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①

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。

序 「 街 」を歩くということ

＜最終回 結びにかえて＞

「表通り」があり「裏通り」がある。

２０２０年、春。街から人が消えた。

「横丁」があり「路地」がある。

新型コロナウィルスが世界的に感染拡大（パン
デミック）し、我が国においては４月に緊急事
態宣言が発令されました。私たちは今まで多く
の人が経験したことのなかった世界で、この見
えない敵との長い闘いの渦中にあります。

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。

銀座からも人の姿が消えました。
１５２年続いた歌舞伎座向かいの老舗弁当店は
廃業ヘ追い込まれました。
私たちは多くのことに気づかされます。
街を訪れ、気ままに歩き、街を楽しみ、街に学
ぶということが、どんなに恵まれた行為であっ
たかということ。
商業、飲食業、芸術芸能などの人の営み、歩
く、装う、食べる、観る、交わす、笑う、街の
景色は人の気配とともにあること。
グローバル社会に街は生きるということ。
疫病が人類の歴史に及ぼした影響を思い知らさ
れるということ。第一次世界大戦の終結を早め
たことにスペインかぜの影響があるといいます。
大戦後の好況と洋風化の波の中で銀座は主役に
躍り出るという因果の不思議も感じます。
最終回では、毎回のまとめとした「銀座の魅
力（今月の銀座）」キーワードを一覧するとと
もに、毎回の話題に沿って掲載してきた「銀座
の年表」を一部改訂しながらひとまとめにいた
しました。世の中の動きの欄には疫病関連の事
象も追加いたしました。火災、戦争などの災厄
を乗り越え生まれ変わってきた銀座の明るい未
来を祈りつつ、ハイライフ研究所ホームページ
掲載のバックナンバーとともに「お家で」眺め
ていただければ幸いです。そして時期がきたら
「街」を歩きはじめてください。
一年間の連載、お読みいただき誠にありがとう
ございました。

令和二年春 人の気配が消えた銀座通り（三丁目付近）
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②

２．「銀座の時層」銀座の魅力のキーワード 一覧
連載第一回から十回までのまとめをふりかえる
令和元年6月の第一回から令和２年３月の第十回まで、毎回「 今月の銀座」タイトルの下、銀座の魅力を６つのキー
ワードで示してきました。３回目以降は、銀座通りを挟み西と東に街を分け、二つの「丁目」毎にその時層を追いかけてい
ますので、キーワードもそれぞれの場所に因るものですが、銀座全体の魅力にも通ずるものを感じます。
改めて この60個のキーワードとともに「銀座」に思いを馳せていただければ幸いです。当初、この項は銀座の魅力の集
約を目論むものでしたが、こうして60個の言葉を並べると、ひとつひとつの要素が関わり合いながら豊潤な魅力を形成し
ている、それが銀座、との思いを強くします。言葉たちを俯瞰的に眺望し、それぞれの目線から銀座ならではの深い魅力を
味わってみて下さい。
※キーワードの説明についてはハイライフ研究所ホームページ掲載のバックナンバーを参照ください。
（右端のURLをクリックいただくと、バックナンバー各回に飛ぶことが出来ます）

