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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9）
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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９ ①



『銀座の時層と来街空間』 その９ ②

■ 銀座三・四丁目（ＥＡＳＴ）の現在・概略

図２のとおり銀座三・四丁目（東）は、銀座通り（中央通り・国道15号）を京
橋方面へ向かい、２ブロック先の銀座マロニエ通りを右折、昭和通りを越え、築
地との境の首都高速都心環状線を右折、晴海通りを銀座通りへと向かう道に囲ま
れたエリアです。三･四丁目の境は松屋通りによって分けられます。

このエリアを特徴づけているのは、二つの老舗百貨店（三越銀座店と松屋銀座）
と、歌舞伎座の存在です。

松屋銀座は関東大震災により街が崩壊した二年後の大正14年、前年の松坂屋銀座
店に続き開業、昭和5年には三越銀座店が開業します。百貨店という新たな業態
と買い物のスタイルは街にモダンの風を吹かせ、銀座の復興に大きな役割を果た
しました。銀座三･四丁目、銀座通り東沿いは、今でも二つの百貨店が多くの場所
を占めています。有楽町銀座地区には一時、七つもの百貨店がありましたが業態
盛衰の中で銀座通り沿いで地下鉄の駅からも近い老舗二店が残りました。

銀座四丁目、あずま通りと銀座三原通りの間にはひときわ大きな平成3年竣工の
王子製紙本社ビルがあります。容積率や高さ制限の緩和ができる公開空き地を活
用しで出来た高さ81.4ｍの高層建物です。コンサートが催される王子ホールがあ
ります。このビルの建設は建物の高さ制限など銀座ルールを作る契機となります。

銀座三原通り由来の三原橋は三十間堀川の埋立てで姿を消し、埋立てた後の地下
街も姿を消しました。昭和通り沿いには昭和24年創業のインド料理店ナイルレス
トランがあります。旧三十間堀川沿いにはソラリア西鉄ホテル銀座（平成23年開
業）、相鉄フレッサイン銀座三丁目（平成29年開業）が、昭和通り沿いには東急
ステイ銀座（平成28年開業）など訪日外国人など観光客需要を見込んだホテルが
近年、増えています。

そして道幅の広い昭和通りの東に明治22年開場の歌舞伎座（松竹）があります。
平成25年には劇場一体型高層ビル歌舞伎座タワーが開業、地下鉄東銀座駅構内か
ら劇場地下の木挽町広場（土産物･券売り場）が直結しています。木挽町通りには
歌舞伎役者が訪れる飲食店や菓子店、銀座文明堂などが軒を連ね、芝居見物の前
後の楽しみを提供しています。

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る⑥銀座三・四丁目（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。今回は銀座三・四丁目（ＥＡＳＴ）編です。

銀座３･４
ＥＡＳＴ

図１ 銀座三・四丁目【東】の位置

図２ 銀座三・四丁目【東】拡大図
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4.三越銀座店正面を四丁目交差点からみる。
左手には和光本館の時計台。銀座4丁目。

2.歌舞伎座近く、木挽町通りにある「喫茶
アメリカン」。タマゴサラダサンドを求め
て行列ができる。開店当時は食べ物からク
ルマまで、アメリカに憧れる人が多かった
ことが名前に反映されている。銀座4丁目。

1.平成25年開場した歌舞伎座タワー。劇場正面
玄関には歌舞伎座の座紋「鳳凰丸」を染め抜
いた幕があり、訪れる人を出迎えてくれる。
銀座4丁目。

3.松屋銀座。銀座3丁目。

5.旧三原橋付近は地下歩道
改良工事中。 晴海通りと
昭和通りの交差する三原橋
交差点近くから有楽町方面
を望む。晴海通り。

6.王子製紙本社ビル。
松屋通り 銀座三原通り
四つ角から見上げる。
銀座4丁目。

2

4
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１．銀座通りの現在と明治35年+αを歩く
1673年（延宝元年） 三越の発祥、江戸本町（現日本銀行辺り）で呉服屋「越後屋」開業。
1854年（安政元年） ダイヤモンド「ロイヤル･アッシャー」オランダ･アムステルダムで創業。
1881年（明治14年） 紳士用品店「銀座モトキ」創業。
1883年（明治16年） 「中央新聞」絵入朝野新聞として創刊、その後、中央新聞となった。
1885年（明治18年） ネクタイ･紳士服「田屋」洋小間物商（唐物屋）として銀座1丁目に創業。
1869年（明治2年） 木村安兵衛、文英堂開業、翌年「木村屋」と改称。
1874年（明治7年） 木村屋、銀座へ。酒種あんぱん考案。後、三代目儀四郎はジャムパン発売。
1904年（明治37年） 三越、日本初の「デパートメントストア宣言」。
1914年（大正3年） ルネッサンス様式の日本橋三越本店新館 完成。
1922年（大正1１年） ベビー用品･子供服の「銀座いさみや」創業。
1930年（昭和5年） 「三越銀座店」開店。
1948年（昭和23年） 書籍 雑誌 洋書販売の「近藤書店」創業。
1970年（昭和45年） 銀座で東京初の大規模な歩行者天国開始（他新宿･池袋･浅草も開始）。
1971年（昭和46年） 三越銀座店の1階に「マクドナルド」日本1号店開店。
2010年（平成22年） 三越銀座店 新館と一体化増床で全面リニューアル。

『銀座の時層と来街空間』 その９ ③

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る⑦銀座三・四丁目（ＥＡＳＴ）編
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＊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

銀座モトキ

地下鉄出口

銀座三越

書籍商
春祥堂

（近藤音次郎）

ネル･セル･毛布
神谷ネル店
（神谷鞍吉）

パン菓子木村屋
（木村儀四郎）

＊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

明
治
三
十
五
年

大
正
十
一
年

昭
和
五
年

洋品田屋

宝来パン 神谷ネル店

近藤書店
食堂丸見屋

＊参考表「ものがたり銀座小史・付表Ⅱ銀座通り一～八丁目店舗変遷表 昭和5年12月20日」より 位置は写真と一致しない

昭
和
五
四
年

くま（B1)

