4 名古屋港、ふれあい空間
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Friendly Port

ガーデンふ頭

名古屋港水族館

→P.29-30

Port of Nagoya Public Aquarium

Garden Pier

名古屋港ポートビル・名古屋海洋博物館

誰もが楽しめる人・夢・憩いの
親水空間
「ガーデンふ頭」

Nagoya Port Building / Nagoya Maritime Museum

名古屋港のシンボルとして1984年
（昭和59年）
にオープン。高さ63m、
ユ
ニークなその外観は海に浮かぶ真っ白な帆船をイメージしています。3階には

Garden Pier is a waterfront recreational area that everyone can enjoy
名古屋港が推進する
「親しまれる港づくり」
拠点のひとつで
す。4０年ほど前からにぎわいの場の創出を目指して開発に取
り組んでおり、今では名古屋圏の一大アミューズメントゾーン
に成長しています。また、旅客船バースを備え、内外のクルー
ズ船や帆船も接岸。一年中訪れる人でにぎわっています。
さらに、
ガーデンふ頭の西側に位置する中川口通船門から名
古屋駅近くのささしまライブ24地区までつながる中川運河で
は、魅力ある水辺空間の形成に向けて、緑地・プロムナードの
整備や、
カフェ・レストラン等の誘導、水上交通の運航などが進

名古屋港の生い立ちと役割、
港や船に関する展示を行う名古屋海洋博物館が、

Garden Pier plays a major role in the Port-led project of “Creating a Friendly
Port”. Development works at the Port have been carried out for about 40 years to
create a lively Port area. Today the Pier has grown into a major amusement site
in the Nagoya area. Foreign and Japanese cruise vessels as well as tall ships
call at the Pier, which attracts people throughout the year.
In addition, Nakagawa Canal runs from the lock gates at Nakagawa Canal
estuary on the west side of Garden Pier to the Sasashima Live 24 area near
Nagoya Station. In order to create an attractive waterfront space around
Nakagawa Canal, green areas and promenades are being developed, cafes and
restaurants are invited to open, and water traffic is operated.

南極観測船ふじ
Fuji Antarctic Museum

1965年（昭和40年）から18年間にわたって南極観測を支えてきた砕氷
船「南極観測船ふじ」を係留。船をそのまま南極に関する博物館として公
開しています。
The icebreaker Fuji, which supported Antarctic exploration for 18 years
starting in 1965, is moored here with its original features preserved as
an Antarctic Museum open to the public.

最上階
（地上53m）
には海を一望できる展望室が設けられています。
As the symbol of the Port of Nagoya, this building was opened in 1984.
Its unique, 63-m-tall structure evokes the image of a pure white tall ship
sailing on the ocean. The Nagoya Maritime Museum on the third floor
has exhibits on ports and ships as well as the history and roles of the
Port of Nagoya. On the top floor 53 m above the ground is an observation deck with a panoramic view of the ocean.

められています。

中川運河

Nakagawa Canal

名古屋港管理組合

Nagoya Port Authority
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臨港緑園・つどいの広場

名古屋港水族館

Port of Nagoya Public Aquarium

Garden Pier Green Park / People's Park

南極観測船ふじ

Fuji Antarctic Museum

名古屋港ポートビル
Nagoya Port Building

名古屋海洋博物館

Nagoya Maritime Museum
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