
年　代 和　暦 建　築　名 場　所 建　築　家　名 備　　　 考

1853 嘉永３ 佐賀藩反射炉（築地反射炉） 佐賀 佐賀藩 銑鉄の原料や燃料用石炭の成分で苦労

1857 安政４ 韮山反射炉 伊豆 江川太郎左衛門 大砲数百門を製造

集成館 鹿児島 ﾍﾝﾄﾞﾘｯｸス･ﾊﾙﾃﾞｽ(蘭) 反射炉･ガラス工場･陶磁器　最初のお雇い外国人

1858 安政５ 水戸反射炉 水戸 大島高任 1865年天狗党の内戦で消失

萩反射炉 萩 萩藩 1924年国定史跡

1861 文久元 長崎製鉄所 長崎 ﾍﾝﾄﾞﾘｯｸ･ﾊﾙﾃﾞｽ(蘭) 国最初の近代的洋式工場　長崎造船所の前身

1863 文久３ グラバー邸 長崎 ﾄｰﾏｽ・ｸﾞﾗﾊﾞｰ/地元棟梁 居留地の代表的住宅

1864 元治元 初代大浦天主堂 長崎 ﾙｲ･T･ﾋｳﾚ神父(仏) 1874年に改修

1865 慶應元 横須賀製鉄所 横須賀 ﾌﾗﾝｿﾜ･L･ｳﾞｪﾙﾆｲ(仏） 伝習所で仏語、数学、物理学を教える

尚古集成館 鹿児島 薩摩藩 石造りの蒸気鉄工機械工場（重要文化財）

フランス海軍病院・駐屯所 横浜 立石清重 木骨石造建築

1866 慶応２ 英国仮公使館 東京 P.Bridgence（米） 高輪・東禅寺

1867 慶應３ 鹿児島紡績所(集成館内部に設置 鹿児島 T.J.Waters（英） 小屋組は鉄骨トラス

精糖工場 奄美大島 T.J.Waters（英） 高さ30ｍの煙突、トタン屋根

1868 明治元 鉄道寮新橋工場・機械館 東京 日本製鋳鉄柱使用（現明治村、元品川区大井町）

築地ホテル 東京 清水喜助/R.P.Bridgens(米）木骨石造建築

大阪造寮 大阪 T.J.Waters（米） 本格的西洋建築、国産煉瓦使用

柳池学校 京都 小宮正太郎 日本初の小学校、漆喰疑洋風

琢美学校 山梨 小宮正太郎 漆喰疑洋風、横近習町神明社を仮設校舎として開校

1869 明治２ 新潟運上所(現存) 新潟 立石清重 旧新潟税関

1870 明治３ 泉布館 大阪 T.J.Waters（英） 煉瓦、石造　(重要文化財)

