
公益財団法人ハイライフ研究所

執筆
公益財団法人ハイライフ研究所
主任研究員 福與宜治

令和元年１１月作成

銀座の時層と
来街空間

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６）
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２．銀座を訪れる人の現在 人は銀座エリアをどう巡り動いているのか その４･･････････Ｐ２
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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６ ①



『銀座の時層と来街空間』 その６ ②

２．銀座を訪れる人の現在
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４

前号に続き、土曜の日中に銀座を訪れる来街者のメッシュ内滞在パターンと、その来街者特性の中から銀座の魅力を探
るシリーズの第四回です。今回も、土曜の10時から17時台に銀座エリアに2時間以上滞在した人の周遊パターンの中から
特徴的なものをみていきます。前回は「銀座三越・松屋銀座メッシュ=⑥」プラス「もうひとつのメッシュ」を含む周遊パター
ンをみてきました。来街者に高齢者、専業主婦が多いのが特徴でした。今回紹介するのは「銀座１・２丁目東西メッシュ=②」
を含むパターンのうち共通する特徴を持つ３パターンを取り上げます。その来街者特性とエリアの魅力を探ってみましょう。

図1 銀座地図と250m
メッシュ１３エリア

表1 今回取上げる周遊パターンエリア内の特徴的な施設

北

図2「銀座一丁目東西」を含む銀座内周遊パターンとその特徴

【６位パターン】 【８位パターン】 【14位パターン】
周遊人口 10,363人 8,685人 6,716人

平均年齢 42.2歳 若さ2位 42.1歳 若さ1位 42.2歳 若さ2位

女性割合 71.1％ 高さ2位 70.3％ 高さ4位 68.4％ 高さ9位

平均滞在時間 195分 偏差値36.9 223分 偏差値50.7 217分 偏差値47.8

近隣4区居住率 14.1％ 偏差値54.5 18.1％ 偏差値64.1 11.0％ 偏差値47.0

有配偶率 39.4％ 偏差値34.0 45.6％ 偏差値45.9 46.4％ 偏差値47.4

世帯年収 674万円 偏差値45,0 763万円 偏差値61.3 748万円 偏差値58.5

趣味 :ﾌｧｼｮﾝ 22.6％ 偏差値52.6 30.3％ 偏差値65.9 29.4％ 偏差値64.3

趣味: 飲食 35.1％ 偏差値51.0 32.8％ 偏差値47.4 45.5％ 偏差値67.5

趣味:美容 21.7％ 偏差値52.7 25.0％ 偏差値58.5 23.8％ 偏差値56.4

趣味:観劇 15.8％ 偏差値48.0 13.3％ 偏差値44.9 9.5％ 偏差値40.2
注：①赤字順位表記は上位、青字は下位、赤字偏差値は60以上を示す。下線は３パターン中のトップ値

●滞在１８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
新商品関心TOP2 53.6％趣味：ファッション21.1％・飲食34.4％・美容20.2％・観劇17.5％

１．銀座1･2丁目東西メッシュ

消費意欲が高く平均年齢が若い女性達。

三つの周遊パターンに共通するメッシュ
②は銀座通りを挟む1･2丁目東西エリアで
す。2014年開業のブライダルを軸にした
商業施設 キラリトギンザ、カルティエ銀座
ブティック、ティファニー銀座本店、文具
雑貨の銀座伊東屋などが銀座通り沿いに軒
を連ねます。来街者の約7割を女性が占め
ており平均年齢は約42歳と若く、20・30
代の女性を多く含みます。新商品への関心
度が高く、ファッションや美容への関心も
高く、年収や属性に鑑み可処分所得も高い
ことから消費意欲も旺盛な人たちが集まる
エリアといえます。

２．周遊パターンそれぞれの特徴

メッシュ①⑤がそれぞれの周遊パターン
を特徴づける要素となります。有楽町駅、
有楽町イトシアなどがあるメッシュ①を含
む「６位パターン」の来街者は３パターン
の対比では有配偶率と世帯収入が低く、独
身のＯＬが多い層です。他の２パターンに
比べるとファッションへの関心は低いです
が幅広い分野への関心の高さをうかがわせ
ます。メッシュ②のみ滞在の「８位パター
ン」来街者は３パターン中で世帯年収、近
隣４区居住率、ファッション、美容への関
心が最も高い人たちです。近隣の裕福な
20･30代主婦層を多く含む層といえます。
平均滞在時間も長いことからメッシュ②内
を熟知しておりショッピングや食事、お茶
など複数の行動を完結させている様が想像
できます。アクセスルートは有楽町線銀座
一丁目駅や京橋方面が想定されます。銀座
4･5丁目西、和光本館、ミキモト、三愛、
エルメスなどのあるメッシュ⑤とメッシュ
①を含む「14位パターン」の来街者は新商
品、ファッション、飲食への関心が高く、
世帯年収も高めの人たちで、消費意欲の旺
盛さがうかがえます。近隣４区居住率は低
く１８パターンの平均も下回る事から広域
来街者が多く含まれている事がわかります。

３．新しいもの好き、ファション好き

「新しいもの好き、ファッション好きの
消費意欲が高い人が集まる銀座1･2丁目エ
リア」とまとめるとひとつの疑問が浮かび
上がります。他の地域を凌駕する「新しい
もの好き」集客装置と呼べるほどの施設や
街並みはありません。ハツコエンドウウエ
ディングやキラリトギンザ、宝飾店の数々
などブライダル関連の施設が街の雰囲気を
形成し若くて新しいもの好きの女性を呼び
込んでいる結果なのかもしれません。

