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品川区の歴史的・魅力的建築物の1日限りの公開イベント

ガイドブック



開催日│2019年11月30日（土）

品川区には歴史的な価値を含め、さまざまな魅力をもつ建築物が数多くあります。

そのなかから所有者の協力を得られたものを、

1日限りで公開するイベントが「オープンしなけん」です。

見方が変われば、普段何げなく通り過ぎている建築物の魅力に気づくはず。

この機会にぜひ、身近な建築の楽しみに触れてください。



〈オープンしなけん〉は、普段は一般公開されていない建物等を所有者・関係者のご厚意により
特別に公開していただくことで成立しています。今後も継続して開催していくためにも、マナーを
守ってお楽しみいただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

■意匠性
デザインに優れた建築物̶デザイン性に富んだ空
間・外観は、見る者の心をとらえ、感動をもたらします。

■作家性
著名な建築家が設計した建築物̶建築史において
重要な役割を果たした著名建築家による建築物は、単
体としての価値はもちろん、その作家の個性と歩みを考
える上でも意味深いものです。

■革新性
先進的な建設技術などが用いられた建築物̶新しい
構造、設備、材料や、計画の手法を用いた建築物は、次
の時代への影響において重要です。

■地域性
地域的な特色を明らかにする建築物̶地形や歴史
などの立地条件や、そこでの暮らしや産業と密接に関
連した建築物は、地域の個性を示し、未来を考える礎に
もなります。
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品川区の〈歴史的・魅力的建築物〉について お願いと注意事項

■時代性
建てられた時代の典型を示す建築物̶建てられた
当時は標準的な建築物でも、年月を経てその多くが失
われると、その時代の社会や文化を示す貴重な資料と
なります。

■継続性
長く親しまれている建築物̶継続して活用されてい
る建築物は物語をまとって、魅力を増します。改装や増
築がなされたり、使い方が変化したりといったことも、長く
親しまれている大事な証です。

■歴史性
歴史上の人物や出来事と関連した建築物̶品川区
出身の人物や歴史上の出来事に関連した建築物は、
歴史の流れと私たちとを近づけます。

歴史的・魅力的建築物
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● イベントへの参加にあたっては、必ず、条件等詳細をご確認ください。通常から「公開」されている建築物と、今回のイベントで「特別公開」
 される建築物があります。
● イベントの内容は予告なく変更することがございます。また、当日の天候（大雨・暴風等）によって変更・中止させていただく場合もございます。
 予めご了承ください。
● 建物への直接のお問合せはご遠慮ください。お問合せは品川区建築課審査担当（構造）にて承ります。
 取材のお申し込みも事前にご連絡ください。電話03-5742-9172
● イベント実施に関する情報等については、品川区ホームページおよびオープンしなけん2019 vol.2のウェブサイト（http://shinaken.jp）にて
 随時発信します。最新情報をご確認下さい。
● スタッフやボランティア、建物関係者の指示に沿ってお楽しみください。指示を守っていただけない場合は参加をお断りいたします。
● ガイドブックの無料配布、当日の情報提供は各公開建物にて行います。

特に以下については、十分ご注意ください。

1.写真撮影等
建物によっては、立入禁止・撮影禁止の場所がございます。撮影可能な場合でも、SNSやウェブサイトへの掲載を禁止しているところもございます。
詳細をご確認のうえ、ルールを守ってお楽しみください。他の参加者の迷惑とならないよう、各自、譲り合って撮影してください。
また、モデルの撮影など建物見学以外を目的とする写真撮影は固くお断りします。

2.テナントビル、寺社、教会等
各施設の責任者の方に協力いただいて公開しています。各建物本来の目的をご理解のうえ、お静かに見学してください。

3.入場制限
定員の記載がない場合でも、状況に応じて安全確保等の理由から入場制限させていただく場合がございます。ご理解とご協力をお願いいたします。

4.エレベーター等
階段のみでエレベーターやスロープ等がない場合がございます。あらかじめご了承のうえご参加ください。

5.その他
別途、建物ごとに注意事項が設定されている場合がございます。記載内容等をよくご確認いただき、スタッフの指示に従ってください。
建物内でも公開されていない場所へは許可なく立ち入ることはおやめください。指示を守っていただけない場合は参加をお断りいたします。

