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銀座の時層と
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デジタルにアナログに。街を楽しみ、街に学ぶ。
『ハイライフ的銀座の歩き方』（その３）
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序 「 街 」を歩くということ

「表通り」があり「裏通り」がある。

「横丁」があり「路地」がある。

昔の建築物があり、未来を予見する

タテモノがある。風景に身を任せ、

あるいは目標に向かって歩く。

気ままに歩いたとしても

それは選択の連続だ。選ばなかった道

の向こう側には何があるのか。

何気なく見過ごしてきたものの中に、

人の営みの歴史を見つけたとき

自らのこれまで歩んだ足跡と、

前に広がる明日（ミライ）の光景に、

人は、いつのまにか思いを馳せる。

街を歩くことは人生に似ている。

そして銀座が語りかけることも。

＜アプローチ＞

以下の調査方法、構成のもとに各回考察を加えて
まいります。

１．銀座を訪れる人の現在をデジタルに知る。

ハイライフ研究所が「銀座研究」の一環として実
施した「銀座来街者の行動特性と属性分析」の一
部を取り上げ、考察を加えます。具体的には「モ
バイル空間統計（NTTドコモ）」を活用し「銀座
来街者の動線把握」と「追跡アンケート」結果か
ら銀座を訪れる人の現在をみます。「銀座来街者
の動線把握」は、銀座を中心とした地域を約
250mメッシュで区切った街区の回遊パターンを
分析したものです。

２．銀座を歩き気付きの種をアナログに収集する。

テーマ毎のフィールドを実際に歩き「銀座の魅力
を構成する要素」をみつけ記録し考察します。い
わば虫の視点で「銀座ならでは」探しです。

３． 銀座の歴史を知り「銀座の時層」を読み解く。

１と２を空間軸アプローチから導き出したテーマ
をもとに、ここではその時間軸を追いかけながら
銀座の魅力を掘り下げます。

４．街の動きから特定の世代と街の関係を想う。

例えば「日本初、銀座で歩行者天国が始まったと
き団塊の世代は20代前半だった」というように世
代によりエポックな街の変化は異なります。テー
マに即して特定の世代を取り上げ年表を辿りなが
ら「街と人の関係」を推量します。

以上のアプローチを織り交ぜながら「銀座という
街の魅力の源泉」を探ってまいります。

１．「銀座の時層と来街空間」（序）この連載コラムについて（再掲）

「高級」「上質」「大人」「お洒落」。多くの人々が「銀座」に抱く暗黙の了解ともいえるイメー
ジです。実際、街を歩けば高級ブランドショップや上質なレストラン、お洒落な街並みが目にとまり
ます。そして、過去から今日に至るまで「銀座」には多くの人が訪れ、賑わいを醸しだしています。
「谷中銀座」「戸越銀座」、各地にある商店街の名前でもみる「銀座」は、「高級」というよりは、

この「賑わい」にあやかったものでしょう。銀座には人をひきつけてやまない魅力があります。
「銀座という『空間』」「銀座に積み重なる『時間』」「銀座を訪れる『人間』」・・・・

このコラムは「銀座という街の魅力の源泉」に様々な角度から迫るとともに、人々が人生の楽しみの
ひとつとして「街を歩き、街を楽しみ、街に学ぶ」ための一助ともなることを目指してまいります。
いわば「ハイライフ的・銀座の歩き方」連載コラムです。

『銀座の時層と来街空間』 その３ ①



『銀座の時層と来街空間』 その３ ②

２．銀座を訪れる人の現在
①人は銀座エリアをどう巡り動いているのか（週末・日中周遊パターン）

ここではハイライフ研究所「銀座研究」で実施の調査「銀座来街者の行動特性と属性分析（*1）」の一部を
取り上げます。今回は銀座エリア内でどのような周遊パターンが存在し、その特徴は何なのかをみていきま
しょう。人の動き方の中から街の魅力を掘り起こしていきたいと思います。（*1）調査概要は第1回P5参照
＜調査仕様＞①データソース：モバイル空間統計・diｰPink DMP ②対象エリア：銀座 250mメッシュ×13エリア ③対象条件：土日の銀
座来街者（居住・勤務者除く滞在者）の中で日中（10-17時台）に銀座13メッシュ内に2時間以上連続滞在した人 ④対象期間 2018
年5月12-27日の土日曜 ⑤データ収集手法：NTTドコモ携帯電話ネットワークの仕組み（基地局情報等）を活用し動態的人口を推計

図1 銀座地図と250mメッシュ１３エリア

表1 銀座250mメッシュ１３エリア内の特徴的な施設

１．まず250mメッシュを感覚的に掴む

図１で銀座の街とメッシュの配置をご覧くださ
い。上に記した様にビッグデータを活用した調査
仕様で、町区分としての銀座とは必ずしも一致し
ませんが銀座圏といえるエリアを対象に選定して
います。その面積は250m×250ｍ×13メッ
シュ=812,500㎡となります（銀座1-8丁目の面
積は約870000㎡）。では250mの距離感はと
いうと時速4.2ｋｍ換算で徒歩約3分34秒。銀座
（中央）通り（以下、銀座通り）は銀座1丁目か
ら8丁目まで1.1ｋｍ、徒歩約15分。これは４
メッシの連続した一辺を歩くにほぼ等しく１メッ
シュの一辺は2丁目分を歩く長さになります。ま
た連載第一回「銀座の街並に江戸の面影をみた」
で示したように江戸時代の街区割りは60間四方の
正方形でした。１間は約2m、60間は約120mと
いうことになり１メッシュは江戸時代の街区割り
ほぼ4つのの大きさとなります。図1はそれぞれの
エリア内にある商業施設など、特徴的な場所を示
しています。

２．どのエリアに人は多く訪れているか？

銀座エリア内の周遊パターンをみる前に、どの
メッシュに人が多く滞在するかの傾向をつかむた
め土曜3時台の来街人口のメッシュ別構成比をみ
ましょう。○数字はメッシュのナンバーです。構
成比の高い順に列記してみましょう。

1位⑤14.3% 2位①14.2% 3位 ⑥12.1%
4位②10.3% 5位⑨10.3% 6位 ④ 8.8%
7位⑩ 6.8% 8 位⑧ 6.0% ９位 ③ 4.2％
10位⑪ 4.0％ 11位⑫ 3.9% 12位⑬ 2.8％
13位⑦ 2.3％

上位の⑤⑥②⑨メッシュはいずれも銀座通りを
含むエリアです。2位の①は有楽町が半分以上を
占めるエリアです。大型の商業施設が集積してい
るので「買物やウィンドウショッピング」を楽し
むには恰好と思えるエリアが上位を占めています。

３．賑わいの濃淡が街に表情をつくる・・

地図では銀座通りを上下に走らせていますが実
際は至日本橋方面は北東、至新橋は南西に向って
います。このコラムでは便宜的に中央通りより左
を西、右を東と定義付け話を進めます。大きな商
業施設は中央通り沿いと西側エリアに傾斜し多く
の人が訪れています。その一方で歌舞伎座、新橋
演舞場といった芝居見物が楽しめる⑩⑬、社交飲
食業が多く集まる⑧⑪、中央通りと昭和通りの間
の宿泊施設ライン③⑥⑩⑫、そしてポツンと静寂
を保つかのような⑦。エリアごとに個性を感じさ
せ、その個性が賑わいの濃淡や昼夜の変化をもた
らし銀座という街の表情をつくりだしている。図
１と表１はそんなことを語りかけてくれます。

北

メッ

シュNo.