三越
＊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

晴
海
通
り

松
屋
通
り

天麩羅料理
天虎
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自笑堂
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明治35年の一覧の中に麺麭（パン）洋菓子商木村儀四郎とあります。現在は銀座通りの向かい側にある銀座木村家です。儀四郎は芝日陰町
（今の新橋）に文英堂の名で明治2年に創業、火災による店舗消失で銀座に移り明治7年に店舗を構えたのが四丁目東側でした。大正十一年一覧に
洋服裁縫山崎商店･洋品雑貨山崎洋品店が記されています。明治38年開店の山崎高等洋服店です。かつて中央新聞のあった尾張町交差点（銀座4丁
目交差点）に面して建つ望楼のある洋館は服部時計店と並ぶ銀座のシンボルとなり明治末の絵葉書にも登場します。山崎洋服店のその後を動かし
たのは大正12年の関東大震災と震災復興のため東京市の「帝都復興計画事業」でした。大震災では銀座も瓦礫の巷となりました。東京市は計画的
復興を期し、道路の新設拡張、街区パターン整理に着手します。銀座地区では①数寄屋橋から築地方面へ向かう晴海通りの幅を十間（18ｍ）から
３６ｍに拡幅②新橋芝口門方面から木挽町を通り三ノ輪方面に至る44ｍ幅の昭和通り新設、などの計画が実行されました。道路用の土地を譲らぬ
地主も多く立退きに応じず強制執行となった土地も多くありました。晴海通りの拡幅に際しては主に銀座四丁目側の土地が削られたといいます。
「四丁目の東北角にあった山崎洋服店も、この時、動かなかったので有名ですが、昭和三年（一九二八年）九月に、多くの銀座住人や来街者の見
守る中でとりこわされ、のちにこの角には三越デパートが進出してきました。」（「ものがたり銀座小史『第四章震災復興後の銀座』P102）と
あります。交通網整備、防災などの目的を全体の解とした区画整備（大きな道を作る）は街の発展に寄与するとともに、全体に対する部分である
個人や商店の人生や営み、賑わいを呼ぶ街としての一体感の目減りなどの副作用を生むものです。そして日本橋から進出してきた百貨店の三越は
その後、百貨店の大衆化、流行の発信などにおいて銀座の中で大きな役割を果たす存在となります。街はまさに生き物のように変容していきます。
ブロックの多くを占める三越銀座店については別項で採りあげることとし、いくつかの店や施設に目を向けたいと思います。ベビー服･子供服専門
店の銀座いさみやは大正11年に洋装生地店として創業、昭和41年に子供服専門店に移行した店です。明治14年創業の銀座モトキは紳士洋品店で
カジュアルウエアを主に扱う店、銀座田屋は明治18年、当時は唐物屋と呼ばれた洋小間物商として銀座一丁目銀座通り西側に創業、オリジナルネ
クタイが有名な店です。昭和11年の広告では「田屋の秋冬ネクタイ/色調と構図の渾一/優美と優雅との結晶/何れも藝術的創作」とありこの頃か
らネクタイは主力商品だったのでしょう。現在、三菱UFJ銀行銀座支店のある場所に昭和五年の一覧には山口銀行が記されています。これは下関
に本店を持つ山口銀行とは別の、三和銀行の前身となった関西山口財閥の端を発する銀行です。

図３ 銀座三・四丁目【東】
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（近藤音次郎）

絵葉書
上山絵葉書店
（上山一郎）

玩具
金太郎オモチャ店
（田中信三郎）

生蕎麦
藪そば

（堀田久三郎）

麺麭洋菓子商
木村儀四郎

煙草商
出頭商店

薬種商
平野豊次郎

象牙商
北村屋

中央新聞社

三越

田屋

田屋

（銀座シルクビル）
（銀座アクトビル）

サバースギンザ

（銀座三和ビル）

印紙類手形用紙
売捌両替
松村伊助

洋品商田屋支店
（梶原重蔵）

麻糸問屋
（小原滝次郎）

時計商京屋支店
（水野伊和造）

金銀商松村商店
（松村伊助）

時計･貴金属中央堂
（江川近松）

天麩羅 天虎
（小越大次郎）

藪 蕎麦
（堀田貞次郎）

洋品雑貨
田屋支店

（梶原重蔵）

半襟 えり久

佐野正宝飾店ゑり久

金太郎玩具店

山口銀行支店

株式会社
山口銀行

出世地蔵尊

マクドナルド三和銀行
（銀座支店） （津田屋） （モトキ洋品店） （いさみや）
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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⑦銀座三・四丁目（ＥＡＳＴ）編

１．銀座通りの現在と明治35年+αを歩く（続き）
1854年（嘉永7年） 「ルイ･ヴィトン」フランス、パリで設立。
1869年（明治2年） 松屋の源流 鶴屋呉服店、横浜で創業。
1880年（明治13年） 薩摩出身の実業家、明治の煙草王 岩谷松平、煙草販売業「天狗屋」を開業。
1889年（明治22年） 鶴屋呉服店、神田の松屋呉服店買収で東京進出。明治36年「松屋呉服店」へ。
1896年（明治29年）「日本酒造火災保険」創業（損保ジャパン日本興亜の源流）。
1904年（明治37年）伊藤勝太郎、銀座3丁目に「和漢洋文房具」の看板掲げ「伊東屋」創業。
1905年（明治38年） 前年の専売法制定により煙草の営業権を奪われ岩谷松平、煙草業廃業。
1925年（大正14年） 「松屋銀座」開業。百貨店初のカフェテリア式大食堂も。
1945年（昭和20年） 敗戦後、PX（進駐軍専用売店）として接収。
1984年（昭和59年）「松屋グループ」企業理念を「生活文化創造集団」とした。

この年、銀座･有楽町百貨店戦争始まる。

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

＊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

篠原靴店

昭
和

五
四
年

東京銀行
（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

※

緑
線
は
写
真
9
で
示
す
街
並
み
の
位
置

銀座通り沿い銀座3丁目東側区画の現在はすべて松屋銀座です。マロニエ通り角のルイヴィトンが目立ちますがこれも銀座松屋店です。明治35
年の一覧の元となる地図を見ると岩谷松平の岩谷商會が約三分の一を占めていました。大正11年一覧の元となる図では4割前後を徴兵保険株式会

社銀座ビルヂングが占めています。当初、第一徴兵保険の自社ビルとして建築施行が始まりましたが大正11年暮れに松屋呉服店がこの建物の大部
分を借りる話が纏まり、オフィスからデパート仕様に設計変更し、震災をくぐり抜け大正14年に竣工、松屋銀座は開業します。欧米のデパート建
築からヒントを得て取り入れた建物内1階から8階まで吹き抜けにしたホール、ルネッサンス風の外観を備え東洋随一の規模を誇る百貨店の出現で
す。昭和20年の敗戦後の連合国軍占領下ではGHQに接収され米軍PX（購買部）として7年間接収が続きます。その後、増改築を繰り返し今日に
至っています。昭和３７年公開の日活映画銀座の恋の物語では浅丘ルリ子扮するヒロインが勤務する百貨店という設定でロケが行われました。令
和元年、松屋銀座は１５０周年を機に「デザインによる豊かな生活」を世の中に実現することを標榜し様々な実験に取り組んでいます。屋上には昭
和４年以来、龍光不動明王を奉る龍光不動尊があります。龍光は流行に通じることからファッション関係の人も祈願に訪れます。さて、時代を遡り
岩谷松平と岩谷商會に話題を移しましょう。岩谷松平は「明治のたばこ王」と呼ばれた薩摩出身の実業家です。煙草製造販売の岩谷商會は「天狗煙
草」を売り広めました。人目を驚かすことにかけては一級のユニークな人物としても有名です。自ら赤い服赤い馬車で銀座通りを走り、建物も赤く
塗りその外壁からは天狗の赤い鼻が突き出していたそうです。国益の親玉、煙草大王というキャッチフレーズ、美女の白い背中が目を惹くポスター、
赤尽くしの宣伝隊と派手な宣伝活動で注目を集めました。「驚く勿れ税金三百万円」と記された看板もあり、大金を納税するほど売れている煙草を
アピールしていたようです。上質、洗練といった銀座イメージとは異なりますが、人を驚かし惹きつけるその型破りな広告宣伝は、従来の慣習に囚
われず進んで新しいことをする進取の精神に富む銀座の風土が呼び込んだものかもしれません。しかし、その後、前年の専売法制定により政府が煙
草の専売権を握ったことで明治３８年には廃業に追い込まれます。店舗があった場所で後に松屋が営業を開始します。
そのビルの隣には明治37年創業、文房具の伊東屋（現在は2丁目）。西洋文化をいち早く取り入れた伊東屋は創業時「和漢洋文房具」という文字