岩国学校 山口 小宮正太郎 漆喰疑洋風

1871 明治４ 新橋・横浜停車場 新橋 R.P.Bridgence（米） 木骨石造建築、わが国最初の鉄道駅舎

大蔵省金銀分析所 東京 T.J.Waters（英） 東京初の煉瓦造

桜ﾉ宮公会堂(旧造幣寮) 大阪 T.J.Waters（英） 英国製鉄骨小屋トラス、鋳鉄柱使用

高島学校 横浜 小宮正太郎 漆喰疑洋風

富岡製糸所(現片倉工業富岡工場 富岡 E.A.Bastien（仏） 文明開化，殖産興業の産業遺跡、フランス製ガラス

1872 明治５ 三井組ﾊｳｽ 東京 P.Bridgence（米） 第一国立銀行に譲渡

皇居山里釣橋 東京 T.J.Waters（英） 日本初の鉄の吊橋

第一国立銀行 東京 二代清水喜助 木骨石造建築

生野鉱山の煉瓦工場 生野 J.M.Lescasse（仏）

1873 明治６ 横浜税関 横浜 P.Bridgence（米）

神戸東税関役所 神戸 林 忠恕 木骨石造建築

1874 明治７ 印刷局 東京 C.de.Boinville（仏）

工部大学校生徒館 東京 W.ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ（英） 虎ノ門界隈

大蔵省・内務省・駅逓寮 東京 林 忠恕 木骨石造建築

大阪駅 大阪 星野総四郎(棟梁) 木骨石造建築

横浜町会所 横浜 P.Bridgence（米）

1875 明治８ ニコライ邸 東京 J.M.Lescasse（仏）

慶應義塾三田演説館 東京 清水喜助 木骨石造建築

中込学校 信州 市川代次郎 漆喰疑洋風

1876 明治９ 朝陽学校 鶴岡 羽田甚蔵 下見板疑洋風

開智学校 松本 立石清重 疑洋風建築　　

春米学校 山梨 立石清重 疑洋風建築

1877 明治10 英国公使館 東京 T.J.Waters（英） 品川御殿山

銀座煉瓦街計画 東京 T.J.Waters（英） 明治10～20年

西郷従道邸     東京 J.M.Lescasse（仏） 目黒区青葉台（現明治村・重要文化財）　

工部大学校講堂 東京 C.de.Boinville（仏） 煉瓦造　696坪

大審院 東京 林 忠恕 木骨石造建築

工部省品川ガラス製造所 東京 工部省 煉瓦造、（現明治村）

山形県庁舎 山形 羽田甚蔵 下見板疑洋風

札幌農学校模範家畜房 札幌 William Wheeler（米） 札幌農学校第２農場

1878 明治11 師範学校 山形 羽田甚蔵 下見板疑洋風

1879 明治12 参謀本部 東京 C.de Cappelletti(伊）

大山巌邸 東京 J.M.Lescasse（仏）

済生館(県立病院) 山形 羽田甚蔵 下見板疑洋風

済生館 山形 立石清重 疑洋風建築

三重県庁舎 津 林 忠恕 木骨石造建築（現明治村・重要文化財)

1880 明治13 西田川郡役場 山形 高橋兼吉 下見板疑洋風

岩科学校 伊豆 清水喜助 木骨石造建築（現存)

1881 明治14 上野帝室博物館 東京 H.Condere（英） 現東京国立博物館

開拓使物産売捌所 東京 H.Condere（英） 煉瓦造、松杭、捨算盤、べたコンクリート

遊就館 東京 C.de Cappelletti(伊） 煉瓦造、最初の近代博物館　

外務省 東京 C.de.Boinville（仏）

水海道学校 水戸 羽田甚蔵 下見板疑洋風

1882 明治15 皇居山里正殿案 東京 H.Condere（英） 皇居内山里地区に計画された正殿　建設は中止

東京帝室博物館 東京 H.Condere（英） 煉瓦造、地上2階

1883 明治16 鹿鳴館 東京 H.Condere（英） 1890年華族会館となり、1941年に取り壊された

 日本近代建築史（1853～1970年）



1884 明治17 法文科大・有栖川宮邸 東京 H.Condere（英）

明治会堂 東京 藤本寿吉

鶴岡警察署 鶴岡 羽田甚蔵 下見板疑洋風

1885 明治18 銀行集会所 東京 辰野金吾

1886 明治19 日比谷官庁街計画 東京 H.Condere（英）

三菱の７つ蔵 東京 J.M.Lescasse（仏） (東京四日市河岸)