〈オープンしなけん〉は、品川区が進めている歴史的・魅力的建築物調査活用事業で認められた
建築物のなかから、所有者・管理者のご協力が得られた範囲で公開する催しです。〈歴史的・魅力
的建築物〉の選定は、区内にある建築物で、以下の7つの指標のいずれかを満たすことを条件と
しています。



公開建物マップ

0
4

0
5

品川歴史館 茶室「松滴庵」 P.06
杉野記念館・杉野学園衣裳博物館 P.07
昭和ネオン高村看板ミュージアム P.07
品川バプテスト教会 P.08
大井バプテスト教会 P.08
雉子神社 P.09
寄木神社 P.09
東京デザインセンター P.10
茶室「有時庵」 P.10
東急池上線戸越銀座駅 P.11
東急池上線旗の台駅 P.11

しようてきあん
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仙台味噌醸造所 P.07
法禅寺 P.09
ポーラ五反田ビル P.11
タキゲン製造（株）本社 P.11
大井ホッケー競技場（メインピッチ） P.11

公開建物

公開建物以外の魅力的建築物

土浦亀城邸（P.06）は一般公開していないため所在地を
非掲載としています。



建築物の中でも住宅は、使い手の生活や趣味が特に現れるものです。品川区ゆかりの人物

について、その住まいは雄弁に語ってくれます。また、江戸時代からの暮らしに根ざした商いが

生み出す雰囲気も、品川区には受け継がれています。そしてそれらは、のどかな農村から良好

な住宅地、高度な市街地へと発展していった品川区の歩みも照らし出します。

住まいと商いの物語 公開建物以外の魅力的建築物
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竣工年│1935年　構造・規模│木造（一部鉄筋コンクリート造）、
地上2階・地下1階　設計者│土浦亀城
̶

1935年に建てられた建築家・土浦亀城の自邸です。
モダニズム住宅の普及を目指して木造乾式構法で
建てられたこの白い箱型モダニズム住宅は、1995年
に東京都有形文化財に指定され、1 9 9 9年には
docomomo20選に選定されました。居間を中心と
したスキップフロアによる空間の連続性は必見です。
̶
土浦亀城＝1897年生まれ、1996年没。東京帝国大学卒業後、
帝国ホテルのため来日していたフランク・ロイド・ライトに請われ、妻
の信とともに渡米。タリアセンで約3年過ごします。初期の作品は
ライトの影響がうかがえますが、その後バウハウス風のモダニズム
様式へと移行していきます。

土浦亀城邸

所在地│大井6-11-1
竣工年│1927年頃　構造・規模│木造、地上1階
設計者│不詳
̶

品川歴史館の敷地には、かつて安田善助氏の邸宅が
ありました。戦後は吉田秀雄記念館（株式会社電通
所有）として茶事などに利用されていました。茶室「松
滴庵」は二棟を斜の廊下でつないだ二畳敷の茶室で
す。織田有楽の「やりちがへ二畳」を基本にしつつ、中
板によって空間にゆとりを持たせています。洞穴のよう
に奥に行くほど広がりを持つ「洞床」の脇には斜に構
えた壁があり、伝統とは異なる工夫も加えられています。

＊畳の間には入れません　＊雨天の場合は外観のみ
＊展示をご覧の場合は要観覧料
特別展「中世寺院と品川－妙国寺の歴史と寺宝－」を令和元年12月1日
まで開催。（要観覧料　一般300円、小・中学生100円）

＊博物館は要入館料。展覧会「ブルガリアとルーマニアの民族衣装－手芸
技法を中心に－」を令和元年9月20日より令和2年2月10日まで開催して
おります。（一般300円、高校生250円、小・中学生200円）

