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魅力ある和の空間リスト   

※新規物件
☆訂正物件

北海道 北海道 千葉県
清華亭 上花輪歴史館
旧永山武四郎邸 定邸

☆ （旧）岡川薬局 旧堀田邸
旧岡田邸（現：おかだ 紅雪庭） 翠州亭(旧スイス大使館)
旧相馬邸

東京都
東北  森県 旧白洲邸 武相荘

新むつ旅館（元新陸奥楼） 林芙美子記念館
高橋家住宅 旧猪股邸
太宰治記念館 斜陽館
田中家住宅 神奈川県

鶴翔閣 (旧原家住宅)
岩手県 旧柳下邸

茶寮かだん（旧橋本家別邸） 旧吉田茂邸
大慈清水 お休み処 ※ 鎌倉市吉屋信子記念館
time＆space愛宕下 ※ 山口家住宅（雨岳文庫）

※ 伊東家侍住宅（和洋食堂Ecru） ※ 松永記念館 老欅荘
※ 料亭 京極 ※ 白雲洞茶苑白雲洞

※ 萬翆楼 福住
宮城県

旧伊達伯爵邸 鐘景閣 山梨県
時音の宿 湯主一條 木造本館 御師旧外川家住宅
良覚院丁公園と緑水庵 安藤家住宅

※   市郷 資料館（旧 丈邸） 根津記念館
※ 海商の館 旧 井邸
※ 不老仙館 野県

伊那部宿 旧井澤家住宅
秋田県 旧横田家住宅

大館市立鳥潟会館 (旧鳥潟家住宅・庭園) 旧小田切家住宅
旧秋田藩主佐竹氏別邸（如斯亭）庭園 旧松本区裁判所庁舎
旧佐藤政忠家住宅 山寺常山邸
シェアビレッジ町村

※ 旧工藤家住宅（中小路の館） 新潟県
※ 旧   邸(総合交流促進施設) 渡邉邸
※ 旧料亭 金勇 北方文化博物館
※ 八森苑（矢島町歴史交流館） 旧齋藤家別邸

松籟閣
山形県

旧  本邸 東海北陸 愛知県
清風荘-宝紅庵 徳川園 蘇山荘
本間美術館 清遠閣-鶴舞園 古川美術館分館 爲三郎記念館

南山寿荘/昭和美術館
福島県

旧甲斐家蔵住宅 岐阜県
☆ 瀬上嶋貫本家 和田家住宅

福島県迎賓館 (旧高松宮翁島別邸) 吉島家住宅
※ 郡山市久米正雄記念館（旧 久米正雄邸） 北岡田家住宅
※ 野馬追通り 銘醸館 お食事処「食彩庵」

三重県
関東甲信越 茨城県 三松荘

水海道風土博物館 坂野家住宅 旧崇広堂
弘道館 旧  川家住宅
荒川家住宅(荒為) 賓日館

※ 御料理屋kokyu.（旧  家別邸）
※ 矢中の杜（旧矢中邸） 富山県

豪農の館 内 邸 (富 県 会館分館)
栃木県 茶室円山庵 立礼席

旧篠原家住宅 菅野家住宅
 光  沢御 邸
岡田記念館 翁島別邸 石川県

明治の館
群馬県 武家屋敷跡野村家

彦部家住宅 横町うらら館
冨沢家住宅 無限庵
蔵･柏屋四郎右衛門
臨江閣 福井県
富岡市社会教育館 養浩館
旧井上房一郎邸 旧京藤甚五郎家住宅

旧料亭蓬嶋楼
埼玉県

旧山崎家別邸
二木屋 (旧小林英三家住宅)
遠山記念館
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近畿 滋賀県 徳島県
蘆花浅水荘 岡家住宅
居初氏庭園と天然図画亭 出 島の 家
外村宇兵衛邸（てんびんの里 伝統家屋博物館） 吉田家住宅
大津町家の宿 粋世

※ 公人屋敷（旧岡本邸） 香川県
旧金毘羅大芝居

京都府 渡邊邸
豪商 稲葉本家 香川県文化会館
聴竹居 ※ 合田邸
頼山陽書斎 (山紫水明処) ※ 古 家ステイ  露軒

大阪府 愛媛県
がんこ「平野郷屋敷」(旧辻元家住宅) 常信寺庫裏
旧 尾家住宅 (吹  化創造交流館) 古今荘
堺市茶室 伸庵・ 梅庵 木屋旅館
さかい待庵・無一庵 (さかい利晶の杜)
太閤園「淀川邸」 (旧藤田男爵家 東御殿) 高知県