取り上げた内容

「銀座の魅力」キーワード

1

基本情報
位置と歴史

丸の内
東京駅
（つなぐ）

日本橋
（あきない）

築地・豊洲
（たべる）

新橋
（のむ）

日比谷
（みる）

霞が関
（おおやけ）

https://www.
hilife.or.jp/fu
kuyo2019/fuk
uyo2019_01.
pdf

2

明治期

外国人居留地

銀座煉瓦街

新聞社
文化人

銀座
（名前の力）

老舗
創業

新橋停車場

https://www.
hilife.or.jp/fu
kuyo2019/fuk
uyo2019_02.
pdf

1・2丁目西

川・暗渠
水の街

職人の往来

https://www.
hilife.or.jp/fu
kuyo2019/fu
kuyo2019_03
.pdf

明治の老舗

表通りと路地

https://www.
hilife.or.jp/fu
kuyo2019/fuk
uyo2019_04.
pdf

https://www.
hilife.or.jp/fu
kuyo2019/fuk
uyo2019_05.
pdf

https://www.
hilife.or.jp/fu
kuyo2019/fu
kuyo2019_06
.pdf

3

4

5

6

3・4丁目西

5・6丁目西

7・8丁目西

市場の記憶

文化の香り

先駆けの風土

時間（とき）
の街

社交と立志

御門へ通じる
道

粋と美

モダン建築

街の足跡
道幅と間口

美を育てる

芸事文化

変化を
受け容れる

路地のある
暮らし

欧米文化の
水先案内

ローカル
と
グローバル

どこまでも
時計

嗜好水
の都

芸妓の気配

祈りの空間

ＲｅＢＯＲＮ
力

表裏一体

学びの都

https://www.
hilife.or.jp/fu
kuyo2019/fu
kuyo2019_08
.pdf

進取の精神

世代の記憶
時代痕跡

https://www.
hilife.or.jp/fu
kuyo2019/fu
kuyo2019_09
.pdf

川の記憶

https://www.
hilife.or.jp/fu
kuyo2019/fu
kuyo2019_10
.pdf

不易と流行

和洋混交

路地の風通し

昭和モダン

7

7・8丁目東

水辺の記憶

表と裏
主と脇

8

5・6丁目東

生（なま）
と
発明

地元愛

贔屓に応える

3・4丁目東

昭和モダンへ
の道程

回帰する場所

広告
驚きの伝播

開かれた空間

棲む人の気配

時計と
ダイヤモンド

たのしみを
つくるひと

9

10

1・2丁目東

猥雑と洗礼

老舗のある街

世間遺産

https://www.
hilife.or.jp/fu
kuyo2019/fu
kuyo2019_07
.pdf
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③

３．「年表統合版」年表で辿る銀座の時層
江戸以前から江戸期、明治、大正、昭和、平成、令和を辿る
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。
江戸以前から江戸・享保期（１３３６年～１７３２年）
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
室町時代
室町・貞和
安土桃山

文化・芸術・街の動き

1336ｰ1573 足利尊氏が室町幕府開府
関が原の戦い

1600年

関ケ原の戦い

1601年

徳川家康、東海道に傳馬制度を設ける

江戸・慶長

桃山建築（姫路城）・襖絵屏風・茶の湯

現銀座本店⑤

英国 東インド会社設立

1603-1868 江戸幕府徳川家康～慶喜 15代続く
1603年

後の銀座位置は日比谷入江の東側「江戸前島」
香の「香十」創業

年間

安土・慶長
江戸時代

商業・飲食業・産業・建物・文化・流行
「塩瀬総本家」奈良で創業⑤（現 明石町）

1349年
1573-1603 豊臣秀吉が天下統一

安土・天正
安土・慶長

都市計画・交通・周辺地区

金閣寺・能楽・御伽草子・水墨画・幽玄

江戸幕府開府

江戸は100万人以上の人口を誇る都市となる
出雲の阿国

京都で歌舞伎踊初演

現･銀座に1612年から1800年まで銀座役所設置

第一回天下普請で日本橋・京橋地区の街並整備
・天下普請の一環で外濠川、京橋川造成始まる
・「日本橋」「京橋」創架

江戸・慶長

1604年

日本橋を起点とした五街道の整備開始

江戸・慶長

1611年

慶長三陸地震

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

キリシタン禁令

駿府の銀貨鋳造所（銀座）を新両替町に移転②

名古屋本町で呉服小間物「いとう呉服店」
（後の松坂屋）創業⑥

明
治
江戸・元和
三
十
江戸・嘉永
五
江戸・寛永
年

「銀座」という町の通称が今に残ることになる

水路「三十間堀川」開削
1617年

日光東照宮社殿竣工

吉原遊郭の開設許可

和菓子「萬年堂」京都にて亀屋和泉の名で創業

1624年

スペイン船の来航禁止

猿若中村勘三郎、中橋に猿若中村座櫓揚

←（京橋に「江戸歌舞伎発祥の地碑」がある）
外堀川に伊達政宗、木橋の「数寄屋橋」架橋

戦後、銀座に移転⑧⑤

＊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
日比谷入江の住人、銀座地区の外堀川へ移住
＊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