箱根離宮 東京 藤本寿吉

1887 明治20 萩学校教員室 萩 羽田甚蔵 下見板疑洋風　　　

日本郵船名古屋支店 名古屋 佐立七次郎

1888 明治21 帝国大学理学大学 東京 山口半六

岩崎家深川別邸 東京 H.Condere（英）

工科大学・渋沢栄一邸 東京 辰野金吾

文部省 東京 藤本寿吉

青木周蔵別邸 那須 松ヶ崎万長 木造ｺﾞｼック　　

1889 明治22 家族女学校 東京 新家孝正

1890 明治23 東京音楽大学(奏楽堂） 東京 山口半六

1891 明治24 ニコライ堂 東京 H.Condere（英）

水準原点標庫 東京 佐立七次郎

伏見宮邸・一条侯爵邸 東京 片山東熊

三菱社大阪支店 大阪 曽禰達蔵

第四高等中学校 金沢 山口半六

第五高等中学校 熊本 山口半六

1893 明治26 細川侯爵邸 東京 片山東熊

1894 明治27 三菱煉瓦街(1号館) 東京 H.Condere（英） 煉瓦造

秀英舎印刷工場 東京 若山鉉吉 日本初の鉄骨造、地上3階（明治43年消失）

東京府庁舎　 東京 妻木頼黄

奈良帝室博物館 奈良 片山東熊

1895 明治28 京都帝室博物館 京都 片山東熊 煉瓦造、地上2階

奈良県庁舎 奈良 長野宇平治 木造芯壁造り

1896 明治29 岩崎久弥邸 東京 H.Condere（英） 木造2階建　地下1階　塔屋付

東京裁判所 東京 W.Bōckmann/H.Ende（独）

日本銀行 東京 辰野金吾

閑院宮邸 東京 片山東熊

1898 明治32 東京商工会議所 東京 妻木頼黄 煉瓦造、防火床構造

日本勧業銀行 東京 妻木頼黄

1900 明治33 日本火災保険 東京 山口半六

大阪控訴院 大阪 河合造蔵

1901 明治34 八幡製鉄所製鋼工場 北九州 八幡製鉄所

1902 明治35 三井本館 東京 横河民輔 補強式鉄骨造、地上3階、地下1階

奈良県物産陳列所 奈良 妻木頼黄

兵庫県庁 兵庫 山口半六

1903 明治36 神戸地方裁判所 神戸 河合造蔵

1904 明治37 三菱4～7号館 東京 曽禰達蔵

大阪府立図書館 大阪 野口孫市/ 日高胖

横浜正金銀行 横浜 妻木頼黄 鉄骨使用　現神奈川県立歴史博物館

1905 明治38 東京火災海上保険 東京 辰野金吾

福島行信邸 東京 武田五一

横浜銀行集会所 横浜 遠藤於菟

1906 明治39 上野駅ホーム上屋 東京 鉄骨造

1907 明治40 イリス商会 横浜 de Lalande, George（独）

1908 明治41 安治川発電所 大阪 茂建築事務所 鉄骨煉瓦造

1909 明治42 丸善書店 東京 佐野利器 鉄骨煉瓦造、地上3階、地下1階　

相撲常設館 東京 辰野金吾 鉄骨造、ドーム構造

渋沢倉庫 東京 清水組 鉄骨造、平屋建

迎賓館（旧赤坂離宮） 東京 片山東熊 鉄骨煉瓦造、地上3階　鉄骨補強構造

奈良ホテル 奈良 辰野金吾

日本生命福岡支社 福岡 辰野金吾

日本生命名古屋支店 名古屋 辰野・片岡 鉄骨煉瓦造、地上3階

1911 明治44 秀英舎印刷工場再建 東京 北田九一 鉄骨煉瓦造、鉄骨コンクリート床

帝国劇場 東京 横河民輔 一部鉄骨造

藤井大丸呉服店 京都 藤森松太郎 鉄骨煉瓦造、地上2階

赤レンガ２号館 横浜 妻木頼黄 煉瓦造、地上2階建　柱梁に鉄骨使用

三井物産横浜支店 横浜 遠藤於菟 日本初のRC造、地下１階、地上4階

1912 明治45 三井貸事務所　　 東京 横河民輔 鉄骨造、地上6階、地下1階　初のｱﾒﾘｶ式ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ

