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『ハイライフ的銀座の歩き方』（その７）
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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７ ①



１．来街者3割超が演劇鑑賞を好む人

④メッシュにはシアタークリエ（東宝）
があり東京宝塚劇場、その先には日生劇場
も隣接しています。東銀座⑩メッシュには
歌舞伎座とオフィスフロアを有する高層の
歌舞伎座タワー、⑬メッシュには新橋演舞
場、そしてシネマ歌舞伎などを上映する東
劇と、松竹系の劇場･映画館があります。東
銀座は場外市場や築地本願寺のある築地に
隣接しています。３つのメッシュの来街者
が皆、観劇目的の人ではないものの、やは
り演劇鑑賞を趣味とする人達が来街者の3
割以上を占めるエリアとなっています。

２．周遊パターンそれぞれの特徴

メッシュ④のみ滞在の「７位パターン」
の来街者は３パターン対比では平均年齢が
最も若く、20代から50代を中心に幅広い
年齢層で構成されています。日比谷駅を最
寄り駅とし広域から人が集まっています。
シアタークリエではミュージカルの他、若
手俳優が出演する演劇もよく上演されるこ
とが来街者年齢に反映されているのでしょ
う。観劇を趣味とする率は18の上位周遊パ
ターンの中で最も高い率を示しています。
また、帝国ホテル、コリドー街、隣接には
ミッドタウン東京日比谷などがあるため飲
食など含め、ほぼこの周辺完結型の行動パ
ターンをうかがわせます。メッシュ⑩のみ
滞在の「16位パターン」で最も特徴的なの
は全周遊パターンの中で、関東外居住率が
最も高いことです。東銀座駅から歌舞伎座
エリアのみに滞在する観光客の多さをうか
がわせます。メッシュ⑩⑬滞在の「18位パ
ターン」は60歳以上の高齢者が多く、世帯
収入も高い人たちです。メッシュ⑩と⑬滞
在の「18位パターン」は18の上位周遊パ
ターンの中で平均年齢が最も高く、滞在時
間も最も長い平均4.5時間の滞在となって
います。世帯年収も高く、関東外居住など
観光客が多いことをうかがわせます。新橋
演舞場エリアへの鉄道アクセスは東京メト
ロの東銀座駅からと築地駅からの両面が想
定されます（築地エリアは調査対象外）。

３．芸術文化に関心があるインドア派。

ここでは紹介しきれない調査項目も含め、
結果から導き出される来街者特性は「趣味
は演劇鑑賞の他、読書、映画などの家庭内
でできる事が多く、ファッションへの関心
はやや希薄な人」つまり「芸術文化に関心
が高いお洒落気にしない派」ということに
なります。外形的にとらえれば歌舞伎座、
新橋演舞場エリアについては高齢の観光客
（例えば歌舞伎座観劇ツアー）が訪れる街
であることが特徴といえます。

『銀座の時層と来街空間』 その７ ②

２．銀座を訪れる人の現在・最終回
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５

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
るシリーズの第五回（最終回）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1･2丁目東西メッシュ=②」を含む周遊パターンをみてきました。今回紹
介するのは「劇場のある地区メッシュ=④⑩⑬」を含む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「劇場のある地区」を含む銀座内周遊パターンとその特徴

【7位パターン】 【16位パターン】 【18位パターン】
周遊人口 8,864人 6,312人 5,210人

平均年齢 45.2歳 若さ10位 49.6歳 若さ16位 50.3歳 若さ18位

女性割合 65.3％ 高さ13位 62.2％ 高さ16位 67.1％ 高さ11位

平均滞在時間 210分 偏差値44.3 250分 偏差値64.0 270分 偏差値73.8

近隣4区居住率 4.5％ 偏差値31.3 13.5％ 偏差値53.0 8.5％ 偏差値40.9

有配偶率 50.7％ 偏差値55.6 51.3％ 偏差値56.8 55.7％ 偏差値65.2
世帯年収 755万円 偏差値59.8 763万円 偏差値61.2 676万円 偏差値45.3

趣味 :ﾌｧｼｮﾝ 18.5％ 偏差値45.5 12.0％ 偏差値34.3 12.6％ 偏差値35.3

趣味: 飲食 29.0％ 偏差値41.4 31.7％ 偏差値45.7 29.0％ 偏差値41.4

趣味:美容 14.3％ 偏差値39.7 7.8％ 偏差値28.3 7.5％ 偏差値27.8

趣味:観劇 39.6％ 偏差値77.2 34.2％ 偏差値70.6 38.8％ 偏差値76.2

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％

新商品関心T2 44.1％ 偏差値33.7 44.9％ 偏差値35.1 41.6％ 偏差値29.4

専業主婦割合 7.4％ 偏差値45.0 15.0％ 偏差値60.2 13.9％ 偏差値58.0

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

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）

中央区立泰明小学校

北村透谷 島崎藤村

記念碑

ー

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

⑬ 銀座6･5丁目(E)

新橋演舞場

いわて銀河プラザ

東劇（松竹）

東京商工会議所

発祥の地
ー

関東外居住率 8.5％ 偏差値51.6 13.6％ 偏差値68.9 12.2％ 偏差値64.3



『銀座の時層と来街空間』 その７ ③

■ 銀座七・八丁目（ＥＡＳＴ）の現在・概略

図４のとおり銀座七・八丁目（東）は、西境の銀座通り（中央通り・
国道15号）から時計回りに交詢社通り、大きな昭和通りを渡ると道は
名を変え演舞場通りへと続き、東境（その向こうは築地）には首都高速
都心環状線があります。南側は東京高速道路沿いに海岸通りを西へ向か
い、昭和通りを先程とは逆に渡ると道は名を変え銀座御成門通りとなり
銀座通りと交差する新橋跡までが今回の対象エリアです。七･八丁目の
境は花椿通りと中央市場通りにより分けられます。昭和通りより東側は
東銀座とも呼ばれますが、行政上の町名区分は「銀座」となります。

銀座東地区の真ん中を南北に走る昭和通りは港区新橋から台東区大関
横丁に至る道幅の広い道路です。昭和通りは関東大震災（大正12年）
後の都市基盤を整備する復興事業として計画、建設されました（昭和3
年）。

銀座通りと昭和通りに挟まれたエリアには三井ガーデンホテル銀座プ
レミアの他、ホテルが多く建ち並びます。また、ビアホールが日本で誕
生した街であり、銀ブラという言葉の起源となったといわれるカフェー
が現存する街でもあります。そして銀座三原通り近辺は昭和27年に埋
め立てられるまで、三十間堀川が流れていた場所です。

昭和通りの東側、築地に至るエリアには料亭や日本料理屋が点在し、
街の風景に趣を与えています。南側の海岸通り沿い、かつて汐留川の流
れていた東京高速道路の向こうには浜離宮が見えます。また築地川の流
れていた首都高速都心環状線の車の流れの向こうには朝日新聞本社、そ
の先には築地市場跡が垣間見えます。銀座の目抜き通りから遠い立地に
も関わらず昭和の名建築にカメラを向ける訪日外国人の姿もある。

街の向こうに海の気配がある。街の中に水の記憶がある。着物姿と料
亭の黒壁。築地、汐留など周縁の街の気配がそこはかとなく漂う。銀座
WEST-SIDEとはまた異なる魅力を見つけることが出来る予感がします。