1628年

江戸・寛永

1629年

キリシタン狩りの絵踏み始まる

女舞・女歌舞伎の禁止

江戸・嘉永

1632年

旗本諸法度を定める

中村座（櫓上猿若座）、禰宜町へ移転

江戸・嘉永

1634年

徳川家光上洛

上堺町で村山座、櫓上げ（後の市村座）

江戸・寛永

1635年

武家諸法度改定 外様大名参勤交代制度化

江戸・寛永

1642年

譜代大名にも参勤交代命じる

江戸・明暦

1657年

明暦の大火

第二次鎖国令

八丁堀に町奉行の居住する組屋敷が成立
木挽町に山村座、櫓上げ
明暦の大火で江戸市街の７割を消失

明暦の大火で江戸城本丸・二の丸消失
大火後、築地造成、築地川を中心に掘割を整備
外堀通りを裏通りとして整備、その際、数寄屋
通りは入れ替わるように消滅
木挽町に森田座（後の守田座）櫓上げ

江戸・万治

1660年

江戸・寛文

1661年

相対済令

江戸・寛文

1663年

武家諸法度改定 殉死の禁止

江戸・寛文

1664年

英国ロンドンでペストが流行

江戸・寛文

1665年

英国ロンドン7万5千人がペストで死亡

江戸・延宝

1673年

分地制限令（田畑分割相続の制限）

江戸・延宝

1675年

江戸・延宝

1680年

世襲代官制廃止、代官の官僚化を進める

江戸・貞享

1687年

徳川綱吉、生類憐れみの令

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

文治政治へ 江戸市中の花火禁止

京都寺町本能寺門前で「鳩居堂」創業⑤
「京橋大根河岸青物市場」設置（京橋）

初代市川團十郎が江戸で荒事を演じる

江戸本町で呉服屋 越後屋（三越）開業
「玉屋」創業（眼鏡・現銀座ASビル）③
西本願寺、築地で再建･現築地本願寺

米田屋洋服店
袋物商 宮内省御用達 足袋商海老屋 呉服太物商 酒類両替 洋品問屋
合名会社
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
（柴田光之助） 洋傘商 亀甲堂 キリンビール本店（橋本冨次郎） 越後屋商店（早川喜兵衛） 尾張屋
大倉組
甲斐絹屋
松尾芭蕉「奥の細道」奥州へ旅に出る
1689年
（山口幸次郎）
明治屋 諸活版販売

江戸・元禄
江戸・元禄

1700年

金銀銭三貨の比価を定める

江戸・元禄

1702年

赤穂浪士、吉良邸討ち入り

江戸・宝永

1707年

宝永の大噴火（富士山大噴火・宝永山できる）

江戸・宝永

1710年

江戸・正徳

1714年

江戸・享保

1716年

江戸・元禄

活版印刷所廣明堂
数寄屋橋門内に南町奉行所設置
朝鮮通信使の江戸参府に伴い「新橋」北詰に
芝口御門建造
（1713年） 貝原益軒「養生訓」を著す

徳川吉宗将軍 享保の改革

1732年

享保の大飢饉

廃止 江戸官許の芝居小屋は中村座ほか三座に
享保年間、京橋川右岸に白魚屋敷置かれる①

江戸で謎の疫病の流行で8万人死亡
江戸・享保

「江島事件」で山村座、

翌年、両国にて施餓鬼とともに花火打上

石蝋水油
販売所
（渡辺てつ）

「丸八（薬店）」創業（現松沢ビル）③
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④

３．「年表統合版」年表で辿る銀座の時層
江戸以前から江戸期、明治、大正、昭和、平成、令和を辿る
江戸・宝暦期から明治５年（１７５５年～１８７２年）
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