大阪通天閣 大阪 設楽建築事務所 鉄骨造、約64ｍ　1943年焼失

1913 大正２ 所沢飛行船格納庫 所沢 田村鎮・内田祥三 鉄骨造、平屋建　高さ20.5ｍ

赤レンガ１号館 横浜 妻木頼黄 煉瓦造、地上2階建　柱梁に鉄骨使用

1914 大正３ 東京中央停車場 東京 辰野金吾 鉄骨・煉瓦造

三菱21号館 東京 保岡勝也 日本初のエレベーター付き事務所

大正博覧会 東京 曽禰・中条 日本初のエスカレーター設置

日本橋三越呉服店 東京 横河民輔 鉄骨造、日本初の客用エレベーター設置

1915 大正4 大倉組本館 東京 三橋四郎 初期のRC造、中層ビル



1916 大正５ 東京銀行集会所 東京 松井貴太郎・横河民輔 煉瓦造、地上2階

大阪朝日新聞社 大阪 竹中工務店 SRC造、地上4階

1917 大正６ 開港記念横浜会館 横浜 福田重義 RC造、地上2階、地下1階

1918 大正７ 東京海上火災ビル 東京 曽禰・中条 SRC造、最初の大規模貸しビル

大阪市公会堂 大阪 岡田信一郎 鉄骨・鉄筋・煉瓦石造、地上３階

1920 大正９ 日本工業倶楽部 東京 松井貴太郎・横河民輔 RC造、地上5階建

1921 大正10 日本興業銀行ビル 東京 内藤多仲・渡辺節 SRC造、耐震壁配置　地上7階、地下1階

第一生命保険相互ビル 東京 辰野葛西事務所 SRC造、地上9階、地下1階

白木屋呉服店大阪支店 大阪 清水組 SRC造、地上8階、地下1階

1922 大正11 帝国ホテル 東京 F.Wright RC造、（現明治村）

三菱銀行 東京 桜井小太郎 SRC造、地上4階、地下1階

大丸百貨店（心斎橋） 大阪 W.M. Vories（米） SRC造、地上8階、地下3階

新町演舞場 大阪 片岡建築事務所 鉄骨煉瓦造、地上3階、地下1階

1919 大正８ 東京會舘 東京 清水組 鉄骨煉瓦造、地上5階、地下1階　H形鋼使用

1923 大正12 日本郵船ビル 東京 曽禰・中条 SRC造、地上6階、地下1階、高さ31ｍ

丸の内ビル 東京 桜井小太郎 SRC造、地上9階、地下1階、高さ31ｍ

東京帝国大学工学部新館 東京 内田祥三 SRC造、地上4階、地下1階

1924 大正13 千代田生命保険相互ビル 東京 横河工務所 SRC造、地上7階、地下1階

国光ビル 東京 久野　節 SRC造、地上9階、地下1階

青山会館 東京 岡田新一郎 SRC造、地上4階、地下1階

大阪野村銀行本店 大阪 片岡建築事務所 SRC造、地上8階、地下1階

1925 大正14 歌舞伎座 東京 岡田信一郎 SRC造、地上4階、一部5階

東京電灯千住火力発電所 東京 内藤多仲東電建築掛嘱託 SRC造、地上2階

東洋ビル 東京 野村・木子・阿部 SRC造、地上5階、地下1階

銀座松屋 東京 木田組 SRC造、地上8階、地下1階

1926 大正15 朝日会館 大阪 竹中工務店 SRC造、地上6階、地下1階

大阪府庁舎 大阪 佐野利器 SRC造、地上7階、地下1階

名古屋銀行本店 名古屋 鈴木貞次 SRC造、地上7階、地下1階

1927 昭和２ 大阪ﾋﾞﾙ東京分館第一号館 東京 渡辺　節 SRC造、地上8階、地下1階

東京朝日新聞社 東京 石本喜久治 SRC造、地上8階、地下1階

祇園閣 京都 伊東忠太 SRC造、地上3階

東京電力東京火力発電所 神奈川 内藤多仲 SRC造、地上4階

1928 昭和３ 学士会館 東京 佐野利器、高橋貞太郎 SRC造、地上6階

神奈川県庁舎 横浜 小尾嘉郎 SRC造、地上5階、地下1階

1929 昭和4 三信ビル 東京 松井貴太郎 SRC造、地上8階 

飛行館 東京 佐藤功一 SRC造、地上7階、地下1階

日本橋野村ビル 東京 安井武雄建築事務所 SRC造、地上7階、地下2階

日本勧業銀行本店 東京 渡辺　節 SRC造、地上6階、地下1階

日比谷公会堂 東京 佐藤功一 SRC造、地上6階、地下1階

大倉別館 東京 大平建築 SRC造、地上6階、地下1階

東京建物ビル 東京 阿部美樹志 SRC造、地上8階、地下1階

