ダイビル本館
【2013年(平成25年)の建替えに際
し､低層部外観について旧ビルの
外壁煉瓦などの部材を可能な限り
再利用し､竣工当時の意匠を復元】

本マップの無断複製、無断転載を禁止します。
リンク設定はフリーですが、事前連絡をお願いします。

中之島周辺の歴史的な建築物（重要文化財、登録有形文化財 等）令和２年１月
中央電気倶楽部

三井住友銀行大阪本店ビル
（旧 住友ビルディング）

リバーサイドビルディング
(登録有形文化財)

日本生命保険相互会社本店本館

日本銀行 大阪支店 旧館
【1982年(昭和57年)改築時に東･南･
北３面の外壁とﾄﾞｰﾑ屋根等を保存】

大阪市中央公会堂
(重要文化財)

大阪府立中之島図書館
（旧 大阪図書館）
(重要文化財)

町
駅

北浜レトロビルヂング
（旧 桂隆産業ビル）
（登録有形文化財）

日本基督教団 天満教会
(登録有形文化財)

北浜長屋
（登録有形文化財）

扇町公園

所在地：大阪市北区中之島3-1-8
建築年：1965年（昭和40年）
設計：岸田建築事務所
（岸田日出刀）
様式：インターナショナル様式
構造：ＲＣ造、５階建て地下１階

所在地：大阪市北区中之島3-6-32
旧建築物（大阪ビルヂング）
建築年：1925年（大正14年）
設計：渡辺建築事務所
様式：ネオロマネスク様式
構造：RC造、８階建て地下１階

所在地：大阪市中央区北浜4-6-5
建築年：第1期1926年(大正15年)
第2期1930年(昭和５年)
設計：住友合資会社工作部
構造：ＲＣ造､６階建て地下１階

所在地：大阪市北区堂島浜2-1-25
建築年：1930年（昭和５年）
設計：葛󠄀野建築事務所
（葛󠄀野壮一郎）
構造：ＲＣ造､５階建て地下１階

所在地：大阪市中央区今橋3-5-12
建築年：Ⅰ期 1938年（昭和１３年）
Ⅱ期 1962年（昭和３７年）
設計：Ⅰ期 長谷部竹腰建築事務所
（長谷部鋭吉）
Ⅱ期 日建設計工務
（現 日建設計）
構造：ＳＲＣ造、７階建て、地下３階

所在地：大阪市北区中之島1-2-10
建築年：1904年（明治37年）
設計：住友本店臨時建築部
（野口孫一、日高胖）
様式：外観はルネッサンス様式、
内部空間はバロック様式
構造：煉瓦及び石造、一部ＲＣ造り
３階建て

所在地：大阪市北区中之島2-1-45
当初建築
建築年：1903年（明治36年）
設計：辰野金吾､葛西萬司､
片岡安ほか
構造：石積煉瓦造、２階建て

所在地：大阪市北区中之島1-1-27
建築年：1918年（大正７年）
設計：辰野片岡建築事務所
（原案：岡田信一郎）
様式：ネオ・ルネッサンス様式
構造：鉄骨煉瓦造､３階建て地下１階

所在地：大阪市北区天神西町4-15
建築年：1929年（昭和４年）
設計：中村鎮建築研究所（中村鎮）
構造：ＲＣ造、４階建て

所在地：大阪市中央区北浜1-1-26
建築年：1912年（明治45年）
構造：煉瓦造、２階建て地下1階

大阪証券取引所ビル
【2004年(平成16年)改築に際し､低層部
に旧ビルの正面ドーム外壁を解体･保
存し､ドーム内部のエントランスホールと
両袖部外観を再現】

南
森
町
駅

金光教玉水教会 会堂
（登録有形文化財）

所在地：大阪市中央区北浜1-1-22
建築年：1912年（大正元年）
構造：木造、２階建て二軒長屋

繁昌亭

大阪天満宮
所在地：大阪市西区江戸堀1-16-9
建築年：1935年（昭和10年）
設計：池田谷久吉建築事務所
様式：裳階付き大型和風様式
構造：木造平屋一部２階建て

野
田
阪
神
駅

日本基督教団大阪教会
（登録有形文化財）

所在地：大阪市中央区北浜1-8-16
当初建築
建築年：1935年（昭和10年）
設計：長谷部竹腰建築事務所
構造：ＳＲＣ造､６階建て地下２階
ルポンドシエルビル
（旧 大林組本店ビル）