と併記して｢STATIONERY｣と英語表記の看板を掲げていました。昭和５年の一覧で気になるのが明治製菓です。大正５年創業の当社は大正13年
銀座売店を開業。売場と喫茶店はモダンでお洒落、昭和初期にはロケにも使われました。ちなみに明治ミルクチョコレートは大正15年の発売です。
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月と時期がやや異なります。

松屋呉服店
カフェナナ

アヲキ靴店

図４ 銀座三・四丁目【東】

8

松
屋
通
り

銀
座
マ
ロ
ニ
エ
通
り （フェンディ）

菓子商古月堂
（古川鼎三）

眼鏡商
松島佐助

麺麭商三河屋
（深沢吉五郎）

文房具
伊東屋

（伊東勝太郎）

子供洋服
鈴幸本店

（鈴木幸夫）

眼鏡
松島眼鏡店
（松島佐助）

玩具
キングトイズ
（三澤クラ）

明治製菓

印刷舗東頂堂
（渡辺光貞）

米国シンガー
製造会社東京支店

靴
篠原商店

（篠原庄吉）

大黒屋玩具店

松島眼鏡店

松屋銀座

ルイ･ヴィトン 松屋銀座店

時計類貴金属商
日英堂清水商店
（清水幸太郎）

乾海苔･玉子
松照節砂糖
板倉屋

（藤井三次郎）

株式会社
工商銀行

天狗煙草製造販売
薩摩其他織物
雑貨輸出入商
岩谷商會

（岩谷松平）

日本酒造火災保険
東京支店

玩具
大黒屋

徴兵保険 銀座ビルヂング

スズコー
婦人子供洋装店

伊東屋

●銀座三丁目 銀座通り東側（左境：銀座マロニエ通り/銀座二丁目側・右境：松屋通り/銀座四丁目側）

地下鉄出口（プラダ）

（バレンシアガ）

レストランシティ入口

（ロジェ･ヴィヴィエ）

（ディオール）

（クロエ）

（ミュウミュウ）

※カッコ内は銀座通りに面したショーウインドウのブランド

氷水菓子商
工商銀行

（小林太良吉）
花かるた古切手類

上方屋
（岩井タネ）

鞄靴商大鞄陳列所
第三鞆絵屋支店
（相場眞吉）

＊参考表「ものがたり銀座小史・付表Ⅱ銀座通り一～八丁目店舗変遷表 昭和5年12月20日」より 位置は写真と一致しない

呉服
岩谷呉服店

靴
アヲキ商店

松屋 龍光不動明王（屋上）
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10.銀座出世地蔵尊は三越屋上にある。
月例法要と4.10月の例大祭で拝める。

13．奥にみえるのが三越新館。新館
と本館はパサージュ（通路・あづ
ま通り）上空で一体化している。
通路はデザインや素材の統一など
の工夫が施されており賑わいの連
続性を重視したものとしている。
左手のビルは王子製紙本社ビル。

12.田屋は三越との共同ビルにある。その
ウインドウは季節とテーマに合わせた
ネクタイが彩る。生地はすべて自社工
房で織られている。令和2年1月撮影。

11三越銀座店ライオン像。日本橋
三越本店にある英国製ライオン
像の1/2の日本製ライオン像が昭
和47年、正面玄関に登場した。
火災予防運動の時は消防士姿にな
ることもある。地域貢献の一環と
いうことだ。ライオン像はロンド
ントラファルガー広場にあるネル
ソン記念塔下の獅子像がモデルと
され、英国彫刻家メリフィールド
が型どりバルトンが鋳造した。気
品と店格を表す三越の象徴的な存
在である。

14.多くの文化人から愛されてきた老舗
の高級洋食レストラン「銀座みかわ
や」は現在、三越新館と一体となり
パサージュに面してある。明治20年
食料品店として創業、終戦後、二代
目が横浜ホテルニューグランドの料
理長だったＳ．ワイルの指導を受け
フランス料理のみかわやとして再興
した。

銀座通り沿い 銀座四丁目 銀座通り沿い 銀座三丁目

15.銀座松屋の松屋通り側の入口角に
あるショーウインドウ。銘柄やテー
マが時期、店舗の催事等にあわせ変
化する。令和2年1月撮影。

18.「銀座共同溝」松屋銀座地下入口。銀座共同溝は昭
和43年旧建設省が施行した２キロに亘る施設。銀座
通り沿い百貨店など店舗が必要な電気 ガス 上下水道
が収容されている。御影石の歩道を工事で掘り起こす
ことなく管理できるようになった。

17.ルイヴィトン銀座松屋店のショー
ウインドウ。令和2年1月撮影。

16.松屋銀座、銀座通り沿いFENDIの
ショーウインドウ。令和2年撮影。

19．銀座通り3丁目歩道にある
「日本の道百選 銀座通」碑。
明治近代化のシンボル･銀座
とある。

20.松屋銀座本館部分、銀座通り沿い壁面。
透明なガラス壁がデザインの松屋を感じ
させる。松屋銀座の建物は増築でできて
おり大正14年竣工の本館、昭和2年竣工
の南館、昭和28年竣工の北館、昭和39
年竣工の」新館が一体となっている。

9.「三越銀座店」
銀座通り沿い本館は向かい
の和光本館同様に高さ31m
制限で建てられている。

（1919年都市計画法と市街地
建築法）。
銀座四丁目交差点から望む
この写真の左側の方に松屋
銀座が見える。

松屋銀座のショーウインドウが、
銀座通りを歩く人を楽しませる。

21.大正14年竣工の松屋
銀座本館を裏手のあづ
ま通りから見た壁面。
外付け鉄骨ブレースで
補強されている。
外壁の窓枠列が往時の
外観の名残りとして見
える。見逃しがちな裏
側ではあるが貴重な光
景と言えるだろう。



②三越の出店が復興期の銀座にもたらした良い効果。情報発信力。
震災後、続けて銀座に出店した百貨店は大衆化の時代を迎えます。

そして昭和5年、三越銀座店は開店します。三越の出店は復興期の銀座
に良い効果をもたらしたものと推し量れます。理由は①と②です。
①顧客との関係構築における先進性と経験の豊富さ。
三越の前身、越後屋呉服店は、江戸期、店前売り・正札現金掛値なし
という販売方法を世界初導入しました。明治期、日本橋三越本店は社
会的地位の高い顧客の満足を得る為の経験値を積み重ねてきました.。
②様々なメディアを活用した情報発信力。
日本橋三越本店はデパートメントストア宣言広告とともに明治37年に
日本初の百貨店として開業します。その後 日本初の企業PR誌の発行、
「三越の下足問題」（右欄参照）など消費者を巻き込む斬新な広告展開、
ファッションショーなどの情報発信力で消費を創出してきました。
その経験が大衆化した銀座の百貨店の魅力を押し上げ「手に届く豊か
さを実感する場」へと発展させたと思わせます。 「デパートが発信し
た洋装モードは1930年代に女性のファッションを、和装から和装･洋
装の混在へと大きくスライドさせていく。大佛次郎は『明るき洋装』