品川歴史館
茶室「松滴庵」

所在地│上大崎4-6-19　竣工年│1938年／1957年
構造・規模│木造、地上2階／鉄筋コンクリート造、地上3階・地下1階
設計者│杉野繁一
̶

杉野学園の創立者である杉野繁一・芳子夫妻が終生
を過ごした旧居。夫妻の没後に学園に遺贈され、現在
は杉野記念館として公開されています。設計はアメリカ
で建築を学んだ杉野繁一が自ら手がけました。今回の
オープンしなけんでは今まで公開していなかった2階も
ご覧いただけます。杉野学園衣裳博物館は日本で最
初の衣裳博物館です。コレクションは創立者の杉野
芳子が自ら集めた西洋の衣裳を中心に日本の着物や
他国の民族衣裳などがあります。

仙台味噌醸造所
仙台・伊達藩の味噌造りを受け継ぎ、
大正時代に竣工したこの切妻屋根の
木造建物で今も味噌の製造と販売が
行われている。
所在地│東大井4-1-10
竣工│1924年　土・日・祝日定休

杉野記念館／
杉野学園衣裳博物館

所在地│南品川1-7-17 株式会社昭和ネオン2F
竣工年│1973年7月　構造・規模│鉄筋コンクリート造、地上6階
設計者│池田忠 一級建築士事務所
̶

大正11年（1922年）に創業した「高村看板店」はその
後「昭和ネオン」に社名を変え、現在は屋外広告や
LEDサインなど建築にゆかりのある事業を行なってい
ます。3代目社長高村五郎が自らの事業のルーツとし
て、また時代と共に消えゆく看板を惜しみ、江戸時代の
古看板に興味を持ち始めました。没後、同氏が収集し
た膨大なコレクションを広く一般に公開しようと、2006
年に4代目社長の高村徹が旧東海道に面している同
社ビルの立地から「高村看板ミュージアム」を自社ビル
内に開設しました。看板はその時代の文化を反映する
ものです。個々の看板デザインから商店の個性や物
語などがうかがえます。

昭和ネオン
高村看板ミュージアム

＊入館料無料
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［案内地図］ ［案内地図］ ［案内地図］

特別公開時間 10：00-15：00 公開時間 10：00-16：00 公開時間 10：00-17：00※事前申込み当選者を対象にしたツアーを実施。当日の一般公開は
　行いません。



公開建物以外の魅力的建築物

法禅寺
関東大震災の以前に建てられた本堂
は、側面と背面の壁が煉瓦積みでつく
られている。境内から外観を鑑賞するこ
とが可。
所在地│北品川2-2-14
竣工│1922年頃

品川区には由緒ある神社やお寺があり、明治時代以降キリスト教の教会も建てられています。

それらは、信仰の場所であると同時に集会の場や幼稚園などとして生活に密着し、地域の

人々に親しまれてきました。そこには明治期に広まった鏝絵、大正期の煉瓦から、モダンで斬新

な設計まで、建築物が建てられた各時代の新しい意匠や技術も込められています。

信仰がはぐくむ新しさ
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所在地│西品川2-12-18
構造・規模│鉄筋コンクリート造、地上2階　竣工年│1963年
設計者│天野太郎研究室（天野太郎・吉原正）
̶

この教会堂は天野太郎研究室（天野太郎・吉原正）に
よって設計されました。天野太郎は20世紀を代表する
アメリカの建築家フランク・ロイド・ライトのもとで学んで
います。コーナーを丸めた曲面によって柔らかな自然光
を取り入れる手法には、北欧の影響も感じられます。竣
工時は2階部分の深く奥行きのある庇が特徴でしたが、
現在は増築され原形を留めていません。
̶
天野太郎＝1918年生まれ、1990年没。アメリカの建築家フラン
ク・ロイド・ライトに学び、工学院大学と東京藝術大学で教鞭を執り
ました。代表作に嵐山カントリークラブ（1961年）など。
吉原正＝1922年生まれ、2014年没。天野太郎のパートナーとし
て活躍。代表作に厳正寺（1962年）、日本バプテスト連盟天城山
荘（1964年）など。