江戸・宝暦

1755年

江戸・宝暦

1761年

江戸・明和

1768年

翌年（1769年）インフルエンザ流行

江戸・安永

1780年

翌々年（1782年）天明の飢饉始まる

江戸・寛政

1792年

江戸・寛政

1793年

フランス ロペスピエール恐怖政治始まる

江戸・寛政

1800年

伊能忠敬、測量を開始

江戸・享和

1802年

蝦夷奉行を函館奉行に改称する

江戸・文化

1804年

ロシア使節レザノフ、長崎来航

江戸・文化

1808年

間宮林蔵、樺太を探検

江戸・文化

1816年

政治・経済・社会
宝暦治水事件

文化・芸術・街の動き

都市計画・交通・周辺地区

宝暦の大飢饉

商業・飲食業・産業・建物・文化・流行
京橋南伝馬町に藍染「越後屋」創業②

山東京伝（岩瀬醒）、深川木場で誕生①
上田秋成「雨月物語」

「越後屋」呉服店として現在で地営業②
仏具「銀座 安田松慶堂」創業②⑦
山東京伝「京屋伝蔵店」を新両替町に開業①
「銀座」制度大改正、蛎殻町へ移転

「大黒屋」食品卸売りで現在地に創業⑤

十返舎一九「東海道中膝栗毛」
「銀座松崎煎餅」芝で創業 1865年銀座移転④⑥
江戸湾岸に砲台建設

伝統工芸品「銀座平野屋」日本橋で創業⑥
山東京伝 没、両国回向院の墓に眠る①

江戸・文政 1818-1831 1818年英国人浦賀に来航 幕府貿易を拒否

呉服専門店「銀座むら田」文政年間創業⑥

江戸・文政

1828年

シーボルト事件

三十間堀川、河岸地が広げられ堀幅は十九間に

江戸・天保

1833年

天保の大飢饉始まる

江戸・天保

1834年

米価上昇で各地一に揆、打ちこわし発生

江戸・天保

1837年

大塩平八郎の乱

(1814 葛飾北斎「北斎漫画」刊行開始）

＊「ティファニー」米国ニューヨークで設立②

モリソン号事件（浦賀で米国船砲撃）

(1825鶴屋南北の東海道四谷怪談初演）

和装小物「銀座くのや」糸物商として創業③

天保の改革で江戸三座 猿若町へ強制移転

歌川広重「東海道五十三次」ヒット

江戸・天保

1842年

アヘン戦争 英国 清国南京条約

江戸・弘化

1847年

オランダ、幕府に再度開国を要求

江戸・嘉永

1851年

仏大統領ナポレオン三世独裁権力掌握

江戸・嘉永

1852年

オランダ商館長、米国来航情報告げる

江戸・安政

1854年

ペリーと日米和親条約締結

千疋屋総本店、日本橋創業⑤

＊「カルティエ」フランス・パリで設立②
木挽町に佐久間象山、兵学塾を開く⑥
陶器「小柳」創業（現ギャラリー小柳）①
下田と函館開港

＊「ルイ・ヴィトン」フランス・パリ設立③

（前年、軍艦4隻引き連れ浦賀に来航）

＊「ロイヤルアッシャー」オランダで創業④

江戸・安政

1857年

米大統領親書携えハリス登城

江戸・安政

1858年

コレラ長崎上陸、江戸へ拡がり大流行に

江戸・万延

1860年

桜田門外の変（水戸浪士ら井伊直弼暗殺）

江戸・文久

1862年

麻疹（はしか）大流行 江戸で24万人死亡

江戸・文久

1863年

下関事件

江戸・慶応

1865年

元治から慶応に改元

江戸・慶応

1866年

徳川慶喜十五代将軍

江戸・慶応

1867年

大政奉還（慶喜が政権を返上）

ノーベル、ダイナマイト発明

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

長州藩、外国船砲撃

江戸城無血開城

この頃、広重「名所江戸百景」を画く

歌川広重・名所江戸百景「京橋竹がし」発表①
福澤諭吉、慶應義塾前身の蘭学塾開く 明石町

勝海舟 福澤諭吉 咸臨丸で渡米
米国、奴隷解放宣言発布

銭湯「金春湯」創業⑧

ルイスキャロル「不思議の国のアリス」

「松崎煎餅」芝から銀座へ移転④⑤

薩長同盟密約成立 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
「銀座三河屋」創業（江戸伝統調味料）⑧
築地に外国人居留地開設