（三越1933年4月）に女性の洋装がこの２～3年で『都会の街路の風景
を一変させた』と記している。」（和田博文 「銀座の復興と三越」ADSTUDIES

VOL37 2011）という言葉に当時の銀座の街路を闊歩する女性の姿が浮
かび上ります。

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る⑦銀座三・四丁目（ＥＡＳＴ）編

『銀座の時層と来街空間』 その９ ⑥

図５ 銀座三・四丁目【東】撮影位置 写真番号

２．銀座三・四丁目の出来事から銀座の魅力を探る
明治元年 築地に外国人居留地 明治5年 新橋 横浜間に鉄道開通・丸の内 銀座 築地一帯大火

明治10年 銀座に煉瓦街 明治期 銀座に新聞社集まる
1899年（明治32年） 日本初の企業PR誌「三井呉服店案内 花ごろも」発行。
1904年（明治37年） 「株式会社三越呉服店」設立。日本橋三越が日本初の百貨店に。

（翌1月全国主要新聞に「デパートメントストア宣言」広告掲載）
1910～20年代（大正期）大戦後好景気 西洋先進文化進取、舶来品消費を刺激

後年、大正デモクラシーと呼ばれる運動や風潮が興る。
カフェープランタンに始まり銀座にカフェーが多くできる。

1920年代（大正末期から昭和初期） 西洋文化の影響受け若者文化モボ・モガ流行。
1923年（大正12年） 関東大震災発生。
1924年（大正13年） 松坂屋銀座店 開業（現 銀座6丁目）
1925年（大正14年） NHKラジオ放送開始 翌年全国に拡がる 「松屋銀座」開業

この頃､男性の洋装は普及しつつあったが女性の洋装は未普及。
1927年（昭和2年） 地下鉄浅草 上野間開通 昭和9年 浅草 銀座 新橋間開通。
1928年（昭和3年） 商号を「株式会社三越」と改める。
1929年（昭和4年） 銀座の柳が歌詞にある流行歌「東京行進曲」大ヒット
1930年（昭和5年） 関東大震災から6年、帝都復興祭が行われる。

四丁目までだった銀座に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。
地下1階地上6階の「三越銀座店」開店。

1932年（昭和7年） ネオルネッサンス様式「和光本館」 竣工（現 銀座4丁目）
1991年（平成３年） 全国百貨店の売上高ピークに。

2010年（平成22年） 三越銀座店、増床開店。

①銀座が繁華街の主役に躍り出るエポックの年、昭和5年。
三越銀座店が開業した昭和5年は銀座にとってエポックの年でした。そこに至る銀座の時層をあらためて追いかけます。

明治期を迎え、日本は近代化、西洋化の道を歩み始めます（文明開化）。築地に外国人居留地ができ、横浜と新橋を結ぶ鉄道が開
通します。銀座は西洋の人、物、情報、文化が流入する場所と隣接する地になります。鉄道開通の年、銀座大火で街は焼失、政府
は銀座を耐火構造の西洋風建物が並ぶ煉瓦街へと変え、街並みは一変します。しかし高額な家賃、建物への拒否感もあり空き家問
題が起こります。その解決の一助となったのが新聞社の銀座進出でした。人や情報の集まる立地にある銀座は新聞社にとって情報
収集の格好の場だったのです。その結果、銀座の街の情報も全国へと発信されます。第一次世界大戦後の好景気は人々の舶来品消
費を刺激します。大正デモクラシーと西洋文化の影響を受けた若者が銀座のカフェーを訪れモボ・モガ（モダンボーイ モダンガー
ル）が流行、大衆文化が銀座で開花しました。江戸期は無論、明治期においても賑わいの中心は日本橋でしたが西洋化の中でモダ
ン（近代化）と進取の気性に富む銀座の街が大衆化を身にまとい動き出します。そして関東大震災発生。東京の他の市街地同様、
銀座もほとんどを消失します。政府、東京市は土地区画整理、街路整備など帝都復興事業を展開します。復興の動きが早かったの
は銀座でした。震災翌年、翌翌年には百貨店の松坂屋と松屋が開業します。東京の住宅事情に目を向けると震災は旧市街地の外に
あった山の手へ移転する人々を生み、鉄道事業者の沿線開発とも重なりながら西側に新興住宅地が形成されました。この動きも旧
市街としては西側にある銀座への人の流れを促す布石となります。「銀座の柳」が歌詞冒頭に登場する流行歌、東京行進曲がラジ
オ放送で全国に流れ音盤はヒット、新たな媒体を通じて銀座の名を広めることにもなりました。そして昭和5年3月、帝都復興祭に
時期を合わせ、四丁目までだった銀座に尾張町などを加え五丁目から八丁目を起立。銀座西側の町も併合し銀座西一から八丁目を
起立、大きな「銀座」が誕生。その翌月、初の百貨店を日本橋に生んだ三越が銀座店を開店しました。こうして大まかに時層を追
うと、その時々、銀座は自らの立つ場所（立地）と時代の動きを自らの力としながら、人、物、情報、文化の流れを惹きこみ繁華
街の主役に踊り出たことがわかります。

■明治から昭和初期の三越広告例
・「デパートメントストア宣言」新聞全頁広告 明治38年
・「春の売り出し用ポスター図案・懸賞募集」 明治44年
（1等賞金1000円という当時未曾有の高額賞金に世間が驚く）

・「今日は帝劇 明日は三越」帝國劇場開場プログラム 大正2年
・「三越の下足問題」消費者参加広告のはしり 大正13年

三越呉服店は近く本修繕に着手致します。ついては本修繕落成の
暁には、店内を清潔に保つために、震災前の様に一々御下足をお
預かりいたしませうか。それとも御出入のご便利のために、現在
の様に靴下駄其儘にてご入来を願ひませうか」

・「三越のファッション・ショウ」 昭和2年
（参考 岡田芳郎「三越とパルコ 花開く消費文化」AD STUDIESVol.37 2011）
■ＰＲ誌「三越」1930年7月『初めて日本に来て』
三越が洋装モード発信の切り札として招聘したパリのデザイナーマニグ
リエーは来日するまで東京の女性の大半は洋装と思い込んでいたが、ア
メリカ式の建築が並び、自動車が行き来するのに女性の大半は和装であ
ることを知り、パリの最新モードを伝えるだけでなく日本の洋装の「パ
イロットになりたいと彼女は確信した。そのことがＰＲ誌で語られる。