新商品関心T2 61,7％ 偏差値64.0 61.0％ 偏差値62.8 62.4％ 偏差値65.2

専業主婦割合 6.7％ 偏差値43.6 8.9％ 偏差値48.0 9.3％ 偏差値48.8

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

○

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

○



『銀座の時層と来街空間』 その６ ③

■ 銀座七・八丁目（ＷＥＳＴ）の現在・概略

図４のとおり銀座七・八丁目（西）は、東から時計回りに銀座通り、
銀座御門通りと東京高速道路（銀座ナイン）、銀座コリドー通りと東京
高速道路（コリドー街）、交詢社通りに囲まれた地区です。七、八丁目
の境は花椿通りです。銀座御門通りから高速道路の下を潜ると新橋です。
東京高速道路は昭和３９年の東京五輪に向けた道路整備の一環で川を埋
立て作られましたがコリドー街のある側は外濠川、銀座ナインの側は汐
留川でした。先程「高速道路の下を潜ると新橋です」と述べましたが、
潜る場所にあった汐留川に架かる橋の名が「新橋」であり地名の由来と
なりました。「新橋芸者」の名も花街だった銀座八丁目近くに「新橋」
が在ったことに由来しています。花街は日本有数の高級クラブ街へと変
化しました。明治５年に新橋、横浜間に鉄道が開通、その際に銀座の玄
関口となったのが新橋ステーションに程近い現在の八丁目界隈でした。
七丁目、八丁目は、明治に始まる西洋化の流れと江戸から受け継がれた
花街の伝統が、形を変えながらも今に生きた「銀座ならでは」を味わえ
る場所でもあります。銀座の街と深い関わりを持つ「資生堂」は七丁目
にあります。「この番組は『東京銀座 資生堂』がお送りします」かつて
全国に流れていたテレビ番組提供クレジットを懐かしく思われる方も多
いと思います。創業の地を示しているだけなのに美しさへの憧れを満足
させる銘柄イメージを誰もが感じ取りました。「花椿通り」という名前
とともに現在もこの地での企業の営みは続いています。路地の存在も見
逃せません。「ビジネス街･京橋」と隣接する銀座一丁目が「朝」なら
ば「サラリーマンの聖地・新橋」と隣接する銀座七丁目、八丁目の特に
西側は「夜」のイメージが強い場所です。クラブ、バーなどの酒場も多
く、実際、賑わいも日が没してからが本番でしょう。表通り（銀座通
り）の歩道には一日中、訪日外国人客が溢れていますが、昼の裏通りは
静かなものです。昼と夜、表と裏、ネオンの光と路地の影、そのコント
ラストが織りなす街の表情もこの界隈が人を病みつきにさせる魅力のひ
とつです。

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る④銀座七・八丁目（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。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。今回は、銀座七・八丁目（ＷＥＳＴ）編です。

銀座７･８
ＷＥＳＴ

図３ 銀座七・八丁目【西】の位置

図４ 銀座七・八丁目【西】拡大図

1.コリドー街7丁目付近。寿司屋の
行列ができている。

3.外堀通り土橋付近から銀座御門通
りを見る。右手が汐留川を埋め立
てた東京高速道路。左手にはリク
ルート社のビル。奥、中程の高速
道路高架下（銀座通りの延長）に
は汐留川に架かっていた新橋が
あった。

北

4.銀座通り沿い、花椿通りを
はさみ建つ資生堂のビル。
左には資生堂パーラー、資生
堂創業の地でもある。右には
シセイドウ･ザ･ストアがある。

2

1

3

4

5

2.新幸橋碑。銀座コ
リドー通り沿い交差
点にある。奥はJR高
架。昭和4年から31
年まで外濠川に民間
の橋としてあった。

6.並木通り沿いビルに競う
ように掲げられたクラブや
バーの看板。銀座に店を持
つのも夢、銀座で遊興する
のも夢という人は今もいる
だろう。

5.並木通り沿い7丁目にある
資生堂銀座ビル（本社）。
2013年完成。外観を取り囲
むのは「未来唐草」と名付け
られたシェードである。
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明治2年、現在の銀座5ｰ8丁目に銀座という町名はありませんでした。
江戸時代の町名が残り、その名は昭和5年まで続きます。では明治初
期の町名の由来と現在の姿をみていきましょう。

①竹川町（たけかわちょう）は現在の銀座七丁目。銀座通りを挟み
東は現在のあずま通り辺りまで、西は一部、西五番街通り辺りまでの
地区。昔、竹を売る店があり竹屋町と称し、後に竹川町となったとい
われています。江戸時代の竹川町には幕府の許可を得て朱肉や朱墨に
使われる「朱」を専売する「朱座」があった時期がありました。また
現在のすずらん通りと西五番街通りの間の区画には明治期「花月楼」
という江戸期から続く料亭がありました。その経営者は明治の実業家
で横浜鶴見に遊園地「花月園」を開園させた平岡廣高でした。

②宗十郎町（そうじゅうろうちょう）は現在の銀座七丁目5･6番
並木通りを挟んだ区画に当たる。江戸開府の後、この地を開拓した名
主、内山惣十郎の名に由来する町名です。屋根職人が多く住んでいた
ともいわれています。明治35年の地図（東京京橋区銀座附近戸別一覧
図 ※1）をみると活版石販印刷業東京國文社が宗十郎町で一番大きな
区画を占めています。また現在、資生堂本社のある付近には大日本私
立衛生会という名が記載されています。当会は明治政府の公衆衛生事
業を民間の側から援助する趣旨で発足されたもので大正期には北里柴
三郎もその会頭を務めていた団体、現在は日本公衆衛生協会へと発展
しています。文明開化とともに先進的な印刷技術や公衆衛生思想と
いった新たな社会の波が起こり、それは銀座の町を舞台とした営みに
もこうして表れています。

③加賀町（かがちょう）は現在の銀座七丁目の外堀通りを挟んだ区
画に当たる。この地を開拓した名主、加賀平右衛門の名に由来する町
名です（主な町人の出身地が加賀であったという説もある）。明治３
５年の地図（※1に同じ）をみると現在の電通銀座ビルがある辺りは
「旅館桃李館」が大きな区画を占めています。銀座電通ビルが建つの
は昭和8年、それ以前の昭和5年に帝都復興計画の一環で江戸時代の町
名は消え、加賀町も「銀座西七丁目」の一部となった後となります。
電通銀座ビルは戦前モダニズム建築のひとつでアールデコ様式の装飾
が施されているとともに、広目天、吉祥天の彫刻が当時の社章ととも
に外壁に刻まれている凝った建物となっています。昭和42年まではこ
こが電通本社でした。ちなみに広目天は仏神で通常ならざる目を持つ
者、吉祥天は美・幸福・富を授ける女神といわれています。

④出雲町（いずもちょう）は現在の銀座七･八丁目の一部。江戸幕
府の命による埋立事業を松江藩（出雲を領有）が担当したことに由来
する町名です。現在の花椿通りも出雲通りという名でしたが昭和初期
に出雲から寄贈された出雲椿（ヤブツバキ）が街路樹として植えられ
たことで現在の名前になりました。当時はモボ、モガと呼ばれるお洒
落な若者が銀座に溢れ資生堂パーラーでソーダ水を飲む姿が見られま
した。出雲町 創業の資生堂、花椿マークは大正4年に初代社長の福原
信三の描いたスケッチを元にデザインされたものです。明治時代の
ヒット商品「髪と肌のための香る美容オイル『香油花椿』」由来など、
デザインの意味合いは他にもあるでしょうが当社は明治5年この地に
創業した後、出雲との縁を深めようと街路樹に出雲椿を植えた経緯も
あるようです。街の由来となる土地との縁を企業が育んできた好例と
いえましょう。平成4年の通りの改修時には再び出雲市から寄贈を受
け8本の出雲椿が植樹されました。街づくりを豊かなものにする土地
の縁、土地の縁を育む人の営み。出雲町と呼ばれた街を歩くだけで四
百年の時間を味わうことが出来る贅沢をこの街は醸し出しています。
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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④銀座七・八丁目（ＷＥＳＴ）編

