
日本三大 所在地 備考

熊本城 熊本県熊本市 梯郭式平城 築城主＝出田秀信 築城年＝1600年 別名：銀杏城、千葉城

名古屋城 愛知県名古屋市 梯郭式平城 築城主＝,徳川家康 築城年＝1609年　外観復元1959年 別名：金鯱城、金城

姫路城 兵庫県姫路市 梯郭式平城 築城主＝赤松貞範、 築城年＝1366年 別名：白鷺城

津山城 岡山県津山市 梯郭式平城 築城主＝山名忠政 築城年＝1441～1444年 別名：鶴山城かくざんじょう

姫路城 兵庫県姫路市 梯郭式平城 築城主＝赤松貞範、 築城年＝1366年 別名：白鷺城

松山城 愛媛県松山市 連郭式平城 築城主＝加藤嘉朗 築城年＝慶長7年1602年 別名：金亀城きんきじょう

姫路城 兵庫県姫路市 梯郭式平城 築城主＝赤松貞範 築城年＝1366年 別名：白鷺城

松山城 愛媛県松山市 連郭式平城 築城主＝加藤嘉朗 築城年＝慶長7年1602年 別名：金亀城きんきじょう

和歌山城 和歌山県和歌山市 梯郭式平城 築城主＝豊臣秀長 築城年＝天正13年1585年 徳川御三家居城

岩村城 岐阜県恵那市津村町 梯郭式平城 築城主＝遠山景明 築城年＝1221年  別名：霞ヶ城　今は山城跡

高取城 奈良県高取町 連郭式平城 築城主＝越智那澄 築城年＝元弘2年1332年 別名：芙蓉城、鷹取城

(備中)松山城 岡山県高梁市 連郭式平城 築城主＝秋葉重信 築城年＝1240年 別名：高梁城

松江城 島根県松江市 複合式平城 築城主＝梶尾定氏 築城年＝1611年 別名：千鳥城 宍戸湖？

膳所城 ぜぜじょう 滋賀県大津市 梯郭式平城 築城主＝徳川家康 築城年＝慶長６年 別名：石鹿城 琵琶湖

高嶋城 長野県諏訪市 連郭式平城 築城主＝日根野高吉 築城年＝1542年　 浮城、嶋崎城 諏訪湖

高松城 香川県高松市玉藻町 輪郭式平城 築城主＝生駒親王 築城年＝天正18年1590年 別名：玉藻城　天守が重文

今治城 愛媛県今治市 輪郭式平城 築城主＝藤堂高虎 築城年＝慶長7年　1602年

中津城 大分県中津市 梯郭式平城　 築城主＝黒田孝高 築城年＝天正15年1587年

錦帯橋 きんたいばし 山口県岩国市 　 ５径間木造アーチ式橋 長さ193.3m 幅5m 初代は１６７３年 錦川

猿橋　 さるはし、えんきょう 山梨県大月市猿橋町 現存する唯一の刎橋はねばし 長さ30m 幅3.3m 1989年に復元 桂川

神橋　 しんきょう 栃木県日光市 重文 木造反り橋（アーチ橋） 大谷川

宇治橋 うじばし 京都府宇治市 宇治川

山崎橋 やまさきばし 京都府大山崎町～八幡市 淀川

瀬田唐橋 せたのからはし 滋賀県大津市瀬田町 瀬田川　別名：勢多の唐橋 

兼六園 石川県金沢市 特別名所 金沢城の池泉回遊式庭園　 造園主＝前田綱紀  造園年＝延宝4年1676年

偕楽園 茨城県水戸市 　　　 　     陰陽による日本庭園　 造園主＝徳川齋昭 造園年＝天保6年1841年

後楽園 岡山県岡山市北区 池泉回遊式庭園 造園主＝藩主池田縄政　 造園年＝1700年完成

大仙陵古墳 だいせんりょうこふん 大阪府堺市 　 仁徳天皇陵

誉田御廟古墳 ごんだごびょうこふん 大阪府羽曳野市 ５世紀頃 応神天皇陵

上石津ミサンザイ古墳 かみいしづ**** 大阪府堺市 ５世紀前半 辰中天皇陵

大神神社大鳥居 おおみわじんじゃ 奈良県桜井市三輪 　 拝殿が重文

厳島神社鳥居 かしまじんじゃ 広島県廿日市市 　　　　　　　　 祭神＝武甕槌大神

気比神宮鳥居 けひじんぐうとりい 福井県敦賀市 　　　　　　　　 　　 祭神＝気比大神

阿蘇神社楼門 あしじんじゃろうもん 熊本県阿蘇市 　 祭神＝健磐龍命など阿蘇十二神　 創建年＝孝霊天皇９年

鹿嶋神社楼門 かしまじんじゃろうもん栃木県鹿島市 重文　　 祭神＝武みか槌神　 創建年＝延長２１年

