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国指定史跡 地図 大田区立多摩川台公園　区部南部エリア　B−4

95

亀甲山古墳
Kamenokoyama Tomb Mound 

都指定史跡

宝萊山古墳
Horaisan Tomb Mound 

多摩川台古墳群
Tamagawadai Tomb Mounds Group 

亀甲山・宝萊山古墳は、東京を代表
する前方後円墳です。両古墳の間に
は7基の円墳と1基の前方後円墳か
ら成る多摩川台古墳群が築造されて
います。現在は大田区立多摩川台公
園として整備され、外観が見学でき
ます。園内には出土品等を展示する
古墳展示室があります。
公開日　通年（月曜及び年末年始を

除く。ただし、月曜が祝日
の場合は開室）　　

公開時間　9：00 ～ 16：30　　
料　金　なし　　
所在地　大田区田園調布1-63-1
交　通　東急東横線･多摩川線･目黒線「多摩川」駅下車徒歩5分

重要文化財（建造物） 地図 池上本門寺　区部南部エリア　C−4

96

本門寺五重塔
Five-storied Stupa of Honmon-ji Temple 

池上本門寺宝塔
Stupa of Ikegami Honmon-ji Temple 

都指定史跡

奥絵師狩野家墓所
Graveyard of Shogunate Painter KANO Family 

桃山の遺風を伝える池上ランドマー
クタワー五重塔と、本行寺に続く石
段を下る途中、日蓮聖人火葬の旧地
に建つ大型の宝塔は、古刹池上本門
寺を代表する塔です。
公開日　通年　　
公開時間　終日　　
料　金　なし　　
所在地　大田区池上1-1-1
交　通　東急池上線「池上」駅又は

都営浅草線「西馬込」駅下
車徒歩15分

注意事項等　五重塔・宝塔とも公開は外
観のみ

都指定旧跡 地図 区部南部エリア　C−4

97 日蓮上人入滅の旧跡Historic Place of the Death of Nichiren Shonin 
日蓮上人入滅後古くから伝存されている「御臨終の間」は今でも当時の様子
をしのばせています。法華経板木は11月3日（木・祝）に公開します。
公開日　通年　　公開時間　9：30 ～ 16：00
料　金　なし　　所在地　大田区池上2-10-5
交　通　東急池上線「池上」駅又は都営浅草線「西馬込」駅下車徒歩15分
注意事項等　法華経板木の1枚目と最後のもの2枚のみ公開します。

亀甲山古墳（写真提供：大田区教育委員会）

写真提供：（公財）文化財建造物保存技術協会

荒川区

重要文化財（建造物） 地図 区部東部エリア　A−2

91 旧三河島汚水処分場喞筒場（ポンプ場）施設Pump Station of the Old Mikawashima Wastewater Facility 
大正11年（1922）に稼動した我が国最初の近代下水処理施設です。旧主ポ
ンプ室はレンガタイルに白い水平線がアクセントに施され、当時日本に紹
介されて間もないセセッション様式の影響が見られます。
公開日　通年（火曜・金曜・年末年始を除く。）　　
公開時間　9：00 ～ 17：00（入場は16：00まで）見学には電話での事前

予約が必要です。　　
料　金　なし　　
所在地　荒川区荒川8-25-1
 三河島水再生セン

ター敷地内
交　通　都電荒川線「荒川二

丁目」下車徒歩3分
/東京メトロ千代田
線 ･ 京 成 線「 町 屋 」
駅下車徒歩13分

都指定旧跡 地図 圓通寺　区部東部エリア　A−3

92 彰義隊戦死者墓Grave of Shogitai Senshisha 
彰義隊は、慶応4年（1868）5月15日新政府軍との上野戦争で鎮圧され、
彰義隊戦死者は円通寺仏磨和尚により火葬に付され合葬されました。弾痕
を残す黒門は、明治40年（1907）に移築されたものです。
公開日　通年　　
公開時間　9：00 ～ 17：00　　
料　金　なし　　
所在地　荒川区南千住1-59-11
交　通　都電荒川線「三ノ輪橋」駅下車徒歩3分/東京メトロ日比谷線「三

ノ輪」駅下車徒歩5分
都指定天然記念物 地図 区部東部エリア　A−3拡大図【上野・日暮里】

93 延命院のシイCastanopsis at Enmei-in Temple 
『江戸名所図会』巻五の「日暮里惣図」にも描かれているシイの老樹です。
公開日　通年　　
公開時間　7：00 ～ 15：30　　
料　金　なし　　
所在地　荒川区西日暮里3-10-1
交　通　JR山手線･京成線ほか「日暮里」駅（北口）下車徒歩3分