主な地区

（W）中央通り西側

（E)中央通東側

主な商業施設・宿泊施設その他 公共施設・史跡・建物

中央

通り

面

①
有楽町・銀座2丁目

（W）

東京交通会館･有楽町イトシア（有楽町マルイ）・有楽町マリオン

（ルミネ有楽町）・マロニエゲート１/2・銀座インズ・映画館 丸の

内ＴＯＥＩ・（無印良品/2019年）

有楽町駅・朝日新聞東京本社跡 ー

② 銀座2丁目

メルサ銀座２丁目店・キラリトギンザ ・銀座伊東屋・ポーラミュー

ジアムアネックス・シャネル銀座・カルティエ銀座ブティック・ブル

ガリ銀座・広島ブランドショップＴＡＵ・おいしい山形プラザ

銀座発祥の地の碑・銀座一丁目

駅・奥野ビル・電気灯柱記念碑・

ヨネイビルディング

○

③ 銀座1丁目（E) ダイワロイネットホテル銀座・ホテルモントレ銀座
京橋公園・水谷橋公園・京橋プ

ラザ蜊河岸
ー

④ 銀座6･5丁目(W)
コリドー街・東急プラザ銀座・帝国ホテルインペリアルプラザ（内幸

町）・劇場 シアタークリエ（有楽町）

区立泰明小学校・北村透谷 島崎

藤村記念碑
ー

⑤ 銀座4･5丁目(W)

和光本館・銀座三越・三愛ドリームセンター・銀座木村屋・山野楽器

銀座本店・ミキモト銀座本店・Gapフラッグシップ銀座・グッチ・エ

ルメス銀座店・GinzaSonyPark・東京鳩居堂・GINZA PLACE

（NISSAN CROSSING）・映画館 シネスィッチ銀座

数寄屋橋公園・東京慈恵会医科

大学発祥の地・銀恋の碑
○

⑥
銀座3丁目 2･4丁目

（E)

銀座三越・銀座松屋・シャネル銀座・ブルガリ銀座・サエグサ本館

（アップルストア銀座）・王子ホール・メルキュールホテル銀座東京
ウインズ銀座 ○

⑦ 銀座1･2丁目（E) ー 銀座ブロッサム中央会館 ー

⑧ 銀座7･8丁目(W)

コリドー街・SHISEIDO THE STORE・資生堂本社・リンツショコラ

カフェ銀座店・ホテルザ セレスティン銀座・ハイアットセントリッ

ク銀座東京

交詢ビル △

⑨
銀座6丁目 5･7丁目

（E)

銀座コア・イグジットメルサ・GINZA-SIX・ユニクロ銀座店・ZARA

銀座・銀座ライオン・ヤマハ銀座店・ホテルユニゾ銀座七丁目・観世

能楽堂

狩野画塾跡・商法講習所跡 ○

⑩ 銀座4･5丁目(E)
 歌舞伎座・銀座文明堂・ミレニアム三井ガーデンホテル東京・ソラ

リア西鉄ホテル銀座
東銀座駅 ー

⑪ 銀座8丁目
博品館トイパーク・銀座博品館劇場・資生堂パーラー・銀座ナイン・

銀座グランドホテル

金春屋敷跡・今春通り煉瓦遺構

の碑・三十間堀跡・芝口御門跡
○

⑫ 銀座7･8丁目(E)
三井ガーデンホテル銀座プレミア・コーヤード マリオット銀座東武

ホテル
汐留遺跡 ー

⑬ 銀座6･5丁目(E) 新橋演舞場・いわて銀河プラザ・映画館 東劇 東京商工会議所発祥の地 ー

5.54



２．銀座を訪れる人の現在
①人は銀座エリアをどう巡り動いているのか（週末・日中周遊パターン） その１

次は、土曜の日中（10時から17時台）の来街者がその間、どのメッシュに滞在し複数のメッシュ内滞在
パターンにはどのようなものがあるのかを追いかけます。銀座を訪れる人がどう巡り動いているのか掴む中
から、銀座の地区毎の魅力を探ってまいります。今回はその第１回です。

１．滞在パターンはどのくらいあるか

まず「メッシュ滞在パターン」の定義につ
いて確認しましょう。同パターンとは「銀座
エリアに２時間以上滞在していたAさんが、
どのメッシュエリアに居たかのパターン」で
す。例えば「①と②のエリアのみ」に滞在し
たとすればそれが一つのパターンになります。
①から②へといった移動履歴は含みません。

91,442人の来街対象者を分析したところ
1703の滞在パターンが出現しました。10
万人換算で約1860通り、平均すると同一パ
ターンの滞在者は約54人となります。図２
はパターンの出現率グラフですが上位１８パ
ターンでは全体の約40％に留まり、ロング
テール構造といえます。人それぞれに目的地
や目的行動があるわけですから当たり前かも
しれません。他の街との比較もわかりません。
しかし多様な巡り方を許容するだけの施設や
地域の多様性が存在することを感じさせます。

２．滞在率が高いメッシュはどこか

図３は、上位18パターンに含まれるメッ
シュの出現率累計を示したものです。出現率
が高いメッシュは①（24％）と⑤（17％）
でした。①は有楽町駅前を含むメッシュ、⑤
は四丁目交差点、和光、エルメスなどのブラ
ンド旗艦店を含むメッシュです。③⑦⑧⑪⑫
メッシュは上位出現パターンには含まれませ
んでした。

３．有楽町駅は銀座ゲートウエイ

有楽町駅前（メッシュ①）を含むパターン
は８パターンの出現がありました。1位と2
位も占めています。銀座周遊の基点としての
有楽町が浮き彫りになります。図４では1･2
位に6位パターンを加えた３つの出現パター
ンとそこに滞在する人の特性を示す指標を並
べました。順位や偏差値は上位18パターン
全体との対比として取り上げています。滞在
パターン全体比で「有楽町駅前メッシュ①」
を含むパターン３つを共通に特徴付けるのは
比較的年齢が若く、平均滞在時間は短いこと
です。1位パターンは女性割合がやや低く世
帯年収も低い一方、2位、3位パターンは女
性割合が多く、飲食やファッションへの関心
もそこそこ、2位パターンではファッション
への関心が高い人を多く含んでいます。滞在
時間が短い点から想像できるのは目的地、目
的行動がはっきりしており目的を満たすもの
がそこに集積しているということです。

