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写真集成 近代日本の建築 第Ⅱ期 第8巻〜第14巻 

伊東忠太建築資料集 全7巻 
［監修・解説］倉方俊輔 

全7巻 揃価格（本体価）※分売可 
同時アクセス1 182,600円 
同時アクセス3 365,200円 明治20年代以降の建築界に多大な影響を与え続けた伊

東忠太。建築家・建築史家としての活動と、それらを支え
る独自の思想・世界観を知るための文献資料を集成。 
 
『阿修羅帖』：1914（大正3）年から描き続けた時事漫
画（総数3,717枚）より、本書全5巻に収録された1918
（大正7）年までの500枚すべてに個別解説を附す。 
 
『余の漫画帖から』：世界各地の文化と風俗を伝える250
点のコラム集。個々の日付・内容を考証し解説を附す。 
 
『伊東忠太建築作品』：掲載作品137点の、現存・非現
存、背景、関連文献情報など、個々の建築の詳細を明らか
にする解説を附す。 

ゆまに書房 

写真集成 近代日本の建築 第Ⅲ期 第15巻〜第19巻 

竹中工務店建築写真集 全5巻 
［監修・解題］石田潤一郎  
［解題・解説］松隈 章  
［解説］松本 始 

全5巻 揃価格（本体価）※分売可 
同時アクセス1 143,000円 
同時アクセス3 286,000円 

明治維新以降から戦前におけるあらゆる分野の建築物を収
録する近代日本の名建築物写真集。現在では失われてし
まった建築物をも収載する極めて貴重な建築資料集。 
 
●明治〜昭和戦前期の代表的建築物を網羅。 
●現存しない建物も多数収録し、写真資料としても貴重。 
●建築物を用途別に区分し、所在地、設計者名等を記録。 
●各巻末に「収録建物一覧」、最終巻末に解説、「収録建物
解題」「竹中工務店施工主要建物地図」を附す。 

『伊東忠太建築作品』より 

『余の漫画帖から』より 

いとう呉服店 
（名古屋市 明治43年） 

明治生命保険株式会社 
（東京市 昭和9年） 

注目新刊のご案内 
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写真集成 近代日本の建築 

第Ⅰ期、第Ⅳ期、第Ⅴ期 清水組3期セット   KS00000243 
同時アクセス1（本体価） 375,210円 10%OFF    同時アクセス3（本体価）750,420円 10%OFF 

写真集成 近代日本の建築 第Ⅵ期 第28巻〜第32巻 

藤井厚二建築著作集 
第一回配本  全5巻 

［監修］藤井厚二研究会 
全5巻 揃価格（本体価）※分売可 
同時アクセス1 114,840円 
同時アクセス3 229,680円 

和洋の生活様式の統合とともに日本の気候風土との調和を目指した、昭
和初期の木造住宅建築を代表する重要文化財「聴竹居」をはじめ、藤井
厚二の建築作品集及び著作を集成し、詳細な解説を附す。 
 
●49歳で夭折した藤井厚二が探求した「日本の住宅」への想いが全て詰
まった画期的企画。 
●最初の著作『住宅に就いて』（私家版）から、遺作となった邸宅「扇葉
荘」について、生前にまとめたものをベースに、没後に刊行された『扇葉荘』
等々、藤井厚二の代表的な作品集と著作をほぼ網羅。 
●最終巻に、詳細な解説を附す。 

『写真集成 近代日本の建築』 タイトル一覧 

ProductID ISBN タイトル 巻次・年次、副書籍名 
同時アクセス1 

(本体価) 
同時アクセス3 

(本体価) 

KP00031125 9784843357484 清水組彩色設計図集 1 住宅／室内並家具電燈 ¥33,000  ¥66,000  

KP00031126 9784843357491 清水組彩色設計図集 2 銀行 ¥33,000  ¥66,000  

KP00031127 9784843357507 清水組彩色設計図集 3 会社・商店・事務所 ¥33,000  ¥66,000  

KP00031128 9784843357514 清水組彩色設計図集 4 学校 図書館 病院／公共会館 娯楽場 旅館 料理店／工場 倉庫 ¥33,000  ¥66,000  