品川バプテスト教会

＊建物本来の目的を考慮して、良識のある行動を心がけてください。

所在地│大井5-10-12 　竣工年│1952年
構造・規模│木造、地上2階　設計者│不詳
教会堂増改築・あけぼの幼稚園設計者│吉原正
̶

開口部の尖塔アーチや祭壇上部のトレーサリーを模し
たレリーフなどゴシック様式の要素がみられるモダンな
デザインの教会堂です。1960 年頃から近所に住む建
築家吉原正によって数度にわたり増改築が行われ、
隣地にあけぼの幼稚園を併設し、現在の形になりまし
た。モダニズム特有の装飾を排した幾何学的な構成
によってデザインされ、水平性を強調した庇や円形窓
などに特徴がみられます。
̶
トレーサリー＝ゴシック建築の特徴の一つで、アーチ形の窓の上部
にはめこむ装飾用の組子。

大井バプテスト教会

＊建物本来の目的を考慮して、良識のある行動を心がけてください。

所在地│東五反田1-2-33 　竣工年│1995年
構造・規模│鉄骨鉄筋コンクリート造、地上11階・地下2階
設計者│村野・森建築事務所
̶

雉子神社の由来は徳川家光が鷹狩りに訪れた際、一
羽の白い雉を見かけたことから「雉ノ宮」と名付けられ
たことに端を発しています。桜田通りに面した11階建
のビルは雉子神社を内包し、白雉子ビルディングと名
づけられました。鳥居をくぐると1階ピロティ部分に古く
からその土地を見守ってきた雉子神社の本殿、拝殿、
社務所が現れます。竣工当時は新しい都市型の神社
として注目を集めました。今回は特別に拝殿を公開しま
す。季節折々の鳥の姿が描かれた天井画をご覧いた
だけます。

雉子神社

＊内部が狭いため、入場制限を行う場合がございます。
＊建物本来の目的を考慮して、良識のある行動を心がけてください。

寄木神社

＊内部が狭いため、入場制限を行う場合がございます。
＊建物本来の目的を考慮して、良識のある行動を心がけてください。

［案内地図］ ［案内地図］ ［案内地図］ ［案内地図］

所在地│東品川1-35-6 
竣工年│明治前期　構造・規模│本殿石造・拝殿木造、地上1階
設計者│不明
̶

漁師町に鎮守する神社で、社殿は明治期に再建され
ました。頭に皿を乗せたカッパ狛犬の石像、拝殿にあ
る躍動感のある龍や獅子の木製彫刻など見所はたく
さんありますが、一番の見所は普段は見ることのできな
い伊豆長八による鏝絵（漆喰細工）です。本殿の内扉
にあり、天孫降臨を描いたものです。右は猿田彦命（サ
ルタヒコノミコト）、左の上部にニニギノミコト、下部に天
鈿女命（アメノウズメノミコト）が描かれています。いにしえ
の物語を題材にした伊豆長八による鏝絵は品川区指
定文化財となっています。

こてえいずのちようはち

特別公開時間 12：00-16：00 特別公開時間 13：00-15：00 特別公開時間 9：00-17：00 特別公開時間 13：30-15：30
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公開建物以外の魅力的建築物

大井ホッケー競技場（メインピッチ）
2020年東京オリンピックのホッケー会
場となる施設。大会後はホッケーほか
様々なスポーツを楽しめる多目的球技場
となる。
所在地│八潮4-1-19
竣工│2019年　設計者│梓設計

タキゲン製造（株）本社
ガラスの内側にある木製ルーバーは自由
に角度設定が可能。これによりシンプル
な形状ながら変化のある外観を生み出し
ている。
所在地│西五反田1-24-41
竣工年│2014年　設計者│高松伸

