
本目録は神奈川県立歴史博物館にて2010年2月20日(土)から3月28日(日)まで開催される「彩色立面図に見
る日本の近代建築 -銀行・オフィスビルから邸宅まで-」【前期 神奈川県編】の出品目録です。
出品番号は展示順とは一致しないことがあります。
【後期 銀行建築編】の出品目録（出品番号1,61-119）は別紙となります。
建築データの指定等欄では、以下のとおり省略しました。
重文＝重要文化財
史跡＝史跡
登録＝登録有形文化財
市指定＝横浜市指定有形文化財
市認定＝横浜市認定歴史的建造物
市景観＝鎌倉市指定景観重要建築物等
100選＝かながわの建築物100選

■出品資料データ ■建築データ
No. 資料名 年代 所蔵 設計者／施工者 指定等
第1章 横浜の近代建築 －関東大震災前－
1 旧横浜正金銀行本店本館（神奈川県立歴史博物館） 2009（平成21）年10月制作岡義男氏 妻木頼黄／直営工事 重文・史跡・100選
1-1 横浜正金銀行本支店建築写真アルバム 1904（明治37）年 神奈川県立歴史博物館
1-2 妻木頼黄像 1916（大正5）年頃 神奈川県立歴史博物館
2 旧三井物産横浜支店（三井物産横浜ビル） 2009（平成21）年9月制作 岡義男氏 遠藤於菟／1号ビルは直営・2号ビルは不詳 100選
3 旧新港埠頭煉瓦二号倉庫（横浜赤レンガ倉庫2号館） 2002（平成14）年11月制作岡義男氏 大蔵省臨時建築部（部長 妻木頼黄）／直営工事 市認定・100選
3-1 旧新港埠頭煉瓦二号倉庫保存部材のうち 煉瓦 1911（明治44）年 横浜市港湾局
3-2 旧新港埠頭煉瓦二号倉庫保存部材のうち 吊り扉の戸車 1911（明治44）年 横浜市港湾局
4 横浜市西谷浄水場濾過池整水室上屋・配水池浄水井上屋 2008（平成20）年5月制作 岡義男氏 横浜市水道臨時事業部／直営工事 登録
5 旧開港記念横浜会館（横浜市開港記念館） 2008（平成20）年9月制作 岡義男氏 福田重義・横浜市営繕組織／清水組 重文・100選
6 旧露亜銀行横浜支店 2002（平成14）年8月制作 岡義男氏 バーナード・マイケル・ワード／不詳 市指定
7 旧川崎銀行横浜支店（日本興亜馬車道ビル） 2003（平成15）年2月制作 岡義男氏 矢部又吉／矢部工業所 市認定・100選
8 旧中沢邸（旧園田邸、山手資料館） 2006（平成18）年5月制作 岡義男氏 横浜・戸部の大工／横浜・戸部の大工 市認定・100選
9 旧内田家住宅（外交官の家） 2003（平成15）年3月制作 岡義男氏 ガーディナー建築事務所／不詳 重文
10 旧柳下邸 2009（平成21）年5月制作 岡義男氏 不詳／不詳 市指定
11 横浜ユナイテッドクラブ 2008（平成20）年12月制作岡義男氏 ジョサイア・コンドル／不詳
11-1横浜ユナイテッドクラブ彩色写真 明治時代末期 横浜開港資料館
12 横浜市役所 2008（平成20）年12月制作岡義男氏 池田稔・足立鳩吉／不詳
12-1横浜市役所外観写真（『神奈川県写真帖』所収） 1913（大正2）年 神奈川県立歴史博物館
13 神奈川県庁舎（三代目） 2009（平成21）年1月制作 岡義男氏 片山東熊・木子幸三郎／監督葛野壮一郎
13-1神奈川県庁舎（三代目）外観写真
（『神奈川県写真帖』所収）

1913（大正2）年 神奈川県立歴史博物館
14 新港埠頭右突堤中央事務所 2008（平成20）年7月制作 岡義男氏 大蔵省臨時建築部（部長 妻木頼黄）／不詳
第2章 横浜の近代建築 －関東大震災後－
15 旧生糸検査所（横浜第2合同庁舎） 2004（平成16）年3月制作 岡義男氏 遠藤於菟／大林組 市認定
15-1生糸検査所第一期竣工写真
（「遠藤於菟建築写真帖」所収）