KP00031579 9784843336441 清水組 工事年鑑 昭和十年版 ¥24,200  ¥48,400  

KP00031580 9784843336458 清水組 工事年鑑 昭和十一年版 ¥24,200  ¥48,400  

KP00031581 9784843336465 清水組 工事年鑑 昭和十二年版 ¥24,200  ¥48,400  

KP00031582 9784843336472 清水組 工事年鑑 昭和十三年版 ¥24,200  ¥48,400  

KP00031583 9784843336489 清水組 工事年鑑 昭和十四年版 ¥24,200  ¥48,400  

KP00031584 9784843336496 清水組 工事年鑑 昭和十五年版 ¥24,200  ¥48,400  

KP00031585 9784843336502 清水組 工事年鑑 昭和十六年版 ¥24,200  ¥48,400  

KP00031586 9784843353004 清水組 明治期建築写真集   ¥22,000  ¥44,000  

KP00031587 9784843353011 清水組 住宅建築図集 1 ¥44,000  ¥88,000  

KP00031588 9784843353028 清水組 住宅建築図集 2 ¥27,500  ¥55,000  

KP00031589 9784843353035 清水組 ホテル建築図集   ¥22,000  ¥44,000  

KP00042968 9784843340677 伊東忠太建築資料集 阿修羅帖 第一巻(大正9年 国粋出版社)／解題・解説 ¥27,500  ¥55,000  

KP00042969 9784843340684 伊東忠太建築資料集 阿修羅帖 第二巻(大正9年 国粋出版社)／解説 ¥27,500  ¥55,000  

KP00042970 9784843340691 伊東忠太建築資料集 阿修羅帖 第三巻(大正10年 国粋出版社)／解説 ¥27,500  ¥55,000  

KP00042971 9784843340707 伊東忠太建築資料集 阿修羅帖 第四巻(大正10年 国粋出版社)／解説 ¥27,500  ¥55,000  

KP00042972 9784843340714 伊東忠太建築資料集 阿修羅帖 第五巻(大正10年 国粋出版社)／解説 ¥27,500  ¥55,000  

KP00042973 9784843340721 伊東忠太建築資料集  余の漫画帖から(大正11年 実業之日本社)／解題・解説 ¥17,600  ¥35,200  

KP00042974 9784843340738 伊東忠太建築資料集 伊東忠太建築作品(伊東博士作品集刊行会 昭和16年 城南書院)／解題・解説 ¥27,500  ¥55,000  

KP00042975 9784843347737 竹中工務店建築写真集 竹中工務店 承業弐拾五年記念帖 大正十三年五月（附「収録建物一覧」） ¥28,600  ¥57,200  

KP00042976 9784843347744 竹中工務店建築写真集 竹中工務店 建築写真帖 昭和二年九月（附「収録建物一覧」） ¥28,600  ¥57,200  

KP00042977 9784843347751 竹中工務店建築写真集 竹中工務店 建築写真帖 第二輯 昭和六年六月（附「収録建物一覧」） ¥28,600  ¥57,200  

KP00042978 9784843347768 竹中工務店建築写真集 竹中工務店 建築写真集 第三輯 昭和十年七月（附「収録建物一覧」） ¥28,600  ¥57,200  

KP00042979 9784843347775 竹中工務店建築写真集 
竹中工務店 建築写真集 第四輯 昭和十四年九月（附「収録建物一覧」／解
説・「収録建物解題」「竹中工務店施工主要建物地図」 

¥28,600  ¥57,200  

KP00042980 9784843358887 藤井厚二建築著作集 1 日本の住宅（藤井厚二自筆原稿） ¥30,580  ¥61,160  

KP00042981 9784843358894 藤井厚二建築著作集 2 聴竹居図案集／続聴竹居図案集 ¥36,080  ¥72,160  

KP00042982 9784843358900 藤井厚二建築著作集 3 聴竹居作品集二／鉄筋混凝土の住宅 ¥27,720  ¥55,440  

KP00042983 9784843358917 藤井厚二建築著作集 4 聴竹居スケッチブック 1・2 ¥5,280  ¥10,560  

KP00042984 9784843358924 藤井厚二建築著作集 5 床の間（第一刷・増補） ¥15,180  ¥30,360  

Special offer! 

『聴竹居 
スケッチブック 1』 
       より 