交詢社ビル 東京 横河工務所 SRC造、地上7階、地下1階

東京基督教青年会館 東京 曽根中条 SRC造、地上6階、地下1階

根岸競馬場一等馬見所 横浜 Jay Hill Morgan(米） SRC造、地上7階、地下1階

1930 昭和５ 日本橋区役所 東京 東京市土木局建築課 SRC造、地上5階、地下1階

三越新宿支店 東京 曽根中条 SRC造、地上8階、地下3階

東京海上ビル 東京 曽根中条 SRC造、地上8階、地下3階

東京市立駿河台図書館 東京 東京市土木局建築課 鉄骨造、地上3階、地下1階

東京劇場 東京 大林組 鉄骨造、地上5階、地下1階

三信ビル 東京 横河工務所 SRC造、地上8階、地下2階

建築会館 東京 復興建築助成 SRC造、地上7階、地下1階

第一銀行本店 東京 西村好時 SRC造、地上5階、地下2階

三菱倉庫江戸橋倉庫 東京 三菱倉庫建築課 SRC造、地上6階、地下1階

名古屋市公会堂 名古屋 名古屋市建築課 SRC造、地上４階、地下1階

1931 昭和６ 東京株式取引所 東京 横河工務所 SRC造、地上7階、地下1階

日本橋白木屋 東京 石本喜久治 SRC造、地上7階

警視庁々舎 東京 大蔵省営繕管財局 SRC造、地上5階、地下1階

越後屋呉服店（銀座） 東京 小川千之助 SRC造、地上7階、地下1階

朝日ビル 東京 竹中工務店 SRC造、地上10階、地下2階

東武鉄道浅草駅 東京 久野　節 SRC造、地上8階、地下1階

蔵前工業会館 東京 蔵前工業会 SRC造、地上6階、地下1階

大阪ガスビル 大阪 安井武雄 SRC造、地上8階、地下2階

綿業会館 大阪 渡辺節建築事務所 SRC造、地上8階、地下1階

三十五銀行本館 静岡 中村与資平 SRC造、地上3階、地下1階

1932 昭和７ 服部時計店 東京 渡辺仁 SRC造、地上7階、地下2階

日本銀行（第一期） 東京 長野・阪東・尾崎 SRC造、地上5階、地下3階

東京警察病院 東京 警視庁 SRC造、地上4階、地下1階

聖路加国際メディカルセンター 東京 ジェーバンヴォー SRC造、地上6階、地下1階

東京工業大学本館（第一期） 東京 工大復興部建築課 SRC造、地上4階、地下1階

教文館 東京 Antonin Raymond（ﾁｪｺ） SRC造、地上9階、地下2階

虎屋 東京 岡田信一郎 鉄骨造、地上3階、地下1階

住友ビル 大阪 住友合資工作部 鉄骨造、地上9階、地下2階



南海鉄道難波駅本屋 大阪 久野建築事務所 SRC造、地上8階、地下1階

山陽中央水力電気飯堂発電所 兵庫 竹中工務店 鉄骨造、地上5階、地下1階

1933 昭和８ 日本劇場 東京 渡辺仁建築事務所 SRC造、地上5階、地下2階

東京中央郵便局 東京 吉田鉄郎 SRC造、地上5階、地下1階

文部省庁舎 東京 大蔵省営繕管財局 SRC造、地上6階、地下1階

明治屋ビル 東京 曽根中条 SRC造、地上8階、地下2階

小西六本店倉庫 東京 山下俊郎建築事務所 SRC造、地上6階、地下1階

蚕糸会館 東京 山下俊郎建築事務所 SRC造、地上7階、地下1階

高島屋日本橋店（旧日本生命館） 東京 高橋貞太郎 SRC造、地上8階、地下2階

大阪ガスビル 大阪 安井武雄建築事務所 SRC造、地上10階、地下2階

名古屋市庁舎 名古屋 名古屋市建築課 SRC造、地上9階、地下1階

阪神ビル 神戸 久野節建築事務所 SRC造、地上7階、地下3階

1934 昭和９ 東京宝塚劇場 東京 竹中工務店 SRC造、地上5階、地下1階

日比谷映画劇場 東京 阿部美樹志 SRC造、地上4階、地下1階

共同建築ビル（マツダビル） 東京 佐藤功一建築事務所 SRC造　地上8階、地下1階

東横百貨店 東京 渡辺仁建築事務所 SRC造、地上7階、地下1階

同潤会江戸川アパート 東京 黒崎幹夫/ 中村寛 SRC造、地上11階、戸数258戸

明治生命ビル 東京 岡田信一郎 SRC造、地上8階、地下2階

三井ビル 大阪 高橋貞太郎建築事務所 SRC造、地上7階、地下1階