１．昔の町名が語るもの
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）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。

図５ 銀座七・八丁目【西】撮影位置 写真番号

7.竹川町花月楼のあった辺りの西五
番街通り側には現在、高級クラブ
などが入居する銀座アスタープラ
ザビルがある。壁面のレリーフが
異彩を放つ。1978年竣工。

7

12

8

11. 出雲町資生堂パーラーのショーウ
インドウに飾られている「ソーダ水」。

9

8. 宗十郎町 東京國文社があった辺
りの現在。並木通り。宝飾のポメ
ラートブティック（緋色の外観）
など1階にはお洒落な店、上の階に
はクラブなど酒場の看板が並ぶ。

9. （左）加賀町 昭和8年竣工の電通銀座ビル。（右）壁面に刻まれた
装飾。左右は吉祥天と広目天。上に丸くあるのは星と歯車をデザイン
した当時の社章。窓は中央がはめ殺しで両端が開く「シカゴ窓」様式。

12.現在の花椿通り。昔の出雲
町附近から外堀通り方面を見
る。

10. 花椿通り街路樹のヤブ
ツバキ。平成4年6月出雲
市より寄贈と表示がある。

10

11



⑤南金六町（みなみきんろくちょう）は現在の銀座八丁目、銀座
通り東にある三原通りから西五番街通りに挟まれた一部の地区。町名
の由来は芝田金六にある。芝田金六は大坂の陣で人足差配役を勤めた
功により京橋川南に京橋金六町を拝領します。金六町は明暦の大火後、
火除地となり築地、八丁堀、芝口へと移転、明治5年に芝口金六町に
芝口北紺屋町等を編入し南金六町となりました。金春通りがあります。
江戸時代、金春家は幕府直属の能役者として南金六町に大きな屋敷を
拝領していました（能楽金春流）。金春屋敷の移転後は跡地に金春芸
者といわれる芸者が集まりました。「金春屋敷で下働きとしていた女
性が金春芸者のルーツといわれ、長唄・常磐津・小唄・端唄・舞など
の芸に通じ人をもてなす才にも長けていたため人気を博し、周辺は花
街として発展した」（中央区ものしり百科1章P48 中央区観光協会編
集より）とのことです。毎年8月には金春通りでは江戸文化伝承の能楽
金春祭りが行われ7日には路上で能楽が演じられています。金春通り沿
いに現在「寿司久兵衛」本店と別館がある。創業は東京市中央卸売市
場が築地に開設された昭和10年。この頃には南金六町という町名は廃
止されています。久兵衛創業者は築地の料亭で働いていた頃、実業家
の浅野総一郎の勧めもあり創業、志賀直哉、吉田茂、北大路魯山人な
ど多くの文化人、政財界人に贔屓にされる店に発展させました。

⑥日吉町（ひよしちょう）は現在の銀座八丁目の一部。明治2年、
山王町と南大坂町が合併して起立。山王とは滋賀県大津市の日吉大社
で祀られる神の別名で比叡山に鎮まる神のこと。銀座の諸地域がその
氏子町となっている赤坂日枝神社も山王信仰に基づくものであること
に由来した町名です。明治35年の地図（※１に同じ）日吉町には明治
23年に徳富蘇峰が創刊した國民新聞社がありました。國民新聞社は当
初、平民主義を唱えていましたが、明治38年日露戦争終結時、政府の
講和受諾（ポーツマス条約）を代弁する論調をとり「御用新聞」と呼
ばれる中で講和反対を叫ぶ群衆の襲撃を受けました。通り（現在の並
木通り）の向かいには九州倶楽部があり、その侯爵部長として西郷従
道の名が記されています。粋筋の行き交う南金六町に隣接、信仰に所
縁のある名、とは印象を異にする政治の風がこの街に吹いていました。

⑦八官町（はちかんちょう）は現在の外堀通りを挟む銀座八丁目の
一部（2～4番）。その由来について「元和年間（福與 注1615-24年
に当たる）、ハチクワンといへる阿蘭陀人（おらんだじん）に宅地を
給せられしに依り此の名あり。亦ハチクワンは支那人（しなじん）な
りともいへど阿蘭陀人の方確かなる如し。」（京橋繁盛記 京橋協会 編
1912年出版国立国会図書館デジタルコレクション P35 ※2）と記
されています。町の名は八官神社に残っていますが旧称は穀豊稲荷と
いい、昭和5年、銀座編入により消える町名を住民が惜しみ神社名に冠
して今日に至りました。明治35年の地図（※1に同じ）には現在ホテ
ル ザ セレステイン銀座（運営 三井不動産ホテルマネジメント）があ
る場所に「時計商 小林傳次郎」とあります。八官町の「大時計」で有
名な小林時計店があった場所です。時計商は華族や武士階級だった士
族相手の商いとして生まれました。服部時計店を創業した服部金太郎
は小林時計店の時計台を見て時計商になる志をかためたといわれてい
ます。現在ホテルのある場所にはかつて銀座日航ホテルがありました。
バブル期、タクシーに乗り「銀座日航ホテルまでお願い」と言ったこ
とを懐かしむ中高年の（元）サラリーマンも少なくないでしょう。

⑧丸屋町（まるやちょう）は現在の銀座八丁目の一部（3･4番）、
外堀通りを挟む新橋寄りの辺りです。町の名の由来は不明ですが寛永
頃（寛永年間は1624-44年）の地図に記された古くからの町です。
汐留川にかつて土橋が架かっていた名残で今も交差点や高速道路入口
に名を残しています。外堀通りと銀座御門通りの角には現在、リク
ルートGINZA8ビル（旧名称 日本リクルートセンター本社ビル）の
青色反射ガラスの壁面に街が照らし出されています。
◎最後に「京橋繁盛記（1912年出版）」に記された当時の人口を今回見た町
別に紹介します。令和元年10月現在の銀座1-8丁目全体の人口3,614人に近

い人数が当時7･ 8丁目西に住んでいたことがわかります。
竹川町482人宗十郎町445人加賀町129人 出雲町343人南金六町659人
日吉町788人 八官町540人丸屋町219人 計3,605人

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る④銀座七・八丁目（ＷＥＳＴ）編

18.ホテル・ザ・セレステ
イン銀座。かつては大時計
のあった小林時計店。

15.金春通り 左 界隈には花屋が多い。中 久兵衛別館 右 明治11年創業、昭
和8年より金春通りで営みを続ける「伊勢由」。
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図６ 銀座七・八丁目【西】撮影位置 写真番号

