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兵庫県内の主な産業遺産（近代化産業遺産）など　４

４．卸・小売・金融・保険・サービス業（多いので主なもの） ※第28版（2023.3.28）

分野 遺跡名 所在地 指定 竣工年

商業 海岸ビルヂング（旧兼松本社・日濠館） 神戸市 国登録・市景観重要 1911

商業 海岸ビル 神戸市
国登録・市景観重要・

近代化産遺
1918

商業 旧居留地十五番館（旧ノザワ本社） 神戸市
国指定・近代化産遺・

兵庫近代
1881頃

商業 神港ビル 神戸市 近代化産遺 1939

商業 神戸朝日ビルディング 神戸市 近代化産遺

商業 旧新港相互館（新港貿易会館） 神戸市 国登録・市景観重要 1931

商業 フットテクノビル 神戸市 国登録 1921
商業 鈴木薄荷（株）社屋 神戸市 国登録 1930頃
商業 旧小橋屋呉服店神戸支店（松尾ビル） 神戸市 国登録 1925
商業 セブンハーツ 神戸市 1938
商業 同和火災海上ビル 神戸市 1935
商業 洋服会館 神戸市 1921
商業 石川ビル 神戸市 市景観重要 1905
商業 塩屋土地（株）事務所 神戸市 1932
商業 旧有馬自家用車協会（有馬を考える会） 神戸市 1925頃
商業 旧岡方倶楽部（ユアサ食糧ビル） 神戸市 1927
商業 旧河南商店（河南工藝社） 神戸市 1935
商業 総合薬局オクヤ 神戸市 1925頃
商業 旧喜楽荘（喜楽屋） 神戸市 1925頃
商業 焼き鳥八栄亭 神戸市 1927
商業 神戸タワー跡碑 神戸市
商業 帝国信栄ビル 神戸市 1923
商業 旧兼松商店兼松寮 神戸市 1925頃
商業 旧ALL & CO.LTD 神戸市

商業 大井牛肉店（明治村）
犬山市

（神戸市）
※

商業 旧多聞ビルディング 西宮市 1928
商業 旧宇杉商店 伊丹市 1920頃
商業 奥村いけ花 伊丹市 1925頃
商業 旧中西度量衡店（三田ほんまち交流館） 三田市 県景観重要 1880頃
商業 三宅徳松商店 三木市 県景観重要 1872

商業 黒田清右衛門商店（店舗兼主屋） 三木市 国登録・県景観重要 江戸末期

商業 淮田土地住宅㈱ 加古川市 1925頃
商業 そろばん問屋・藤原商店 小野市 1886
商業 トミタインテリア 小野市 1925頃
商業 長濱良三商店 加東市 1920-
商業 旧池田薬局 西脇市
商業 勝原薬局 姫路市 1927
商業 魚橋呉服店 姫路市
商業 海産物問屋「魚屋」（室津民俗館） たつの市 県指定 江戸時代
商業 旧鈴木商店倉庫（石川島播磨重工業㈱内） 相生市 1915頃
商業 中門前屋主屋（古民家ホテル） 宍粟市 国登録 江戸後期

商業
豊岡中央町・千代田町商店群（カメラのとらや
他多数）

豊岡市 1920頃

商業 とゞ兵（料亭） 豊岡市 県景観重要
商業 周東写真館 朝来市 1920頃
商業 河原町妻入商家群 丹波篠山市 江戸
商業 篠山酒類販売（株） 丹波篠山市 1920頃



商業 味庵一超 丹波篠山市 1925頃

商業 酒徳商店 丹波市 1915頃

金融業 旧横浜正金銀行神戸支店（神戸市立博物館） 神戸市
国登録・市景観重要・

近代化産遺
1935

金融業 旧チャータード銀行神戸支店 神戸市 1938

金融業
旧ナショナルシティバンク神戸支店（大丸神戸
店南第一別館）

神戸市
市景観重要・近代化産

遺
1929

金融業 旧ナショナルシティバンク神戸支店長宅 神戸市 兵庫近代

金融業
旧三菱銀行神戸支店（ファミリアホール）
ただし、取壊し済み

神戸市 （近代化産遺） 1900

金融業
旧第一銀行神戸支店（市営地下鉄みなと元町
駅）

神戸市
市景観重要・近代化産

遺
1908

金融業 旧三和銀行大石川支店 神戸市 1936

金融業 旧兵庫県信用連合会事務所（神戸韓国領事館） 神戸市 1929

金融業 旧住友銀行栄町支店 神戸市 1934
金融業 旧尼崎信用組合本店（尼信記念館） 尼崎市 県景観重要 1930
金融業 旧ナショナルシティバンク大阪支店社宅 西宮市 兵庫近代
金融業 旧神戸銀行宝塚支店 宝塚市 1923

金融業
旧魚住銀行事務所（丸尾カルシウム本社事務
所）

明石市 1910頃

金融業 旧加西銀行芳田支店（鈴木家住宅） 西脇市
金融業 旧東播銀行大門支店 加東市 1896
金融業 旧高砂銀行（高砂商工会議所） 高砂市 国登録・近代化産遺 1932
金融業 旧網干銀行本店 姫路市 市景観重要 1921-
金融業 旧第三十四銀行姫路支店（今井内科） 姫路市 1921
金融業 旧奥藤銀行坂越支店（坂越まちなみ館） 赤穂市 1920頃