（参考 和田博文「銀座の復興と三越」AD STUDIESVol.37 2011）

三越が明治から昭和初期に展開した広告、販促例。

22.三越銀座店
マーク
（看板の一部）。

23.松屋銀座
マーク
（正面外壁）。

22

23
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25.特別興行などで役者に贈られた品
を芝居小屋の木戸の前に積み上げて
披露する積物の慣習は古くからある。

26.歌舞伎座正面に立つと、その座紋
「鳳凰丸」を染め抜いた幕、提灯、瓦
が迎える。歌舞伎座落成時の座主、福
地源一郎が、法隆寺の賽物についてい
た鳳凰丸を気に入り座の櫓紋とした。

24.歌舞伎座正面左の絵看板

明治期、木挽町に帰ってきた江戸歌舞伎。歌舞伎座は5代目。

図６ 銀座三・四丁目【東】撮影位置 写真番号

26 272524

江戸歌舞伎と芝居小屋の流れは年表に記しましたので参照下さい。
細かな事実はともかくとしてこの年表が語るものは、.江戸歌舞伎は銀
座の近くで発祥し、木挽町は芝居の町としてとても賑わいましたが、
事件や幕府の統制があり、ずっと芝居の町だったわけではありません。
時は巡り明治22年、現在地で歌舞伎座が開場、以来130年の歴史を
刻んでいるという事です。
歌舞伎座は演劇改良運動に意欲的だった福地源一郎らがその理想を

実現すべく開場しました。演劇改良運動とは明治期、政府方針に基づ
き歌舞伎の近代化・高尚化を推進するようなものでしたが芝居の本質
からも観客からも遊離した面があり成果は上がらなかったようです。
その後、大正2年より松竹が歌舞伎座の興行、経営に携わるようにな
り現代への歌舞伎路線が見えてきました。
建物に話題を移すと初代建物の外観は洋風でした。明治44年完成の

第二期建物は純日本式の宮殿風、これは漏電により焼失します。第三
期は関東大震災の後、大正14年に奈良朝に桃山様式を併せた大殿堂、
第四期は空襲により大部分が失われる中、三期意匠の再現と近代設備
の導入を果たし昭和26年に再建されます。この建物は登録有形文化
財登録されましたが老朽化。平成25年に完成した第五期（現在）の建
物は歌舞伎座の瓦屋根、唐破風、欄干など四期の特徴的意匠と和風意
匠を継承した上で、オフィスタワーを併設した地下4階、地上29階建
て高さ145メートルの高い建物となりました（三菱地所設計 隈研吾建築都市

設計事務所の共同設計）。劇場の総座席数は1808席、歌舞伎の殿堂を謳う
だけあり見事な劇場空間となっています。当日販売の人気席、一幕見
席チケットを求めて並ぶ観客は街の景色を彩ります。鑑賞にはイヤホ
ンガイドや字幕ガイドサービスなど初心者や観光客にも優しい配慮が
されています。銀座の街にふさわしいおもてなしのある劇場といえま
しょう。東銀座駅の壁には定式幕風の三色がデザインされており芝居
見物の風情が楽しめます。定式幕は歌舞伎の舞台で使われる引幕で、
歌舞伎座は「黒・柿色・萌葱」のものが使われています。
劇場の正面右手、晴海通り沿いには、劇場 興行の無事、近隣の安寧

の守護として歌舞伎稲荷大明神が祀られています。
また、歌舞伎座正面から晴海通りを築地方面に向かい万年橋を渡る

と東劇があり、舞台公演を撮影上映するシネマ歌舞伎が楽しめます。
映像作品として成立しており役者の迫力ある表情が楽しめます。

２．銀座三・四丁目の出来事から銀座の魅力を探る

③明治期、木挽町に帰ってきた江戸歌舞伎。歌舞伎座は5代目。

1624年（寛永元年） 猿若勘三郎（初代中村勘三郎）中橋南地で猿若座櫓上げ。

1632年（寛永9年） 中村座（櫓上げ時 猿若座）禰宜町に移転。
1634年（寛永11年） 上堺町で村山座（後の市村座）櫓上げ。
1642年（寛永19年） 木挽町で山村座櫓上げ。
1660年（万治3年） 木挽町で森田座（後の守田座）櫓上げ。
1661年（寛文元年） 木挽町他3つの町以外での歌舞伎の興行が禁じられ官許となる。
1688年（元禄元年） 元禄年間に江戸と上方で歌舞伎が最初の隆盛期を迎える。
1714年（正徳4年） 江島事件で山村座廃止。中村座他江戸官許の芝居小屋は三座に。
1842年（天保13年） 天保の改革で江戸三座、強制的に猿若町へ移転。
1872年（明治5年） 守田座（後、新富座）が新富町移転。新富座へ改称。
1889年（明治22年） 「歌舞伎座」木挽町に開場。

歌舞伎座の座紋である鳳凰丸、この時期から用いられる。
1913年（大正2年） 松竹創業者の大谷竹次郎、歌舞伎座経営に携わるようになる。

松竹、第一回興行。翌年、歌舞伎座を直営とする。
1963年（昭和38年）都営地下鉄1号（後の浅草線）、営団地下鉄（東京メトロ）日

比谷線 東銀座駅開業。
2013年（平成25年） 建物は第一期から四期を経て第五期歌舞伎座タワーとなる。

【地名注（現在地）】
中橋南地→京橋一丁目付近 禰宜町→日本橋堀留町二丁目
上堺町→日本橋人形町三丁目 木挽町→銀座 猿若町→浅草6丁目 新富町→新富

【江島事件】
7代目将軍家継のとき、家継の生母月光院に仕えていた大奥女中の江島が､増上寺へ
の墓参りの帰り、懇意の呉服商の誘いで芝居見物に行き、その山村座の人気歌舞伎
役者、生島新五郎との密通疑惑を起こした事件。芝居の後、江島らが生島を茶屋に
招き宴会を行い大奥では絶対の門限に遅れたことによる。山村座は廃止となり、江
島は島送りとなった。

27.歌舞伎座正面右手の歌舞伎稲荷大明神。

28.かつて芝居小屋があった場所。左･中の「森田座」「山村座」跡は銀
座6丁目昭和通り沿いに隣接。「新富座」跡は新富町。芝居など一夜の
夢といわんばかりにその形跡は見当たらない。これも粋というものか。
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２．銀座三・四丁目の出来事から銀座の魅力を探る

1968年（昭和43年） 銀座通り大改修。歩道拡幅、電柱などをなくし共同溝へ。

1970年（昭和45年） 銀座で日本初の歩行者天国開始。

1971年（昭和46年） 「マクドナルド1号店」銀座三越に開店 。
1972年（昭和47年） テレビ番組『ぎんざNOW！』放映開始（10月）。

あさま山荘事件（連合赤軍10日間籠城）。
沖縄返還（戦後27年を経て復帰）。
田中角栄内閣成立。日中国交正常化（パンダ中国から贈呈）。
若者向けタウン誌「ぴあ」創刊。
「太陽にほえろ！」「旅の宿」「学生街の喫茶店」