19.リクルートGINZA8ビル

13.現在の金春通り。金春屋敷は現在
の8丁目6-8番に相当する規模だった。

17.建物の一角に八官神社。

14.金春湯は文久3年（1863年）開業の
銭湯。出雲町に位置したと思われる。

15

19

14

20.昔の丸屋町、銀
座8丁目土橋近くに
ある静岡新聞静岡
放送支社ビル。
円柱型のコアから
箱状のオフィスが
張りユニークな外
観を持つ。丹下健
三設計。メタボリ
ズム（新陳代謝）
という思想を導入
し可変性、増築性
に対応した建築を
目指した。
1967年竣工。

17.日吉町、国民新聞社の
あった近辺。並木通り。
左奥にはダビドフが出店。
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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④銀座七・八丁目（ＷＥＳＴ）編

パンドラギンザ
フラッグシップストア

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）

●銀座七丁目 銀座通り西側（左境：みゆき通り/銀座六丁目側・右境：晴海通り/銀座四丁目側）
24

※

緑
線
は
写
真
24
で
示
す
街
並
み
の
位
置

＊参考地図「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
＊表記は一部を抜粋、位置は写真と一致しないが地図の位置順に並べた

リヤドロブティック
銀座本店

クロエ銀座店

（銀座モトキ） Salvatore Ferragamo Ginza
（銀座御幸ビル）

古物商袋物商
播磨屋

（難波林之助）
宮内省御用製造靴商

（高橋誠治）

油問屋大和屋
（吉村安之助）

鏡 額面商
（岩松善次郎）

眼鏡指輪製図器械
（加藤菊太郎）

砂糖鰹節鶏卵海苔
相模屋（関戸太三郎）

電気蒸気水刀諸機
械付属品販売
飯井商会

西洋酒 食料品
飲食割烹器具店

亀屋
（杉本鶴五郎）

時計
時計館酒本

洋品雑貨

＊参考図「銀座 銀座通り案内･大正11年9月11日発行」表記は一部を抜粋 位置は写真と一致しない （ ）表記は次頁下※2参照

明
治
三
十
五
年

大
正
十
一
年

昭
和
五
年

すみや モナミ 山本屋東京店肥前屋

相模屋金城商会
高橋靴店銀座眼鏡店加藤

資生堂 亀屋食料品店

＊参考図「復興大銀座地図･昭和５年４月発行」表記は一部を抜粋 位置は写真と一致しない （ ）表記は次頁下※3注参照

昭
和
五
四
年

モトキコーヒーハウス東和 東海銀行

＊参考図「あのころａｎｇｌｅ街と地図の大特集」（主婦と生活社）表記は一部を抜粋 位置は写真と一致しない （ ）表記は次頁下※4注参照

交
詢
社
通
り

花
椿
通
り

ピアジェ銀座本店
（植松ビル）

靴商松屋（宮下栄次郎）

更科生蕎麦
長寿庵

胡蝶園
（安達覚）

和洋菓子筑紫堂 靴商大塚商店

額面商（岩松）

食堂
ヨシムラ菓子店

長寿庵
立田野

虎屋TOTOパビリオン

２．銀座通りの現在と明治35年+αを歩く

1869年（明治2年） 「伊勢屋（ギンザサヱグサ）」唐物屋として創業、後、銀座進出。
1870年（明治3年） 「亀屋鶴五郎商店」唐物屋として創業、後。銀座進出。
1872年（明治5年） 日本初の民間洋風調剤薬局として「資生堂」創業（8丁目）。
1895年（明治28年） 甘味処「銀座立田野」日本橋で創業。
1916年（大正5年） 「資生堂 化粧品部」竹川町に開店（7丁目現在地）。
1927年（昭和2年） イタリアフィレンツェでサルヴァトーレフェラガモ創業。
1927年（昭和2年） 喫茶レストラン「モナミ」開店。名付け親は岡本かの子。
1935年（昭和10年) 「黒田陶苑」創業、1958年（昭和33年）銀座現在地進出。
1946年（昭和21年）「とらや」原材料不足の中、銀座に喫茶茜を開店。菓子作り再

開で銀座店開店、1973年（昭和48年）虎屋菓寮を開設。
1975年（昭和50年） 資生堂ザ・ギンザ開店、2011年（平成23年）｡「シセイドウ

ザ・ストア」として新装開店。

現在、六丁目寄り角にはサルヴァトーレフェラガモ銀座旗艦店があります（フィレンツェで1927年創業・2016年銀座店新装開店）。ここに
は明治から昭和にかけて食料品･洋酒を扱う亀屋鶴五郎商店がありました。亀屋は明治3年に舶来品を扱う唐物屋として創業、伊勢屋（現銀座サエ
グサ）との縁で銀座に進出しました。「亀屋の特徴は、明治初期から、珍しい欧米の高級輸入食品を本格的かつ独占的に輸入販売したことにあり、
当時の日本人の欧米文化への憧憬を物の面で満たすことの出来た、数少ない名店であった」（「震災復興＜大銀座＞の街並みから-清水組写真資料
-」P42銀座文化史学会編 泰川堂書店 1995年）とのこと。亀屋の名は夏目漱石｢吾輩は猫である」や永井荷風「断腸亭日乗」にも登場、珈琲文
化普及にも寄与する存在でした。戦後、同地は東海銀行銀座支店の時代が長く続きます。明治14年創業、メンズカジュアルの老舗、銀座モトキ七
丁目店は平成31年閉店、店舗は四丁目店に集約し同社にて建物改修中です。黒田陶苑は昭和10年に北大路魯山人作品専売店として創業した陶芸
作品や古陶磁を扱う店です。高級料亭星岡茶寮の経営者として、そこで使う器を作っていた魯山人が茶寮を追放され外部に向けた作品を手掛ける
作陶家としての転換期にあった時期と黒田陶苑が彼の作品を専売した時期が重なります。銀座には昭和33年に出店し、日常に彩りを添える作品か
ら人間国宝の作品まで扱い、当地で歩みを進めています。大正11年の地図八丁目寄り角に化粧品資生堂の名があります。資生堂はすぐ隣の銀座八
丁目角で明治5年、日本初の民間洋風調剤薬局として創業します。そして大正5年、現 シセイドウ ザ ストアのある竹川町11番地に化粧品部開店、
薬局から化粧品事業に本格転換を始め、翌大正6年には日本人により制作された最初の本格的香水「花椿」を発売します。昭和50年に開店した資
生堂ザ・ギンザの時代を経て平成23年に新たなフラッグシップストアとして現在の店舗が開業しました。
昭和5年に記されているモナミは、昭和2年に開業した喫茶レストランで、作家の岡本かの子が名付け親といわれています。東中野にも店があり

こちらは戦後、かの子の息子岡本太郎や花田清輝、吉行淳之介など前衛芸術家や新進作家が利用した店でした。
銀座通り沿いの建物の数を数えると銀座1-8丁目東西計16区画の中で、最も通りに面した建物の数が多いのが、この銀座7丁目西となります。