大阪市役所

土佐堀川
国立国際美術館
大阪市立科学館

所在地：大阪市中央区北浜東6-9
建築年：1926年（大正15年）
設計：大林組
様式：スパニッシュ様式
構造：ＲＣ造、６階建て地下１階

所在地：大阪市西区江戸堀1-23-17
建築年：1922年（大正11年）
設計：ヴォーリズ建築事務所
様式：ロマネスク様式
構造：鉄骨煉瓦造、３階建て

旧菅澤眼科病院
（登録有形文化財）

大
阪
メ
ト
ロ

堺
筋
線

新井ビル
(旧 大日本報徳銀行大阪支店)
(登録有形文化財)

東
横
堀
川
大
阪
メ
ト
ロ

靭公園

所在地：大阪市西区土佐堀2-3-5
建築年：1929年（昭和４年）
様式：アール・デコ様式
構造：ＲＣ造、３階建て

江戸堀コダマビル
（登録有形文化財）

三井住友銀行大阪中央支店
(旧 三井銀行 大阪支店)

大阪メトロ

日本聖公会川口基督教会
（府指定有形文化財）

本町駅

今橋ビルヂング
（旧 中央消防署今橋出張所）
（登録有形文化財）

所在地：大阪市西区江戸堀1-10-26
建築年：1935年（昭和10年）
設計：岡本工務店
様式：スパニッシュ様式
構造：ＲＣ造、３階建て地下１階

凡
重要
文化財

指定
有形文化財

所在地：大阪市中央区今橋2-1-1
建築年：1922年(大正11年)
設計：河合建築事務所（河合浩蔵）
構造：ＲＣ造､４階建て地下１階

大阪倶楽部
（登録有形文化財）

芝川ビル（旧 芝蘭社家政学園）
(登録有形文化財)

愛珠幼稚園園舎
（重要文化財）

旧 緒方洪庵住宅（適塾）
（重要文化財）

高麗橋ビルディング
(旧 日本教育生命保険本社ビル)

伏見ビル
（旧 澤野ビルヂング）
(登録有形文化財)

日本基督教団浪花教会

所在地：大阪市中央区高麗橋1-8-13
建築年：1936年（昭和11年）
設計：曾禰中條建築事務所
構造：ＲＣ造、３階建て地下1階
青山ビル
(登録有形文化財)

旧 小西家住宅
（重要文化財）

所在地：大阪市西区川口1-3-8
建築年：1920年（大正９年）
設計：ウィリアム・ウィルソン
様式：ゴシック様式
構造：鉄骨煉瓦造、２階建て

例
登録
有形文化財

緑道･公園

所在地：大阪市中央区今橋4-5-19
建築年：1925年（大正14年）
様式：元 消防署出張所
構造：ＲＣ造、４階建て

所在地：大阪市中央区今橋4-4-11
建築年：1924年（大正13年）
設計：片岡建築事務所（安井武雄）
構造：ＲＣ造、４階建て地下１階

所在地：大阪市中央区今橋3-1-11
建築年：1901年（明治34年）
設計：伏見柳､久留正道､中村竹松
構造：木造、平屋一部２階建て
【現存最古かつ現役の幼稚園園舎】

このマップの作製に当たっては、大阪市都市計画局長の
承認(承認番号 令元大都第511号)を得て｢大阪市デジタル
マッピング地形図｣を編纂し基図として使用しております。
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所在地：大阪市中央区伏見町3-3-3
建築年：1927年（昭和２年）
設計：澁谷五郎、本間乙彦
様式：古代中南米様式
構造：ＲＣ造､４階建て地下１階

500m

所在地：大阪市中央区北浜3-3-8
建築年：1830年（文政13年）
様式：江戸時代末期の町屋建築
構造：木造、２階建て
【1845年より緒方洪庵が適塾に使用】

所在地：大阪市中央区高麗橋2-6-4
建築年：1912年（明治45年）
設計：辰野片岡建築事務所
様式：セセッション様式
構造：煉瓦造、２階建て

1,000m

所在地：大阪市中央区高麗橋2-6-2
建築年：1930年（昭和５年）
設計：竹中工務店
（設計指導：ヴォーリズ建築事務所）
様式：ゴシック様式
構造：ＲＣ造、３階建て地下１階

所在地：大阪市中央区伏見町2-2-3
建築年：1923年（大正12年）
設計：長田岩次郎
様式：アール・デコ様式
構造：ＲＣ造、３階建て（一部４階）

所在地：大阪市中央区伏見町2-2-6
建築年：1921年（大正10年）
設計：大林組（伊東恒治）
様式：スパニッシュ様式
構造：ＲＣ造、５階建て地下１階

所在地：大阪市中央区道修町1-6-9
建築年：1903年（明治36年）
構造：土蔵造、３階建て
（後に２階建てに改修）

各建築物については、日常の生活や業務に使用されております
ので、建物内部には許可なく立ち入らないようにお願いします。