1973年（昭和48年） 石油危機（第4次中東戦争 原油高騰）。
渋谷公園通り開発。渋谷パルコ開業。「銀座音楽祭」開始。
「危険な二人」「神田川」「日本沈没」。

1974年（昭和49年） 「セブンイレブン1号店」豊洲に開店。
上野「モナリザ展」公開、大行列。

「地下鉄有楽町線」池袋、銀座一丁目間で営業開始
「資生堂ザ・ギンザ」開業。

1975年（昭和50年） ベトナム戦争終戦。
不況深刻。完全失業者100万人突破。
「ニューファミリー」「22才の別れ」「欽ドン」

1976年（昭和51年） ロッキード事件。
戦後生まれが総人口の半数越え。
「荒井由実・あの日に帰りたい」「ポパイ」発刊。

1977年（昭和52年） 円高不況 平均寿命世界一
「ピンクレディ」「カラオケ」「SHIPS銀座店」開業。

1978年（昭和53年） 日中平和友好条約
「スターウォーズ」「サタデーナイトフィーバー」
「勝手にシンドバット・サザン」「東急ハンズ」開業。
銀座「博品館トイパーク」開業。

1979年（昭和54年） テレビ番組『ぎんざNOW！』放映終了（9月）。
共通一次試験実施。
「ジャパンアズナンバーワン」「渋谷１０９」開業。
「ウォークマン」「インベーダーゲーム]「三年B組金八先生」

1980年（昭和55年） 家庭内暴力。
「お笑い番組増え漫才ブーム」「とらばーゆ」創刊。

1981年（昭和56年） スペースシャトル打ち上げ。日劇閉館。
「オレたちひょうきん族｣｡｢不思議大好き(西武)」

1982年（昭和57年）「笑っていいとも！」（新宿スタジオアルタ）

ぎんざＮＯＷ！

④「ぎんざＮＯＷ！」の時代と「銀座フィルター」。
銀座のまちづくりの底流に「銀座フィルター」というものがあると銀座の人たちは考えています。「銀座フィルターとは、文書

や決まり事ではなく、銀座らしいものを選り分ける粋な不文律、紳士協定です。『言葉や数値でルールを定めなくても、銀座らしい
ものは、この目にみえないフィルターにかかって自然と消えて行く。銀座らしいものだけが生き残ってきた』」（一般社団法人銀座
インフォメーションマネジメント「銀座公式ウェブサイト GINZA OFFICIAL ヒストリー 」より）とのことです。
この番組の終了が、そのフィルターにかかったか否かはわかりませんが関東圏に住む特定の世代には記憶に残る番組がかつて銀座

のスタジオから流れていました。昭和47年から昭和54年までの7年間放送されたTBSの若者向けバラエティ番組「ぎんざNOW!」
です。そのスタジオ「銀座テレサ」は当時の銀座三越別館にあり、TBSの番組収録に多く使われていました。その頃の銀座三越は
マクドナルド1号店の出店などを含め若者向けの情報発信を意識していた様子がうかがえます。さて、この番組は、平日の夕方5時
台という中高生が帰宅後の開放された気分の中で観るにふさわしい内容で人気を博しました。初代の司会はラジオの深夜放送で人気
があったせんだみつお、人気コーナーには「素人コメディアン道場」や「音楽情報」がありました。素人参加型バラエティの草分け
的存在で、放送局の、番組を若者の情報発信源とする狙いは見事に成功しました。「素人コメディアン道場」が世に出る契機となっ
た出演者、関根勤（当時 ラビット関根）、小堺一機、竹中直人などは現在も各分野で活躍中です。アシスタントとしては榊原郁恵、
太田裕美も彩を添えました。またミュージシャンでは矢沢永吉のキャロルが曜日別レギュラーを務めた時期がある他、荒井由実やデ
ビュー間もないサザンオールスターズがゲスト出演するなど現在の大御所もこの番組を通過しています。またクィーンやキッスなど
来日中のミュージシャンも出演するなど話題に事欠かない番組でした。視聴者世代の当時と現在の年齢を右上に示しました。現在の
50代後半から60代前半辺りが該当します。銀座カルチャーとは異なるものと思えますが、一方で音楽が職業作曲家と歌手の分業に
よる歌謡曲の時代から自作自演の時代へ、コメディが関西発吉本新喜劇の流れや寄席演芸の時代から、学生や若者がアマチュアなら
ではの発想を武器にプロの扉を叩く新たなお笑いの時代へとシフトしていく中での象徴的な番組と捉えると、銀座の進取の気風と交
差したともいえます。また別の見方をすれば、若者との関係を街が模索する中で生まれたあだ花だったのかもしれません。番組が放
送されていた1970年代について銀座と若者の関係を軸に振り返ってみることにしましょう（ここからは話題の都合で西暦表記）。
1960年代の銀座は若者文化、流行の面でも主役の街でした。「みゆき族」の出現、銀座が舞台の映画も多く、銀座がタイトルを飾
るヒット曲も目立ちました（地下鉄銀座駅のホームの音楽は未だに「銀座の恋の物語」です）。その後、都電廃止と歩道拡幅など街
路整備を経て1970年代初頭、日本初の歩行者天国開始、マクドナルド1号店開店と銀座の話題が続きます。「ぎんざNOW!」開始
の1972年より東京の街と若者を巡る新たな変化が始まります。同年のタウン情報誌「ぴあ」創刊は、街と若者の関係をより多様化
させていきます。そして翌年の渋谷公園通り開発は渋谷を一気に若者の街へ押し上げます。またポパイ（POPEYE）を始めとした
若者向け情報誌を契機に若者は横浜も含め様々な街の魅力を知り、訪れるようになりました。こうした動きの中にあって、銀座に際
立った動きはなかったように見受けられます。家族を持ち始めた団塊世代との関わり方も含め銀座の模索期だったのかもしれません。
この時期の世の中の動きは上記の年表を参照して下さい。

昭和40年生れ 昭和35年生れ 昭和30年生れ

（1965年） （1960年） （1955年）

令和2年 （2020年） 55歳 60歳 65歳

昭和54年（1979年） 14歳 19歳 24歳
昭和47年（1972年） 7歳 12歳 17歳

1972年
～1979年

図７ 銀座三・四丁目【東】撮影位置 写真番号

スタジオ「銀座テレサ」は旧三越別館にあった。



今月の銀座
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世代記憶
時代痕跡

回帰する
場所

進取の
精神

広告
驚きの伝播

開かれた
空間

昭和モダン
への道程

29 「スターバックス」日本1号店は松屋銀座裏手の現在地に平成8年（1996
年）開店した。30. 「珈琲蕃」は愛煙家に親しまれた昭和な喫茶店だったが約
40年の歴史を閉じた。ウルトラマンA出演歴のある女優が営む繁盛店だった。
31. 「珈琲専門店 三十間（さんじっけん）銀座本店」は2013年開店、店名は
かつて三十間堀川が流れていた立地に由来するものだろう。

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「銀座三丁目・四丁目イーストサイド」です。

『昭和モダンへの道程』
昭和初期に銀座は「昭和モダン」の街として開花します。そこに
至る道程を明治期から急ぎ足で見ると銀座空間を巡り必然と偶然、
実態とイメージが絡み合い唯一無二の個性が生まれ育ち銀座は繁華
街の主役に躍り出ました。街が育つ道程のダイナミズムを思わずに
はいられません。
『回帰する場所』
江戸歌舞伎の芝居小屋は時の権力の意思のもとに移動･解体を余儀