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る⑤銀座七・八丁目（ＥＡＳＴ）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。今回は西から東へと折り返した銀座七・八丁目（ＥＡＳＴ）編です。

銀座７･８
ＥＡＳＴ

図３ 銀座七・八丁目【東】の位置

図４ 銀座七・八丁目【東】拡大図

1.日本初のビアホールは銀座八丁目に開業
した。今は７丁目店に受け継がれている。

環状線

北

2.銀ブラの語源になったと
いうカフェーパウリスタ。
（銀座8丁目）
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3
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4

新橋跡
。

3.「新橋親柱」橋はかつて
新橋と銀座の間を流れる
汐留川に架けられていた。

7

5
6.尾張橋から銀座方面を臨む。下
を走るのは首都高速都心環状線。
以前は築地川だった。

4.中銀カプセルタワービル。
昭和47年竣工。当時、建築家
黒川紀章が世に問うたビル。
8丁目。

7. 昭和通りの東、木挽町界隈
には料亭が多い。写真は木挽
町通りの「松山」。
（銀座7丁目）。

5.（左）海岸通りから奥の方
の浜離宮をのぞむ。8丁目。



①汐留川（しおどめがわ）は溜池を水源とし土橋付近で外濠川と合流し、
東海道（銀座通り）の橋、新橋を越え浜離宮西縁を経て内海に注ぐ川です。
東京オリンピックを契機とした都市基盤整備の一環で昭和38年に埋立られ、
銀座エリアには東京高速道路、その下には商業施設銀座ナインがあります。
汐留川は第一回天下普請城下町建設のため日比谷入江の埋立てが進む中、大
小の川の水を海に排水する目的で作られましたが江戸の人口が増え、溜池の
水を上水として使うようになり海水の出入りを堰き止めるようになったこと
で汐留の名が残りました。銀座エリアに架かる橋には土橋、難波橋、新橋、
蓬莱橋、汐先橋がありました。明治7年架橋の蓬莱橋は明治5年日本初の鉄道
開通でできた新橋停車場の正面に位置していました。「新橋停車場から降り
立つ外国の政府高官は、そこで馬車に乗り、蓬莱橋を渡った後、汐留川沿い
の道を浜離宮まで行った。浜離宮には、迎賓館があった。」（岡本哲志著「川

と掘割“20の跡”を辿る江戸東京歴史散歩」PHP研究所 P194）との事。今では
海岸通り･昭和通りを行き交うクルマ越しに浜離宮を望むのみです。

②三十間堀川（さんじっけんぼりがわ）も第一回天下普請の時期に造ら
れた川です。京橋川から汐留川までの流で、幅が三十間あった事に由来する
名前です（京間一間1.97m）。三十間堀川は銀座役所の材料･資材、銀座の
商人や職人の供給する物資の搬出、築地沖埋立物資の供給、木挽町の職人へ
木材など資材･物資の搬入搬出基地として役割を果たしていました。明暦の大
火後、広すぎる川幅は約60mから約30mに狭められます。明治の頃には一
部埋立、新規開削で一部、形を変えました。昭和24年、戦災瓦礫処理の一環
で埋立てられます。昭和26年にはGHQの指導で東京の露店が禁止され露天
商の多くが三十間堀川を埋立てた場所に建てられたバラック建築に移り、そ
こには露天商の他、飲食店、風俗店が出店しました。三十間堀川が晴海通り
を跨ぐ三原橋跡地の三原橋地下街にはその雰囲気が残っていましたが平成26
年に姿を消します。出雲橋、賑橋など8つの橋は埋立てと共に失われました。

③築地川（つきじがわ）は明暦の大火後、築地が埋立てられた際に、築地
を囲むように残して造られた掘割です（右上の図は銀座と隣合う部分のみを
表示）。現在の明石町付近で隅田川から分流し現在の首都高速都心環状線を
辿り浜離宮沿いから下流の隅田川に合流する川を本川とし、築地本願寺や築
地居留地方面に向かう東支川、南支川で構成されています。昭和5年には大
震災からの帝都復興事業の一環で楓川･築地川連絡水路が造られ、築地川は浜
離宮大手門橋 尾張橋 新尾張橋 仙台橋を経て亀井橋、三吉橋、新冨橋、真金
橋へとつながる川となります。首都高速都心環状線は川底を走る半地下構造
のため、多くの橋が形を変えつつも現存しています。
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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⑤銀座七・八丁目（ＥＡＳＴ）編

１．川の流れに浮かび上がる銀座の時層
1603年（慶長8年）第一回天下普請で日本橋･京橋地区の町並整備始まる。

その一環で外濠川、京橋川、汐留川などの造成が始まる。京橋創架。
1612年（慶長17年） 第二回天下普請で京橋川と汐留川の間に三十間堀川開削。
1657年（明暦3年）明暦の大火で江戸市街の7割を消失。
1710年（宝永7年）朝鮮通信使の江戸参府に伴い「新橋」の北詰に芝口御門建造。
1828年（文政11年）三十間堀川、河岸地が広げられ堀幅十九間に。
1929年（昭和4年）関東大震災の復興橋梁として数寄屋橋、外濠川に建設。
1947年（昭和22年）戦災瓦礫処理などの為、不用河川埋立事業計画決定。
1948年（昭和23年）三十間堀川、埋立て開始。翌昭和24年埋立て完了。
1951年（昭和26年）汐留川埋立開始。昭和38年完了。
1954年（昭和29年）外濠川･京橋川埋立て開始。各昭和33年、34年完了。
1960年（昭和35年）築地川本流の大部分を埋立完了。多くが半地下構造の首都

高速都心環状線に。
1964年（昭和39年）東京オリンピック開催。

図５ 銀座の川と橋＊川は昭和戦前期の地図を参考にして記載

8.銀座通り歩道から新橋跡を見る。
上が東京高速道路。その下、左は
銀座ナイン３。汐留川が流れてい
た場所の現在。（銀座8丁目）

「界隈の魅力を時層で探る」シリーズも銀座通り東側へ移ったところで、
かつて銀座を水辺の町としていた川が出揃います。今回は銀座を囲む汐留
川、築地川と中央を流れる三十間堀川について触れたいと思います。
徳川の江戸開府以前、現在の丸の内、日比谷一帯は日比谷入江という海

でした。現在の銀座･日本橋はというと日比谷入江の東側にある半島状の
荒れ地、江戸前島、その東は海でした。徳川家康は江戸城下町建設に向け
埋立て、造成、掘割（水路）を行い、武家地、町人地を整備しました。掘
割の役割は江戸城を守る堀、水運、排水、資材置場など様々で、時代と共
に変化を遂げた後、戦後の瓦礫処理、高速道路建設で埋立られ橋とともに
川は姿を消します。今は一部を除き交差点に名を残すのみとなりました。

9.上を行く東京高速道路の流れが
汐留川の流れ。（銀座8丁目の昭
和通り歩道橋より撮影）

10.銀座御門通りより、三十間
堀川があった付近を見る。
手前建物の左は三原橋通り。
川の面影は見当たらない。
手前の建物は撮影時は建築中。
2019年12月末にホテル「レム
プラス銀座」がオープンする。