ポーラ五反田ビル
エレベーターや階段を両サイドに分けて
配置し、その間に柱がない広いオフィス
空間を設けたツインコア構造の代表的
ビル。
所在地│西五反田2-2-3
竣工年│1971年　設計者│日建設計

建築の設計者は従来のつくり方を受け継ぐだけでなく、ときにはそれを意識的に更新します。

品川区内には個性的なデザインや、それまでにない構造や材料の使用など、斬新な取り組み

に目を見張らされる建築物が数多くあります。それらがまた新たな施設のあり方や地域性の発見

へとつながっていくのかもしれません。

更新される建築デザイン
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所在地│東五反田5-25-19　竣工年│1992年
構造・規模│鉄骨鉄筋コンクリート造、地上9階・地下2階
設計者│マリオ・ベリーニ＋大林組
̶

イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニが設計し、
1992年に完成した総合インテリア・ショールームビル。
大理石による端正な正面デザインは、五反田駅前の
風景を一変させました。5層吹き抜けの大階段がダイ
ナミックで、正面にある馬の彫刻もイタリア人芸術家ミ
ンモ・パラディノによるものです。裏の庭園側には柱が
並ぶ回廊とテラスが6層重なり、野外劇場装置のよう
な空間を創造しています。
̶
マリオ・ベリーニ＝1935年イタリア生まれの建築家・デザイナー。ミ
ラノ工科大学を卒業後、オリベッティのタイプライターなどの工業デ
ザインや家具デザインも手掛け、80年代からは建築設計を中心に
活動しています。建築雑誌「ドムス」の敏腕編集長（1986-1991
年）としても知られています。

東京デザインセンター

所在地│北品川4-7-36
竣工年│1992年　構造・規模│地上1階
設計者│磯崎新
̶

世界的建築家の磯崎新による現代茶室。ステンレス
で作られたにじり口、チタニウムパネルの壁、円形と方
形を組み合わせた外観といった斬新なデザインは現代
建築の粋と茶の湯の心の調和を表しています。その一
方で、囲い壁に千年屋久杉、床柱に薬師寺の古材の
檜など貴重な材料を組み合わせています。伝統と革新
の融合によって出来上がった現代茶室は、御殿山庭
園の中にひっそりと佇んでいます。
̶
磯崎新＝1931年生まれ。今年、建築界のノーベル賞といわれるプ
リツカー賞を受賞。「世界のタンゲ」と呼ばれた丹下健三の弟子に
して、1970年代にその後継者とみなされるようになりました。代表
作に「つくばセンタービル」（1983年）、「ロサンゼルス現代美術
館」（1986年）、「水戸芸術館」（1990年）など国内外に多数。

茶室「有時庵」 

＊内部が狭いため、入場制限を行う場合がございます。

所在地│平塚2-16-1　竣工年│2016年
構造・規模│木造（一部鉄骨造）、地上2階（一部1階）
設計者│東京急行電鉄、アトリエユニゾン
̶

1927年に開設されて以来、約90年間使われた初代
駅舎は、2016年に同じく木造による２代目駅舎に生ま
れ変わりました。木造シザーストラス構造と鉄骨フレー
ムが併用されたホーム屋根が特徴です。使われている
のは東京の木多摩産の木材で、建設時の二酸化炭
素排出量の削減や山の保全整備に貢献しています。
地元住民が参加したワークショップを通じ、ベンチの裏
側やメモリアルボードに初代駅舎へのメッセージが残さ
れています。
̶
木造シザーストラス構造＝木材をハサミの様に支点で交じらわせな
がら組み上げていく構造方式。大空間を美しく合理的に実現する。

所在地│旗の台2-13-1　竣工年│2019年
構造・規模│木造（一部RC造・鉄骨造）、地上1階
設計者│東京急行電鉄、アトリエユニゾン
̶

戸越銀座駅に続く、木になるリニューアル第二弾とし
て、1951年に開設されて以来、約70年間使われた池
上線のホーム屋根が、多摩産材をふんだんに活用し
た温かみのある木造屋根に新たに生まれ変わりました。
木造支点桁架構と鉄骨フレームが併用されたホーム
屋根が特徴です。また、今回新たな試みとして、近年
建築材料として注目を浴びているC LT（C r o s s 