王政復古

「小松ストア」の起源となる大衆食堂創業⑥
足袋 手拭 和装小物「銀座大野屋」創業⑤

明治新政府発足

「つやふきん佐々木（佐々木商店）」創業①
和装小物「金春通り伊勢由」日本橋創業⑧
江戸前弁当「木挽町辧松」仕出料理で創業⑤

明治2年

1869年

造幣局設置

金座、銀座は廃止となる

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

世直し一揆が全国で起こる

までが起立

松屋源流の鶴屋呉服店、横浜石川町で創業③

五稜郭で榎本武揚ら降伏 戊辰戦争終わる
明治3年

1870年

パリで革命が起こりフランス共和制に

明治4年

1871年

廃藩置県

明治5年

1872年

富岡製糸場操業開始

遣欧使節団派遣

田畑永代売買禁止令 廃止

「亀屋鶴五郎商店」唐物屋として創業、後に銀座⑦

この頃より牛鍋屋にぎわう
東京初の西洋料理店「精養軒」築地開店

明治初期「対鶴館」亀岡勝知が旅館として創業⑤

新橋停車場完成

日報社「東京日日新聞（現 毎日新聞）を創刊、

東京ー横浜間に日本最初の鉄道開業

「報知新聞」（郵便報知新聞）4創刊⑥

和田倉門から失火、銀座一帯に大火襲う

明治7年に銀座移転④⑤

守田座、新富町へ移転、新富座へ改称

「資生堂」日本初の洋風処方調剤薬局として

芝口金六町に芝口北紺屋町等を編入、南金六町

創業⑧

起立

和菓子「萬年堂」京都から東京に移転⑧⑤
両国若松町で「米津風月堂」開業⑥②
「日新真事誌」創刊、翌年銀座移転④

『銀座の時層と来街空間』 最終回

⑤

３．「年表統合版」年表で辿る銀座の時層
江戸以前から江戸期、明治、大正、昭和、平成、令和を辿る
明治６年から明治２２年（１８７３年～１８８９年）
注：①から⑧の丸数字は関連する銀座の丁目
時代

年

明治6年

1873年

明治7年

1874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

太陽暦採用 キリスト教禁教の解禁

両国で花火が復活

新市街地建設で銀座に煉瓦街建設（完成10年） 「大倉組商会」設立③

徴兵令発令

商業・飲食業・産業・建物・文化・流行

外堀通り拡幅

板垣退助ら自由民権運動始まる

二階建て乗合馬車運行

築地外国人居留地に聖路加国際病院の前身設立

「松島眼鏡店」創業③

銀座大通り馬車道落成

「銀座木村屋」日本独自の酒種あんぱん発売④
鞄の「タニザワ」の母体、人形町に創業①
楽器店「銀座十字屋」創業③
服部時計店創業者の服部金太郎、八官町の大時
計で有名な小林時計店を見て時計商の志固める