大田区

重要有形民俗文化財 地図 大森　海苔のふるさと館　区部南部エリア　D−4

94 大森及び周辺地域の海苔生産用具Seaweed Production implements around Omori 
江戸前の海で300年の歴史を持つ海

の り

苔作り。浅草海苔の名産地として名を
馳

は

せ、全国に生産方法が伝わる元となったのは大森周辺地域です。その土地
で半世紀ほど前まで使われていた海苔生産用具や、歴史などを紹介します。
公開日　通年（第3月曜（祝日の場合はその翌日）・年末年始を除く。）　　
公開時間　9：00 ～ 17：00（6月～ 8月は19：00まで）　　
料　金　なし　　
所在地　大田区平和の森公園2-2
交　通　京急線「平和島」駅又は東京モノレール「流通センター」駅下車徒

歩15分

写真提供：東京都下水道局
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国指定史跡 地図 瀧泉寺　区部南部エリア　C−2

102
青木昆陽墓
Grave of AOKI Kon'yo 

都指定有形文化財（建造物）

滝泉寺前不動堂
Maefudo Hall of Ryusen-ji Temple 

江戸五色不動の一つ目黒不動尊にある建物で、三代家光の代に建築され、
独
ど っ こ

鈷の滝と並んで不動明王護摩供修行の道場でした。また、大本堂裏を右
手に進むと青木昆陽の墓があります。墓石には甘

か ん し ょ

藷先生墓と記されていま
す。昆陽は関東における甘

さつまいも

藷栽培を導入した偉人です。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　目黒区下目黒3-20-26
交　通　東急目黒線「不動前」駅下車徒歩12分/JR山手線･東急池上線ほ

か「五反田」駅からバス（渋谷駅東口行）「目黒不動尊」下車すぐ
注意事項等　前不動堂の内部公開は毎月28日11：00 ～ 16：00に行ってい

ます。毎年10月28日は甘藷まつり（昆陽先生報恩感謝法要）が
行われます。

都指定有形文化財（彫刻） 地図 五百羅漢寺　区部南部エリア　C−2

 

103 木造釈迦三尊及び五百羅漢等像Wooden Statues of Shakamuni Buddha Triad and Five Hundreds Arhats 
木造釈迦三尊及び五百羅漢等像は、松雲元慶禅師が十余年の歳月をかけ、
自ら本尊以下500余体を彫刻したものです。明治41年に、本所五ッ目（江
東区）から目黒に移り、現在羅漢寺には305体の像が残っています。一つ
一つの羅漢像の表情の違いを御覧ください。
公開日　通年　　　公開時間　9：00 ～ 17：00　　
料　金　300円　　所在地　目黒区下目黒3-20-11
交　通　東急目黒線「不動前」駅下車徒歩8分/JR山手線･東急目黒線ほか

「目黒」駅下車徒歩13分
都指定有形文化財（工芸品） 地図 海福寺　区部南部エリア　C−2

104
梵鐘
Temple Bell 

都指定有形文化財（歴史資料）

文化四年永代橋崩落横死者供養塔及び石碑
Monumental Stupa and Stone Monument for the Dead in the Falling of the Eitai Bridge in 1807

江戸時代の空前の大惨事となってしまった永代橋崩落事件で亡くなった
人々のための供養塔と天和3 年（1683）製の梵鐘です。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　目黒区下目黒3-20-9
交　通　東急目黒線「不動前」駅下車徒歩10 分/JR 山手線・東急目黒線ほ

か「目黒」駅下車徒歩15分

滝泉寺前不動堂

品川区

都指定有形文化財（彫刻） 地図 品川寺　区部南部エリア　D−3

98 銅造地蔵菩薩坐像（江戸六地蔵の一）Copper Statue of Seated Jizo Bosatsu (One of Edo Six Jizo) 
江戸六地蔵は、京都の六地蔵に倣って江戸御府内へ入る街道6か所の入口
の宿場に造立されたものです。品川寺の六地蔵は第一番として東海道品川
宿にあります。
公開日　通年　　
公開時間　6：00 ～ 17：00　　
料　金　なし　　
所在地　品川区南品川3-5-17
交　通　京浜急行線「青物横丁」駅下車徒歩3分
注意事項等　車での来寺は御遠慮ください。http://honsenji.net