（銀座8丁目）

11.築地川に架かる千代橋（せん
だいばし）は現在も残る。水
無き川底には首都高速都心環
状線が走る。（銀座7丁目）

12.千代橋から首都高速都心環状
線を見下ろす。正面の上が赤い
ビルは築地の東劇ビル。（銀座
と築地の境界･橋上より撮影）

8 10 9
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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。竹川町 出雲町 南金六町
の由来は前回（第6回）を参照下さい。

①三十間堀（さんじっけんぼり）は現在の銀座四丁目から七丁目、
町名は現、銀座通りと昭和通りの間、三原通り東側にあった三十間堀
川（前項参照）沿いの町であることに由来。三十間堀跡にある中央区
教育委員会の解説によると「江戸時代、西岸は三十間堀１～８丁目、
東岸は木挽町１～７丁目で、沿岸には荷揚場として河岸地がありまし
た。江戸時代初めの『武州豊嶋郡江戸庄図（嘉永江戸図）』には、堀
の東側に尾張徳川家と紀伊徳川家の蔵屋敷が建ち並び（中略）大名屋
敷が並んでいる様子が描かれています。」とあります。その一方で三
十間堀川は目抜き通りの裏手にあることから竹川町裏河岸など三十間
堀川沿いの町は「○○町裏河岸」と俗称された時期もありました。実
際には三十間堀の中でも川に面した場所は西豊玉河岸と呼ばれ、それ
は明治35年の地図にも記されています。西豊玉河岸には多くの倉庫が
建ち並び、道の向かい側には運送業、問屋、待合い、遊舩宿などが軒
を連ねていました。そして昭和27年の三十間堀川埋立てを経て既に
70年以上が過ぎました。銀座8丁目（旧南金六町･出雲町の河岸）と銀
座7丁目（三十間堀）、東の対岸となる銀座7･8丁目（木挽町のうち現、
昭和通り西側）の地域の特色は何でしょう。大きな商業施設は見当た
りません。集積しているのはホテルです。三井ガーデンホテル銀座、
東京銀座ベイホテル、ホテルユニゾ銀座七丁目、昔、川があった場所
には相鉄フレッサイン銀座七丁目があります。銀座1から6丁目を見て
も旧三十間堀川周辺はホテル集積エリアです。この地に川が流れてい
た時代、各地から船で人が訪れ、物資が荷揚げされ、時に屋形船を楽
しみ、船宿に泊まり一日を終える。そんな街の記憶が今も『ホテル』
に形を変えてこの地に息づいていると考えると街歩きも楽しくなりま
す。銀座の中では際立った観光資源もなく賑わいを感じさせる場所と
はいえませんが、そこは裏河岸改め、裏方に徹しホスピタリティを極
めた場所であって欲しいと思います。

②木挽町（こびきちょう）は三十間堀川の東岸と築地の間、現在の
銀座１丁目から8丁目に広がる町でした。町名は江戸初期、江戸城大修
築に従事する木挽職人を多く住まわせたことに由来します。木挽とは
木材を大鋸で挽き切る造材作業にあたる職人です。その後、諸大名の
下屋敷、さらに町人の住む町へと変化していきました。寛永の頃、木
挽町には山村座、河原崎座、森田座などの芝居小屋が集まり、一時は
「木挽町へ行く」と言えば「芝居見物に出かける」ことを意味するほ
どの芝居の町になりましたが、江島生島事件による山村座の廃座、森
田座、河原崎座の移転などもあり、芝居町としての賑わいは陰りまし
た。再び芝居の伝統が蘇るのは明治22年の歌舞伎座（現在地、銀座5
丁目）の誕生でした。その後、新橋芸者の技芸向上を披露する場とし
て大正14年に新橋演舞場（現在地、銀座6丁目）が設立されます。現
在も歌舞伎座、新橋演舞場界隈は芝居の町として賑わっています。高
級割烹や料亭が多いのも木挽町の魅力です。三十間堀沿い東豊玉河岸
に目を向けると三十間堀（町）同様、倉庫や宿が多く置かれていまし
た。木挽町には官庁も建ちます。現在の銀座6丁目には農商務省が、銀
座8丁目には逓信省がありました。現在、銀座郵便局がある一帯です。
関東大震災後、都市基盤整備の一環で木挽町を分断するかの如き大き
な道幅を持つ昭和通りが建設され昭和3年に完成します。当時、東京市
市長だった後藤新平の原案は108mでしたが最終的には幅44mの幹線
道路となりました。木挽町の表情が少し変化した瞬間です。

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る⑤銀座七・八丁目（ＥＡＳＴ）編
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図６ 銀座七・八丁目【東】撮影位置 写真番号

15
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２．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。

13.三十間堀跡。左側に積み上げた
石は発掘された三十間堀の築石。
（銀座8丁目）

14.町としての三十間堀は銀座しが
らき通りから銀座三原通りにかけて
のブロック。（標識は座8丁目）

15.銀座しがらき通りから旧三十間
堀方向を見る。奥の6丁目GINZA-
SIXは尾張町と三十間堀と昔の町
をまたぐ事になる。（銀座7丁目）

16.銀座7丁目の旧三十間堀を花椿通
りから見る。右手にあるのがホテル
ユニゾ銀座七丁目（銀座7丁目）

17.三十間堀川を埋め立てた場所
にあるホテル、相鉄フレッサイ

ン銀座七丁目。三原通リ沿いにあ
る（銀座7丁目）。

18.旧三十間堀、銀座しがらき通り
沿いの画廊。この界隈には画廊
ギャラリーが点在する。

（銀座7丁目）

『三十間堀』（銀座7丁目関連）
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図７ 銀座七・八丁目【東】撮影位置 写真番号

『木挽町』（銀座7丁目･8丁目関連）

『竹川町』（銀座7丁目東関連） 『出雲町』（銀座8丁目東関連） 『南金六町』（銀座8丁目東関連）

木挽町には料亭や格式の高い料理屋が多い。新橋芸者の姿もみられる。

19.新ばし金田中（銀座7丁目） .

23.中央区立銀座
中学校。明石中
学校など前身と
なる中学から統
廃合を経て今に
至る。銀座の地
名がつく学校は
唯一。銀中通り
は校門の前で直
角に曲がり演舞
場方面まで続く。
（銀座8丁目）

26.都内最大級を謳う熱帯魚
直輸入販売店、パウパウア
クアガーデン。賑やかな店
頭が目を惹く。（銀座7丁目）

20.竹葉亭本店（銀座8丁目） .21.東京吉兆本店（銀座8丁目） .

22.銀座郵便局。以前は逓信省があった。
（銀座8丁目）

24.YATSUDOKI。八ヶ岳直送
卵や牛乳などを使ったシャト
レーゼの菓子専門店が2019年
開店した。（銀座8丁目） .

25.昭和通り。港区新橋交差点と台
東区大関横丁交差点を結ぶ。
（銀座8丁目）

27.銀座ライオンビルの銀座しがらき通り側入
り口。銀座通り側に劣らぬ入口がもてなす。
上の階には生演奏が聴ける音楽ビヤプラザ
などの銀座ライオン直営店が入っている。

（銀座7丁目） .

28.花椿通り沿いから盆栽文化を発信する銀座
雨竹庵。盆栽ギャラリー、関連諸道具販売、
レンタルディスプレイ応接窓口などを行う。
どこか銀座の趣がある店だ。（銀座7丁目） .