野沢屋(現松坂屋） 横浜 鈴木貞次 鉄骨造、地上7階、地下2階

江南病院 兵庫 木下建築事務所 鉄骨造、地上5階、地下1階

関西共同火力第一発電所 尼崎 横河工務所 SRC造、地上6階、地下1階

1935 昭和10 宮内省新庁舎 東京 宮内省内匠寮 SRC造、地上3階、地下1階　溶接とボルト締めを採用

日本銀行（第二期） 東京 日本銀行 SRC造、地上6階、地下4階

有楽座 東京 阿部美樹志 SRC造、地上6階、地下1階

東京市外電話局 東京 逓信省 SRC造、地上8階、地下2階

大阪株式取引所 大阪 長谷部竹腰建築事務所 SRC造、地上6階、地下2階

十合百貨店 大阪 野村藤吾 SRC造、地上8階

新大阪ホテル 大阪 大阪市土木部建築課 SRC造、地上8階、地下2階

三井物産名古屋支店 名古屋 山下寿郎建築事務所 SRC造、地上8階、地下1階

東宝映画劇場 横浜 清水組 SRC造、地上3階、地下1階

京都朝日会館 京都 竹中工務店 SRC造、地上6階、地下1階

1936 昭和11 日本タイプライター 東京 石本建築事務所 SRC造、地上7階、地下2階

横浜正金銀行東京支店 東京 長野宇平治 SRC造、地上5階、地下2階

日赤外来診療所 東京 木子七郎 SRC造、地上4階、地下1階

松尾橋梁大阪第２工場など 大阪 鉄骨造、全溶接建築

阪急ビル 大阪 竹中工務店 SRC造、地上8階、地下2階

大阪市美術館 大阪 大阪市役所 SRC造、地上4階、地下1階

1937 昭和12 帝国議会議事堂 東京 大蔵省議院建築局 SRC造、地上3階、地下1階

三菱合資会社 東京 三菱地所 SRC造、地上9階、地下1階

国際劇場 東京 成松　勇 SRC造、地上4階、地下1階

陸軍省士官学校 東京 近衛師団経理部 SRC造、地上7階、地下1階

鉄道省新庁舎 東京 鉄道省工務局建築課 SRC造、地上8階、地下1階

梅田映画劇場 大阪 竹中工務店 SRC造、地上7階、地下2階

京都電灯社屋 京都 京都電灯 SRC造、地上8階、地下1階

阪急西宮球場 西宮 阿部建築事務所 SRC造、地上5階

松菱百貨店 浜松 中西六郎 鉄骨造、地上8階、地下1階

パリ万国博覧会日本館 パリ 坂倉準三 鉄骨造、パリ万博グランプリ受賞

1938 昭和13 第一生命保険相互ビル 東京 渡辺仁 SRC造、地上8階、地下4階、（電気溶接、潜函工法）

新橋第一ホテル 東京 清水組 SRC造、地上8階、地下1階

東京放送会館 東京 山下寿郎建築事務所 SRC造、地上6階、地下1階

大蔵省庁舎 東京 大蔵省営繕管財局 SRC造、地上8階、地下1階

大阪帝大付属病院 大阪 大阪帝大営繕課 SRC造、地上8階、地下1階

愛知県庁舎 名古屋 愛知県営繕課 SRC造、地上7階

丸物百貨店 京都 渡辺節建築事務所 SRC造、地上6階、地下1階

三菱造船所工場 長崎 間組 鉄骨造、地上3階

和歌山県庁舎 和歌山 内田祥三・松田八郎 SRC造、地上4階、地下1階

東北セメント大船渡工場 大船渡 横河工務所 鉄骨造、平屋建

1939 昭和14 産業組合中央会館 東京 中央会 SRC造、地上9階、地下1階

大正生命保険 東京 大林組 SRC造、地上8階

大阪中央郵便局 大阪 逓信省営繕課 SRC造、地上8階、地下1階

火力発電所（名古屋港） 名古屋 橋本建築事務所 SRC造、地上4階

小型内燃機工場および鋳造ヤード 神戸 神戸製鋼所 鉄骨造、地上2階

相浦発電所 松浦 東邦電力 SRC造、地上5階

1940 昭和15 大阪駅本屋 大阪 鉄道省建築課 SRC造、地上4階、地下1階

洞岡電気炉工場 八幡 日本製鉄 SRC造、平屋建

九州火力港発電所 大牟田 三池製作所 SRC造、地上3階

日東化学八戸工場 八戸 宮崎謙三 SRC造、地上6階

1942 昭和17 日産自動車横浜工場 横浜 日産土木 SRC造、地上4階、地下1階

久保田鉄工堺工場 堺 久保田鉄工 鉄骨造、平屋建

1945 昭和20 久保田鉄工武庫川工場 尼崎 久保田鉄工 鉄骨造、平屋建

1946 昭和21 大牟田工場倉庫 大牟田 電気化学工業 鉄骨造、平屋建