Laminated Timber：直交集成板）を新設屋根側壁部に
採用しております。

東急池上線戸越銀座駅

＊駅構内に入るときは入場券が必要になります。 ＊駅構内に入るときは入場券が必要になります。

東急池上線旗の台駅
［案内地図］ ［案内地図］ ［案内地図］ ［案内地図］

特別公開時間 10：00-17：00公開時間 10：00-18：00 公開時間 始発～終電 公開時間 始発～終電



東京建築アクセスポイントによる
「しながわの魅力発見ツアー」
（事前申込制、定員各15名）

□はじめて学ぶアントニン・レーモンドの建築
集合│目黒駅　解散│武蔵小山駅　ナビゲーター│和田菜穂子
アントニン・レーモンドは旧帝国ホテル設計のためにフランク・ロイド・ライトとともに
来日した建築家です。ツアーでは戦前と戦後に建てられた二つの建築を巡り、レー
モンドの建築の特徴を学びます。
̶
アントニン・レーモンド＝1888年チェコ生まれ、1976年没。フランク・ロイド・ライトとともに帝
国ホテル設計のために来日。その後も日本に留まり、数多くのモダニズム建築を手がけ、後
継者を育てた。代表作に「エリスマン邸」（1926年）、「群馬音楽センター」（1961年）、「南
山大学総合計画」（1964年）など。

□オフィスビルと大規模開発を巡る
集合│天王洲アイル駅　解散│大森駅　ナビゲーター│磯達雄
天王洲アイル、品川シーサイドフォレスト、大森ベルポートと臨海部の大規模再開
発エリアをまわり、スカイウォークやアトリウムなど、オフィスビルに付設された都市
デザインについて学びましょう。途中、京浜運河沿いを歩き、モノレール、新幹線、
飛行機、船舶といった交通動線とビルや工場が重なり合う、品川ならではの風景
も味わえます。見学は一般公開されているエリアのみです。

□建築の旧東海道を歩む
集合│新馬場駅　解散│青物横丁駅　ナビゲーター│倉方俊輔
品川区を通る旧東海道には、建築の歴史も積み重ねられています。「オープンしな
けん」での前回のツアーに引き続き、実際に建物を目の前にしながら、看板建築や
洋風建築、場所の個性を大事にしたリノベーション建築まで、それぞれの見どころを
解説します。

□五反田駅周辺の住宅散歩
集合│目黒駅　解散│五反田駅　ナビゲーター│若原一貴
品川区内の住宅地を巡りながら町の特徴や歴史などを解説するツアーです。建物
見学は全て公道からの外観のみとなります。

クロージングトーク「建築をひらく」
（事前申込制、定員各70名）

場所│大崎第一区民集会所（西五反田3-6-3）
時間│18：30-20：30（受付18：00）
ゲスト│五十嵐太郎（建築史家・東北大学教授）

日本および世界各地で建物公開イベントが開催されています。建築イベントが街
の魅力や特徴を発信するきっかけになっています。＜建築をひらく＞ことの意義に
ついて、また建築イベントの楽しさについて、語り合います。

オープンしなけん2019 vol.2  ガイドブック
̶

発行│2019年11月30日
問い合わせ先│品川区都市環境部建築課審査担当（構造）
電話│03-5742-9172  FAX│03-5742-6898
企画編集│一般社団法人 東京建築アクセスポイント
　　　　　（和田菜穂子、磯達雄、倉方俊輔、若原一貴）
デザイン│大場智博（ひとつめデザイン）

関連企画情報
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五十嵐太郎氏

五反田駅周辺の住宅散歩

建築の旧東海道を歩む

オフィスビルと大規模開発を巡る

はじめて学ぶアントニン・レーモンドの建築