金融業
旧兵庫県農工銀行豊岡支店（「１９２５」豊岡
市役所別館）

豊岡市 国登録 1925

金融業 但馬銀行豊岡東支店 豊岡市 1920頃

金融業
旧但馬合同銀行中支店（旧豊岡労働基準監督
署）

豊岡市 1920頃

金融業 但馬銀行大屋支店（旧養父合同銀行） 養父市 県景観重要
金融業 旧兵庫県農工銀行 洲本市 1935

旅館 六甲山ホテル 神戸市 1929
旅館 旧摩耶倶楽部（旧摩耶観光ホテル） 神戸市 国登録 1929
旅館 有馬温泉「御所坊」 神戸市 国登録
旅館 旅館「橋乃家」本館 神戸市 国登録
旅館 宝塚ホテル 宝塚市 県景観重要 1926

旅館 旧甲子園ホテル（武庫川女子大学甲子園会館） 西宮市
国登録・県景観重要・

近代化産遺
1930

旅館 明治の旅館・衝濤館 明石市 1889頃
旅館 旅亭文市楼 三木市 国登録
旅館 旧水月旅館 相生市 1923
旅館 河内屋旅館 相生市 1925頃
旅館 ひふみ旅館 相生市 1925頃
旅館 城崎温泉ゆとうや旅館「詠帰亭」 豊岡市 国登録 1928
旅館 城崎温泉小林屋旅館 豊岡市 国登録
旅館 城崎温泉新かめや本館 豊岡市 国登録
旅館 城崎温泉旧大和屋旅館 豊岡市 国登録
旅館 城崎温泉旧三木屋旅館（東館・西館） 豊岡市 国登録 1925
旅館 日下旅館 朝来市 国登録

娯楽 神戸ゴルフ倶楽部（クラブハウス） 神戸市
国登録

近代化産遺
1932



娯楽 旧須磨観光ハウス 神戸市 1937

娯楽 神戸ポートタワー 神戸市 国登録 1963
娯楽 甲子園球場 西宮市 1924

娯楽
鳴尾競馬場メーンスタンド一部（武庫川女子大
附属中学校芸術館）

西宮市 1935

娯楽 有馬ゴルフ倶楽部 三田市 1929
娯楽 上野苦楽園跡 三田市 1892
娯楽 小寺遊園地 三田市 1925頃
娯楽 本町芝居小屋（本町日活） 明石市 1947
娯楽 豊岡劇場 豊岡市 1920頃
娯楽 芝居小屋「永楽館」 豊岡市 県指定 1901
娯楽 洲本城展望休憩所（模擬天守閣） 洲本市 県景観重要 1928

浴場 五毛温泉 神戸市 1920
浴場 六甲新温泉 神戸市 1925頃
浴場 朝日湯 三田市 1910頃
浴場 日の出湯 三田市 1920頃
浴場 新池湯 三田市 1920頃
浴場 扇湯 明石市
浴場 旧高砂湯（宝湯） 加古川市 1929
浴場 梅ケ枝湯 高砂市 1925頃

病院 甲南病院 神戸市 1934
病院 三菱神戸病院（一部） 神戸市 1935
病院 蓮池病院 神戸市 1925頃
病院 昭生病院 神戸市 1927
病院 米沢産婦人科病院 尼崎市 1932
病院 山田歯科医院 芦屋市 1924
病院 重信医院 芦屋市 兵庫近代 1926
病院 回生病院 西宮市 1907
病院 若林医院兼住宅 三田市 1915頃
病院 小島医院兼住宅 三田市 1925頃
病院 辻井医院兼住宅 三田市 1925頃
病院 旧芝本歯科 小野市 1920頃
病院 旧内山医院 加東市 1907頃
病院 旧西村助産所 加西市 1925頃
病院 西村医院 加西市 1910頃
病院 旧藤原歯科 西脇市 1925頃
病院 村上歯科 西脇市 1938
病院 旧今里歯科 西脇市 1925頃
病院 水田産婦人科医院 西脇市
病院 長久医院 姫路市 1929頃
病院 旧三宅医院 たつの市 1915
病院 山下家住宅（医院） たつの市 1903
病院 中川家住宅兼医院 たつの市 1897
病院 中江歯科 相生市 1933
病院 岡本医院 神河町 1868
病院 旧小出医院 養父市 1918
病院 旧栃尾診療所 養父市 市景観重要 1885頃
病院 上垣医院（和田山） 朝来市 1930

病院 旧海崎医院
朝来市生野

町
国登録 1887

病院 井塚歯科医院 丹波篠山市 1910-
病院 田尻眼科医院 丹波篠山市 1920頃
病院 一瀬歯科医院 洲本市 1925頃
病院 宮川医院 淡路市 1893



その他 川崎正蔵銅像台座 神戸市 1921
その他 追弔会御礼煉瓦塀（西光寺） 新温泉町
その他 ソーシャルデザイン　リガレッセ 豊岡市 県景観重要

「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＝県指定の景観形成重要建築物
市指定＝市指定の有形文化財
市景観重要＝市指定の都市景観重要建築物
市景観＝市指定の都市景観形成（指定）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
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