筥崎宮楼門 はこざきぐうろうもん 福岡市東区箱崎 祭神＝応神天皇、神巧天皇、王依姫命　

太宰府天満宮 だざいふてんまんぐう 福岡県太宰府市 　　　　 祭神＝菅原道真公　 創建年＝延喜１９年９１９年

北野天満宮 きたのてんまんぐう 京都市上京区 国宝　 祭神＝菅原道真公　 創建年＝天歴元年９４７年

筥崎宮（筥崎八幡宮） はこざきぐう 福岡市東区箱崎 　　　　 祭神＝応神天皇、神巧天皇、王依姫命　 創建年＝延長２１年

石清水八幡宮 いわしみずはちまんぐう 京都府八幡市 重文　　　 祭神＝八幡大神 創建年＝貞観２年862年

鶴岡八幡宮 つるがおかはちまんぐう 神奈川県鎌倉市 　　 祭神＝応神天王、神巧天皇、比売神 創建年＝康平6年1041年

宇佐神宮 うさじんぐう 大分県宇佐市 祭神＝応神天王、神巧天皇、比咩大神　 創建年＝神亀２年725年

大安寺 だいあんじ 奈良県奈良市 　　　　　　 　 開基＝聖徳太子 創建年＝飛鳥時代 南部七大寺の一つ

元興寺 がんこうじ 奈良県奈良市 国宝　　　　　　 　　 開基＝蘇我馬子 創建年＝推古天皇元年５９３年 南部七大寺の一つ

弘福寺 こうふくじ 東京都墨田区 　　　　　　　 　　　    　 開基＝鐵牛道機 創建年＝延宝元年１６７５年

醍醐寺 だいごじ 京都府京都市伏見区 国宝 　　 開基＝里源大師聖宝 創建年＝貞観10年874年

法隆寺 ほうりゅうじ 奈良県奈良市 国宝 　　 開基＝推古天皇、聖徳太子 創建年＝607年 別名：斑鳩寺

瑠璃光寺 るりこうじ 山口県山口市香山町 国宝 　　　　　　  　 開基＝陶巧房夫人 創建年＝文明3年1471年 五重塔が国宝

奥只見ダム 福島県檜枝村～新潟県魚沼市 着工年/竣工年＝1953/1960年 只見川、只見湖

黒部ダム 富山県立山町 着工年/竣工年＝1956/1963年 黒部川、黒部湖

御母衣ダム みぼろだむ 岐阜県白川村 着工年/竣工年＝1957/1961年 庄川、御母衣湖

                                                                                                                                                      参考資料・Wikipedia、
広辞苑
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＝山頂や山腹に築かれた城　平山城
ヒラヤマシロ

＝平野にある山や丘陵に築かれた城　湖城
コジョウ

＝湖に突き出して築かれた城（定義不明なので暫定です。）
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大化２年６４６年　現在の橋は、１９９６年の架け橋　

行基が神亀２年７２５年に架けたとされている。

古代からある橋　１９７３年にコンクリート橋になる
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国宝　　　　　　 

重文

国宝

重文

史跡

阿蘇神社の総本社

鹿島神社の総本社

八幡宮の総本宮

高野山真言宗　

真言律宗

高さ32ｍ

高さ16.3ｍ　

高さ9ｍ

前方後円墳　世界一、全長486m 幅35m

前方後円墳　全国2位、全長420m 幅36m

前方後円墳　全国3位、全長360m 幅25

聖徳宗の総本山

アーチ式コンクリートダム　　　　　　　　　　　　　　　　

傾斜土質遮水壁型ロックフィルタダム　　　　　　　　 

曹洞宗

重量式コンクリートダム　湛水面積1158K㎡第3位　

真言宗醍醐派の総本山

黄檗宗　