都指定有形文化財（建造物） 地図 区部南部エリア　D−2

99 旧島津公爵家袖ヶ崎本邸洋館Western Style main Building of Former Residence of Duke SHIMAZU in Sodegasaki 
旧鹿児島藩主で、公爵であった島津家の邸宅です。古典様式を基調とし、円
弧状の列柱廊を持つバルコニーや、当時流行した白タイルを用いた外装が
特徴です。ジョサイア・コンドルが設計、黒田清輝が内装を担当し、大正6
年（1917）に完成しました。
公開日　4 ～ 6月、10 ～ 12月の隔週水曜日・金曜日　　
料　金　なし　　
所在地　品川区東五反田3-16-21
交　通　JR山手線・埼京線ほか「大崎」駅及び・JR山手線・都営浅草線ほ

か「五反田」駅下車徒歩10分/JR山手線・東海道線ほか「品川」駅
下車徒歩15分

注意事項等　往復ハガキにて要事前申し込み。10：40、13：10に学生ガイ
ドによる邸内及び外観・庭園見学が可能です（各回先着15名ま
で）。詳しくは、清泉女子大学ホームページ本館見学ツアーページ
を御覧ください。

目黒区

重要文化財（建造物） 地図 区部南部エリア　C−3

100 円融寺本堂（釈迦堂）Main Building of En'yu-ji Temple 
室町時代初期の創建といわれ、優美な本堂（釈迦堂）は23区内最古の木造
建造物です。
公開日　通年　　
公開時間　終日　　
料　金　なし　　
所在地　目黒区碑文谷1-22-22
交　通　JR山手線・東急目黒線「目黒」駅（西口）からバス大岡山小学校行

き「碑文谷2丁目」下車徒歩3分/東急目黒線「洗足」駅からバス
渋谷行き「円融寺前」下車徒歩3分

注意事項等　禁煙厳守。内部は非公開。外観のみの見学となります。

重要文化財（建造物） 地図 目黒区立駒場公園　区部南部エリア　B−1

101 旧前田家本邸Former Residence of MAEDA Family 
緑あふれる目黒区立駒場公園内に建つイギリス・チューダー様式の趣きあ
る洋館と、迎賓館として建てられた和館があります。戦前の大名華族の邸
宅を代表する規模と意匠を誇るとともに、洋館・和館が揃って残されてい
る数少ない例として大変貴重です。
公開日　和館:通年（月曜（祝日の場合は翌日）及び年末年始を除く。）　　
公開時間　9：00 ～ 16：00　　
料　金　なし　　所在地　目黒区駒場4-3-55
交　通　京王井の頭線「駒場東大前」駅（西口）下車徒歩8分/小田急線「東

北沢」駅下車徒歩13分/ 小田急線「代々木上原」駅下車徒歩15分
注意事項等　館内での飲食禁止。公園は16:30で閉園します。洋館は、平成30

年9月末(予定)まで改修工事のため休館します。
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国指定史跡 地図 豪徳寺　区部南部エリア　B−2

109 彦根藩主井伊家墓所Graveyard of II Family, Lords of Hikone Domain 
徳川幕府で大老等の重職を担った彦根藩主井伊家の江戸表の菩提寺です。
14代藩主のうち6代の藩主墓などがあります。安政の大獄や桜田門外の変
で有名な井伊直弼墓もあります。
公開日　通年　　公開時間　9：00 ～ 16：00　　
料　金　なし　　所在地　世田谷区豪徳寺2-24-7
交　通　東急世田谷線「宮坂」駅下車徒歩3分/小田急線「豪徳寺」駅下車

徒歩15分
国登録有形文化財（建造物） 地図 区部南部エリア　B−1

110 柳澤家住宅主屋Main building of YANAGISAWA Famiry's House 
公開日　1月・3月・5月・10月の年4回　　
公開時間　10：00 ～ 16：00　　
料　金　100円　　所在地　世田谷区大原1-26-1
交　通　京王線「代田橋」駅下車徒歩7分/京王線「笹塚」駅下車徒歩10分/
 京王井の頭線「新代田」駅下車徒歩10分程度
注意事項等　公開時に講演会を開催（各回先着20名）
 詳細は財団ホームページ（http://y-kimie.jp）にて掲載

都指定史跡 地図 蘆花恒春園　区部南部エリア　A−1

111 徳冨蘆花旧宅Former  House  of  TOKUTOMI Roka 
小説「不

ほ と と ぎ す

如帰」「自然と人生」「みみずのたはこと」などの名作で知られる明
治・大正期の文豪徳冨蘆花（健次郎）と愛子夫人が後半生を過ごした住まい
です。現在は蘆

ろ か こ う し ゅ う え ん

花恒春園として公園整備されています。園内には愛子夫人
から寄贈された遺品を展示した蘆花記念館や夫妻の墓もあります。
公開日　通年（12月29日～ 1月3日を除く。）　　
公開時間　9：00 ～ 16：00
料　金　なし　　所在地　世田谷区粕谷1-20-1
交　通　京王線「芦花公園」駅又は「八幡山」駅下車徒歩15分/京王線「千