なくされる存在でした。そして江戸期に芝居の街として賑わってい
た「木挽町」に回帰するかの如く明治に入り歌舞伎座が開場します。
そういえば観世能楽堂も銀座に回帰しました。芸の道のみならず遊
び、商売、人それぞれに「いつか帰る場所」として銀座を思う人々
も少なくないでしょう。
『広告・驚きの伝播』

PR誌というメディア開発、宣言や消費者参加型という広告手法、
など百貨店黎明期の三越の情報発信力には人を巻き込む力を感じま
す。手法は異なれど明治の煙草王、岩谷松平の街をメディアとした
天狗煙草の宣伝活動はまさに驚きの伝播力を感じます。その驚きが
人を新たな消費へと動かします。銀座には優れた宣伝史を有する資
生堂もあります。驚きの伝播とその先の新しい生活をデザインする
遺伝子が銀座にはあります。
『開かれた空間』
百貨店や大きな商業施設がひとつの街区を占める風景は街の賑わ

いを閉じた空間に押し込む一方で買い物の便利を生みます。一方で
狭い間口のお店が軒を連ね、不揃いだけれど変化に富んだ場所が銀
座にはあります。人の行き来を感じる開かれた空間です。双方の程
よい混ざり具合にも銀座の魅力を感じます。
『進取の精神』
従来の慣習に囚われず進んで新しいことを取り入れる。進取の精

神は洋装、洋食などの老舗にも息づいていました。現在の銀座をみ
るとその傾向はやや見えづらくなっているのも事実です。目を凝ら
して銀座発の新しいことを探してみるのも街歩きの一考です。
『世代記憶・時代痕跡』
銀座のスタジオから「ぎんざ」を名乗る番組が流れていた記憶は

特定の世代に限られるでしょう。それぞれの世代に感情を伴った特
有の記憶がこの街には多く宿っています。
また大正末期に竣工した松屋銀座本館が建物として現役であるこ

と、裏に回ると当時の痕跡があることは驚きです。隠れた名建築の
痕跡を発見するのもこの街を歩く醍醐味のひとつです。

＜引用文献＞
東京銀座ロータリークラブ青少年委員会『ものがたり銀座小史』大四章 震災復興後の銀座P102（東京銀座ロータリークラブ出版 1988年）
和田博文『銀座の復興と三越』P31 AD STUDIES VOL.37（公益財団法人吉田秀雄記念事業財団 2011）
＜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）
天野祐吉、石井幹子、枝川公一、藤森照信『銀座細見 懐かしい街角から、観る、買う、食べる情報まで』（講談社 1993年）
河竹登志夫『400年の旅しませんか かぶきロード』（演劇出版社 2004年）
岡田芳郎『WOMEN on the TOWN 三越とパルコ、花開く消費文化』P31 AD STUDIES VOL.37（公益財団法人吉田秀雄記念事業財団 2011）
＜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マネジメント「銀座公式ウェブサイト『GINZA OFFICIAL』」
Wikipedia「ぎんざNOW！」「銀座音楽祭」
Amazon.co.jp「テレビ開放区 幻の『ぎんざNOW』伝説（加藤義彦 著）」内容紹介
（各企業・団体のホームページ・公式サイト 歴史/沿革）
「三越」「松屋銀座」「歌舞伎座」「田屋」「銀座みかわや」他

（付）松屋通り沿いのカフェ・喫茶店にみる時の流れ
左から29 30 31

32 「樹の花」1979年開店の喫茶店。ジョンレノンとオノヨーコが訪れた店
としても有名。33.1922年創業の和菓子店「木挽町よしや」は路地に佇む。
名物はどら焼き。焼印をオーダーで施すことができる。34.「チョウシ屋」は
1927年創業。元コックの創業者が肉屋の総菜としてコロッケを考案した。

（付）旧木挽町に佇む老舗・名店 左から32 33 34
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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。第八回は「銀座五丁目・六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

江戸時代 1603-1868 江戸幕府は徳川家康から慶喜まで続く 江戸は世界有数の人口を誇る都市となる 1612年から1800年まで銀座役所が置かれる

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

江戸・寛永 1629年 女舞・女歌舞伎の禁止 外堀川に伊達政宗「数寄屋橋」建造

江戸・寛永 1632年 中村座、禰宜町移転

江戸・寛永 1634年 上堺町で村山座櫓上げ（後の市村座）

江戸・寛永 1642年 木挽町に山村座櫓上げ

江戸・寛文 1661年 木挽町他３つの町以外の歌舞伎興行禁止 「京橋大根河岸青物市場」この頃から始まる

江戸・延宝 1673年 江戸本町で三井越後屋（三越）開店

江戸・正徳 1714年 江島事件で山村座廃止

江戸・天保 1842年 天保の改革で江戸三座、猿若町へ移転

江戸・安政 1854年 ペリーと日米和親条約締結 下田と函館開港 ＊「ルイ・ヴィトン」フランス・パリ設立③

＊「ロイヤルアッシャー」オランダで創業④

明治元年 1868年 鳥羽伏見の戦い 戊辰戦争 江戸幕府消滅 徳川慶喜、上野・寛永寺に移る 築地に外国人居留地開設 「小松ストア」の起源、大衆食堂創業⑥

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④

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 松屋源流、鶴屋呉服店横浜創業、大正１５年移転③

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 「東京日日新聞（現毎日）」銀座移転④⑤

守田座、新富町移転  新富座へ改称

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7年 1874年 板垣退助ら自由民権運動始まる 築地外国人居留地に聖路加国際病院の前身設立 「銀座木村屋」日本独自の酒種あんぱん発売④

銀座大通り馬車道落成 「松島眼鏡店」開業③

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 岩谷松平、煙草販売業「天狗屋」開業③

明治14年 1881年 国会開設の詔 紳士洋品店「銀座モトキ」創業

明治16年 1883年 山県有朋　官報発行 浅草の田を埋立て六区に出店など移転 内幸町に「鹿鳴館」落成 「中央新聞｣絵入朝野新聞として創刊④

「田屋」小間物商として創業①→現④

明治20年 1887年 洋食「銀座みかわや」食料品店として創業④

明治21年 1888年 市制・町村制施行 「皇居・二重橋」完成 「東京朝日新聞社」創業⑤

「専修学校（現･専修大学）」開校③

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 鶴屋呉服店、神田の松屋呉服店買収③

明治29年 1896年 「日本酒造火災保険」創業③

明治37年 1904年 日露戦争 日本橋三越「ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄｽﾄｱ宣言」広告 初の百貨店「三越呉服店」開業 日本初文具専門店「銀座伊東屋」創業③→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④