29.銀座しがらき通り沿いにある店、
カフェ･ド･ランブルは「珈琲だけの

店」を謳うコーヒー店。昭和23年に
西銀座で創業の後、現在地へ移転し
た。自家焙煎を切り拓いた。ランブ
ル式ネルドリップにこだわりを持つ。
（銀座8丁目） .

30.ヤマト運輸銀座花椿通りセンター。
銀座の街に溶け込む落着いた雰囲気
を醸し出している。（銀座8丁目） .

31.なんとも切なくなる銀座三原通り沿い現在地
の光景。昭和2年創業のバー、ボルドーが平成
28年、89年の歴史に幕を下ろした跡地である。
ボルドーは山本五十六、白洲次郎ら、著名人
に愛され「紳士の社交場」として知られてい
た。蔦の絡まる洋館の調度品は初代のオーナー、
元新橋芸妓 藤沢ミキの夫がフランスにでかけ入
手したという。「ぶ厚いカウンター、古風な暖
炉、その上には青地に赤い十字の巨大な籏。こ
れは革命前のフランス国旗。木製の椅子や机は、
黒光りし、形の違うものが多い。釘を１本も使
わない組木の室内、そして窓のステンドグラス
は、壊れたらもう作れる職人がいないとか」

（「新･旧銀座八丁東と西」坪内祐三 著P64の
「月刊アングル」銀座特集1980年6月号よりの
引用）空地を凝視してもなにもわからない。
街歩きとは失われた景色の中から人々の営みや
想いを蘇らせ、街と出会いなおす行為のように
思えてならない。（銀座8丁目） .
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32.清月堂本店。明治40年現在地
創業の老舗和菓子店。当初は近
くの料亭の用命を受け和菓子を
卸すことが多かったという。屋
号は近くに橋が多く、橋から眺
めた水に月がきれいに映ってい
たことに由来する。
（銀座7丁目）

★竹川町、出雲町、南金六町の由来は前号を参照下さい。ここでは三つの町を歩きながら気になった場所をいくつかご紹介します。
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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⑤銀座七・八丁目（ＥＡＳＴ）編

３．ボーダーラインに沿って時層を歩く（境界線に宿る歴史）
1604年（慶長9年） 日本橋を起点にして東海道他、五街道整備開始。
1710年（宝永7年） 朝鮮通信使の江戸参府に際し、枡形門建造（芝口御門）。
1873年（明治6年） 銀座通り沿いに煉瓦街完成。
1876年（明治9年） 工部省電信寮の碍子試験所発足。近代的物品購入検査開始。
1931年（昭和6年） 汐留駅から東京市場駅までの貨物引込線踏切信号機開始。
1932年（昭和7年） 銀座通りに銀座の柳2世植樹。
1963年（昭和38年）新橋、汐留川の埋立てにより撤去。
1968年（昭和43年）都電の廃止、銀座通りの街路改修で銀座の柳は切られる。
1972年（昭和47年）中銀カプセルタワービル竣工。
1987年（昭和62年）汐留駅廃止で引込線撤去。

かつての汐留川の流れが港区と中央区を分けています。ちなみに浜
離宮はその西側を汐留川が流れ海へと至る中央区に属します。汐留川
に沿うボーダーラインには様々な遺構が残っています。東海道の建設、
外交、煉瓦街の街並み形成、鉄道の開通、近代産業の礎、歴史的建築。
汐留川沿いボーダーラインを歩くだけで地域が果たした歴史的役割を
垣間見ることが出来ます。

①新橋跡・芝口御門跡 慶長9年、徳川幕府は日本橋を起点に東海
道などの五街道整備を開始します。東海道の日本橋、京橋、その次の
汐留川に架けられた橋が新橋です。銀座通りから東京高速道路を越え
た港区側に新橋親柱の遺構があります（大正14年建設のもの）。新橋
は灯台型の石柱です。川の埋立てにより昭和38年に撤去されましたが、
地域名を今に残しています。江戸期へと時代を遡ります。宝永7年、朝
鮮通信使の江戸参府に際し、新井白石の建築に基づき我が国の威光を
示すため新橋北詰に芝口御門（城門）が造られます。江戸参府とは将
軍に拝謁（はいえつ）し、貿易の礼を述べ献上物を呈する行事です。
新橋は芝口御門と呼ばれますが14年後に御門が消失し旧称に戻ります。

②銀座の柳 新橋跡の横には銀座の柳二世と銀座柳の碑があります。
「銀座の柳」の歌詞（西条八十作詞）と譜面（中山晋平作曲）が刻ま
れています。明治初期に銀座煉瓦街が出来た際、街路樹として松や桜
などを植えましたがすぐに枯れてしまうことから柳を植えたのが銀座
の柳の始まりです。その後、大正10年に車道拡幅を理由に切り倒され
ました。そして関東大震災後の昭和4年に「昔恋しい銀座の柳」と歌わ
れた「東京行進曲」がヒットします。菊池寛原作、溝口健二監督の映
画の主題歌でした。このヒットで復活の機運が高まり昭和7年に銀座の
柳並木が蘇ります。しかし昭和43年、銀座通りの都電廃止と街路の大
改修に伴い再び切り倒されました。

③中銀（なかぎん）カプセルタワービル 昭和47年竣工の建物は
メタボリズムという設計思想に基づき建築家の黒川紀章が設計したカ
プセル型の集合住宅です。メタボリズムとは新陳代謝の意です。「時
間を内在した空間」（「銀座建築探訪」藤森照信 文 白揚社P225）」
とも称され、このマンションも古くなったらカプセルごと交換できる
設計としていました。内装はビジネスマンのセカンドハウス、オフィ
スが想定されて作られたとのことです。老朽化に伴い現在も保存再生
か取り壊し建て替えか決まっていない様子です。建物壁はネットで覆
われています。

④検査業務開始の地 銀座郵便局の前に検査業務開始の地碑があり
ます。「明治9年6月17日、この地に工部省電信寮の碍子（がいし）
試験所が発足して電信用碍子の電気試験が行われた。これが我が国に
おける近代的物品購入検査の始まりである」とあります。寮は短期間
で多くの技術者を養成した工部省の専門機関です。明治に入り横浜 東
京間で始まった商用電信網整備の一環で通信器材の品質向上を期した
ものと思われます。

⑤浜離宮前踏切跡（元国鉄踏切信号機） 昭和6年から昭和62年の
間、国鉄汐留駅から旧東京都中央卸売市場築地市場の東京市場駅まで
貨物引込線があり最盛時には1日150輌もの貨物車が通過、その後引
込線撤去とともに消えた踏切信号機が保存されています。保存は地元
民の強い要望により実現に至りました。

33.新橋跡（銀座8丁目の先）

34.芝口御門跡（銀座8丁目）

35.銀座柳の碑（銀座8丁目先）

36.中銀カプセルタワービル（銀座8丁目）

37.検査業務開始の地碑（銀座8丁目） 38.浜離宮前踏切跡（銀座8丁目）

33

35

3736 3834

図８ 銀座七・八丁目【東】撮影位置 写真番号



４．銀座通りの現在と明治35年+αを歩く
1866年（江戸･慶応） 鰻の「竹葉亭」新富町で創業。
1875年（明治8年） 田中久重が電信機の工場を創設。田中製作所を経て東芝の発祥。
1885年（明治18年） 天ぷらの「銀座天國」銀座3丁目で屋台店として創業。
1895年（明治28年） ジュエリーの「スワロフスキー」社、オーストリアで設立
1899年（明治32年） 日本初のビヤホール「恵比壽ビヤホール」誕生。
1911年（明治44年） その後の喫茶店の原型となる「カフェーパウリスタ」誕生。
1924年（大正13年） 「銀座天國」銀座8丁目の現在地へ出店。
1929年（昭和4年） 靴の「ア･テストーニ」イタリアのボローニャにて創業。
1951年（昭和26年） 後の「和真」、埼玉県浦和市に眼鏡専門店創設。
2006年（昭和18年) 「三菱東京UFJ銀行」誕生、後「三菱UFJ銀行」に改称。
2008年（平成20年）「スワロフスキー」旗艦店、銀座で開業。
2021年（令和3年）ヒューリック、耐火木造12階建て商業施設完成予定（設計隈研吾）