４．銀座は都道府県のショーウインドウ

有楽町駅前メッシュ①から②にかけての地
区を特徴付けるのは、有楽町の東京交通会館
をはじめとした「地方自治体アンテナショッ
プ」集積ゾーンであるということです。短時
間に日本中の物産に触れることができる東京
でも稀有な場所と言うことができます。

『銀座の時層と来街空間』 その３ ③
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24％ ８％
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２％

1703ﾊﾟﾀｰﾝ

【1位パターン】 【2位パターン】 【６位パターン】

図４「有楽町駅前メッシュ①」を含む銀座内周遊パターン例とその特徴

周遊人口 25,143人 20,957人 10,363人

平均年齢 42.7歳 若さ6位 42.7歳 若さ6位 42.2歳 若さ2位

女性割合 65.0％ 高さ14位 70.7％ 高さ3位 71.1％ 高さ2位

平均滞在時間 201分偏差値39.9 200分 偏差値39.4 195分偏差値36.9

有配偶率 43.9％偏差値42.6 41.4％偏差値37.8 39.4％偏差値34.0

世帯年収 619万円偏差値34.8 686万円偏差値47.2 674万円偏差値45.0

趣味 :ﾌｧｼｮﾝ 20.0％偏差値48.1 28.3％偏差値62.4 22.6％偏差値52.6

趣味: 飲食 33.8％偏差値49.0 37.3％偏差値54.5 35.1％偏差値51.0

趣味:美容 17.9％偏差値46.1 23.8％偏差値56.4 21.7％偏差値52.7

趣味:観劇 16.8％偏差値49.2 16.6％偏差値49.0 15.8％偏差値48.0
＊滞在パターン全体の平均値
平均滞在時間 222分・近隣4区居住率12.3％・有配偶者率47.3％・世帯年収701万円
趣味：ファッション21.1％・飲食34.4％・美容20.2％・観劇17.5％

近隣4区居住率 13.1％偏差値52.1 13.5％偏差値53.0 14.1％偏差値54.5

図２メッシュ滞在パターン出現率
（土曜１０時から１７時台来街者）

図３メッシュ別出現率
（１８パターン内）

来街者１０万人換算で約1860通りのメッシュ滞在
パターンが存在する
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「はてなブレイク」は少し横道にそれつつ「素朴な疑問」を解消するコーナーです。

○今回の素朴な疑問○
「銀座、有楽町界隈に地方自治体のアンテナショップが集積してるというけど、
それはどのくらいあるの？」

銀座・有楽町地区に20以上のアンテナショップが集まっている

自治体アンテナショップとは自治体が主体となって特産品の販路拡大やPRを目
的に地域特産品販売や飲食サービスを行っている店舗のことです。主体は自治
体でも運営は民間企業や第3セクターなどに委託するか共同運営するところがほ
とんどです。銀座・有楽町地区には20以上の自治体アンテナショップが集積し
ていますが、日本橋にも約10のショップが集まっています（表2･3参照）。東
京駅が近く、日本を代表する商業地であることが集積の要因と思われます。東
京交通会館には複数のアンテナショップが出店しています。企業主導の地域を
テーマにした店舗もあり各地の味を楽しむことができます。一般財団法人地域
活性化センターの平成30年度自治体アンテナショップ実態調査によると、都内
には76のショップがあり、年間売上額は北海道どさんこプラザ有楽町店が10億
円以上、ひろしまブランドショップTAU、銀座わしたショップが共に7億円以
上10億円未満の規模。トップ３を銀座・有楽町立地店が占めています。表2の
所在地でわかるように銀座では1丁目から2丁目の出店が多く、有楽町からの人
の流れを呼び込む狙いと思われます（表2の一部をNoと写真・地図で紹介）。
銀座は都道府県のショーウィンドウです。特産品を味わい、地域情報に耳を傾
ける。街を歩き、北へ南へ日本を巡る。アンテナショップの集積がもたらす他
では味わえない街の楽しみ方が銀座にはあります。

横道はてなブレイク
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１ 東京交通会館 ２ 有楽町駅周辺

３ 会館内店舗例

４ 図2 No24鹿児島 ５ 図2No25沖縄

６ 図2No16広島

７ 図2No18高知

８ 図2No10 福井 ９ 図2No9 石川 10 図2No11長野 11 図2No３岩手

12 図2No5 山形 13 図2No8茨城 14 図2No21熊本 15 図2No7群馬

図５

1

13

No 都道府県名 ショップ名 所在地 設立
1 北海道 北海道どさんこプラザ有楽町店 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館 1999

2 北海道・美瑛町 丘のまち美瑛 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館 2013

3 岩手県 いわて銀河プラザ 中央区銀座5-15-1 1998

4 秋田県 秋田ふるさと館 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館
5 山形県 おいしい山形プラザ 中央区銀座1-5-10 2009

6 茨城県 BARAKI　sense（旧茨城マルシェ） 中央区銀座1-2-1 2012

7 群馬県 ぐんまちゃん家 中央区銀座7-10-5 2008

8 富山県 いきいき富山館 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館 2002

9 石川県 いしかわ百万石物語 江戸本店 中央区銀座2-2-18 2014

10 福井県 食の國　福井館 中央区銀座1-3-3 2013

11 長野県 銀座NAGANO しあわせ信州シェアスペース 中央区銀座5-6-5 2014

12 静岡県 ShizuokaMt.FujiGreenTeaPlaza(観光案内所） 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館 2011

13 大阪府 浪速のえぇもんうまいもん大阪百貨店＊ 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館
14 兵庫県 兵庫わくわく館 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館
15 和歌山県 わかやま紀州館 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館 2003

16 広島県 広島ブランドショップTAU 中央区銀座1-6-10 2012

17 香川県・徳島県 徳島・香川トモニ市場 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館 2010

18 高知県 まるごと高知 中央区銀座1-3-13 2010

19 福岡県・博多 ザ・博多＊ 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館
20 長崎県・平戸市 有楽町ひらど商館 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館 2017

21 熊本県 銀座熊本本館 中央区銀座5-3-16 1994

22 大分県 大分県フラッグショップ「坐来大分」（飲食） 中央区銀座2-2-2 2006

23 大分県 おおいたアンテナショップ温泉座 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館
24 鹿児島 かごしま遊楽館 千代田区有楽町1-6-4 1995

25 沖縄県 銀座わしたショップ 中央区銀座1-3-9 1993

26 全国商工会連合会 むらからまちから館 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館
＊企業が主体のショップ