百貨店や大型商業施設のある銀座通り東側の1区画平均が５．７棟、西側は９．９棟、隣の８丁目西は8棟であるのに対して7丁目西の銀座通り沿
いには15棟もの建物が林立しています。両サイドの角、銀座御幸ビルとフクハラギンザビルを除き、それだけ間口の狭いビルが立ち並んでいるこ
とが、街並みを印象付けています。中程にあるエクセルシオール銀座には店内に路地の通路が組み込まれており、味わい深い空間となっています。

図７ 銀座七・八丁目【西】

黒田陶苑

とらや

エクセルシオール銀座
（GINZA GREEN）

オニツカタイガー
ダミアーニギンザタワー

ヴァシュロンコンスタンタン

シセイドウ ザ ストア
（FUKUHARA GINZA)

缶詰問屋木村
東京支店

（平野愛三）金物商 森宮商店
（吉村安之助）

呉服商（鈴木熊太郎）
内外煙草問屋肥前屋

洋酒食料品商
三組屋

洋酒 食料品
亀屋

（杉本鶴五郎）

食料品
相模屋本店

（関戸太三郎）

林靴店
（林傳四郎）

写真器金城商会
（三木紀三）

日本義手義足会社
（三木紀三）

金物商 森宮商店
（森宮武太郎）

毛織物商
吉田商店

（吉田清太郎）

絵葉書
大宝館

宮内靴店

鈴木呉服店

そば長寿庵

菓子筑紫堂

絵葉書

眼鏡
加藤商店

（加藤菊太郎）

洋品店
（山本清次郎）

和洋煙草
肥前屋

化粧品
資生堂

（福原信三）

ハリウッド美容室

筑紫堂菓子店

ザ・ギンザ

（林靴店）（エハガキ大宝館）

（森宮金具店）

（宇治園）

（バーレッドテープ）

（コスモ天地堂）（セントメリー靴店）

（黒田陶苑）
（ミノリ）（TOTOティルーム）

（銀座立田野）

（ギンザのサヱグサ）（ふそう）

（京美堂）

（すみや）（銀座セキネ）

（小松屋）

ルコント銀座店



『銀座の時層と来街空間』 その６ ⑦

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る④銀座七・八丁目（ＷＥＳＴ）編

２．銀座通りの現在と明治35年+αを歩く（続き）

元禄年間（1688ｰ1704） 銀座三河屋創業、1876年（明治9年）銀座移転、糸商を営む。
1872年（明治5年） 資生堂、民間洋風調剤薬局として創業。
1894年（明治27年）「銀座千疋屋」日本橋の総本店からの暖簾分けで創業。
1899年（明治32年） 勧工場「帝國博品館」創業。
1902年（明治35年） 資生堂、店舗内にソーダファウンテン設置。資生堂パーラー始まる。
1928年（昭和３年）「資生堂パーラー」震災後、新装開店。西洋料理も始まる。
2001年（平成13年）銀座通り沿いの建物高さ制限緩和第一号「東京銀座資生堂ビル」完成。
2003年（平成15年）銀座三河屋（金春通り）、江戸の食（スローフード）の店で新規開店。

●銀座八丁目 銀座通り西側（左境：交詢社通り/銀座七丁目側・右境：みゆき通り/銀座五丁目側）

博品館トイパーク
資生堂パーラー銀座本店

資生堂ギャラリー
（東京銀座資生堂ビル）

ファミリア銀座本店
（GINZA888）

大
正
十
一
年

明
治
三
十
五
年

昭
和
五
年

美術錦絵石版画類
金盛堂

（木田浅次郎）
＊参考地図「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
＊表記は一部を抜粋、位置は写真と一致しないが地図の位置順に並べた

毛皮商コメ屋
（山岡長七）

茶商
海老名商店

糸商三河屋
（神谷喜兵衛）

処方調剤所
資生堂

（福原有信）

＊参考図「銀座 銀座通り案内･大正11年9月11日発行」表記は一部を抜粋 位置は写真と一致しない。
（ ）表記は頁下※2参照

千疋屋 新冨ビリヤード

ニッポン屋

福家書店

資生堂志那料理彩花 小林時計店

＊参考図「復興大銀座地図･昭和５年４月発行」表記は一部を抜粋 位置は写真と一致しない（ ）表記は次頁※3参照

昭
和
五
四
年

レストラン壁の穴
銀座千疋屋

資生堂パーラー

＊参考図「あのころａｎｇｌｅ街と地図の大特集」（主婦と生活社）表記は一部を抜粋 位置は写真と一致しない（ ）表記は次頁※4照

※

緑
線
は
写
真
25
で
示
す
街
並
み
の
位
置

銀座7丁目から花椿通りを渡ると資生堂パーラー銀座本店があります。ここは幕府医学所で西洋薬学を学び海軍病院薬局長を
務めた福原有信が民間洋風調剤薬局（薬品部）として資生堂を明治5年に創業した地です。調剤事業、化粧品事業が順調に進む中、
明治35年、米国の薬店にヒントを得て店舗内にソーダファウンテンという売場を設置し日本で初めてソーダ水とアイスクリーム
の製造販売を開始したのが資生堂パーラーの始まりです。関東大震災を昭和3年に店を新装しカレーなどの西洋料理も始め、新橋
芸者衆やお洒落の先端を行くモボ・モガ達が通ったといいます。現在の東京銀座資生堂ビルは平成10年に定められた「銀座ルー
ル」により銀座通り沿い建物高さ56ｍまでという高さ制限緩和を受けて建てられた第一号のビル（平成13年完成・設計はスペイ
ンの建築家リカルド・ボフィール）。その後、同様の高さをもつ建物が次々と建てられ銀座の風景も変化していきます。フルーツ
パーラーの銀座千疋屋は日本橋の総本店からの暖簾分けで明治27年開業、現在は5丁目に店舗を構えています。帝国博品館（現
在の博品館）は明治32年から昭和の初めまで続いた勧工場（かんこうば）でした。勧工場は「ひとつの建物に色々な品物を売る
人が店を出して、入口から次々に見ていくうちに何階かの一番上まで行き、知らぬうちにおりて来て出口に至るという店の構造で、
階段もなくなだらかに進むのが特色で、これが好評で各所に出来、銀座にもいくつかの勧工場が出来たり消えたりしました」
（「ものがたり銀座小史」編 東京銀座ロータリークラブ青年委員会 出版 東京銀座ロータリークラブ P78）とあります。勧工場
は明治の銀座を語るには欠かせない存在ですが、その後の百貨店の台頭とともにその歴史を閉じます。糸商三河屋（銀座三河屋）
は元禄時代に創業し明治期には糸屋専業として糸・組紐類を扱うようになります。戦後の和装製品、婦人服飾取扱を経て金春通り
に移転、近年は江戸の伝統を受け継ぐ調味料などの江戸の食（スローフード）の店を営んでいます。業種は変われど伝統を受け継
いだ商が続きます。 注*「明治35年」「大正11年」「昭和5年」各施設記載で参考にした地図は「銀座歴史散歩地図（赤岩州五編著・草思社）」掲載による
ものです。※2･※3※4カッコ内は「ものがたり銀座小史」巻末年表を元に加筆しました。※２は大正10年8月、※３は昭和5年12月、※4は昭和55年と時期がやや異なります。
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図８ 銀座五・六丁目【西】
25