1947 昭和22 高輪公営鉄筋アパート 東京 東京都 最初の壁式構造、公営アパート　

Ｂ29格納庫 羽田 東京都 鉄骨造、平屋建

GHQ格納庫 羽田 東京都 鉄骨造、平屋建

昭和電工川崎倉庫 川崎 昭和電工 鉄骨造、平屋建

1948 昭和23 中央製粉工場 東京 島藤建設 鉄骨造、地上4階

都商事江東倉庫 東京 巴組鉄工所 鉄骨造、平屋建

日本スポーツ屋内体育競技所 東京 三菱地所 SRC造、地上1階、地下2階

神戸港湾倉庫 神戸 運輸省建築部 鉄骨造、平屋建

1950 昭和25 後楽園競輪所 東京 竹中工務店 鉄骨造、地上3階

東京海上火災ビル 東京 三菱地所 SRC造、地上６階、地下1階

広島県農協ビル 広島 睦設計 SRC造、地上4階、地下1階

1951 昭和26 リーダースダイジェスト東京支社 東京 Antonin Raymond（ﾁｪｺ） SRC造、地上２階、地下１階

鉄鋼ビル 東京 池田建築事務所 SRC造、地上８階、地下２階

東京スケートリンク 東京 京浜急行 鉄骨造、平屋建

鎌倉近代美術館 鎌倉 坂倉準三 鉄骨造、地上2階、増築部に初の耐候性鋼使用

臼杵高等学校体育館 臼杵 大分県庁 鉄骨造、平屋建

1952 昭和27 日本相互銀行支社 東京 前川国男 SRC造、地上２階、地下１階　本格的全溶接ビル

日本楽器ビル 東京 Antonin Raymond（ﾁｪｺ） SRC造、地上６階、地下1階

日本興業銀行 東京 山下寿郎設計事務所 SRC造、地上７階、地下３階

大宮スポーツセンター 大宮 埼玉県営繕課 鉄骨造、平屋建

日活国際会館 東京 伴野三千良 潜函工法

1953 昭和28 松坂屋銀座店 東京 日建設計 （銀座初の百貨店）

大正海上火災保険本社 東京 協同建築研究所 SRC造、地上８階、地下２階

川崎駅本屋 川崎 国鉄東京工事事務所 鉄骨造、2階建

愛媛県民館 愛媛 丹下健三 シェル構造、直径50ｍ

1954 昭和29 東急会館 東京 坂倉準三 SRC造、地上43ｍ　11階建、地下２階

東京建設会館 東京 大成建設 SRC造、地上５階、地下1階

大阪合同庁舎 大阪 建設省 SRC造、地上８階、地下1階

名古屋テレビ塔 名古屋 内藤多仲 高さ180ｍ

作新学院体育館 宇都宮 巴組鉄工所 最初の鉄骨シェル、直径33ｍ

1955 昭和30 八雲小学校(現宮前小学校） 東京 仲威雄・吉武泰水他 鉄骨造モデルスクール

東京都庁舎 東京 東京都 SRC造、地上８階、地下２階

産経会館 東京 竹中工務店 SRC造、地上９階、地下１階

神奈川県立図書館および音楽堂 横浜 前川国男 プレキャスト・コンクリート造

新川小学校 愛知 新川町役場 鉄骨造、地上３階 

1956 昭和31 衆議院庁舎 東京 衆議院営繕課 SRC造、地上5階、地下２階

毎日大阪会館 大阪 日建設計 SRC造、地上12階、地下3階

大阪通天閣（再建） 大阪 内藤多仲 高さ103ｍ、　鉄骨使用量691ｔ　リベット接合

1957 昭和32 東京都庁舎 東京 丹下健三 コアシステム

東宝本社ビル 東京 阿部建築事務所 SRC造、地上９階建、地下３階建

大手町ビル 東京 三菱地所 SRC造、地上９階建、地下３階建

ブリヂストンビル 東京 松田平田建築事務所 全高力ボルト接合 

読売会館（そごう百貨店東京店） 東京 村野森建築事務所 2001年6月より家電量販店が新しいテナント

1958 昭和33 東京タワー 東京 内藤多仲 高さ333ｍ  竣工時世界一　 鋼材使用量4000ｔ

帝国ホテル第二新館 東京 高橋貞太郎建築事務所 SRC造、地上９階、地下１階

晴海高層アパート 東京 前川国男 SRC造、地上10階、上下３層

法政大学58年館 東京 大江建築事務所 SRC造、地上7階、地下１階

新大阪ビル 大阪 村野森建築事務所 SRC造、地上９階、地下２階

1959 昭和34 東京国際見本市２号館 東京 村田政真・坪井義勝 鉄骨シェル、直径130ｍ　床面積１万㎡

東京国際貿易センター1号館 東京 村田政真 鉄骨造、平屋建