明治8年

1875年

江華島事件（李氏朝鮮との戦いに勝利）

「京橋」木橋から石造へ改架(石造親柱 現存）

東芝創始者、田中久重が電信機工場創設。

平民苗字必称義務令公布（苗字義務化）

尾張町に森有礼、商法講習所を開講⑥

「田中製作所」を経て東芝の発祥となる⑧
「ギンザのサヱグサ」銀座３丁目移転③

明治9年

1876年

帯刀禁止令公布

「上野公園」開園

社会基盤整備と殖産興業を推進する官庁工部省

ワイシャツの「大和屋シャツ店」横浜創業⑥

の電信寮碍子試験所発足 近代的物品購入検査

「東京日日新聞」銀座5丁目（尾張町）移転④⑤

開始⑧

「秀英舎本社（現DNP）」弥左衛門町創業④
「銀座三河屋」新橋に創業、当年銀座移転⑧

明治10年

1877年

西南戦争

政府勝利

東京大学設立

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

↑スローガンは富国強兵・殖産興業

東京凮月堂の前身「米津風月堂」銀座出店⑥②

コレラ大流行、帰還軍隊移動で地方伝播
明治11年

1878年

東京証券取引所開設

「読売新聞本局日就社」銀座移転①
文学者 物理学者の寺田寅彦誕生

大久保利通暗殺
明治12年

1879年

明治13年

1880年

琉球処分 沖縄県を設置
日本でコレラ最大級の流行始まる
集会条例 自由民権運動弾圧

江戸由来の履物「銀座与板屋」創業⑤

「泰明小学校」開校（煉瓦建築）⑤

「伊勢由」日本橋若松町に創業⑧

木挽町に日本初の商工会議所設立⑥
東京地学協会（会長 榎本武揚）創立③

永井荷風、誕生

芸大に現存する東京最古の煉瓦建築竣工

日本初の馬車鉄道会社、東京馬車鉄道設立

高級時計、宝飾品、鉄道模型の「天賞堂」印房
店として創業⑥④
日本初の社交倶楽部「交詢社」設立⑥
明治の煙草王 岩谷松平、煙草販売業「天狗屋」
開業③
「鳩居堂」宮中御用を務める為、銀座出店⑤
商社「高田商会」創業③①

明治14年

1881年

国会開設の詔

「服部時計店（現・和光）」京橋采女町創業④

板垣退助が自由党を結成
明治15年

1882年

日本銀行開業

紳士洋品店「銀座モトキ」創業⑦④
「上野動物園」開園

大隈重信が立憲改進党を結成
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移転

明治17年

1884年

朝鮮半島で甲申事変勃発

上野不忍池に競馬場完成

銀座に「アーク灯」点灯（②に記念碑）

日本初のステッキ専門店「タカゲン」創業⑥

新橋～日本橋間に軌道を走る初の馬車鉄道開通

「京橋勧工場」開店①

英国建築家コンドル設計「鹿鳴館」開場 内幸町

「中央新聞｣絵入り朝野新聞として創刊④
＊「ブルガリ」イタリア・ローマで設立②

ドイツ細菌学者コッホ、コレラ菌発見

「空也（もなか）」上野池之端で創業⑥
「明治屋」横浜で船舶納入業として創業②

明治18年

1885年

太政官制廃止、内閣制度発足

そば屋「よし田」創業⑦⑤

第一次伊藤博文内閣発足

「銀座寿司幸本店」新橋→戦災後、銀座へ⑥

コレラ大流行、長崎港から侵入

天ぷら「銀座天国」屋台店として創業③

中国雲南省起源のペスト広がる

１９２４年、２０２０年移転⑧
紳士服ﾈｸﾀｲ「田屋」洋小間物商として創業①④
「明治屋」横浜で船舶納入業として創業②
「教文館」キリスト教の出版社･書店として
築地で創業④

明治19年

1886年

明治20年

1887年

明治21年

1888年

ノルマントン号事件

谷崎純一郎、蛎殻町で誕生

日本赤十字社、国際赤十字へ加盟
二葉亭四迷「浮雲」

金箔雑貨「金座GINZA」日本橋で創業 移転
洋食「銀座みかわや」食料品店として創業④

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
ミルクホール「千里軒」開店②
広告業「広目屋」創業、1897年移転①

明治22年

1889年

大日本帝国憲法発布

東海道線全通（新橋ｰ神戸）

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

（歌舞伎座の座紋である鳳凰丸はこの時期から

鶴屋呉服店 神田の松屋呉服店買収で東京進出③

用いられるようになる）

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⑦

『銀座の時層と来街空間』 最終回

⑥

３．「年表統合版」年表で辿る銀座の時層
江戸以前から江戸期、明治、大正、昭和、平成、令和を辿る
明治２３年から明治３８年（１８９０年～１９０５年）
注：①から⑧の丸数字は関連する銀座の丁目
時代