花
椿
通
り

銀
座
御
門
通
り

マツモトキヨシ（１F）
星乃珈琲店（２F）

（太陽ビル）

メガネの田中銀座店
（第3ソワレ・ド・ビル）

タチカワブラインド
銀座ショールーム
（青柳ビル）

硝子商
石井商店

書籍錦絵商
金盛堂

（木田浅次郎）

時計商
（吉川作太郎）

西洋婦人小間物
藤田屋

関口洋品店

袋物煙管金銀美術商
松田屋佐竹袋物商店

和洋紙商堺屋
（小村喜衛門）

畳表棕櫚縄麻縄荒物商
（出口小兵衛）

洋傘商萬屋
（佐久間金太郎）

凍氷及び果物商
千疋屋（齋藤義政）

菓子商青柳
（青柳金三郎）

美術陶器商
三河屋三銀商店
（加藤銀次郎）

大徳商店
（米田傳次郎）

商品陳列販売場
帝國博品館

資生堂
薬品部・飲料
（福原信三）

糸・三河屋
（神谷兵衛）

カフェーナショナル
西洋料理（安藤てる）

共同火災保険株式会社
（神谷兵衛）

洋物雑貨
関口洋品店

（関口源太郎）

袋物商
佐竹商店

（佐竹巳之助）書籍 全盛堂
（木田浅次郎）

洋傘 萬屋商店
（佐久間金太郎）

果実 千疋屋
フルーツパーラー

菓子 青柳
（青柳金三郎）

三銀
（加藤銀次郎）

洋物帽子 大徳
（米田傳四郎）

博品百貨店
（鈴木善三）

新田洋服店（しばや）

佐竹商店

文祥堂売店

山岡毛皮店

大徳帽子店

Festaria
（MELDIA GINZA

CENTRAL BUILDING）

（三河屋）
（東京電力銀座

サービスセンター）

（四川飯店）（コスモ天地堂）

（星埼ショールーム）

（博品館）

（アイアイ銀座）
（貝新）

（立川ブラインド工業
銀座ショールーム）

（審美堂）
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1928年（昭和3年） 豊岩稲荷神社日枝神社神職により祭祀始まる。現在の
社殿は1993年（平成5年）造営。創立年は不詳。

1991年（平成3年） 路地を活かした銀座ウォータータワービル完成。
2001年（平成13年） 路地を残し銀座7丁目にGINZA GREENビル完成。

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る④銀座七・八丁目（ＷＥＳＴ）編

26 □はギンザグリーン、★はすずらん通りへ抜ける通路。右から二番目
はフェラガモ裏の交詢社通りに面した路地入口、今は隣ビル工事中。右
は途中、エクセルシオール店内を抜け花椿通り側の路地出口。

29 左は銀座8丁目の見番通りから金春通りへ抜
ける路地。手前左には寿司屋がある。すぐ先を
左折すると天ぷら「天あさ」裏玄関の灯が灯る。

３．路地を歩く・雑居ビルの看板を眺める

銀座御幸ビル（フェラガモ）の裏を銀座通りと並行して南北に走り、
FUKUHARA GINZA（シセイドウ･ザ･ストア）の裏手へとつながる路
地があります。交詢社通りから花椿通りへと抜ける路地です（現在、銀
座御幸ビル裏手、とんかつ銀座梅林本店の建物が建て替えのため、一般
の通行は制限されていると思われる）。路地に面して店の通用口がある
など、それは人々の営みと直結したものです。その路地が存在し得たの
は路地が建物の東西に挟まれて存在していたからに他なりません。そし
て今は路地を跨るビルが建設されました。しかし路地は断たれることな
く続いています。少し長い引用になりますがその経緯を見てみましょう。
「銀座通りにある（中略）TOTOビルが取り壊された跡地には、裏通り
に面する敷地を加え、100坪強の町屋敷規模の敷地として、自動ドア
のあるギンザグリーンと名付けられたビルが建てられた。（中略）銀座
の人たちは南北路地を無くさないでほしいという意見書をビルのオー
ナーに提出した。（中略）この意見書を受けたビルのオーナーは路地を
封鎖せず、二十四時間開閉する自動ドアにすることで、路地の命を守っ
た。」（岡本哲志著「銀座四百年 都市空間の歴史」戦後から現在に至
る銀座P222-223 講談社2006年）、それに加えこのビルの中ほどに
は銀座通りとすずらん通りを結ぶ建物内通路も生まれました。現在、二
つの自動ドアはカフェのエクセルシオール店内を通り抜ける形で開閉し
ています。思えば路地のほとんどは私有地であり、私道ともまた意味合
いを異にする空間です。そしてこの路地は両側に店を作り商売するほど
の空間もありません。地元で営みを続ける人と地権者の理解と土地への
思いでこんな空間が成立する、これも銀座が誇るべきものの一つといえ
ましょう。そして、この路地から花椿通りに出る手前にすずらん通りへ
抜ける道があり、そこには豊岩稲荷神社があります。昭和3年より日枝
神社の神職により祭祀が行われ、芸能関係者の崇敬篤く縁結びのご利益
もあるとされています。着物で装った近隣のクラブホステスと思しき方
の姿もみかけます。路地に話を戻しましょう。銀座8丁目には表口とは
別に路地に面した裏口がありお忍びにも使える天ぷら屋があるなど、路
地に面して意外な名店があるのも路地歩きの魅力の一つです。通りと通
りを結ぶ通路を持つビルを多く見かけるのも銀座の特徴です。先程のギ
ンザグリーン、銀座8丁目のウォータータワービルなどにその典型をみ
ます。さて、タイトルに掲げた「雑居ビルの看板を眺める」。小中規模
の建物壁面に所狭しと並ぶ酒場の看板がこれでもかといわんばかりに目
に飛び込みます。これも縦に延びた路地という風情を醸し出します。酩
酊すればそれは迷宮の様相を呈するかもしれません。路地に話を戻すと
7・8丁目の路地には夕方から夜にかけて着物やドレスに身を固め接待
に臨むホステスの人たち、クラブにお客さんからの花を届ける花屋や納
入業者など多くの姿を見かけました。路地は街の毛細血管となり人の営
みを支えています。
ところで日本有数の遊興街として高級クラブからラウンジ、バーまで