No 都道府県名 ショップ名 所在地 設立
a 福島県 日本橋ふくしま館MIDETTE 中央区日本橋室町4-3-16 2014

b 富山県 日本橋とやま館 中央区日本橋室町1-2-6 2016

c 山梨県 富士の国やまなし館 中央区日本橋2-3-4 2004

d 三重県 三重テラス 中央区日本橋室町2-4-1 2013

e 滋賀県 ここ滋賀 COCOSHIGA 中央区日本橋2-7-1 2017

f 奈良県 奈良まほろば館 中央区日本橋室町1-6-2 2009

g 島根県 にほんばし島根館 中央区日本橋室町1-5-3 2003

h 山口県 おいでませ山口館 中央区日本橋2-3-4 2002

i 長崎県 日本橋 長崎館 中央区日本橋2-1-3 2015

j 京都府 京都館（再開発閉館・京都館プロジェクト実施中） （中央区八重洲2-1-1） 2006

k 鳥取県・岡山県 とっとり・おかやま新橋館 港区新橋1-11-7 2014

l 香川県・愛媛県 香川・愛媛せとうち旬彩館 港区新橋2-19-10 2002

表２　銀座・有楽町の自治体アンテナショップなど

表３　日本橋・新橋の自治体アンテナショップなど
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■ 銀座一・二丁目（ＷＥＳＴ）の現在・概略

一丁目（西）は、東京高速道路を挟んで北側は京橋、西側は有楽町と
隣接した地区です。道は東から反時計回りに表通りとなる銀座通り、銀
座桜通り、外堀通り、二丁目との境の銀座柳通りに囲まれています。大
きな商業施設はないものの、前頁で示したように自治体アンテナショッ
プが集積しています。銀座柳通りから外堀通りを抜けるとすぐ東京交通
会館、JR有楽町駅、その先には、東京国際フォーラムがあります。銀座
通りに面した施設では「ポーラミュージアム」が目立ちます。
二丁目（西）は一丁目の南側、銀座マロニエ通りまでの地区で、並木通
り沿いの「銀座ベルビア館」「マロニエゲート３」、建物が異彩を放つ
「ミキモトギンザ２」などがあります。銀座通りに面した三丁目角には
大倉本館があり「カルティエ銀座ブティック」となっています。

ここからは私見です。銀座一丁目（西）地区は銀座通り以外「緩やか
空気の流れる銀座の端っこの趣きや味わい」を醸しだしているのに対し
て、二丁目【西】地区は「お洒落な顔つきの銀座、その予感」といった
雰囲気を感じます。

■ 銀座の地番は一丁目二番地から始まる

銀座一丁目は一番地がなく二番地から始まります。二丁目、三丁目、
六丁目、七丁目、八丁目も二番地から始まります。ここにも街の歴史が
関わっています。図６と７にある「東京高速道路」がある場所はもとも
と川が流れていました。北側の銀座櫻通り沿いに位置するのが「京橋
川」、西側の外堀り通り沿いに位置するのが「外濠川」でした。戦後、
戦災残土処理のために埋立てられ東京オリンピックを控える中で高速道
路となります。外濠川は千代田区と中央区の境界にあり、川の中央が区
境でしたが埋め立て後、区の境界は画定せず、いずれ住所の割振りが決
まるときを想定して番地を空けている状態が続いています。「東京高速
道路」は、東京高速道路株式会社の会社線で、首都高速道路と直結して
はいるものの一般自動車道です。公共の河川を利用する建設のためその
許可にあたり東京都は無料化を条件に許可しました。そこで道路下の建
物のテナント賃貸料で収入を得る形態となりました。千代田区隣接地は
境界が画定していないのでここには正式の住所がないことになります。
では、実際、道路下のビルの住所表示はどうなっているのでしょう。
「東京高速道路」ホームページで北の京橋側から順にみていきましょう。

西京橋ビル 中央区銀座１丁目２番３号（「うおや一丁」他）
紺屋ビル 中央区銀座１丁目２番１号（「イバラキセンス」他）
北有楽ビル 中央区銀座１丁目３番先（「銀座インズ３」他）
中遊楽ビル 中央区銀座２丁目２番先（「銀座インズ２」他）

上の二つは隣接地が中央区内なので通常の表記、千代田区境界地のビル
は七・八丁目の「コリドー街」があるビルまで「先」の表記が使われて
います。住民不在で住民税は発生せず固定資産税や事業税は東京都の管
轄ということもこの状態を許容しています。

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る①銀座一・二丁目（ＷＥＳＴ）編

銀座を訪れる人はそれぞれの目的や気分に従い銀座の中に多種多様な足跡を残します。銀座という街にもエリアそれぞれ
に多種多様な足跡（時層）が積み重なり「銀座の魅力」を構成する要素を醸し出しているのではないでしょうか。今回から
8回、銀座を８つの界隈に分けてその魅力を時層とともに探ってまいります。銀座（中央）通り（以下「銀座通り」）を境
に東西に分けた二丁目分が毎回の対象エリアです。有楽町、日比谷に面した西のエリアと、築地、新富町を背にした東のエ
リアの違い、横丁で隣り合う街区同士の繋がりなどにも目を向けていくため、この区分を採用しました。今回は、銀座一・
二丁目（ＷＥＳＴ）編です。

銀座１･２
ＷＥＳＴ

図６ 銀座一・二丁目【西】の位置

図７ 銀座一・二丁目【西】拡大図

17 銀座通り二丁目から一丁目方向西側を臨む

16 銀座一丁目と二丁目の境、銀座柳通り
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３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る①銀座一・二丁目（ＷＥＳＴ）編

１．外濠川と京橋川の暗渠に北と西を囲まれた町

京橋大根河岸青物市場の賑わい

1603年頃（慶長期） 江戸幕府天下普請の一環で外濠川、京橋川造成。
1664年頃（寛文期） 京橋大根河岸青物市場が設けられる。
1935年（昭和10年）東京市中央卸売市場の築地開設で上記合併移転。
1954年（昭和29年）外濠川銀座地区埋立て順次開始。
1957年（昭和32年）京橋川埋立て順次開始。
1958年（昭和33年）高速道路下に銀座インズ1･2･3開業。

銀座はかつて川に囲まれた島でした。北の京橋川から時計周り
に築地川、汐留川、外濠川が四方を流れ、島の中には三十間堀川
の流れがありました。徳川家康が江戸城下町建設の一環で入り江
や海を埋立て、そこに水路を作ったのです。銀座は江戸前島とい
う砂州の辺りにあり西には日比谷入江が広がっていたといいます。
江戸時代の物流は水路が中心であり、これらの川は様々な物資が
運ばれる経路としての役割を担っていました。