1926（大正15）年 横浜都市発展記念館
16 横浜指路教会 2007（平成19）年8月制作 岡義男氏 竹中工務店／竹中工務店 市認定
17 ホテルニューグランド本館 2007（平成19）年5月制作 岡義男氏 渡辺仁／清水組 市認定・100選
18 神奈川県庁舎（神奈川県庁本庁舎） 2002（平成14）年4月制作 岡義男氏 小尾嘉郎／大林組 登録・100選



18-1神奈川県庁舎石膏模型 1928（昭和3）年 神奈川県庁舎管理課
19 旧第一銀行横浜支店（旧横浜銀行本店別館、
ヨコハマ・クリエイティブシティ・センター）

2003（平成15）年8月制作 岡義男氏 西村好時・清水組設計部／清水組 市認定
20 旧横浜商工奨励館（横浜情報文化センター） 2007（平成19）年3月制作 岡義男氏 横浜市建築課／岩崎金太郎 市認定
21 旧安田銀行横浜支店
（旧富士銀行横浜支店、東京藝術大学大学院）

2007（平成19）年8月制作 岡義男氏 安田銀行営繕課／大倉土木 市認定
22 旧横浜地方裁判所（横浜地方・簡易裁判所） 2009（平成21）年4月制作 岡義男氏 大蔵省営繕管財局（担当 小野武雄・保岡豊）／大倉土木市認定・100選
23 旧三井銀行横浜支店（三井住友銀行横浜支店） 2006（平成18）年5月制作 岡義男氏 トローブリッジ＆リヴィングストン建築事務所／清水組
24 旧越前屋百貨店（旧横浜松坂屋西館） 2008（平成20）年1月制作 岡義男氏 大林組（担当 毛利泰三）／大林組 市認定
25 旧横浜英国総領事館（横浜開港資料館旧館） 2002（平成14）年制作 岡義男氏 イギリス工務省／昭和土木建築 市指定・100選
26 旧大倉精神文化研究所（横浜市大倉山記念館） 2009（平成21）年4月制作 岡義男氏 長野宇平治／竹中工務店 市指定・100選
27 横浜海岸教会 2007（平成19）年5月制作 岡義男氏 雪野元吉／宮内工務店 市認定・100選
28 横浜税関本関庁舎 2004（平成16）年8月制作 岡義男氏 大蔵省営繕管財局工務部／戸田組 市認定・100選
29 旧川崎第百銀行横浜支店（旧三菱銀行横浜支店） 2003（平成15）年3月制作 岡義男氏 矢部又吉／戸田組 市認定
29-1旧川崎第百銀行横浜支店営業室内扉枠持送り 1934（昭和9）年 横浜都市発展記念館
30 旧野沢屋呉服店（旧横浜松坂屋本館） 2008（平成20）年3月制作 岡義男氏 鈴木禎次／竹中工務店 市認定
31 旧横浜銀行集会所（横浜銀行協会） 2007（平成19）年7月制作 岡義男氏 大熊喜邦・林豪蔵／清水組
31-1横浜銀行集会所新築工事関係資料 1935（昭和10）年 横浜銀行協会
31-2横浜銀行集会所石膏模型 1936（昭和11）年 横浜銀行協会
32 横浜郵船ビル（日本郵船歴史博物館） 2008（平成20）年4月制作 岡義男氏 和田順顕／大林組 100選
32-1横浜郵船ビル竣工写真 1936（昭和11）年 日本郵船歴史博物館
32-2横浜郵船ビル石膏模型 1935（昭和10）年5月 日本郵船歴史博物館
33 旧ラフィン邸（山手111番館） 2006（平成18）年7月制作 岡義男氏 ジェイ・ハーバート・モーガン／不詳 市指定
34 旧カトリック山手教会司祭館（ブラフ18番館） 2003（平成15）年 岡義男氏 不詳／不詳 市認定
35 旧根岸競馬場一等馬見所 2004（平成16）年1月制作 岡義男氏 ジェイ・ハーバート・モーガン／大倉土木
36 旧ベリック邸（ベーリック・ホール） 2003（平成15）年1月制作 岡義男氏 ジェイ・ハーバート・モーガン／不詳 市認定
37 横浜山手聖公会 2002（平成14）年11月制作岡義男氏 ジェイ・ハーバート・モーガン／不詳 市認定
38 横浜共立学園本校舎 2002（平成14）年7月制作 岡義男氏 ウィリアム・メリル・ヴォーリズ／宮内建築事務所 市指定・100選
39 カトリック山手教会聖堂 2002（平成14）年9月制作 岡義男氏 ジャン・J.スワガー／関工務店 市認定・100選
40 旧英国総領事公邸（横浜市イギリス館） 2009（平成21）年7月制作 岡義男氏 上海ワーク・オフィス／不詳 市指定・100選
第3章 神奈川県内の近代建築