立ち並ぶ銀座ですが時代の流れ、とくに平成の約30年間の中で大きな
変化を遂げているのも事実でしょう。バブル経済の崩壊、金融危機、Ｉ
Ｔバブル、リーマンショック、東日本大震災、都心の地価の上昇、企業
の交際費の減少、成長産業の交代、若者の酒離れと団塊世代のリタイア、
グローバル化の波、個人事業主の事業継承問題、資産格差、潜在顧客の
減少ｅｔｃ・・。人間として一流の人を相手にしていたはずが、背に腹
は代えられず金回りだけが頼りの顧客囲い込みへ、などきれいごとでは
生き延びることが出来ない時代を迎えているような気がします。例え人
が入れ替わっても銀座で商いすること、遊ぶことの矜持を失わず、輝き
続ける街であってほしいと、夜のネオン街を歩きながら思いました。

26

27

30 外堀通り、並木通り、
どの通りにも看板が溢
れる（場所は省略）。

図９ 銀座五・六丁目【西】

★

★★

27 左は豊岩稲荷に至る路地の風景。中は右手
に豊川稲荷神社がある風景。右は豊川稲荷神
社からすずらん通りへ出る参道。以前はすぐ
その前に名店、そば所「よし田」があった。
今は銀座6丁目数寄屋通り方面に移転している。

28 高級・老舗クラブの入
居するウォータータワービ
ルには並木通りから見番通
りへ抜けるビルの中の路地
がある。1991年竣工。

26

28
29

31 夜の7・8丁目。並木通りには高級車が列をなして駐車している。



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「銀座七丁目・八丁目ウエストサイド」で
す。
『美を育てる』
資生堂は日本初の民間洋風調剤薬局として創業し、その事業の
フィールドを化粧品に広げる一方、資生堂パーラーを通して新
たな西洋文化を紹介してきました。健やかさ、美容技術、美味
しい食事、知的好奇心、芸術への理解、それらすべては「美を
育てる」というベクトルの中にあるととらえます。そして「美
を育てる風土」として銀座が存在しているのだと感じます。美
を育てるゴールが「美しく生きる」ことだとしたら、この街か
ら学ぶ事柄には事欠かないでしょう。
『芸事文化』
かつての南金六町には能楽金春流の屋敷があり能役者は芸を磨
きました。その移転後は芸者衆が花街で長唄、常磐津、舞など
の芸事に励みました。芸事とは趣を異にしますが高級クラブの
一流ホステスは人を惹き付ける接客心理学、会話術、あらゆる
話題に対応する知識など社交術を磨いています。歌舞伎座、新
橋演舞場が近いこともあり、街を行き交う粋な人たちが醸し出
す街の雰囲気も銀座の魅力のひとつです。
『変化を受け入れる』
時代は変わる。先祖から受け継ぎ、また自ら創業し、始めた生
業も、変わることなく事業を存続できるわけではありません。
江戸期創業の銀座三河屋は糸・組紐類の商いから一転、江戸の
伝統を受け継ぐ調味料など江戸の食を扱う店を営んでいます。
勧工場だった博品館は今では玩具と劇場を通して楽しさを提供
しています。本文中では取り上げていませんが昭和22年に銀
座で開業した「ウエスト」はコーヒー一杯10円の時代にコー
ス1000円の料理を出す「グリルウエストギンザ」というレス
トランでしたが、半年後施行の都条例「75円以上のメニュー
禁止」により菓子部門を残した喫茶に転換し今の焼き菓子へと
つながっていきます。また近年では従来の商売を縮小または廃
止し、高さ規制緩和を利用し土地資産を有効活用する貸しビル
業に転じたところも多くあります。資産もさることながら銀座
という土地への愛着、街への貢献といった志もこの街を支えて
います。大事なものを失うことなく変化を受け容れることも大
事だと教えてくれます。
『路地のある暮らし』
銀座には通り抜けられる路地が多く存在します。中にはビル開
発で袋小路同然となったもの、失われたものもあるでしょう。
銀座8丁目路地中程にあった居酒屋名店も新築された建物とと
もに姿を失いました。しかし、文中で紹介した、路地を分断か
ら守ろうとした人々、それを受け容れた地権者の存在は、路地
がまぎれもない生活の中で役割を果たしていることの証です。
銀座が夜の顔に変わる時刻に路地を行き交う女性の姿を見てい
ると、路地を抜けることで妖艶に変身していく儀式のようにさ
え思えてきます。というと大げさですがルーティンの役割は果
たしているかもしれません。
『欧米文化の水先案内人』
欧米のお酒や高級食料品を大きな規模で扱った亀屋鶴五郎商

店の出来た衝撃は、どれほど大きなものだったのでしょうか。
亀屋のあった銀座7丁目、そして8丁目が新橋、ひいては横浜
に最も近い銀座であった地の利も水先案内人の役割を果たせた
要素の一つに違いありません。
『ローカルとグローバル』
資生堂、服部時計店といったグローバル企業への発展を遂げた
会社もあれば、銀座というローカルの地に根差した商売を矜持
を持って続ける人々も存在する。そして時に共鳴しあい協力し
あい街を育てる。時に、そんな人々の気配を歩きながら感じ取
ることがあるのもうれしい発見です。

『銀座の時層と来街空間』 その６ ⑨
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34 文政年間創業 染織工芸の銀座むら田。
呉服専門店。伝統を現代に活かした着
物創りと産地に伝わる手仕事の染織品
を伝える。大和屋ワイシャツ店の並び。

32 銀座三河屋（8丁目 金春通り）

33 銀座ウエスト銀座本店
（7丁目 外堀通り）

34 博品館トイパーク
（8丁目 銀座通り）

35 博品館劇場入口
（8丁目 銀座通り）

36「たちばな」 創業明治42年。
銀座8丁目見番通りにあるかりんとうの老舗。
銀座の手土産の中でも特別な存在である。
この間口の狭い店でのみ取り扱う銀座ローカルの神髄。



『銀座の時層と来街空間』 その６ ⑩

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。第六回は「銀座七丁目・八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。

＜引用文献＞
中央区観光協会編集『歩いてわかる中央区ものしり百科』1章Ｐ48（JTBコミュニケーションデザイン 2018年）
銀座文化史学会 編『震災復興＜大銀座＞の街並みから－清水組写真資料－』「亀屋鶴五郎商店」P42（泰川堂書店 1995年）
京橋協会編「京橋繁盛記」（国立国会図書館デジタルコレクションP35 1912年出版）
岡本哲志『銀座四百年 都市空間の歴史』「戦後から現在に至る銀座」P222-223（講談社 選書メチエ 2006年）