京橋川には城辺橋、紺屋橋、京橋、白魚橋などの橋が架かって
いました。銀座通りから京橋方面へ向う高速道路下が橋としての
「京橋」があった場所です。「日本橋」と同年1603年の架橋と
されています。東海道の起点日本橋から京へ上る最初の橋として
名付けられたそうです。木橋、石造アーチ橋、鉄橋、アールデコ
洋式の橋と姿を変えてきましたが1960年代初頭京橋川埋立てと
ともに撤去されました。現地には今も擬宝珠のある親柱が残され
ています。

銀座側から高速道路を潜り抜け京橋側に渡ったたもとに「江戸
歌舞伎発祥の地」と隣り合い「京橋大根河岸青物市場跡」の記念
碑があります。ここは大根を中心とした野菜の荷揚場として賑わ
いをみせていました。大根河岸は明治以降も賑わいを増したよう
ですが関東大震災後の東京中央卸売市場開設とともに合併移転し
ます。銀座桜通り紺屋橋付近に立ち「高速道路がある場所に川が
あり、大根河岸があり、そこにはまるで白い花が咲いたように大
根が積み上げられていた」と想像してみるのも街歩きの楽しみ方
の一つです。

戦後、空襲による戦災残土処理のため外濠川の八重洲地区から
埋め立ては始まり、その後1964年東京オリンピックを契機とし
た道路網の整備のため銀座を囲む川は次々と消え暗渠となります。

江戸時代の物流の中心としてあった水路が次の時代の物流 輸
送の中心となる道路建設のためにその姿を消しました。しかし銀
座が島だった痕跡は京橋、数寄屋橋などの地名や交差点名として
今に残ります。大根河岸青物市場があったことの痕跡は記念碑を
残すのみですが、ここで想像を膨らませてみました。「一・二丁
目に集まる都道府県アンテナショップでは各地の野菜や果実を多
く扱っています。かつて大根河岸のあった少し隣には幻の水路を
伝わって各地の物産が集まり新たな市場の活気を街にもたらして
いるのではないか」と。

26 外濠川を埋立てて出来た東京高速道路と
その下の銀座インズ（外堀通りより臨む）

18 京橋大根河岸青物市場跡

23 京橋大根河岸青物市場
があった付近の現在 右は
東京高速道路（元京橋川）

19 江戸歌舞伎発祥の地碑

20 「京橋」跡から見る銀座一丁目方面

21 擬宝珠の形をした京橋親柱

24 銀座桜通りから京橋大根河岸青物市場
のあった付近を臨む（ガード下が紺屋橋）

25 京橋側から銀座桜通りを臨む。右側に
見えるのが並木通り。

18・19 20

22

21
23

24

25

26

22 交番。震災復興時の橋
の架け替えで派出所、便
所、防災倉庫の橋詰設置
が義務付けられた名残り。

図８ 銀座一・二丁目【西】撮影位置 写真番号
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三菱UFJ銀行京橋中央支店
（千歳興産京橋三菱ビル）

27

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る①銀座一・二丁目（ＷＥＳＴ）編

ハツコエンドウ
ウェディングス
（銀座小柳ビル）

ギンザタナカ
（田中貴金属）

銀座タニザワ（はせがわ銀座
（銀座河合ビル）

ポーラ ザ
ビューティ銀座

みずほ銀行銀座中央支店
（ヒューリック銀座ビル）

カルティエ銀座ブティック
（オオクラハウス・大倉本館）

洋服の青山 東京凮月堂
（日本生命銀座ビル）

ダンヒル銀座
（明治屋ビル）

エルメネジ
ルドゼニア

ミュウミュウ
（銀座トレシャス）
（越後屋ビル）

トラヤ帽子店
（藤屋ビル）

ギンザダイヤ
モンドシライシ

（竹中銀座ビル）

銀
座
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銀
座
二
丁
目

南紺屋町

弓町

西
紺
屋
町

２．昔の町名が語るもの 職人の町・銀座

1869年（明治2年）江戸町名改正により新両替町の名を廃止し三十間堀西側などを
編入し町名「銀座」とし、一丁目から四丁目までが起立した。

1930年（昭和5年）尾張町などの町を加え銀座五丁目から八丁目が起立。その際、
銀座の西、外濠川内側に位置する南紺屋町などを併合し銀座西
一丁目から八丁目が起立。

1951年（昭和26年）（東側の）三十間堀川埋立てにより木挽町を銀座東と改名。
1969年（昭和44年）前年の銀座西に加え、銀座東も銀座に編入し現在の銀座一丁目

から八丁目へと統合される。

明治2年、銀座通り西側は通りに面した区画までが「銀座」と改名、他は
江戸時代の町名が残り、その名は昭和5年まで続きます。
南紺屋町、西紺屋町（京橋には北紺屋町があった）の町名の謂れは国役金
（税金）を負担する江戸染物師が集まり住んだ町であったことによります。
弓町は徳川に従って入国した御用弓師の拝領地で弓を作る職人の御弓師が住
んでいたことによります。銀座は職人の町でした。

３．銀座通りの現在と明治３５年を歩く

読売新聞発行所
日就社

京橋勧工場
（小柳久三）

陶器商小柳
（小柳久三）

茶商
（河合八右エ門）

鞄商谷商店
（谷沢禎三）

和洋烟草問屋
松葉屋

（千葉松兵衛）

洋品商田屋
（田屋常吉）

ボタン問屋
尾張屋

（中川儀兵衛）

毛織物商
（小山幸助）

煙草商
井上商会

和洋菓子商
松風堂

（芥川鉄三郎）

石蝋水油
販売所

（渡辺てつ）

宮内省御用達
キリンビール本店

明治屋

合名会社
大倉組

呉服太物商
越後屋商店

足袋商海老屋
（橋本冨次郎）

諸活版販売
活版印刷所廣明堂

袋物商
亀甲堂

米田屋洋服店
（柴田光之助）洋傘商

甲斐絹屋

酒類両替
（早川喜兵衛）

日本教育生命
出張所

洋品問屋
尾張屋

（山口幸次郎）

●銀座一丁目 銀座通り西側（左境：銀座柳通り/銀座二丁目側・右境：銀座桜通り/京橋側）

●銀座二丁目 銀座通り西側（左境：銀座マロニエ通り/銀座三丁目側・右境：銀座柳通り/銀座一丁目側）

図９ 銀座一・二丁目【西】昔の町名と範囲

一丁目京橋側から銀座通り西を歩きましょう。三菱UFJ銀行の場所に1877年（明治10年）読売新聞が移転してきました。隣は
京橋勧工場です。勧工場（かんこうば）とは元々産業振興を目的としたもので一つの建物に多くの店が入り、様々な商品を販売し
た施設です。明治から大正にかけて賑わい百貨店の進出とともに衰退しまた。京橋勧工場を営んでいたのは1852年（寛永5年）