41 旧福島浪蔵別邸
（旧諸戸清六別邸、鎌倉市長谷子ども会館洋館）

2006（平成18）年4月制作 岡義男氏 不詳／不詳 登録・市景観・100選
42 旧木下邸（RISTORANTE VENTO MARINO） 2009（平成21）年7月制作 岡義男氏 不詳／不詳
43 旧横須賀鎮守府司令長官官舎
（海上自衛隊横須賀地方総監部田戸台分庁舎）

2009（平成21）年10月制作岡義男氏 桜井小太郎・富田喜久二／不詳
44 旧東伏見宮別邸（イエズス孝女会修道院） 2009（平成21）年4月制作 岡義男氏 宮内省か／不詳 100選
45 旧近藤邸 2006（平成18）年7月制作 岡義男氏 遠藤新／女良正吉 登録・100選
46 旧華頂家住宅主屋（旧華頂宮邸） 2003（平成15）年6月制作 岡義男氏 不詳／不詳 登録・市景観
47 旧閑院宮別邸（箱根強羅花壇） 2009（平成21）年6月制作 岡義男氏 柳井平八／松村組 100選
48 旧村田邸（篠田邸） 2009（平成21）年6月制作 岡義男氏 不詳／不詳 市景観
49 旧前田家別邸（鎌倉文学館本館） 2009（平成21）年11月制作岡義男氏 渡辺栄治／竹中工務店 登録・市景観・100選
49-1侯爵前田家御別邸写真帖 1936（昭和11）年 個人
50 福住旅館金泉楼・萬翠楼 2008（平成20）年10月制作岡義男氏 三宅安七／三宅安七 重文・100選
50-1福住旅館平面図 1878（明治11）年以降 萬翠楼福住
50-2福住旅館彩色写真 明治時代前期 横浜開港資料館
51 富士屋ホテル本館 2009（平成21）年7月制作 岡義男氏 河原兵次郎・河原徳次郎／河原兵次郎・河原徳次郎 登録・100選
51-1富士屋ホテル彩色写真 明治時代後期 神奈川県立歴史博物館
52 富士屋ホテル1号館・2号館 2009（平成21）年7月制作 岡義男氏 河原兵次郎・河原徳次郎／河原兵次郎・河原徳次郎 登録・100選
53 旧南湖院第一病舎 2009（平成21）年7月制作 岡義男氏 岡本鶴造／岡本鶴造 100選
53-1南湖院第一病舎絵葉書 明治時代後期 個人



53-2南湖院 1910（明治43）年制作 茅ヶ崎市文化推進課市史編さん担当
54 旧日本爆発物製造株式会社支配人執務室
（旧海軍火薬廠将校クラブ、旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

2009（平成21）年8月制作 岡義男氏 カーリー、ウィルソン／清水組 登録・100選
55 旧海老名村役場（海老名市温故館） 2009（平成21）年9月制作 岡義男氏 藤井熊太郎／藤井熊太郎 100選
56 五十嵐商店 2009（平成21）年8月制作 岡義男氏 森田工務店／森田工務店 100選
57 旧ハリス記念鎌倉メソジスト教会会堂
（日本基督教団鎌倉教会会堂）

2008（平成20）年1月制作 岡義男氏 吉武長一／幸田八二郎か 市景観
58 旧明和銀行本店（中央労働金庫小田原支店） 2009（平成21）年11月制作岡義男氏 不詳／不詳
59 旧藤沢ゴルフ倶楽部クラブハウス
（神奈川県立体育センターグリーンハウス）

2006（平成18）年6月制作 岡義男氏 アントニン・レーモンド／不詳
59-1藤沢ゴルフ倶楽部クラブハウス各面立面図 1931（昭和6）年1月30日 レーモンド設計事務所
59-2藤沢ゴルフ倶楽部クラブハウス矩計図
・エントランス廻り詳細図・食堂暖炉廻り詳細図

1931（昭和6）年2月14日 レーモンド設計事務所
60 旧松田建設株式会社社屋（文化興業株式会社社屋） 2009（平成21）年8月制作 岡義男氏 松田建設／松田建設
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