『銀座の時層と来街空間』 その７ ⑧

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る⑤銀座七・八丁目（ＥＡＳＴ）編

フォリフォリ銀座店
（銀座ミノリビル）

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）

●銀座八丁目 銀座通り東側（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）
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※
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真
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す
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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

和真メガネ銀座本店
レスポートサック

（K-18ビル）

ア･テストーニ
銀座本店

（銀座リヨンビル）

銀座天國
（TENKUNI
BUILDING）

旅館（西澤半助）
煙草商江副組
（江副廉蔵）

横濱九十六番シングル
トンベンタ商社出張所

（馬場壽）金物商 三井商店
（三井直次郎）

電氣機械輸入及び販売
電友社（加藤木重教）

恵比壽ビーヤホール
恵比壽麦酒株式会社

出張所

西澤旅館

江副商店
（江副雑貨直輸入商店）

＊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

支那料理
華秀

東京パン売場 トラヤ帽子店 宇都宮回漕店

カフェープランタン菱川レース店

川崎貯蓄銀行
川崎第百銀行

電友社

＊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

喫茶パウリスタ
（銀座店）

天ぷら天國

＊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

銀
座
御
門
通
り

花
椿
通
り

志る古 十二ケ月
（津田義之助

洋傘ステッキ商
（笠原種次）

西洋銘酒商 町
（安藤又吉）

ストック商会池田屋洋傘商店

紳士服凱旋門喫茶シャンパレス

新橋側から銀座御門通りを渡ると明治18年に銀座3丁目で屋台店として創業、大正13年現在地へ出店、天ぷらの銀座天國本店があります。大正
期に天國が配ったマッチの文句は（ギンブラニテンプラ・テンクニノテンプラ）でした。天國がある場所にはかつて明治32年に誕生した日本初の
ビヤホール恵比壽ビヤホールがありました。天國は令和2年移転の予定です。明治35年の銀座通り沿い一覧中ほどの田中商會は明治8年に田中久
重が電信機工場を創設、その後、田中製作所を経て東芝となります。銀座は東芝発祥の地です。大正11年の一覧にあるリグレーは日本へ最初に
チュウインガムを輸入販売した会社です。現在の街並みの中ほどにオーストリア1895年設立、クリスタルのスワロフスキーがあります。創業者
がチェコの伝統工芸であるボヘミアガラス職人の息子として生まれた背景もありスワロフスキークリスタルと呼ばれるほどの精巧で美しいカット
が有名です。その隣にはカフェーパウリスタがあります。初代社長水野龍は明治期にブラジル移民事業を行った人です。サンパウロ州政庁はその
水野に対して珈琲豆の無償供与、東洋の宣伝販売権を与え日本におけるブラジル珈琲の普及事業を委託、大隈重信らの助けを借りて珈琲販売所カ
フェーパウリスタを設立しました。そして珈琲普及のヒントとして西洋にはカフェーという場所があることを知り明治44年に三階建て白亜の洋館
の銀座カフェーパウリスタを開店します。大正期には各界文化人に親しまれました。銀ブラの語源には諸説ありますが「銀座でブラジルコーヒー
を飲む事を学生が銀ブラと唱えた」という説の根拠がこの店。その後、大正12年の関東大震災で被災し喫茶店経営から撤退、焙煎卸業を中心に営
み、喫茶店は昭和45年に復活しました。同じ明治44年日吉町（現在の銀座8-6・銀座通り西側）に開店したカフェープランタンが昭和5年の一覧
にその名を現します。移転したためでしょうか。そういえば震災前の大正11年の一覧にカフェーパウリスタの名がないのは何故でしょう。現在、
三菱UFJ銀行銀座通り支店のある場所に川崎銀行があった時期があります。川崎銀行は明治期に男爵川崎八右衛門によって設立された東京川崎財
閥の中核企業でした。日本火災保険（現損害保険ジャパン日本興亜）も同財閥により設立されています。川崎銀行は金融恐慌（昭和4年）の影響
で経営不振に陥り第百銀行と合併し川崎第百銀行となります（川崎貯蓄銀行はその傘下）。その後、第百銀行に名称変更、その第百銀行は戦時統
合により昭和18年に三菱銀行（現三菱UFJ銀行）に吸収合併されました。こうした時代の流れが銀座八丁目の花椿通り側角地の銀行名の変遷に表
れています。銀座八丁目銀座通り沿い東側で明治35年と今をつなぐ名前はありません（ビヤホールは7丁目へ移転）。それだけ変化の多い位置に
属しているのかもしれません。鉄道開通で新橋停車場から人や物が流入する玄関口だった明治期に比べると今は少し隅っこな印象も感じさせます。

図７ 銀座七・八丁目【東】

銀座8丁目
開発計画
（ヒュー
リック）

カフェーパウリスタ
（長崎センタービル）

スワロフスキー銀座
（JEWEL BOX銀座）

煙草問屋兼両替商
越後屋（金井米蔵）

電氣及諸機械販売
田中商會（田中久重）

靴商 濱田商店
（濱田健吉）

カフェーシンバシ
精養軒経営

（新橋ビヤホール）

電友社
加藤木重蔵秋田木工

株式会社

宇都宮運送店

チューインガム販売
リグレー株式会社

写真機械材料
出雲商店

貯金局講習所
明徳女学校

洋品雑貨
向井商店

佐藤煙草店

三菱銀行
（銀座支店）

リグレー会社

十字堂額縁店三倉靴店

（ミノリ）

喫茶ルノアール

EH株式会社
東京支社（銀座EHビル）

三菱UFJ銀行
銀座通り支店

西洋料理 朝日
（宇都宮つる）

シャツ商
（國瀬タツ）

洋傘毛皮
池田屋

志る古
時雨庵

シャツ雑貨
伊勢屋

川崎銀行
銀座支店

たばこ商

（カワムラ） （吉宗） （和田や）
（かんべ土地建物）
（リッツオリエントカメラセンター）（リヨン）

（天國）



『銀座の時層と来街空間』 その７ ⑨

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る⑤銀座七・八丁目（ＥＡＳＴ）編

４．銀座通りの現在と明治35年+αを歩く（続き）
1889年（明治22年） 山葉寅楠、ヤマハの母体となる山葉風琴製造所を浜松で設立。
1892年（明治25年） 現「日新堂」秋田で創業。昭和23年、現在地で日新堂時計店設立。
1898年（明治31年） スーツケースの現「リモワ」、ドイツでポールモルシェックが創業。
1908年（明治41年） 高級筆記具「モンブラン」の前身「シンプロフィラーペンカンパニー」