に創業した陶器商の小柳でした。現在、小柳は貸ビル業とビル上階でギャラリー小柳を営んでいます。ハツコエンドウも1905年
（明治38年）日本初の総合美容室として創業した老舗です。鞄の銀座タニザワは1874年（明治7年）人形町で創業、1890年
（明治23年）に銀座出店しました。鞄という漢字はタニザワ創業者が考案したという説が最も有力です。田屋は現在四丁目でネク
タイ専門店を営んでいます。1885年（明治18年）に一丁目で小間物商として創業しました。銀座柳通りを渡り二丁目を歩くとト
ラヤ帽子店の正統にしてレトロなショーウィンドウが目に飛び込んできます。創業は1917年（大正6年）、銀座進出は昭和初期
のため明治の地図にはありません。呉服「越後屋」は1755年（宝暦5年）京橋南伝馬町で創業、2代目の時に銀座へ移り1931年
（昭和6年）近代建築のビルが街並みを彩りました。現在は銀座トレシャスとして建て直し、店舗は裏のガス灯通りに面していま
す。明治屋は1885年（明治18年）横浜で創業、その3年後、キリンビール総代理店となります。1873年（明治6年）創業。アー
ク灯点灯など煉瓦街建設にも寄与した大倉組商会（現在、中央建物）はカルティエの入る大倉本館や別館などを営んでいます。
ゼネコン大手の大成建設は大倉組商会から生れたグループ会社です。老舗はそれぞれの形でこの街に息づいています。
注：地図「東京京橋区銀座附近戸別一覧図・明治35年7月発行」は「銀座歴史散歩地図（赤岩州五編著・草思社）」掲載のものを参考にしました。
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※

緑
線
は
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真
24
と
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す
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み
の
位
置

＊参考にした地図は「東京京橋区銀座附近戸別一覧図･明治35年7月発行」カッコ内記載の名は地権者と思われる

＊参考にした地図は銀座一丁目に準ずる
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４．銀座一丁目の路地の醸すゆったりとした時間

1897年（明治30年）「実業之日本社」創業。
1946年（昭和21年）関西風蒸さない鰻の「ひょうたん屋」並木通り一丁目

の「銀座幸稲荷」横に開業。再開発で移転。
2014年（平成26年）再開発で一時、山王冷え神社に仮遷座した銀座一丁目

の「銀座幸稲荷神社」が僅かに場所を移し再建。

ゆるやかな空気が流れる銀座一丁目西の趣きと路地の存在は無関係
ではありません。写真番号29･30のガス灯通りから銀座レンガ通り
に抜ける路地には下町風に鉢植えの緑が並び、中ほどには古民家の和
食ビストロ、角には大正期開業、一軒家の河西歯科医院があります。
写真31は再開発で風景が一変した路地です。手前、並木通り右手角
は現在「ニューヨーカー」の旗艦店があります。かつて、この角に
「銀座幸稲荷神社」があり、その隣には鰻の「ひょうたん屋」があり
ました。路地の中には俳人鈴木真砂女の営む小料理屋「卯波」や寿司
の「ものほし」、魚屋などが軒を連ね、江戸の情緒を醸しだしていま
した。「銀座幸稲荷神社」は路地中程に移り再建されています。（写
真32）。写真33は高知と沖縄のアンテナショップに挟まれたビルの
隙間にあるクランク状の道です。沖縄「わしたショップ」の入居する
ビルの場所にはかつて「実業之日本社」がありました（現在はマルイ
ト銀座ビル）。同社は明治に創業し「実業之日本」「日本少年」「少
女の友」などで一世を風靡し、今も旅行ガイドブック「ブルーガイ
ド」などで知られています。一丁目には明治から大正にかけて読売新
聞日就社がありました。当時のこの界隈は、文化人がにぎやかに行き
交う街だったのかもしれません。写真34は銀座柳通りから銀座桜通
りへ抜ける細道で、柳通り角にはフレンチの「オザミデヴァン」、中
程には1958年（昭和33年）創業天丼が人気の板前割烹「春日」など
飲食店が並びます。銀座には路地の文化があるのでしょうか。路地の
ように表通りから裏へと通り抜けられる建物もすくなくありません。
写真35は、二丁目の越後屋ビル（銀座トレシャス）の通路です。ガ
ス灯通りから銀座通りへ向う位置からの眺めです。路地は街で生きる
人に便宜を提供するだけでなく、風通しのよい街の雰囲気作りを引き
受けている存在といえましょう。

５．銀座二丁目、並木通り界隈はほのかな文化の香り

1888年（明治21年）並木通り二丁目にミルクホールの「千里軒」開業。
1953年（昭和28年）日本初の邦画専門名画座「並木座」開業。
1998年（平成10年）名画座「並木座」廃業。
2019年（令和元年）並木通り二丁目に「銀座ロフト」旗艦店増床新装開店

並木通りを二丁目を三丁目方面に歩くと写真35の銀座千里軒ビル
があります。かつて「千里軒」はミルクホールでした。「創業明治
21年。店内売りのミルクは１合２銭５厘。＜千里軒＞」（「あのころ
angle街と地図の大特集1979 渋谷・六本木銀座・横浜・下町編」P20 主婦

と生活社）とあり、読売新聞の正力松太郎もこの店の牛乳を愛飲した
との事です。ミルクホールは牛乳や軽食を提供する店で、明治、大正
期に流行しました。当時は国も日本人の体質改善を目的にミルクを飲
むことを推奨していました。千里軒は喫茶店、カラオケボックスに転
じます。写真36の中央路地の奥には大衆酒場「三州屋」があります。
その左手、現在ブティックのある建物（三木ビル本館）に、かつて邦
画専門名画座「並木座」がありました（創業昭和28年）。名画座は
封切り後の過去の名作映画を上映する映画館です。「並木座」は黒澤
明や小津安二郎特集、隠れた名作、佳作の上映などさしずめ映画のセ
レクトショップのようなプログラムの充実ぶりで思い入れの深い映画
フアンも多くいました。最後の上映は成瀬巳喜男特集でした。映画を
観るスタイル、ミルクという新たな食文化、この界隈には生活文化の
息吹が感じられます。並木通り二丁目新装「ロフト」と三丁目「無印

良品」旗艦店にもこの地からの生活文化発信を期待したいところです。

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る①銀座一・二丁目（ＷＥＳＴ）編

29 路地の和食ビストロ一乗寺（IJ）

29

30 右は路地入り口にある河西歯科医院

31 並木通りからみた路地・右がニューヨーカー 32 銀座幸稲荷神社

図10 銀座一・二丁目【西】撮影位置 写真番号

3031
32

33
34

353637

33 右に以前は実業之日本社 34 柳通りから桜通りへの路地 35 越後屋ビル

36 中央が銀座千里軒ビル

38 銀座ロフト

37 左の建物に「並木座」はあった

38
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６．消えた飲食の名店に異国の人の歴史をみた

1901年（明治34年）「中華第一楼」神保町に開店。戦後銀座二丁目移転
1952年（昭和27年）「焼肉清香園 総本店」銀座一丁目に開店
※両店とも既に閉店

かつて、銀座一・二丁目界隈には人々の記憶に残る飲食の名店があり
ました。銀座一丁目ガス灯通り「焼肉 清香園 総本店」と銀座越後屋
ビル地下「中華第一楼」です。ここでは創業者に焦点を当てます。
「中華第一楼」の創業者は台湾出身の林文昭（りんぶんしょう）。