＜参考文献＞
赤岩州五 編著 原田弘 井口悦男 監修『銀座 歴史散歩地図 明治・大正・昭和』（草思社 2015年）
『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 2018年）
岡本哲志『銀座を歩く 四百年の歴史体験』（講談社文庫 2017年）
岡本哲志『銀座四百年 都市空間の歴史』（講談社 選書メチエ 2006年）
中央区観光協会編集『歩いてわかる中央区ものしり百科』（JTBコミュニケーションデザイン 2018年）
雑誌『東京人』No.384 特集 銀座120の秘密（都市出版 2017年）
坪内祐三『新・旧 銀座八丁 東と西』（講談社 2018年）
東京老舗研究会 編「銀座 創業１００年を超える老舗の贈り物」（ダイヤモンド社 2014年）
花房孝典「史跡と建築で巡る銀座の歩き方」（ダイヤモンド社 2014年）
東京銀座ロータリークラブ青年委員会 編『ものがたり銀座小史』東京銀座ロータリークラブ出版（1988年）
野口孝一『銀座カフェー興亡史』平凡社 (2018年）
＜参考ウェブサイト＞
一般社団法人銀座インフォメーションメネジメント「銀座公式ウェブサイト『GINZA OFFICIAL・明治･大正期の銀座』」
（各企業のホームページ・公式サイト）
「資生堂グループ」歴史/沿革・歴史/会社案内 「黒田陶苑」「銀座三河屋」「銀座ウエスト」他

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 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 （「銀座」という通称が今に残る）

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）

明治元年 1868年 江戸城無血開城　王政復古 和装小物「金春通り伊勢由」日本橋創業⑧

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 「伊勢與（サヱグサ）」築地で唐物屋創業⑦

明治3年 1870年 「亀屋鶴五郎商店」唐物屋として創業、後に銀座⑦

明治5年 1872年 富岡製糸場操業開始 東京初の西洋料理店「精養軒」開店 東京ー横浜間に日本最初の鉄道開業 「資生堂」処方調剤薬局として開業⑧

明治7年 1874年
服部時計店創業者服部金太郎、八官町の大時計

で有名な小林時計店を見て時計商の志を固める

明治9年 1876年 帯刀禁止令公布 「上野公園」開園 「銀座三河屋」元禄創業。当年銀座移転⑧

明治11年 1878年 「伊勢由」日本橋若松町に創業⑧

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 徳富蘆花 国民新聞社創刊

明治27年 1894年 日清戦争勃発 果実「銀座千疋屋」総本店暖簾分け創業⑤

明治28年 1895年 下関条約 樋口一葉「たけくらべ」 甘味処「銀座立田野」日本橋で創業⑦

明治32年 1899年 「帝国博品館勧工場」（博品館）創業⑧

明治35年 1902年 日英同盟締結 「江ノ島電気鉄道」開業 銀座四丁目交差点角地3箇所を新聞社が占有 「資生堂パーラー」ソーダ水製造販売⑧

明治42年 1909年 山手線運行開始 かりんとうの「たちばな」創業⑧

大正4年 1915年 この頃「銀ブラ」という言葉が流行

資生堂「花椿マーク」発案⑧

大正5年 1916年 「資生堂化粧品部」竹川町に開店⑦

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 関東風おでん「お多幸」開業④→⑧

昭和2年 1927年 南京事件 東京地下鉄道浅草上野間開通 数寄屋橋に「朝日新聞社」社屋竣工 とんかつ専門店「銀座梅林」開店⑦

リンドバーグ太平洋単独無着陸飛行 西洋文化の影響受け「モボ・モガ」流行 イタリアフィレンツェでフェラガモ創業⑦

蒋介石、上海で反共クーデター 喫茶レストラン「モナミ」開店⑧

昭和3年 1928年 第1回普通選挙実現（25歳以上男性） 御大礼記念博覧会でマネキンガール登場 「資生堂パーラー」西洋料理導入⑧

三・一五事件 豊岩稲荷神社、日枝神社神職の祭祀開始⑦

昭和4年 1929年 世界大恐慌始まる 外濠川に民間橋「新幸橋」架橋（昭和31年まで）

昭和5年 1930年 帝都震災復興式典・新道路建設 町名としての銀座、四丁目までから八丁目までに

マハトマガンディー塩の行進（インド） 尾張町などの町を加え銀座五丁目から八丁目まで

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 アールデコ「銀座電通ビル」竣工⑥

皇太子明仁親王誕生 「伊勢由」銀座金春通りに移転⑧

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） 「黒田陶苑」創業、１９５８年銀座進出⑦

昭和21年 1946年 日本国憲法公布 食糧難　米国緊急援助物資 「とらや」銀座に喫茶茜開業　後、菓子再開⑦

昭和22年 1947年 学校教育法施行　ベビーブーム 「銀座ウエスト」レストランとして創業⑦

昭和26年 1951年 サンフランシスコ講和条約締結 主権回復 パチンコブーム 木挽町を「銀座東」と改名（～1969年）

汐留川 土橋から下流の埋立て開始 後に高速道路建設

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 「数寄屋橋ショッピングセンター」開業④

昭和35年 1960年 60年安保闘争　国民所得倍増計画 都営浅草線開通 「築地川」本流埋立て 後に高速道路建設

昭和42年 1967年 佐藤総理、非核三原則示す グループサウンズブーム 「銀座コリドー」開業⑥⑦⑧

昭和50年 1975年 ベトナム戦争終結　不況深刻化 ウインブルドン日本女子初優勝 「資生堂ザ・ギンザ」竣工⑦

昭和53年 1978年 大韓航空機銃撃事件 ピンクレディフィーバー 「銀座アスタープラザビル」竣工⑦

昭和56年 1981年 北炭夕張炭鉱ガス突出事故93人死亡 「ららぽーと船橋SC」開業 「日劇（日本劇場）」閉鎖 「リクルートGINZA8」（本社ビル）竣工⑧

平成3年 1991年 湾岸戦争　ソ連消滅　バブル崩壊 「しながわ水族館」開業 東京都庁　丸の内から新宿へ移転 路地活かし「ウォータータワービル」竣工⑧

平成4年 1992年 ＰＫＯ協力法成立 週休2日制進む 出雲市より花椿通りヤブツバキ寄贈

平成13年 2001年 アメリカ同時多発テロ 「東京ディズニーシー」開業 （銀座通り沿い建物高さ制限緩和第一号）→ 「東京銀座資生堂ビル」開業⑦高さ56m

平成14年 2002年 ユーロ流通開始 雪印牛肉偽装事件 日韓ワールドカップ 「GINZA GREEN」ビル、路地を残し完成⑦

平成15年 2003年 イラク戦争 六本木「六本木ヒルズ」開業 「銀座三河屋」金春通りで江戸の食の店開業⑧

平成23年 2011年 東日本大震災 地上波テレビ完全地デジ化 九州新幹線全線開通 有楽町マリオン「ルミネ」開業 「シセイドウ・ザ・ストア」新装開店⑦

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 「フェラガモ」旗艦店新装開業⑦

平成29年 2017年 米国でトランプ政権成立 銀座で「GINZA SIX」「マロニエゲート」開業 「ホテル ザ セレステイン銀座」開業⓼


