
No. 会社名/物件名 所在地 備考

1 阪府授産所 大阪府 明治6 （1873） ～ 明治11（1878） 二代目大阪府庁舎跡（江之子島府庁舎）出土

2 若井煉瓦・1 大阪府 明治21 （1888） ～ 明治30（1897）頃

3 若井煉瓦・2 大阪府 明治21 （1888） ～ 明治30（1897）頃 生石山第二砲台で検出

4 堺附洲煉瓦 大阪府 明治22 （1889） ～ 明治30（1897）頃

5 アルファベット刻印 “R” 大阪府 不明 大阪鉄道（明治22～28頃）由来

6 大阪窯業 大阪府 明治15 （1882） ～ 昭和63（1988）頃? 機械成形（明治31～）

7 大阪窯業 添印 ”改” 大阪府 明治30 （1897） ～ ？ 堺移転後に製造？

8 堺煉瓦（共立合資） 大阪府 明治26 （1893） ～ 大正9 （1920） 共立合資は明治22年創業、同25年から使用例

9 岸和田煉瓦 大阪府 明治26 （1893） ～ 昭和63（1988）頃?

10 丹治煉瓦（株式） 大阪府 明治3 （1870） ～ 大正13（1925） 資料掲出は明治22～、本社家屋（同30年）に使用

11 丹治煉瓦（合名） 大阪府 明治45 （1912） ～ 大正13（1925） 合名会社時代の社章

12 ”〓”刻印 大阪府 明治45 （1912） ～ 大正13（1925） No.12印の逆ずれ＝丹治煉瓦（合名）？

13 日本煉瓦 大阪府 明治30 （1897） ～ 昭和22（1947）頃

14 （推）津守煉瓦 大阪府 明治30 （1897） ～ 大正14（1926） 昭和5年狭山に移転？→S15頃まで製造？

15 貝塚煉瓦 大阪府 明治27 （1894） ～ 明治40（1907） 大阪窯業に吸収合併

16 （推）塔本煉瓦商会 大阪府 大正5 （1916） ～ 大正11（1922）

17 樽井煉瓦 大阪府 明治30 （1897） ～ 昭和20（1945）

18 樽井煉瓦化粧煉瓦・1 大阪府 明治30 （1897） ～ 昭和20（1945）

19 樽井煉瓦化粧煉瓦・2 大阪府 明治30 （1897） ～ 昭和20（1945）

20 樽井煉瓦化粧煉瓦・3 大阪府 明治30 （1897） ～ 昭和20（1945） 該商標は昭和16年失効（それ以降に取得？）

21 （推）増田煉瓦 大阪府 大正6 （1917） ～ 昭和14（1939）頃? 土管製造も兼業　戦時中廃業？

22 和泉煉瓦 大阪府 大正6 （1917） ～ 大正11（1922） 大阪窯業に吸収合併

23 朝日窯業 大阪府 大正6 （1917） ～ 大正9 （1920） 第一工場:泉北郡鳳村、第二工場:尼崎市大洲村

24 大阪煉瓦 大阪府 大正6 （1917） ～ 昭和5 （1930）

25 （推）伊藤煉瓦製造所 大阪府 昭和16 （1941） ～ 昭和35（1960）頃

26 英数字刻印  @大阪府 不明 砲兵工廠由来？

27 “□＋英数字”刻印  @大阪府 不明 丹治煉瓦周辺で検出

28 “三ツ矢”刻印  @大阪府 不明 和泉煉瓦（初代）？

29 ヘラ書き煉瓦  @大阪府 不明 日本煉瓦と共使い

30 “桜＋ツ”刻印  @大阪府 不明

31 “○＋ホ”刻印  @大阪府 不明 大阪城本丸にて検出

32 “○＋ヌ”刻印  @大阪府 不明 豊中市小曽根にて採取

33 “●一”刻印  @大阪府 不明

34 “井桁＋丸”刻印  @大阪府 不明

35 “日”刻印  @大阪府 不明 岬町深日にて採取

36 旧桂川橋梁使用煉瓦・1  @京都府 明治9 （1879） 浅田政三工場（明治7～）？

37 旧桂川橋梁使用煉瓦・2  @京都府 明治9 （1879） 浅田政三工場（明治7～）？

年代
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38 琵琶湖疏水事務所工場 京都府 明治19 （1889） ～ 明治21（1888）