歳烏山」駅から京王バス（小田急線「千歳船橋」行）「芦花恒春園」
下車徒歩7分

都指定史跡 地図 区部南部エリア　B−3

112 等々力渓谷三号横穴Todoroki Valley Tunnel Tomb No.3 
等々力渓谷東岸の崖面で、公園の造成中に発見された古墳時代末から奈良
時代の横穴墓群（6基以上）の中の1基です。このお墓には、成年男子、壮
年女子、小児の3体が埋葬されていました。
公開日　通年　　
公開時間　終日　　
料　金　なし　　
所在地　世田谷区等々力1-22-26（等々力

渓谷公園内）
交　通　東急大井町線「等々力」駅下車徒

歩12分

都指定有形文化財（歴史資料） 地図 大円寺　区部南部エリア　C−2

105 大円寺石仏群Group of Stone Statues of Buddha at Daien-ji Temple 
振袖火事・車町火事と並ぶ江戸の三大火事の一つ行人坂火事の火元となっ
た大円寺は、当時の犠牲者供養のために勧請されたと伝わる五百羅漢の石
仏があります。
公開日　通年　　公開時間　9：00 ～ 17：00
料　金　なし　　所在地　目黒区下目黒1-8-5
交　通　JR山手線・東急目黒線「目黒」駅下車徒歩5分
注意事項等　重要文化財釈迦如来立像を特別公開しています（普段は非公開）。

世田谷区

都指定有形文化財（建造物） 地図 区部南部エリア　B−2

106 武家屋敷門Gate of the Samurai Residence 
現在の港区芝 5 丁目付近にあった旧蜂須賀家の中屋敷門を大正 11 年

（1922）に移築したものと伝えられています。見事な形式、構造、装飾をも
つ江戸時代末期の武家屋敷門です。
公開日　通年　　公開時間　9：00 ～ 16：00
料　金　なし　　所在地　世田谷区下馬2-11-6
交　通　東急田園都市線「三軒茶屋」駅下車徒歩10分
注意事項等　鐘楼はつかないようお願いします。

重要文化財（建造物） 地図 区部南部エリア　B−2

107
大場家住宅
House of OBA Family 

都指定史跡

世田谷代官屋敷
Setagaya Magistrate's Residence 

江戸時代に大場家が井伊家の代官役所として使用していました。主屋の土
間までは、見学可能（雨天時は外観のみ）。また、大場家所有の古文書等は、
隣の区郷土資料館で御覧いただけます。
公開日　通年　休館日：月曜・祝日（祝日が月曜のときは翌日も休館）・年

末年始（12月29日～ 1月3日）。ただし、11月3日（木・祝）と
ボロ市開催日（12月と1月の15日・16日）は見学できます。

公開時間　9：00 ～ 16：30　　料　金　なし　　
所在地　世田谷区世田谷1-29-18
交　通　東急世田谷線

「上町」駅下車
徒歩3分

注意事項等　代官屋敷室内に
は入れません。

都指定天然記念物 地図 区立桜小学校　区部南部エリア　B−2

108 桜小学校のオオアカガシBig Quercus Acuta at Sakura Elementary School 
桜小学校の校庭にあり、同校のシンボルとして親しまれています。高さ約
13.5m、全体の姿は球形を呈し見事な樹木です。ここは元仙蔵院（廃寺）本
堂の裏手に当たっていました。
公開日　通年　　公開時間　9：00 ～ 16：00　　
料　金　なし　　所在地　世田谷区世田谷2-4-15　区立桜小学校
交　通　東急世田谷線「上町」駅下車徒歩3分
注意事項等　学校内は授業を行っていますので、御配慮ください。児童の安全

確保のために御来校の際は、受付にお申し出ください。

世田谷代官屋敷
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都指定史跡 地図 区部南部エリア　A−3

115 野毛大塚古墳Noge Otsuka Tomb Mound 
保存整備の調査で新たに発見された埋葬施設から、大量の副葬品が出土し
ました。帆立貝形墳丘を取り巻いて復元された円筒埴輪列や葺石から、往
時の景観をしのぶことができます。
公開日　通年　　
公開時間　終日　　
料　金　なし　　
所在地　世田谷区野毛1-25-1（玉川野毛町公園内）
交　通　東急大井町線「等々力」駅下車徒歩10分

