
本目録は神奈川県立歴史博物館にて2010年4月3日(土)から5月9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-」【後期 銀行建築編】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。
【前期 神奈川県編】の出品目録（出品番号1-60）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
登録＝登録有形文化財
県指定＝県指定有形文化財
市指定重文＝市指定重要文化財
市指定＝市指定有形文化財
市指定歴史＝小樽市指定歴史的建造物
市保存＝盛岡市指定保存建造物
市景観形成＝函館市指定景観形成指定建築物等
市都市景観選＝名古屋市都市景観重要建築物

■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 日本銀行本店と横浜正金銀行本店
61 日本銀行本店本館 2009（平成21）年3月制作 岡義男氏 辰野金吾／直営工事 重文
61-1 日本銀行新築場沿革図 明治時代後期 日本銀行金融研究所アーカイブ
61-2 辰野金吾博士作品集成絵図 1915（大正4）年 個人
61-3 辰野金吾肖像写真 1915（大正4）年4月26日撮影個人
61-4 大日本帝国政府日本銀行全景 1896（明治29）年 日本銀行金融研究所貨幣博物館
61-5 日本銀行落成之図 1896（明治29）年 日本銀行金融研究所貨幣博物館
1 旧横浜正金銀行本店本館（神奈川県立歴史博物館） 1904（明治37）年7月 岡義男氏 妻木頼黄／直営工事 重文・史跡
1-1 妻木頼黄像 1916（大正5）年頃 神奈川県立歴史博物館
1-2 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
第2章 明治の銀行建築
62 三菱一号館（三菱一号館美術館） 2007（平成19）年4月制作 岡義男氏 ジョサイア・コンドル／直営工事
63 旧三菱銀行神戸支店（ファミリアホール） 2008（平成20）年11月制作 岡義男氏 曾禰達蔵／直営工事
64 日本銀行大阪支店 2009（平成21）年9月制作 岡義男氏 辰野金吾・葛西萬司・長野宇平治／直営工事
65 旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館） 2009（平成21）年3月制作 岡義男氏 堀江佐吉／堀江佐吉 重文
66 旧香港上海銀行長崎支店（旧香港上海銀行長崎支店記念館） 2005（平成17）年11月制作 岡義男氏 下田菊太郎／不詳 重文
67 旧第一銀行京都支店（みずほ銀行京都中央支店） 2004（平成16）年12月制作 岡義男氏 辰野葛西事務所／清水組
68 旧日本銀行京都支店（京都府京都文化博物館別館） 2009（平成21）年2月制作 岡義男氏 辰野金吾・長野宇平治／直営工事 重文
69 旧古賀銀行（佐賀市歴史民俗館） 2005（平成17）年7月制作 岡義男氏 舟木右馬之助／不詳 市指定重文
70 旧第一銀行神戸支店（神戸市営地下鉄みなと元町駅） 2009（平成21）年8月制作 岡義男氏 辰野葛西事務所／清水組
71 旧百十三銀行小樽支店（二代目、小樽浪漫館） 2005（平成17）年9月制作 岡義男氏 池田増治郎／加藤忠五郎 市指定歴史
72 旧中越銀行本店（砺波市立砺波郷土資料館） 2007（平成19）年12月制作 岡義男氏 長岡平三・藤井助之丞／藤井助之丞 市指定文化財
73 旧栃木共立銀行（横山郷土館店舗及び住居・文庫蔵・麻蔵） 2006（平成18）年12月制作 岡義男氏 不詳／不詳 登録
74 旧第九十銀行本店本館（もりおか啄木・賢治青春館） 2007（平成19）年11月制作 岡義男氏 横浜勉／直営工事 重文・市保存