年

明治23年

1890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

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）

北里柴三郎 破傷風の血清療法発見

森鴎外「舞姫」

東京電気前身「白熱電球製造所」設立④

東京市内と横浜市内及び両市間での電話

徳富蘆花「国民新聞」（東京新聞前身）創刊⑧

交換業務開始

和菓子、富貴寄の「銀座菊廼舎」歌舞伎煎餅で
創業⑤
鶴屋呉服店、今川橋松屋呉服店を買収継承③
歌舞伎座裏「柏屋菓子店」創業④

明治24年

1891年

足尾銅山鉱毒事件

神田駿河台「大聖堂ニコライ堂」竣工

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

「教文館」銀座に書店を開店③④
日就社（読売新聞の発行所）に客員として坪内

＊「ｱﾊﾞｸﾛﾝﾋﾞｰ&ﾌｨｯﾁ」米国で創業⑥

逍遥が参加。逍遥は連載小説掲載を提案。尾崎

黒岩涙香により「萬朝報」創刊②

紅葉「金色夜叉」（明治30年ｰ35年）人気に

ピアノ･オルガン製造「松本楽器」（現 山野
楽器）創業④
貴金属の現 「GINZA TANAKA」浅草創業①
時計の「日新堂」前身、秋田県で創業⑦

明治26年
明治27年

1893年
1894年

小学校祝祭日の唱歌 君が代など制定

神谷伝兵衛が浅草「かみはや銘酒店」で

御木本幸吉、世界初の真珠養殖に成功④

カクテルを発売

＊「ダンヒル」英国ロンドンで設立

日清戦争勃発

果実「銀座千疋屋」総本店暖簾分け創業⑤

香港を契機にペスト、世界に流行拡大
北里柴三郎 ペスト菌発見
明治28年

1895年

下関条約調印

元祖あんみつの「銀座若松」創業⑤
樋口一葉「たけくらべ」

「服部時計店（現・和光）」現在地へ移転④

コレラ、日清戦争帰還兵 軍役夫から流行

「岩崎眼鏡店」銀座で創業⑥

この年4万人余り死亡

＊「スワロフスキー」オーストリアで創業⑧
ポークカツレツ考案洋食店「煉瓦亭」創業③
甘味処「銀座立田野」日本橋で創業⑦

明治29年

1896年

第一回オリンピック（アテネ）

アメリカでフォード一号車完成

「日本酒造火災保険」（現 ＳＯＭＰＯ）創業③

明治30年

1897年

清水寺、法隆寺金堂などが初の国宝に

尾崎紅葉「金色夜叉」

「実業之日本社」創業①

赤痢大流行、日本年間患者数9万人超える 正岡子規ら、俳句雑誌ほととぎす創刊

米井源治郎、匿名組合磯野商会設立②

志賀潔、赤痢菌発見

鰻「竹葉亭」本店」銀座に出店⑧⑤

明治31年

1898年

第一次大隈重信内閣成立

国木田独歩「武蔵野」

スーツケース「リモワ」の前身ドイツで創業⑦

明治32年

1899年

日英通商航海条約実施（法権税権回復）

日本初の企業ＰＲ誌「三井呉服店案内・

「御木本真珠店」与左衛門町に開設④

アメリカ製自動車、初の輸入

花ごろも」発行

「三共商店」（三共、現在の第一三共）設立②

大阪で鳥井商店（現 サントリー）開業、

日本初「恵比壽ビヤホール」誕生⑧⑦

ぶどう酒の製造販売開始

「帝国博品館勧工場」（博品館）創業⑧

上野と新橋に初の公衆電話設置

「天賞堂」洋風2階建て大店舗建立④

明治33年

1900年

伊藤博文 立憲政友会結成
公衆衛生基本法、下水道法公布

天保2年京都創業の「高島屋」紺屋町に開業②
浅草創業の時計商「伊勢伊」銀座進出①

明治34年

1901年

八幡製鉄所を建設

与謝野晶子「みだれ髪」

「黒澤商店（クロサワ）」弥左衛門町創業④⑥
味の素創業者、鈴木三郎助、弥左衛門町創業④
「中華第一楼」神保町で創業・戦後 銀座へ②
「電報通信社（電通）」前身 弥左衛門町創業④