ドイツで創業。
1918年（大正7年） 「銀座ビヤホール」竹川町（現在地）二階建てで開店。大日本麦酒の経営。
1934年（昭和9年） 現存する最古のビヤホール「ライオン銀座七丁目店」大日本麦酒が開開店。
1975年（昭和50年） 「ZARA」スペイン1号店開店。1997年日本進出。2003年銀座店開業。
1983年（昭和58年） 腕時計の「スウォッチ」スイスでニコラス･G･ハイエックにより創業。
2007年（平成19年） スウォッチグループ店舗兼本社「ニコラス･G･ハイエックセンター」開設。

●銀座七丁目 銀座通り東側（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）

モンブラン銀座
（モンブラン銀座ビル）

リモワストア銀座7丁目
（銀座ヤマトビル）

大
正
十
一
年

明
治
三
十
五
年

昭
和
五
年

＊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

新橋教会

キリンビーヤホール
（江沢伊三郎）

日用家具商新潟屋

＊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

信盛堂

ゑり治

シネマ銀座

＊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

ライオン（銀座）
7丁目店

インド観光局
インド料理Shaka

中央信託銀行
（銀座支店）

＊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
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銀座8丁目から花椿通りを渡ると高級万年筆のモンブラン銀座があります。モンブランの前身の会社シンプロフィラーペンカンパニーは1908
年ドイツで創業、銘柄は経営者の親戚がペンとモンブラン峰が似ていることを指摘したことにより名付けられました。高品質と伝統的クラフツマン
シップは高級時計の中にも反映されています。隣は明治25年に秋田で創業、昭和23年に現在地に設立された時計の銀座日新堂本店です。日新堂
は世界三大高級時計の一つとして数えられるパテックフィリップ（1839年スイスで設立）の正規販売店としても知られています。更に歩みを進め
るとヤマハ銀座店です。ヤマハの歴史は山葉寅楠が尋常小学校のオルガン修理を契機に浜松で創業、明治22年設立の山葉風琴製造所を母体として
始まります。明治30年設立の日本楽器製造（現在の社名ヤマハ）です。明治35年の一覧をみるとそこには共益商社の名があります。共益商社は書
籍卸商として東の大手で教科書販売に強く学校機関との太いパイプを持っていました。需要が見込まれる学校教育ルートへのオルガン販売を目指し
ていた山葉はにとって、オルガンの取り扱いを決めた共益商社との出会いは歴史が動いた瞬間だったのではないでしょうか。共益商社は日本楽器設
立に資本参加、後に日本楽器に買収されます。ヤマハ銀座には楽器売場の他、ヤマハホール、音楽教室、スタジオなどがあります。ヤマハの音楽教
室の1号は銀座店地下でヤマハ音楽実験教室として始まりました。ギンザジーキューブは銀座ガスホール跡地の商業施設です。そして再び時計。オ
メガ、ロンジンなどのブランドを傘下に擁するスウォッチグループがその創業者名を冠して平成19年に作られたニコラス･G･ハイエックセンター
です。日本本社、店舗、イベントホールがある建物はプリッカー賞受賞歴のある坂茂の建築設計によるものです。注目は銀座らしく裏通りへと抜け
られる建物構造です。そして交詢社通りの角にあるのが、明治32年、銀座8丁目に誕生した恵比壽ビヤホールの流れをくむ銀座ライオン7丁目店で
す。設計はフランク･ロイド･ライトの影響を受けた菅原栄蔵によるものです。うまいビールと共に荘厳な空間が味わえます。

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。

日新堂本店
（日新堂本店ビル）

茶商 松山軒
（深瀬真一）

書籍出版
西洋楽器販売
共益商社楽器部
（白井練一）

三澤洋服店

アンドリュス
ジョージ会社

銀座美容院

文明堂玩具店

三沢洋服店鳥牛
松喜

エビスビヤホール

図８ 銀座五・六丁目【東】
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ヤマハ銀座店
（ヤマハ銀座ビル本館）

菓子商 東月堂
（濱口栄太郎）

商栄館 勧工場
日本聖公會
新橋教会

（小島仁兵衛）
森田商店

呉服商 松屋
（荒居源平）

松喜家牛肉店
（徳増志う）

洋紙商
郵便切手収入印紙

売下所（杉井幾三郎）

ゑり治本店
岡田次郎吉

教育玩具絵葉書
新井文明堂

楽器蓄音機和洋
音楽書ベニヤ板

共益商社

洋品雑貨
信盛堂

中島常三郎

洋品雑貨
森田商店

松喜家
牛肉販売 料理

松屋呉服店

大日本麦酒株式会社
銀座販売店
階上西洋料理
階下ビヤホール

日本楽器
東京支店

森田洋品店

ビューティー
コネクション銀座

（ギンザジーキューブ）

（ミツル） ヤマハ銀座店
（日本楽器銀座店）

ガスセンターBL
（東京瓦斯ガスセンター）

東芝銀座セブン 村松時計店
（銀座村松）

グランドセイコー
ブティック銀座

（銀座ロータリービル）

ニコラス･G･ハイエック
センター

（スウォッチグループジャパン）

ZARA銀座
（銀座セブンビル）

銀座ライオン7丁目店
（銀座ライオンビル）

洋品商 篠田商店
（篠田三郎兵衛）

靴商 鈴木商店
（鈴木恭蔵）

西洋家具商
吉野商店

新古道具卸店
氷商 相庄

鈴木靴店

カフェー
朱雀 バー太平楽

（アマノ東京支店）

（日の出島宝飾店）

（ロータリービル管理事務所）
（青龍堂） （アシベ） （日新堂）
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41.銀座ライオン7丁目店。「サッポロライオン120周年
これまでも、これからも、ひたむきに。」の旗がたな
びく。銀座8丁目で1899年開店の恵比壽ビヤホールの
時代から120年。銀座の顔でもある。（7丁目）

42.入口正面から奥をみると大きなガラスモザイクの壁画
が広がる。豊穣と収穫、美味しいビールの原料、麦芽
やホップを作る農家の人への感謝が内装に込められて
いる。店内空間にも重厚さが漂う。（7丁目）

43.ニコラス･G･ハイエック･センターは全面と裏面
のファサードを繋ぎ誰でも歩くことのできる通
りとなっている。大きな壁面には観葉植物が天
井からめぐらされ、豪華さとエコロジーの共存
した空間となっている。
14階建て高さ56mの建物。（7丁目）

44.銀座7丁目モンブラン銀座ビルの裏手に
「元 銀巴里跡」の碑がある。銀巴里は昭
和26年から平成2年まであったシャンソン
喫茶。美輪明宏、金子由香里、クミコなど
を輩出、三島由紀夫や岡本太郎、寺山修司
などの文化人や菅原文太などの芸能人にも
愛された店だった。（7丁目）

45.カフェーパウリスタの入口付近。左手
にあるのはそのロゴで、星の中に女王
の姿とそれを囲んで珈琲樹と真紅な実
が描かれている。ブラジル、サンパウ
ロ市の市章を模したもの。名前のパウ
リスタとはサンパウロっ子の意味。

（8丁目）

46.カフェーパウリスタの入口横のウインドウに
展示された昔のポスター。「南米ブラジル國産
『生粋のコーヒー店』紳士淑女日常の好飲料・
ブラジル政府専属珈琲発売所･カフェーパウリ
スタ合資会社 本店東京 」と記され「箕面公園
入口とあるので大阪支店のものであろう。
（8丁目）