75 岩手銀行（旧盛岡銀行）旧本店本館（岩手銀行中ノ橋支店） 2007（平成19）年12月制作 岡義男氏 辰野葛西事務所／中沢善太郎 重文・市保存
76 旧唐津銀行本店 2005（平成17）年10月制作 岡義男氏 田中実／清水組 市指定重文
77 旧秋田銀行本店本館（秋田市立赤れんが郷土館） 2006（平成18）年3月制作 岡義男氏 山口直昭・星野男三郎／仁平金吾 重文
78 旧北海道銀行本店（小樽バイン/北海道中央バス本社ビル） 2006（平成18）年10月制作 岡義男氏 長野宇平治／加藤忠五郎 市指定歴史
79 旧日本銀行小樽支店（日本銀行旧小樽支店金融資料館） 2005（平成17）年8月制作 岡義男氏 辰野金吾・長野宇平治・岡田信一郎／富樫文次市指定
80 海運橋三井組為替座御用所（第一国立銀行） 2007（平成19）年1月制作 岡義男氏 清水喜助／清水喜助
80-1 第一国立銀行図 1935（昭和10）年12月 清水建設株式会社
80-2 第一国立銀行彩色写真 明治時代前期 神奈川県立歴史博物館
80-3 東京名所 海運橋五階造真図 1873（明治6）年 神奈川県立歴史博物館
81 駿河町三井組為替座御用所（為替バンク三井組） 2007（平成19）年1月制作 岡義男氏 清水喜助／清水喜助
81-1 為替バンク三井組図 1935（昭和10）年12月 清水建設株式会社
81-2 東京名所 三ッ井ハウスノ図 する賀町 1877（明治10）年頃 神奈川県立歴史博物館
第3章 大正の銀行建築
82 旧二十三銀行本店（大分銀行赤レンガ館） 2005（平成17）年11月制作 岡義男氏 辰野片岡建築事務所／佐伯組 登録
83 旧川崎銀行佐原支店（三菱銀行佐原支店旧本館、佐原三菱館）2007（平成19）年7月制作 岡義男氏 清水満之助本店技術部／清水満之助本店 県指定
84 旧高岡共立銀行本店（富山銀行本店） 2007（平成19）年6月制作 岡義男氏 辰野金吾・田辺淳吉／清水組
84-1 彩色図 高岡共立銀行 第壱号 大正時代 清水建設株式会社
84-2 彩色図 高岡共立銀行 第参号 大正時代 清水建設株式会社
85 旧東京銀行集会所（東京銀行協会ビル） 2009（平成21）年6月制作 岡義男氏 横河工務所（松井貴太郎）／直営工事
86 旧不動貯金銀行京都支店（SACRAビル） 2007（平成19）年3月制作 岡義男氏 日本建築株式会社／不詳 登録
87 旧岡崎銀行本店（岡崎信用金庫資料館） 2007（平成19）年6月制作 岡義男氏 鈴木禎次／名古屋清水組 登録
88 旧八十五銀行本店本館（埼玉りそな銀行川越支店） 2008（平成20）年2月制作 岡義男氏 保岡勝也／藤順造 登録
89 旧川崎銀行佐倉支店（佐倉市立美術館） 2007（平成19）年9月制作 岡義男氏 矢部又吉／神谷平吉 県指定
90 旧第一銀行熊本支店（ピーエス熊本センター） 2007（平成19）年2月制作 岡義男氏 西村好時／清水組 登録
90-1 彩色図 第一銀行熊本支店 第弐号 大正時代 清水建設株式会社
91 旧三井銀行下関支店（山口銀行旧本店、やまぎん史料館） 2008（平成20）年8月制作 岡義男氏 長野宇平治／竹中工務店 県指定
92 旧森田銀行本店 2007（平成19）年8月制作 岡義男氏 山田七五郎／四折建設 登録
93 旧土居銀行本店（作州民芸館） 2008（平成20）年7月制作 岡義男氏 不詳／不詳 登録
94 旧大間々銀行（コノドント館〔みどり市大間々博物館〕） 2007（平成19）年10月制作 岡義男氏 小林力雄／小川組 市指定重文
95 旧第一銀行函館支店（函館市文学館） 2006（平成18）年10月制作 岡義男氏 西村好時・八木憲一／清水組 市景観形成
96 旧日本銀行岡山支店本館

