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兵庫県内の主な産業遺産（近代化産業遺産）など　３

３．製造業（多いので主なもの） ※第15版（2022.2.25）

分野 遺跡名 所在地 指定 竣工年

機械 富士通テン本社等 神戸市
機械 富士通テン・サービスセンター 神戸市
機械 日本エアブレーキ発祥の地碑 神戸市

機械 東洋精機㈱本館事務所 尼崎市
国登録

近代化産遺
1941

機械 日本スピンドル製造・事務所 尼崎市 近代化産遺 1936
機械 ダイソー・尼崎工場事務所 尼崎市 近代化産遺 1931
機械 ダイソー・尼崎工場（食堂、倉庫等） 尼崎市 近代化産遺 1931
機械 ヤンマーディーゼル塚口工場倉庫 尼崎市 1940頃

機械
ヤンマー尼崎工場（元、山岡発動機）陳列館の収蔵物
（内燃機関等）

尼崎市 近代化産遺 1935

機械 昭和精機工業食堂・工場 尼崎市 1940頃
機械 三菱電線工業伊丹製作所尼崎事業所群 尼崎市 1910頃
機械 ㈱クボタ阪神工場尼崎事業所 尼崎市 1920頃
機械 旧日本パイプ製造（住友鋼管㈱大阪事務所倉庫） 尼崎市 1940
機械 ㈱神埼高級工機製作所本社工場工場２等 尼崎市 1935
機械 住友精密工業㈱本社工場等 尼崎市 1935頃
機械 旧金井トラベラー製造所製品倉庫等 尼崎市 1928
機械 大阪機工本社（事務所） 伊丹市 1941

鉄鋼 井出鉄工（株） 神戸市 1915頃
鉄鋼 旧吉永鉄工所事務所・工場 尼崎市 1935
鉄鋼 ㈱谷坂鉄工所事務所・工場 尼崎市 1935頃
鉄鋼 日新製鋼㈱尼崎工場倉庫・工場 尼崎市 1934-

鉄鋼 旧山邑家住宅（淀川製鋼迎賓館） 芦屋市
国指定

兵庫近代
1924

鉄鋼 旧新日鉄迎賓館 姫路市 市景観重要 1941

化学 旧再生樟脳（株）事務所 神戸市 1925頃
化学 日本香料薬品（株）事務所 神戸市 1925頃
化学 鈴木薄荷（株）社屋 神戸市 国登録 昭和初期
化学 日本油脂尼崎工場群 尼崎市 1910-
化学 利昌工業㈱本社事務所 尼崎市 1941
化学 塩野義製薬㈱杭瀬工場試験棟等 尼崎市 1932-
化学 積水化学工業㈱尼崎工場本館 尼崎市 1935頃
化学 白石工業㈱旧事務所・工場 尼崎市 1935頃

化学
旧東洋リノリューム本館事務所棟（インテリア歴史
館）

伊丹市
国登録

市景観重要
1920

化学 東リ㈱伊丹工場乾燥室等 伊丹市 1937
化学 白沙荘（丸尾カルシウム社員寮） 明石市 1915
化学 多木化学本社事務所等 加古川市 県景観重要 1915
化学 旧鐘淵化学工業高砂工場（クラブ、社宅服含む） 高砂市 1936-
化学 旧横田工業倉庫 高砂市

化学
ダイセル化学工業株姫路製造所網干工場
旧外国人技師住宅（１）（資料館）

姫路市
市景観重要
近代化産遺

1910

化学
ダイセル化学工業株姫路製造所網干工場
旧外国人技師住宅（２）（クラブハウス）

姫路市 近代化産遺 1910

化学 田中マッチの収蔵物 姫路市 近代化産遺
化学 大和産業危険物貯蔵庫 姫路市 1925頃
化学 浅田化学工業倉庫 姫路市 1876

金属 住友金属工業・鋼管カンパニー特殊管事業所本館 尼崎市 近代化産遺

金属 三寿ゝ刃物製作所（店舗兼主屋、離れ） 三木市
国登録

県景観重要
1885頃



繊維 日本毛織ビル 神戸市 1937

繊維 旧鐘紡兵庫工場女子寄宿舎（鐘紡記念病院西病棟） 神戸市 1935

繊維
旧尼崎紡績本社事務所（ユニチカ記念館とその所蔵
物）

尼崎市 近代化産遺 1889

繊維 フジコー 伊丹市 1925頃

繊維 日本毛織加古川事業所・印南工場など 加古川市 1899-
繊維 日本毛織社宅群 加古川市 1910頃
繊維 日本毛織社宅倶楽部 加古川市 国登録 1910
繊維 大村㈱工場群 加古川市 1920-
繊維 大村㈱事務所棟 加古川市 1943
繊維 大村㈱ボイラー室棟 加古川市 1940
繊維 阿江ハンカチーフ（阿江家住宅） 加東市 国登録
繊維 西村織物工場 加西市 1925頃
繊維 旧播州紡績工場 加西市 1920
繊維 工場跡倉庫群 西脇市 1925頃
繊維 染色会館 西脇市 1925頃
繊維 野間織物工業協同組合 多可町 1925頃
繊維 第一織物工場 多可町 1925頃
繊維 播州織の半木製織機 多可町 1928
繊維 日の出紡績工場発電所施設 姫路市 1912
繊維 カネックス倉庫 たつの市 1935
繊維 グンゼ日高工場事務所棟 豊岡市
繊維 グンゼ八鹿工場事務所棟 養父市
繊維 古屋製糸場跡 養父市
繊維 グンゼ梁瀬工場事務所棟 朝来市
繊維 旧紡績第二工場（洲本市立図書館） 洲本市 近代化産遺 1910

繊維
旧鐘淵洲本第二工場汽缶室（洲本アルチザンスクエ
ア）

洲本市 近代化産遺 1910

繊維
旧鐘淵洲本第三工場汽缶室（淡路ごちそう館「御食
国」）

洲本市 近代化産遺 1910

繊維 旧原綿倉庫 洲本市 近代化産遺 1910

製紙 旧真島製紙所煉瓦塀（王子製紙旧工場煉瓦塀） 尼崎市 近代化産遺
製紙 東亜バルブ㈱第五事務所 尼崎市 1940
製紙 三菱製紙㈱高砂工場魚町倶楽部 高砂市 1904
製紙 三菱製紙㈱高砂工場第１試験室 高砂市 1915
製紙 三菱製紙㈱高砂工場発電所と煙突 高砂市 1937

木工 有馬温泉竹細工工房「旧駿河屋」 神戸市 国登録

電気 古河電気工業㈱大阪事務所・工場 尼崎市 1938

真珠 日本真珠会館 神戸市 国登録

兵器 旧大阪造兵廠播磨製造所 高砂市 1941頃

ゴム 旧柴田商会ゴム工業所 明石市 1933

「指定欄」 国指定＝国指定の重要有形文化財
国登録＝国登録の有形文化財
県景観重要＝県指定の景観重要建築物
市景観重要＝市指定の景観重要建築物
近代化産遺＝国（経済産業省）指定の近代化産業遺産
兵庫近代＝ひょうごの近代住宅１００選

ﾒﾆｭｰURL http://kdskenkyu.saloon.jp/htgtour.htm

http://kdskenkyu.saloon.jp/htgtour.htm