39 “ソ＋漢数字”刻印  @京都府 明治19 （1889） ～ 明治21（1888） 琵琶湖疏水第三隧道吐口に使用

40 大和煉瓦 奈良県 明治29 （1896） ～ 昭和12（1937）頃

41 （推）小島煉瓦 奈良県 大正3 （1914） ～ 昭和14（1939）頃

42 （推）吉野煉瓦 奈良県 大正9 （1920） ～ 昭和4 （1929）頃

43 江州煉瓦 滋賀県 大正7 （1918） ～ 昭和48（1973）

44 和歌山煉瓦 和歌山県 大正5 （1916） ～ 昭和35（1960）頃 M23頃から同所に煉瓦工場？

45 岩橋煉瓦 和歌山県 昭和10 （1935） ～ 昭和35（1960）頃?

46 カナ刻印  @和歌山県 明治25 （1892） ～ 明治38（1905）頃 深山第二砲台ほかで検出

47 関西煉化石（関西煉瓦） 兵庫県 明治21 （1888） ～ 明治33（1900）

48 “□＋漢字”刻印  @兵庫県 明治21 （1888） 山陽鉄道市川橋梁ほかで検出

49 “□＋カナ”刻印  @兵庫県 明治21 （1888） 姫路駅旧転車台で同型刻印を検出

50 “菱W”刻印  @兵庫県 明治22 （1889） ～ 明治24（1891） 生石山第二砲台、生石山弾薬庫で検出

51 “五光”刻印  @兵庫県 不明 姫路駅旧転車台で同型刻印を検出

52 “潰れ○”刻印  @兵庫県 明治23 （1890） ～ 明治24（1891） 成山第二砲台跡で検出

53 漢数字刻印  @兵庫県 明治21 （1888） 山陽鉄道市川橋梁、生石山第一砲台で検出

54 漢数字刻印（小）  @兵庫県 明治23 （1890） ～ 明治24（1891） 成山第一・第二砲台跡で検出

55 “擬線描漢数字” 刻印  @大阪府 不明 鐘紡洲本工場等で検出

56 野田尾トンネル使用煉瓦  @兵庫県 明治32 （1899） 阪鶴鉄道由来

57 山陽窯業 兵庫県 大正6 （1917） ～ 大正14（1925）

58 山陽窯業見野工場 兵庫県 大正6 （1917） ～ 大正14（1925）

59 （推）播陽窯業 兵庫県 大正7 （1918） ～ 昭和3 （1928）

60 （推）別所煉瓦 兵庫県 大正元 （1912） ～ 大正5 （1916）

61 播州煉瓦合同 ”ヲ” 兵庫県 昭和3 （1928） ～ 昭和48（1973） 戦前？

62 播州煉瓦合同 三本線 兵庫県 昭和3 （1928） ～ 昭和48（1973） 戦後？

63 大正煉瓦 兵庫県 大正6 （1917） ～ 昭和41（1966）

64 和田煉瓦 兵庫県 大正8 （1919） ～ 昭和22（1947） 戦時中廃業？

65 （推）日成産業 兵庫県 昭和30 （1955） ～ 昭和37（1962）頃

66 （推）伊藤窯業 兵庫県 昭和7 （1932） ～ 昭和44（1969）

67 西播煉瓦 兵庫県 大正6 （1917） ～ 昭和11（1936）頃

68 “○＋ハ”刻印  @兵庫県 不明 大正15頃？

69 “Kn”刻印  @兵庫県 不明 戦前

70 （推）清水煉瓦 兵庫県 大正6 （1917） ～ 昭和11（1936）頃

71 （推）新和窯業 兵庫県 昭和35 （1955） ～ 昭和41（1966）

72 （推）東播窯業 兵庫県 昭和23 （1948） ～ 昭和43（1968）

73 伝・敦賀線建設用煉瓦 福井県 明治15 （1882）

74 加太トンネル建設用煉瓦 三重県 明治21 （1888） ～ 明治22（1889）

※ 所在地「@」は該煉瓦の採取地点、それ以外は工場所在地を示す。

※ 年代は工場の創業期間または物件の建造年。



73 讃岐煉瓦
74 吉名煉瓦
75 中国煉瓦
76 東亜煉瓦
77 加太トンネル煉瓦工場

大阪窯業舗装煉瓦



用