「山崎高等洋服店」望楼のある洋館で開店④

専売法制定により岩谷松平、煙草業を廃業③

明治44年 1911年 国産飛行機奈良原式2号機飛行に成功 「歌舞伎座」第二期竣工 松山省三（洋画家）「カフェープランタン」開業

「日本橋」再架橋（石造2連アーチ橋へ） 「カフェーパウリスタ」開業⑧

大正2年 1913年 松竹「歌舞伎座」経営に携わり翌年直営化

大正3年 1914年 第一次世界大戦開戦 ルネッサンス様式の日本橋三越本店新館完成 東海道線駅「東京駅」開業 刃物「銀座菊秀」金物屋として創業②

大正5年 1916年 日本料理「はち巻き岡田」創業③

大正8年 1919年 前年の大戦休戦を受けパリ講和条約締結 都市計画法 市街地建築法銀座通り沿い高さ制限

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 丸の内に「東京會舘」開業 子供服「銀座いさみや」洋装生地店で創業。④

「京橋」架け替え（親柱現存） 第一徴兵保険ビルを松屋呉服店が借りる決定③

和菓子店「木挽町よしや」創業③

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

大正13年 1924年 普通選挙実施を求め第二次護憲運動 純国産車「オートモ号」市販 （都市復興計画で東京は新しい都市へ変貌） 「明治製菓」銀座売店を開業③

「松坂屋銀座支店」開店⑥

大正14年 1925年 NHKラジオ放送開始　治安維持法制定 貨物駅だった秋葉原駅が旅客営業開始 「新橋演舞場」開場⑤ 「松屋銀座」開業③

「歌舞伎座」第三期竣工 「松屋銀座」現存する本館部分竣工③
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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

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 中華料理「銀座アスター」開店①

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 元祖肉屋のコロッケ「チョウシ屋」創業③

リンドバーグ太平洋単独無着陸飛行 すき焼き割烹「吉澤」開店③

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 三越呉服店、商号を株式会社三越と改める 「山野楽器店」震災後の本店舗竣工④

昭和4年 1929年 世界大恐慌始まる 流行歌「東京行進曲」ヒット 復興橋梁として「数寄屋橋」外堀川に建設 2代目「交詢社ビル」竣工⑥

昭和5年 1930年 帝都震災復興式典（帝都復興祭） 復興視察の天皇巡幸 1673年創業「三越」銀座店開店④

新道路建設 銀座会館、美人座など大阪系カフェー進出 「ヨネイビル」竣工②

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 （株）東京宝塚劇場設立。後に東宝に。 ネオルネッサンス様式「和光本館」竣工④E

昭和9年 1934年 帝人事件 地下鉄 浅草（銀座）新橋間、開通 日比谷に「東京宝塚劇場」開場 アールデコ「電通銀座ビル」竣工⑦

昭和14年 1939年 第二次世界大戦開戦 「銀座文明堂」開店④（文明堂創業1900年）

昭和20年 1945年 東京大空襲　第二次世界大戦に敗戦 新宿東口を皮切りに「闇市」広がる 銀座は進駐軍接収施設の街となる 「松屋銀座」PX（進駐軍専用売店）で接収③

昭和23年 1948年 帝銀事件　昭和電工疑獄事件 書籍･雑誌･洋書販売の「近藤書店」創業④

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 東京映画配給（株）設立。1951年東映に改称 インド料理「ナイルレストラン」開店④

「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 「歌舞伎座」が復興・第四期建物で再開場 「ヤマハ銀座」開業⑦

木挽町を「銀座東」と改名（～1969年） グランドキャバレー「白いバラ」開業③

（三十間堀川埋立てで銀座と地続きとなる） 映画「銀座化粧」（成瀬巳喜男監督）

昭和37年 1962年 キューバ危機 「ホテルオークラ」開業 東京都人口１千万人突破 日活映画「銀座の恋の物語」公開③

都営地下鉄一号 営団地下鉄 東銀座駅開業

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 皇居前に「帝国劇場」開場 「銀座いさみや」子供服専門店に移行。④

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

アラブ輸出国機構設立 銀座共同溝２キロに亘り施行

「大銀座祭・花と光のパレード」開催

昭和44年 1969年 「パルコ1号店」池袋に開店 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45年 1970年 大阪万国博覧会 「ディスカバージャパン」（国鉄） 銀座で東京初の大規模な歩行者天国開始

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 「マクドナルド」１号店 銀座三越に開店④

昭和47年 1972年 あさま山荘事件 若者向けタウン情報誌「ぴあ」創刊 若者向け情報番組「ぎんざNOW」~1979年

沖縄返還 テレビ番組「太陽にほえろ」

田中角栄内閣成立

昭和48年 1973年 石油危機 渋谷公園通り開発「渋谷パルコ１」開業 地下鉄有楽町線、池袋 銀座一丁目間で営業開始 「銀座音楽祭」開始（1990年まで続く）

昭和49年 1974年 上野で名画「モナリザ展」公開大行列 「セブンイレブン１号店」豊洲に開店 宝塚歌劇「ベルサイユのバラ」ヒット

井上陽水「氷の世界」ヒット 「資生堂ザ・ギンザ」竣工⑦

昭和50年 1975年 ベトナム戦争終結　不況深刻化 団塊世代「ニューファミリー」へ

昭和51年 1976年 ロッキード事件 戦後生まれ総人口半数越 「POPEYE」創刊

昭和52年 1977年 円高不況 原宿に「カフェクレープ」開店 現「イグジットメルサ」開業⑤

平均寿命世界一に ピンクレディ人気 1号店「SHIPS銀座店」開業③

昭和53年 1978年 第二次オイルショック 日中平和友好条約 「池袋サンシャインシティ開業」 「博品館トイパーク」新築開業⑧

「東急ハンズ」「ラフォーレ原宿」開業

昭和54年 1979年 共通一次試験実施 「渋谷１０９」開業 木挽町通りに喫茶店「樹の花」開店④

昭和55年 1980年 家庭内暴力 漫才ブーム　「とらばーゆ」創刊

昭和56年 1981年 北炭夕張炭鉱ガス突出事故    ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ 「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

昭和57年 1982年 テレビ番組「笑っていいとも！」開始

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「天国」木造から建替え⑧

昭和59年 1984年 グリコ森永事件 「有楽町マリオン」開業 松屋の企業理念、生活文化創造集団に③

ロス疑惑 銀座 有楽町百貨店戦争始まる 「プランタン銀座」開業③

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 「王子製紙本社ビル」竣工④

全国百貨店の売り上げピークに ディスコ「ジュリアナ東京」閉業 「ウォータータワービル」竣工⑧

平成8年 1996年 薬害エイズ　アトランタ五輪開催 初台オペラシティ開場 「スターバックス」日本1号店開店③

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 区立住宅「銀座ファーストビル」竣工①

毒物カレー事件 「銀座都市計画会議」発足 邦画専門名画座「並木座」廃業②

平成12年 2000年 沖縄サミット開催 都営地下鉄大江戸線開通 「丸の内ビルディング」竣工 「東京銀座資生堂ビル」開業⑦高さ56m

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 「銀座三越」新館と一体型増床で改装開店④

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 「ソラリア西鉄ホテル銀座」開業④

平成25年 2013年 安倍内閣 消費税８％閣議決定 副都心線と東横線直通運転開通 「歌舞伎座タワー」新装開場 「ルイヴィトン（松屋銀座）」改装③

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 ホテル「東急ステイ銀座」開業③

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 「相鉄フレッサイン銀座三丁目」開業