（おかやま旧日銀ホール〔ルネスホール〕）
2008（平成20）年6月制作 岡義男氏 長野宇平治／藤木工務店 登録

97 旧第一合同銀行倉敷支店（中国銀行倉敷支店倉敷本町出張所）2008（平成20）年6月制作 岡義男氏 薬師寺主計／藤木工務店 登録
98 旧名古屋銀行一宮支店（一宮市役所西分庁舎） 2008（平成20）年1月制作 岡義男氏 鈴木禎次／不詳
99 旧六十八銀行奈良支店（南都銀行本店） 2008（平成20）年2月制作 岡義男氏 長野宇平治／大林組 登録
100 旧三井銀行神戸支店 2007（平成19）年2月制作 岡義男氏 長野宇平治／竹中工務店
第4章 昭和戦前の銀行建築
101 旧名古屋銀行本店（旧東海銀行貨幣資料館） 2008（平成20）年11月制作 岡義男氏 鈴木禎次・曾禰達蔵／竹中工務店 市都市景観
102 旧川崎銀行千葉支店本館（千葉市美術館さや堂ホール） 2006（平成18）年11月制作 岡義男氏 矢部又吉／不詳 市指定
103 旧第四銀行住吉町支店 2007（平成19）年7月制作 岡義男氏 長谷川龍雄／武田組 登録



103-1第四銀行住吉町支店新築記念絵葉書 1927（昭和2）年 新潟市歴史博物館
103-2旧第四銀行住吉町支店保存部材のうち

外壁腰壁の抜き取り
1927（昭和2）年 新潟市歴史博物館

103-3旧第四銀行住吉町支店保存部材のうち
シャッターボックスと捲き上げ用ハンドル

1927（昭和2）年 新潟市歴史博物館
104 旧三井銀行小樽支店（石屋製菓多目的ホール） 2006（平成18）年8月制作 岡義男氏 曾禰中條建築事務所／竹中工務店
105 旧盛岡貯蓄銀行（盛岡信用金庫本店） 2007（平成19）年11月制作 岡義男氏 葛西萬司／中沢三蔵 市保存
106 旧遠州銀行本店（静岡銀行浜松営業部） 2007（平成19）年7月制作 岡義男氏 中村與資平／清水組 市指定
107 三井本館（旧三井銀行本店） 2003（平成15）年1月制作 岡義男氏 トローブリッジ＆リヴィングストン事務所

／Ｊ.スチュアート社 重文
108 旧安田銀行小樽支店（花ごころ小樽店） 2005（平成17）年9月制作 岡義男氏 安田銀行営繕課／清水組 市指定歴史
109 旧第四十七銀行小樽支店（北海道紙商事） 2006（平成18）年8月制作 岡義男氏 不詳／不詳 市指定歴史
110 旧静岡三十五銀行本店（静岡銀行本店） 2007（平成19）年10月制作 岡義男氏 中村與資平／清水組 登録
111 旧加能合同銀行本店（北國銀行武蔵ヶ辻支店） 2007（平成19）年11月制作 岡義男氏 村野藤吾／清水組
112 旧産業組合中央金庫（DNタワー21） 2006（平成18）年11月制作 岡義男氏 渡辺仁／清水組
113 旧三井銀行名古屋支店（三井住友銀行名古屋支店） 2007（平成19）年7月制作 岡義男氏 曾禰中條建築事務所／竹中工務店 市都市景観
114 旧横浜正金銀行神戸支店（神戸市立博物館） 2008（平成20）年5月制作 岡義男氏 桜井小太郎／竹中工務店 登録
115 旧三井銀行大阪支店（三井住友銀行大阪中央支店） 2007（平成19）年1月制作 岡義男氏 曾禰中條建築事務所／竹中工務店
116 旧日本銀行広島支店 2008（平成20）年6月制作 岡義男氏 長野宇平治／清水組 市指定重文
117 旧チャータード銀行神戸支店（チャータードビル） 2008（平成20）年4月制作 岡義男氏 ジェイ・ハーバート・モーガン／大倉土木
118 横浜正金銀行東京支店 2007（平成19）年6月制作 岡義男氏 長野宇平治／直営工事
118-1横浜正金銀行東京支店新築工事関係資料 大正時代～昭和初期 東京大学大学院経済学研究科
119 川崎銀行本店 2007（平成19）年9月制作 岡義男氏 矢部又吉／清水組
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