実業家として神保町に開店した店は「政財界や軍人が会合するような
社交場を兼ねた高級中国料理店として人気を博した」（ウェブサイト
「歴史が眠る多磨霊園・林文昭の項」）とのことだが、一方で林文昭
には革命家としての顔を持ち清朝を倒し中華民国を建てた辛亥革命で
は孫文らと共闘、「犬養毅に革命のために本土に帰る生き方もあれば、
日本に残る道もある、この地に残ってはどうかと勧められ」（ウェブ
サイト同上）日本に残ったといいます。店には三島由紀夫も訪れます。
「焼肉 清香園 総本店」創業者は張貞子（チャン ジョンジャ）。

「1919年ソウルの名門張家の生まれ。50年、在日韓国大使館の初
の政治顧問として駐日にていた故夫（中略）とともに来日、52年、
まだ日本に韓国料理店がないころ、親戚の薦めにより銀座に清香園を
オープンする」（張貞子 著「時の香り 清香園の韓国料理」）という
ことです。隣国で生まれた創業者がそれぞれに人生の物語を携えて、
銀座の地で訪れる人の舌を楽しませた、これもこの界隈を滋味に富ん
だ場所にしている一要素のような気がします。京橋川の暗渠はアジア
の海に繋がっている、そんな幻想を抱きたくもなります。

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る①銀座一・二丁目（ＷＥＳＴ）編

今月の銀座
表紙に掲げたシンボルは、６つの円に「銀座の多彩な魅力」
３つの線の交差に「銀座の空間と時間のつながり」、4人の
ヒトに行き交う人々の営みをこめました。

毎回、ひとつのテーマで魅力を構成する要素をピックアップ
しています。今回は「銀座一丁目・二丁目ウエストサイド」
です。

暗渠となった京橋川・外濠川に囲まれた水の街銀座の面影、
京橋大根河岸市場の賑わいと通底するアンテナショップの賑
わい、名画座やミルクホールといった庶民の生活文化の育ま
れる雰囲気、道往く人に優しい路地の風通し、様々な形で受
け継がれ営みを続ける老舗の数々、町の名は銀座に譲ったが
職人の町の気概は老舗の中に息づいています。現実の街の風
景だけからは実感できない魅力も中にはあるかもしれません。
しかし街が刻んできた時間が作り出す密かな魅力、想像力を
駆り立てる魅力がこのエリアにはあるように感じます。

職人の
往来

川・暗渠
水の街

市場の
記憶

文化の
香り

路地の
風通し

老舗
のある街

38 中華第一楼のあった場所

39 清香園のあったガス灯通り
＊料理はイメージ写真です

＊料理はイメージ写真です

17 再掲 カルティエ（左）、ダンヒル（中）も海外の老舗だ図11 銀座はかつて川に囲まれていた
40 老舗帽子店のショーウィンドウ

ここにも職人の技と文化の香りがある
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今月の時層（年表）

毎回ひとつのテーマにちなんだ年表を掲載します。第三回は「銀座一丁目・二丁目ウエストサイド」の動きを紹介します。
「銀座の時層」をお楽しみ下さい。

注：①から⑧の丸数字は関連する銀座の丁目

時代 年 出来事（時代背景） 銀座の動き

政治・経済・社会 文化・芸術・街の動き 都市計画・交通・周辺地区 商業・飲食業・産業・建物・文化・流行

江戸・慶長 1603年 江戸幕府開府 出雲の阿国　京都で歌舞伎踊初演 第一回天下普請で日本橋・京橋地区街並整備

天下普請の一環で外濠川、京橋川造成

「日本橋」「京橋」創架

江戸・慶長 1604年 日本橋を基点として五街道整備に着手

江戸・慶長 1612年 第二回天下普請 「銀座の街」の本格的な開発整備始まる

駿府の銀貨鋳造所（銀座）を新両替町に移転 →（現在の銀座2丁目）

江戸・嘉永 1624年 猿若中村勘三郎、中橋に猿若中村座旗揚 （「江戸歌舞伎発祥の地碑」は京橋にある）

江戸・寛文 1664年 「京橋大根河岸青物市場」設置（京橋）

江戸・宝暦 1755年 宝暦治水事件 (1768上田秋成「雨月物語」） 京橋南伝馬町に藍染「越後屋」創業

江戸・安永 1780年 「越後屋」呉服店として現在で地営業②

江戸・弘化 1847年 オランダ再度開国を要求 ＊「カルティエ」フランス・パリで設立②

江戸・嘉永 1852年 陶器「小柳」創業（現ギャラリー小柳）①

江戸・安政 1857年 歌川広重・名所江戸百景「京橋竹がし」

明治2年 1869年 造幣局設置　金座、銀座が廃止に 横浜でアイスクリーム店登場 通称銀座町からこの年、町名「銀座」となる 新橋「木村屋総本店」創業、翌年銀座へ移転

東京を首都とする 新両替町の町名を廃止し三十間堀西側などを 「ギンザのサヱグサ」築地で唐物屋創業⑦

江戸町名改正 編入し町名「銀座」とし、一丁目から四丁目 松村庄太郎、最初の洋式理髪店を開業④

までが起立 松屋呉服店、横浜にて創業、大正１５年移転③

明治6年 1873年 太陽暦採用　キリスト教禁教の解禁 新市街地建設で銀座に煉瓦街（完成10年） 「大倉組商会」設立③

銀座大通り馬車道落成 鞄の「タニザワ」人形町に創業①

明治8年 1875年 江華島事件（李氏朝鮮との戦いに勝利） 平民苗字必称義務令公布（苗字義務化） 「京橋」木橋から石造へ改架(親柱が残る） 東芝創始者「田中製作所」創業⑧

