平の生涯を紹介。その人
物像に迫ります。
●A4●203頁（オールカラー）
●2015年7月発行

国指定
重要文化財
記念 改訂版

国指定
重要文化財
記念 改訂版



図録2 Exhibition Catalogs2

当ミュージアムショップでしかご購入いただけない常設展示解説書や企画展図録、氷川丸ガイドブックなどが勢ぞろい。

その他、海や船に関する図書も取り扱っています。

企画展図録
「グランブルーの静寂

～もうひとつの氷川丸～」
￥550

氷川丸の姉妹船として活躍する中、
太平洋戦争中軍事に徴用され、惜
しくも空襲に遭い沈没した平安丸。
西大西洋チューク環礁内に横たわ
る平安丸を氷川丸と照らし合わせ、
写真を中心に紹介しています。
●縦29.7cm×横21cm ●24頁
●2018年1月発行

企画展図録
「高度経済成長を支えた貨物船」

￥700
2020年に還暦を迎えた、1960年竣工
の当社の9隻の貨物船。その航跡を振
り返ると、この時代ならではの船の
役割や特徴が見えてきます。高度経
済成長期に生まれ、暮らしを支えた
船たちについて、図面や関連資料で
紹介します。
●縦29.7cm×横22cm ●28頁
●2021年1月発行

企画展図録
「船の上でよーい、ドン！

船旅とスポーツの時間」
￥700

戦前、長い船上生活の中では娯楽
やトレーニングとしてさまざまな
スポーツが親しまれていました。
客船文化の一つであった運動会や
デッキゴルフの他、オリンピック
へ向かう選手たちの様子などを紹
介しています。
●縦29.7cm×横21cm ●38頁
●2020年2月発行

企画展図録
「客船浅間丸

～サンフランシスコ航路をゆく～」
￥1,200

浅間丸就航90周年を記念して、近年
寄贈頂いた未公開の資料を中心に、
初航海の様子や初代船長の功績を掲
載。また、写真やカラースキームを
多用して船客設備・装飾をわかりや
すく紹介した船内フロアガイドも収
録。巻末に「浅間丸 桑港航路航海記
録」と「浅間丸 一般配置図(G.A)」の
付録あり。
●縦29.7cm×横22cm ●56頁
●2019年10月発行

企画展図録
「船と主機関

－エンジン変遷とこれから－」
￥700

主機関とは、船の推進力を作り出
すエンジンのことです。蒸気レシ
プ ロ 機 関 、 蒸 気タ ー ビ ン 機関、
ディーゼル機関、と主だった主機
関の変遷を、日本郵船ゆかりの船
と共にたどりながら、時代の要請
とともに進化を続ける当社の取り
組みを紹介します。
●縦29.7cm×横21cm●32頁
●2021年4月発行



絵画

日本郵船歴史博物館では野上隼夫氏の絵画（０～６号）を展示販売しております。当ミュージアムショップでのみお買い

求めいただけます。造船知識に裏打ちされた海洋画家第一人者で、機密かつ迫力ある作品から船が起こす波の音が聞こえ

てきそうです。ご贈答やお部屋のインテリアにぜひいかがでしょうか。

野上 隼夫 プロフィール

1931年 茨城県 日立市生まれ
1949年 日立造船(株)設計部で

各種船舶の設計に従事
1960年 光風会展入選(複数回)
1963年 日展入選
1969年 海洋画家として独立
2004年 日本郵船歴史博物館にて絵画展開催

現在に至る

相模丸￥89,500
●F4号

榛名丸￥87,000
●F4号