47.ヤマハ銀座の建物外壁は濃淡のある金箔を合わせガラスに貼りこ
みリズミカルに並べたもので、音響のため機能的に設計されたヤ
マハホールの壁のパターンを展開したものだという。（7丁目）

48.ヤマハ銀座ショウウィンドウ。フロアガイドがしかけ絵本の切り
絵のようなデザインでディスプレイされている。楽器、楽譜、
CD、音楽教室、ホールなど音楽の楽しさが集まった店ならでは
である。（8丁目）

横道はてなブレイク
「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○
銀座八丁目から銀座御成門通りを渡った高速道路下に銀座ナイン（９）という商業施設があるが
銀座には9丁目があるの？

「銀座８丁目10番地先」

銀座ナインは東京高速道路の不動産賃貸事業の一環で営まれる商業施設です。銀座ナインは外堀
通りから昭和通りにかけて1号館、2号館、3号館で構成されています。1・2号館には飲食店やド
レス、化粧品などの店が、3号館にはドンキホーテや肉のハナマサがあります。東京高速道路があ
る場所にはもともと川が流れていました。銀座ナインのある位置は汐留川でした。汐留川は港区
と銀座のある中央区の境でしたが埋め立て後、区の境界が確定せず現在に至っています。つまり
どちらでもない。住民税は区の管轄、固定資産税や事業税は東京都の管轄ですが、住民がいない
ことで大きな問題がなかったようです。消防や警察の管轄は定められているようです。（株）銀
座ナイン３（東新橋ビル）の住所は「中央区銀座8丁目10番地先」となっています。銀座ナイン
は昭和60年までは新橋センター、中央区と千代田区の間にある銀座インズはもともと有楽町フー
ドセンターという名で開業しましたが、今はどちらも銀座の名を使っています。銀座ナインは新
橋駅に近い位置にあるものの商業地としの銀座ブランドにその9丁目を連想させるナインを付ける
ことで集客の磁場を作り出すことを狙ったものと思われます。住所に銀座９丁目はありません。
「〇番地先」と「先」をつけることで住所を特定するアイデアはちょっと素晴らしい。

49.銀座御門通り歩道
に沿って銀座ナイ
ン2号館を見る。

50.銀座ナイン1･2号館に
は近くのクラブ向けと
思しきドレスの店も。

51.銀座ナイン3号館
昭和通り沿いにある
ドンキホーテの入口。



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・八丁目イーストサイド」です。
『水辺の記憶』
汐留川も三十間堀川も築地川も銀座の街からは姿を消しました。
川底を走るような首都高速都心環状線にだけは水辺の記憶を辿
るように橋が橋として残っています。三十間堀川の河岸地には
かつて船宿がありました。その水辺の記憶を辿るように埋立て
られた三十間堀川界隈にはエコノミークラスを中心としたホテ
ルが林立しています。どこかで街は今と昔がつながっています。
『表と裏・主と脇』
明治の初め、横浜と新橋を鉄道がつなぎ、外国の商品や文化が
新橋停車場から届けられた頃、銀座8丁目は銀座の表玄関だっ
たのではないでしょうか。木挽町もかつては逓信省など官庁が
あり、料亭の数も現在の比ではなかったでしょう。今は来街者
の玄関も有楽町や地下鉄銀座駅からの流れに変わりました。か
つて表（おもて）だった場所が、裏にまわる。主役だった場所
が脇を固める。街も時の流と周縁の変化の中で役割を変えてい
くのかもしれません。
『どこまでも時計』
和光本館の時計台、並木通りに建ち並ぶ高級時計ブランショッ
プ、かつて服部時計店を創業した服部金太郎が時計商になる志
を固めたという八官町 小林時計店の「大時計」の存在（第6回
を参照）。時計と銀座の関係は銀座通りを東側に渡っても続き
ます。歴史や伝統といった街を流れる時間の存在もさることな
がら、モノとしての時計がとにかく多い。銀座はどこまでも時
計とともにある街なのです。ニコラス･G･ハイエックセンター
の建物空間にはエコロジーの要素が取り入れられています。時
計が永遠の時を刻むためには自然環境の維持が必要です。サス
ティナブルな取組をもっとこの街から発信してもよいかもしれ
ません。
『嗜好水の都』
銀座には川とは別のもうひとつの水の流れがあります。嗜好水、
飲み物の文化、飲む場所の文化、飲む場所を巡って人と人が交
流する社交の文化の流れです。ビヤホールと麦酒、カフェーと
珈琲、バーと洋酒。古きものと新しきもの、それぞれが嗜好水
を巡る文化を育んでいく磁場のようなものが銀座にはあります。
『芸妓の気配』
「新橋花柳界は東銀座から築地の一帯、料亭、茶屋、芸者置屋
で構成されています。」（東京新橋組合ホームページ）昼下が
りの木挽町はひっそりとしています。料亭から着物姿の女性が
姿を現し雑談をする姿をみかけたにすぎません。芸を大切にす
る新橋芸者のこと、この街のどこかで朝からお稽古に励み宴席
に声が掛かれば芸を披露しおもてなしする。姿は見えなくとも
そんな芸妓の気配がどこかで漂うのが木挽町界隈です。彼女た
ちの日常が宴席に招かれた客を非日常の世界へ誘う。艶のある
贅沢な気分を味わうことができます。想像の世界で。
『祈りの空間』
明暦の大火がありました。関東大震災がありました。第二次世
界大戦、東京大空襲がありました。そのたびに川幅が変わり、
道路が造られ、そして川は埋められました。三十間堀川は東京
大空襲の瓦礫処理のために埋められました。それぞれに多くの
人の命が失われた出来事が街を変化させたのです。それは単純
に目で見る景色からは読み取れません。歴史を知り心の目を開
き、時にその場所で祈りを捧げることも忘れてはいけない行動
のように思えます。
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52 浜離宮まで500m。銀座通り天國
前の標識。ただの標識ではなく誘っ
ているような雰囲気がある。
（銀座8丁目）

56 首都高速都心環状線汐留出入口
にある駐車場にはランチ時に行
列のできる食堂、中華料理・帝
里加（デリカ）がある。不思議
な立地が路地感覚に溢れてる。
（銀座8丁目）

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）

53 浜離宮恩賜公園へ向かう大手門
橋。浜離宮、そして海へと視界が
広がる期待感を齎す。（中央区）

54 昭和通りの大歩道橋。その姿は
恐竜の如く足を延ばすイキモノの
ようだ。（銀座7･8丁目）
丁目）

55 昭和通り大歩道橋のエスカレー
ター。道は花椿通り。
（銀座7･8丁目 ）

56 新橋演舞場前の茶房 絵李花。昭和
の雰囲気が残る喫茶店。宮本亜門の
実家としても有名だ。（銀座7丁目）

芸妓の
気配

●捨てがたき光景たち。本文では取り上げなかったものの一部を紹介します。
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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。第七回は「銀座七丁目・八丁目イーストサイド」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 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 （「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）

水路「三十間堀川」完成

江戸・明暦 1657年 明暦の大火 江戸市街の多くを消失 明暦の大火で江戸城本丸・二の丸消失

江戸・宝永 1710年 「新橋」北詰に芝口御門建造

江戸・文政 1828年 三十間堀川、河岸地が広げられ堀幅十九間に

江戸・慶応 1866年 徳川慶喜　十五代将軍となる 世直し一揆が空前の勢いで広まる 鰻「竹葉亭」新富町で創業⑧⑤

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 「伊勢與（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