明治10年 1877年 西南戦争 　政府勝利 上野で「第1回内国勧業博覧会」開催 金杉橋ｰ京橋ガス埋設 銀座に「ガス灯」設置 「読売新聞本局日就社」銀座移転①

東京大学設立 （↑富国強兵・殖産興業のスローガン） 洋菓子「東京凮月堂」暖簾分け銀座出店⑥②

明治13年 1880年 集会条例 自由民権運動弾圧 芸大に現存する東京最古の煉瓦建築竣工 商社「高田商会」創業③→①

明治15年 1882年 日本銀行開業 「上野動物園」開園 銀座に「アーク灯」点灯（②に記念碑） 「京橋勧工場」開店①

新橋～日本橋間に軌道を走る初の馬車鉄道

「田屋」小間物商として創業①→現④

「明治屋」横浜で創業②

明治21年 1888年 市制・町村制施行 「皇居・二重橋」完成 ミルクホール「千里軒」開店②

明治22年 1889年 大日本帝国憲法発布 木挽町に日本風三階建「歌舞伎座」開場④ 宮内庁御用達銀製品「宮本商行」銀座移転①

明治23年 1890年 第一回衆議院議員選挙　教育勅語 「帝国ホテル」開業 キリスト教・メジスト教「銀座教会」誕生④ 鞄「タニザワ」銀座出店①（鞄の漢字考案）

明治25年 1892年 芥川龍之介、入船町（明石町）で誕生 黒岩涙香により「萬朝報」創刊②

明治26年 1893年 小学校祝祭日の唱歌 君が代など制定 「ミキモト」創業、1906年現在地へ④②

＊「ダンヒル」英国ロンドンで設立②

明治30年 1897年 1896年 第一回オリンピック（アテネ） 「実業之日本社」創業①

米井源治郎、匿名組合磯野商会設立②

明治34年 1901年 八幡製鉄所を建設 「中華第一楼」神保町で創業・戦後銀座へ②

明治38年 1905年 ポーツマス条約 日比谷公園に日本初の「野外音楽堂」 ネクタイ「田屋銀座本店」創業①→④

初の総合美容室「ハツコエンドウ」創業①

大正6年 1917年 「トラヤ帽子店」神保町で学生向け創業②

大正11年 1922年 上野で平和記念東京博覧会開催 「文化住宅」登場、人気に 「京橋」架け替え（親柱現存）

大正12年 1923年 関東大震災発生　死者10万人超 山手線は震災直後、ＳＬで運行復活 丸の内に「丸の内ビルヂング」竣工 「読売新聞」社屋移転①→③

ﾌﾗﾝｸﾛｲﾄﾞﾗｲﾄ設計の帝国ホテル新館竣工 震災で打撃受け日本橋魚河岸を始め市場壊滅 関東風おでん「お多幸」開業④→⑧

昭和元年 1926年 大正天皇崩御 男性を中心に洋服が普及 今和次郎・吉田謙吉「考現学」で銀座調査 「現 GINZA TANAKA」店舗移転①

町名としての銀座、四丁目までから八丁目までに 「つばめグリル」新橋駅構内に創業①→⑤

尾張町などの町を加え銀座五丁目から八丁目まで 「トラヤ帽子店」銀座進出 昭和35年移転②

起立、銀座の西、外濠川内側に位置する南紺屋町

などを併合し銀座西一丁目から八丁目まで起立

昭和8年 1933年 日本、満州問題で国際連盟離脱 「ヅカガール」流行語に 数寄屋橋に「日劇（日本劇場）」開場 「米田屋洋服店」の近代建築ビル竣工②

昭和10年 1935年 天皇機関説　1936年ニ・二六事件 喫茶店ブーム　東京市内に15000軒 東京市中央卸売市場が築地に開設 寿司「銀座久兵衛」創業⑧

（京橋大根河岸青物市場は築地に合併移転）

昭和21年 1946年 日本国憲法公布 食糧難　米国緊急援助物資 大倉土木、「大成建設」と改称②③

昭和天皇 人間宣言 鰻の「ひょうたん屋」創業①⑥

昭和27年 1952年 1951年　日米安全保障条約締結 浜離宮恩賜庭園が国指定特別名勝特別史跡指定 「焼肉 清香園 総本店」創業①

ラジオ「君の名は」（数寄屋橋が舞台）

昭和28年 1953年 NHKがテレビ放送を開始 「三種の神器」普及 初の邦画専門名画座「並木座」開業②

昭和30年 1955年 原水爆禁止世界大会　自由民主党結党 水道橋「後楽園遊園地」開演 東京港晴海埠頭開港 「プレイガイド」新築落成②

昭和32年 1957年 関門トンネル開通 「京橋川」埋立て順次開始

昭和33年 1958年 皇太子ご成婚 芝、東京タワー完成 外堀川を埋立てビルの上に高速道路建設 「銀座インズ」開業①②③

昭和34年 1959年 天覧試合で長嶋サヨナラ本塁打 上野他　中卒の若者集団就職で東京へ 「京橋川」埋立て完了

昭和41年 1966年 中国で文化大革命　政界に黒い霧事件 「中野ブロードウエイ」開業 1957年に始まった「京橋川」埋立て完了

昭和44年 1969年 前年の銀座西に加え、銀座東も銀座に編入

現在の銀座一丁目から八丁目へと統合

昭和46年 1971年 ドルショック 新宿「京王プラザホテル本館」開業 「ニュー新橋ビル」竣工 「読売新聞」大手町移転③

平成5年 1993年 「千里軒」カラオケボックスに②

平成10年 1998年 長野オリンピック開催 三井アウトレットパーク横浜ベーサイド開業 地区計画「銀座ルール」で高さ制限緩和 邦画専門名画座「並木座」廃業②

平成19年 2007年 消えた年金問題 六本木「国立新美術館」開場 第1回東京マラソン大会 「ダンヒル銀座店」開店②

日本の人口構成、超高齢社会へ 六本木「ミッドタウン東京」開業 「有楽町イトシア（丸井 他）」開業 並木通り「銀座ベルビア館」開業②

平成21年 2009年 アメリカ・オバマ政権発足 不況でネットカフェ難民、社会問題化 「ポーラ ザ ビューティ銀座」新築開店①

平成22年 2010年 尖閣諸島沖巡視船衝突 羽田空港新国際ターミナル使用開始 有楽町マリオン「西武有楽町店」閉店 「銀座トレシャス（越後屋ビル）」開業②

平成26年 2014年 御嶽山噴火 映画「STANDBYMEドラえもん」ヒット 「銀座幸稲荷神社」僅かに場所を移し再建①

平成28年 2016年 国勢調査で初の国内総人口減少 リオ五輪で日本 夏季最多メダル獲得 「三原橋地下街」老朽化で埋め立て 大倉本館OkuraHouseに「カルティエ」②

熊本地震 熊本県と大分県で発生 京橋「京橋エドグラン」開業

平成29年 2017年 天皇退位特例法成立 将棋の藤井四段２９連勝 銀座の路線価、バブル期を超える プランタン銀座は「マロニエゲート」へ②③

平成31年 2019年 新元号「令和」を発表　５月１日改元 東京都･銀座-臨海部の地下鉄路線整備方針 「無印良品 銀座」「ＭUJIホテル」開業③

「銀座ロフト」増床新装開店②
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