NHK放送会館 東京 山下寿郎設計事務所 SRC造、地上8階、地下1階

新住友ビル 大阪 日建設計 SRC造、地上9階、地下1階

住友金属和歌山工場 和歌山 日建設計 鋼管構造

1960 昭和35 西洋美術館 東京 Le Corbusier （仏） 延床面積　10350㎡

伊藤忠東京支店ビル 東京 日建設計 鉄骨造、全溶接50㎏鋼

安田生命本社ビル 東京 山下寿郎設計事務所 SRC造、地上10階、地下３階

松下電子工業高槻工場 高槻 日建設計 ﾀﾞﾌﾞﾙTPCスラブ

1961 昭和36 東京都文化会館 東京 前川国男 大ホール2,327席　小ホール660席

日比谷電電 東京 電電公社（国方秀男） SRC造、地上８階

関西電カビル 大阪 竹中工務店（岩本博行） SRC造、地上１２階、地下３階

1962 昭和３７ 新阪急ビル 東京 竹中工務店 SRC造、地上12階、地下５階

ホテルオークラ 東京 大成観光設計・三菱地所 鉄骨造、地上10階、地下2階

首都圏不燃公社中高層住宅 東京 首都圏不燃公社 SRC造、地上10階、地下１階

新住友ビル 大阪 日建設計 SRC造、地上12階、地下４階

1963 昭和38 三愛ドリームセンター 東京 日建設計 広告塔と一体化した建築

名古屋駅ビル 名古屋 三菱地所 SRC造、地上12階、地下４階

神戸ポートタワー 神戸 日建設計（伊藤・仲） 高さ108ｍ、鉄骨パイプ構造

1964 昭和39 ホテルニューオータニ 東京 HV31　大成建設 鉄骨造、地上17階建、地下３階　

国立屋内総合競技場 東京 丹下健三・坪井善勝 RC・Ｓ造　高さ40.37ｍ　サスペンション構造

新阪急ホテル 大阪 竹中工務店 SRC造、地上10階、地下３階
神戸ニューポートホテル 神戸 日建設計 SRC造、地上15階、地下2階



1965 昭和40 日本ビルヂング(増築） 東京 三菱地所 SRC造、地上14階、地下４階

東京交通会館 東京 三菱地所 SRC造、地上15階、地下４階

経団連会館 東京 日建設計 鉄骨造、地上12階、地下5階

横浜ドリームランド高層ホテル 横浜 大林組 鉄骨造、地上21階、地下2階

1966 昭和41 帝国劇場 東京 谷口吉郎 1911年（明治44)に建築されたものの建替え

国立劇場 東京 岩本博之 SRC造、地上3階、地下2階　大劇場客席1,746席

富士銀行本店 東京 三菱地所 SRC造、地上16階建、地下4階建

鉄鋼会館 東京 日建設計 鉄骨造、地上9階、地下3階

パレスサイドビル 東京 日建設計 SRC造、地上9階、地下6階

1967 昭和42 早大理工学部校舎 東京 安藤勝男・松井源吾 地上18階

静岡新聞・放送東京支社 東京 丹下健三 鉄骨造、地上12階、地下１階

大阪ロイヤルホテル 大阪 吉田五十八研究室・竹中工務SRC造、地上14階、地下２階

大阪明治生命館 大阪 竹中工務店 SRC造、地上9階、地下４階

1968 昭和43 三井霞ヶ関ビル 東京 山下寿郎他 鉄骨造、地上36階建、地下3階　高さ147ｍ　

東京経済大学図書館 東京 鬼頭梓 RC壁構造、　1部鉄骨　平屋建　無柱フロア

朝日新聞社 大阪 竹中工務店 SRC造、地上15階、地下5階

千葉県文化会館 千葉 大高正人 SRC造、地上３階、地下３階

日本鋼管京浜製鉄所本館 川崎 竹中工務店 鉄骨造、地上８階、地下１階

1969 昭和44 第一生命保険相互会社大井本社 足柄 第一生命保険相互会社 SRC造、地上１８階、地下２階

伊藤忠ビル 大阪 竹中工務店 鉄骨造、地上13階、地下4階

1970 昭和45 世界貿易センター 東京 日建設計 鉄骨造、地上40階、高さ163m

帝国ホテル本館 東京 高橋貞太郎設計事務所 鉄骨造、地上17階、地下3階

「明治・大正・昭和10年までの建築写真衆覧」　日本建築学会編

「主要建造物年表」　東京建設業協会編

｢鋼構造年表」　日本鋼港構造協会　他
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