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9年 1876年 帯刀禁止令公布 「上野公園」開園 工部省電信寮の碍子試験所発足 ワイシャツの「大和屋シャツ店」横浜創業⑥

明治18年 1885年 太政官制廃止、内閣制度発足 天ぷら「銀座天国」創業　1924年現在地へ⑧

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 「山葉風琴製造所」浜松で創業⑦

明治25年 1892年 神田で大火 芥川龍之介、入船町（明石町）で誕生 「日新堂」の前身、秋田で創業⑦

明治28年 1895年 下関条約 樋口一葉「たけくらべ」 「スワロフスキー」社、オーストリアで創業⑧

「服部時計店（現・和光」」現在地へ移転④

明治31年 1898年 スーツケース「リモワ」ドイツで創業⑦

明治32年 1899年 日本初「恵比壽ビヤホール」誕生⑧→⑦

明治39年 1906年 大日本麦酒会社設立 札幌･日本･大坂麦酒

明治40年 1907年 刑法公布 上野 東京勧業博覧会で観覧車登場 和菓子「清月堂本店」現在地で創業⑦

明治41年 1908年 高級筆記具「モンブラン」前身、ドイツ創業⑦

明治44年 1911年 国産飛行機奈良原式2号機飛行に成功 丸の内に「帝国劇場」開場 「カフェーパウリスタ」開業⑧

「日本橋」再架橋（石造2連アーチ橋へ） 松山省三（洋画家）「カフェープランタン」開業

大正7年 1918年 松下幸之助、松下電気器具製作所設立 森永ミルクチョコレート発売 銀座ライオン前身「銀座ビヤホール」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 「読売新聞」社屋移転①→③

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 バー「ボルドー」創業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 都市基盤整備の一環で昭和通り建設 完成 「資生堂パーラー」西洋料理導入⑧

昭和4年 1929年 世界大恐慌始まる 就職難深刻（大学はでたけれど） 復興橋梁として「数寄屋橋」外堀川に建設 靴の「ア･テストーニ」ポローニャで創業⑧

飛行船世界一周 「東京行進曲」ヒット⑧

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 江戸前天ぷら「天一」創業⑥

インドで塩の専売に反対で塩の行進 尾張町などの町を加え銀座五丁目から八丁目まで 「ヨネイビル」竣工②

起立、銀座の西、外濠川内側に位置する南紺屋町 1673年創業「三越」銀座店開店④

などを併合し銀座西一丁目から八丁目まで起立 「つばめグリル」新橋駅構内に創業①→⑤

町名としての銀座、四丁目までから八丁目までに

昭和6年 1931年 犬養毅内閣成立 汐留駅から東京市場駅までの貨物引込線開始

昭和7年 1932年 満州に満州国建国 日本橋の百貨店「白木屋」で火災 銀座通りに銀座の柳二世植樹 ネオルネッサンス様式「和光本館」竣工④

五・一五事件 （株）東京宝塚劇場設立。後に東宝に。 流行歌「銀座の柳」

昭和9年 1934年 帝人事件 渋谷「忠犬ハチ公」銅像除幕 日比谷に「東京宝塚劇場」開場 「ライオン銀座七丁目店」開店⑦

昭和22年 1947年 教育基本法制定　労働基準法制定 「斜陽族」「東京ブギウギ」 戦災瓦礫処理などの為、不用河川埋立事業決定 「銀座カネマツ」太陽堂靴店として創業⑥

昭和23年 1948年 帝銀事件　昭和電工疑獄事件 「三十間堀川」埋立て開始 「カフェ･ド･ランブル」西銀座で創業⑧

「日新堂時計店」現在地で設立⑦

昭和24年 1949年 下山（国鉄総裁）事件 湯川秀樹ノーベル賞受賞 「三十間堀川」の埋め立て完了 和菓子「空也」移転⑥（1884年上野創業）

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 「汐留川」埋立開始 「ヤマハ銀座」開業⑦

初の民間放送ラジオ局開局 「三十間堀川」埋立で銀座と地続きになった 後の「和真」浦和市で眼鏡専門店創設⑧

木挽町を「銀座東」と改名（～1969年） シャンソン喫茶「銀巴里」開業③

歌舞伎座が復興・再開場 映画「銀座化粧」（成瀬巳喜男監督）

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」本流の大部分を埋立完了 映画館｢丸の内東映（TOEI)」開館③

首都高速都心環状線へ 映画館「丸の内東映パラス」会館③後に改称

昭和38年 1963年 ケネディ米大統領暗殺 「新橋」汐留川の埋立てで撤去 「三愛ドリームセンター」開業⑤

昭和39年 1964年 東京オリンピック開催　東海道新幹線 日本武道館開館 東京モノレール開通 地下鉄日比谷線銀座駅開業 銀座みゆき通りに若者「みゆき族」出現

昭和43年 1968年 全共闘運動　東名高速道路開業 初の超高層「霞ヶ関ビルディング」開業 都電廃止 銀座通り改修  街路灯　歩道拡張 ←（街路整備に伴い柳の並木は切られる）

昭和44年 1969年 東大安田講堂攻防戦 前年の銀座西に加え、銀座東も銀座に編入

人類初の月面着陸 現在の銀座一丁目から八丁目へと統合

沖縄返還合意 東京駅「八重洲地下街」第2期完成

昭和47年 1972年 札幌オリンピック　あさま山荘事件 若者向けタウン情報誌「ぴあ」創刊 「中銀カプセルタワービル」竣工 若者向け情報番組「ぎんざNOW」~1979年

昭和50年 1975年 ベトナム戦争終結　沖縄国際海洋博覧会 「ＺＡＲＡ」スペイン1号店開店⑦

昭和58年 1983年 大韓航空機撃墜事件 浦安に「東京ディズニーランド」開業 天ぷら料理「天國」木造から建替え⑧

「スウォッチ」スイスで創業⑦

昭和62年 1987年 バブル経済突入　国鉄民営化（ＪＲ） 川崎でシネコン「チネチッタ」開場 汐留駅廃止で引込線撤去 「コートヤードマリオット東武ホテル」開業⑥

平成2年 1990年 ソ連 ペレストロイカ バンドブームを受け「原宿ホコ天」活況 シャンソン喫茶「銀巴里」閉店⑧

平成15年 2003年 イラク戦争 六本木「六本木ヒルズ」開業 「ＺＡＲＡ」銀座店開業⑦

平成17年 2005年 つくばエクスプレス開通 秋葉原に「AKB４８劇場」開業 「三井ガーデンホテル銀座プレミア」開業⑧

平成18年 2006年 三菱東京ＵＦＪ銀行誕生 「表参道ヒルズ」開業 現「ホテルグレイスリー銀座」開業⑦

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 「ニコラスＧハイエックセンター」開業⑦

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 「ダンヒル銀座店」開店②

平成20年 2008年 「iPhone」日本発売　スマホ時代へ 「赤坂サカス」開業 「スワロフスキー」旗艦店、銀座で開業⑧

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④⑤ 1927年開業の老舗バー「ボルドー」閉店⑧

令和3年 2021年 ヒューリック、耐火構造12階建て商業施設⑧
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