都指定天然記念物 地図 区部南部エリア　A−3

116 善養寺のカヤTorreya Nucifera at Zen’yo-ji Temple 
本堂の前に立っています。高さ約16.5m、幹周約6mあり、下半部の枝が
しだれ、特に根張りの豊かさは見ごたえがあります。
公開日　通年（月曜を除く。）　　
公開時間　9：00 ～ 17：00　　
料　金　なし　　
所在地　世田谷区野毛2-7-11
交　通　東急大井町線「等々力」駅下車徒歩15分/ 東急田園都市線・大井

町線「二子玉川」駅からバス（多摩川園行）「野毛2丁目」下車徒歩
2分

注意事項等　堂内のガンダーラ出土石彫も併せて御覧になれます。見学希望者
は、事前に連絡してください。また、大書院で食事（弁当持参）を
したい場合は、事前に御相談ください（03-3704-0643）。

重要文化財（歴史資料） 地図 東京都公文書館　区部南部エリア　A−3

117 東京府・東京市行政文書Historical Archives of Tokyo-fu (Tokyo Prefecture) and Tokyo-shi (Tokyo-City) 
慶応4年（1868）から昭和18年（1943）に至る、東京府と東京市の行政に
関する3万3千点余りの膨大な資料群です。
公開日　通年（土・日・祝日を除く。）　　
公開時間　9：00 ～ 17：00　　
料　金　なし　　
所在地　世田谷区玉川1-20-1
交　通　東急大井町線「上野毛」駅下車徒歩約10分/東急田園都市線・大

井町線「二子玉川」駅（東口）下車徒歩約15分/東急大井町線「上
野毛」駅から東急バス（黒02系統）「玉川高校前」下車すぐ

注意事項等　展示室内での写真･ビデオ等の撮影・飲食・喫煙などは御遠慮い
ただいております。また、車での御来館は御遠慮ください。

中野区

都指定名勝 地図 区部西部エリア　C−3

118 哲学堂公園Tetsugakudo Park 
哲学堂公園は東洋大学の創始者である哲学者井上円了が一堂を建立したこ
とに始まります。全体を哲学空間の概念を体現する場として構成されてい
ます。
公開日　毎月第1日曜　※変更する場合有り。　　
公開時間　10：00 ～ 15：00　　
料　金　なし　　
所在地　中野区松が丘1-34-28
交　通　西武新宿線「新井薬師前」駅下車徒歩約12分/JR中央線･総武線

ほか「中野」駅からバスで約10分
注意事項等　土日祝祭日は、駐車場の利用ができません。一部、内部に入れない

建物がございます。

都指定名勝 地図 区部南部エリア　B−3

113 等々力渓谷Todoroki Valley 
武蔵野台地の南端に位置する約2kmの渓谷です。渓谷の中は気温が外より
低く、樹木がうっそうと生い茂り、等々力不動、役行者ゆかりの不動の瀧も
あります。周辺の喧騒から隔てられた武蔵野の自然を味わえます。
公開日　通年　　公開時間　終日（一部夜間閉鎖）　　
料　金　なし　　
所在地　世田谷区等々力1-22、2-37 ～ 39、中町１丁目、野毛1丁目
交　通　東急大井町線「等々力」駅下車徒歩2分
注意事項等　歩きやすい服装でお越しください。秋は紅葉が11月下旬～ 12月

上旬まで楽しめます。等々力不動尊駐車場は8：00 ～ 16：00ま
でです。

都指定有形文化財（彫刻） 地図 浄眞寺　区部南部エリア　B−3
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木造阿弥陀如来（九品）坐像・木造釈迦如来坐像
Wooden Statue of Seated Amida Nyorai (Kuhon) and Wooden Statue of Seated Shaka Nyorai 

都指定有形文化財（工芸品）

梵鐘
Temple Bell 

都指定天然記念物

九品仏のカヤ
Torreya Nucifera at Kuhonbutsu 

九品仏のイチョウ
Ginkgo Tree at Kuhonbutsu 

上、中、下品各堂に3 ずつ計9
の阿弥陀如来を安置することから、
九品仏と呼ばれています。梵鐘は毎
日 2 回 6：00 と 16：30 に つ か れ
ています。本堂奥にあるカヤは都内
最大のもので、また、イチョウは黄
葉が見事です。
公開日　通年　　
公開時間　9：00 ～ 16：30　　
料　金　なし　　
所在地　世田谷区奥沢7-41-3
交　通　東急大井町線「九品仏」駅

下車徒歩2分

九品仏のカヤ
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