※ 適塾 旧緒方洪庵住宅 岡御殿
竹林寺書院(客殿)・庭園

兵庫県 五藤家安芸屋敷
倚松庵 土佐山田の舎
篠 市    歴史村
兵庫県立舞子公園 旧木下家住宅 福岡県

※ ヨドコウ迎賓館（旧山邑家住宅） 九州沖縄 旧 島家住宅
※ 堀家住宅（一橋徳川家領庄屋） 旧木下家住宅(堺屋)

旧伊藤伝右衛門邸
奈良県 ※ 旧丸林本家北棟 「うなぎの寝床」

今 家書院 ※ 旧柳川藩主立花邸
中家住宅 ※ 旧松崎旅籠 油屋
臨済宗大徳寺派 慈光院 書院

☆ 奈良学園ｾﾐﾅ-ﾊｳｽ 志賀直哉旧居 佐賀県
※ 名勝 依水園 旧中尾邸住宅 (鯨組主中尾家屋敷)
※ 奈良町宿 紀寺の家 Fountain Mountain (旧一増本店)

ギャラリ 喫茶 欒
和歌山県 ※ 竹屋

琴ノ浦温山荘園 浜座敷
山﨑邸 崎県
蓮華定院 心田庵

※ 旧松井家別邸（がんこ六三園） 湧水庭園 四明荘
茶室 「閑雲亭」

中国四国 鳥取県 石田城五島氏庭園隠殿屋敷
ホテル東光園本館 ※ 旧早川家住宅
塩谷定好写真記念館 ※ 旧楠木正隆屋敷
鳥取いなば有隣荘 ※ 合資会社 猪原金物店

島根県 熊本県
小泉八雲旧居 旧細川刑部邸
旅館美保館本館 松浜軒 
旧堀氏庭園 楽山荘客殿 仰松軒 

  ※ CAF みなもと
岡山県   ※ 川尻公会堂

いかしの舎
脇本陣 木代邸 大分県
後楽園 冨 屋Gallery 也百 はなやもも 
由加山 蓮台寺 客殿 通天橋 旧丸毛家住宅
特別史跡 旧閑谷学校 旧真光寺休憩所

※ 重森三玲意匠書院復元
※ 旧広兼家住宅（通称：広兼邸） 宮崎県

宮崎県総合博物館  家園
広島県 向市歴史 俗資料館/旧廻船問屋 河内屋

太田家住宅 霧島創業記念館 「吉助」
恋しき
耕三寺潮聲閣 鹿児島県

赤尾木城文化伝承館 月窓亭(種子島邸)
山口県 旧増田家住宅

旧毛利家本邸 児島県 教育 化研究所 
山口市菜香亭
金子みすゞ記念館 沖縄県
 府 利邸 中村家住宅











































































































































































































































































































































































































公益社団法人 日本建築士会連合会女性委員会 2016年ー2018年 
小野 全子 委員 ・愛知建築 会 
本間 恵美 副委員 ・北海道建築 会 
山中 路代 副委員 ・富 県建築 会 
新海 直美 委員・北海道建築士会 (北海道ブロック) 
小林 淑子 委員・宮城県建築士会 (東北ブロック) 
多羅尾直子 委員・東京建築士会   (関東甲信越ブロック) 
筒井 裕子 委員・愛知建築士会   (東海北陸ブロック) 
石貫 方子 委員・大阪府建築士会 (近畿ブロック) 
土居 純子 委員・高知県建築士会 (中国四国ブロック) 
満原 早苗 委員・佐賀県建築士会 (九州沖縄ブロック) 
 

公益社団法人 日本建築士会連合会女性委員会 2018年ー2020年 
小野 全子 委員 ・愛知建築 会 
本間 恵美 副委員 ・北海道建築 会 
山中 路代 副委員 ・富 県建築 会 
石貫 方子 副委員 ・ 阪府建築 会 
新海 直美 委員・北海道建築士会 (北海道ブロック) 
星 ひとみ 委員・宮城県建築士会 (東北ブロック) 
松野 範子 委員・山梨県建築士会 (関東甲信越ブロック) 
吉田輝代美 委員・福井県建築士会 (東海北陸ブロック) 
八木 景子 委員・兵庫県建築士会 (近畿ブロック) 
村上 良枝 委員・香川県建築士会 (中国四国ブロック) 
藤田ゆか里 委員・福岡県建築士会 (九州沖縄ブロック) 
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