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

洋服・オーダーシャツ「銀座ナカヤ」創業⑤
資生堂、店舗内にソーダファウンテン設置
ソーダ水製造販売で「資生堂パーラー」始動⑧

明治36年

報知新聞でグルメ小説「食道楽」連載

1903年

銀座通りに路面電車開通（東京電車鉄道）

煙草喫煙具販売店「銀座菊水」創業⑥

初の洋式公園「日比谷公園」開園

銀座最古の注文紳士服「高橋洋服店」創業④
鶴屋呉服店、「松屋呉服店」へ改称③
「御木本真珠店」銀座４丁目進出④

明治37年

1904年

日露戦争

明治38年

1905年

日露戦争終結

ポーツマス条約

日本の結核死亡率、10万人当たり200人超に

日本橋三越 デパートメントストア宣言→ 初の百貨店「三越呉服店」日本橋開業

日本初文具専門店「銀座伊東屋」和漢洋文具店

翌年1月全国主要新聞に広告掲載

（株式会社設立）

として銀座3丁目に創業③②

夏目漱石「吾輩は猫である」

日比谷公園に日本初の「野外音楽堂」

ネクタイ･紳士洋品「銀座田屋」創業④
専売法制定により岩谷松平、煙草業を廃業③
「山崎高等洋服店」望楼のある洋館で開店④
初の総合美容室「ハツコエンドウ」創業①

『銀座の時層と来街空間』 最終回

⑦

３．「年表統合版」年表で辿る銀座の時層
江戸以前から江戸期、明治、大正、昭和、平成、令和を辿る
明治３９年から大正１４年（１９０６年～１９２５年）
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

明治39年

1906年

大日本麦酒会社設立

島崎藤村「破壊」

＊「ヴァンクリーフ＆アーベル」フランス創業⑥

（札幌麦酒 日本麦酒 大坂麦酒合併）

夏目漱石「坊ちゃん」「草枕」

「教文館」新社屋竣工③④

上野「東京勧業博覧会」で観覧車登場

婦人靴「銀座ヨシノヤ」創業⑥

都市計画・交通・周辺地区

商業・飲食業・産業・建物・文化・流行

「ナカヤシャツ」創業（平成28年閉店）⑤
明治40年

1907年

刑法公布

明治41年

1908年

ロシアと樺太境界に関する協定

泉鏡花「婦系図」
天然痘関西中心にまん延

初のブラジル移民が神戸港から出港

和菓子「清月堂本店」木挽町で創業⑦
「日本橋三越呉服店」新築落成

種痘法制定

＊高級筆記具「モンブラン」前身ドイツで創業
（シンプロフィラーペンカンパニー）⑦
茶･海苔店「池田園」銀座進出①

明治42年

1909年

伊藤博文暗殺

明治43年

1910年

日韓併合条約締結

山手線運行開始

石川啄木、この年から3年間、瀧山町の朝日新聞 石川啄木、朝日新聞社に3年間勤務⑥

竹久夢二「夢二画集」

社に勤務

かりんとう「たちばな」創業⑧

この頃、東京の市電にラッシュアワー

東海道線駅「有楽町駅」開業

＊「シャネル」フランス・パリで設立

石川啄木「一握の砂」

「不二家」横浜で開業

1923年銀座進出⑥④

印刷会社「中村活字」創業②
明治44年

1911年

国産飛行機奈良原式2号機飛行に成功

森鴎外「雁」

丸の内に「帝国劇場」開場

洋画家 松山省三「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）

築地精養軒経営「カフェーライオン」開業⑤

永井荷風、随筆「銀座」発表

「カフェーパウリスタ」開業⑧

第二期歌舞伎座、竣工
明治45年

1912年

大正期

豪華客船「タイタニック号」沈没
第一次世界大戦後の好景気、西洋先進文化進取の流れで舶来品消費刺激

大正元年

1912年

護憲運動起こる

大正2年

1913年

中華民国承認

大正3年

1914年

明治天皇崩御

浅草「神谷バー」開店

活版印刷など「文祥堂」創業③
松竹が歌舞伎座経営に携わり、翌年直営化

日本結核予防協会設立 国民病撲滅へ
第一次世界大戦勃発

ルネッサンス様式の日本橋三越本店新館

シーメンス事件

完成

江戸指物「銀座平つか」創業

芥川龍之介「羅生門」

資生堂「花椿マーク」発案⑧⑦

森鴎外「高瀬舟」

日本料理「はち巻き岡田」創業③

大正4年

1915年

1917年

ロシア革命

大正5年

1916年

国産軍用航空船（雄飛）飛行に成功

大正6年

1917年

ロシア革命 世界初の社会主義国家樹立

東海道線駅「東京駅」開業

刃物の「銀座菊秀」金物屋として創業②

「資生堂化粧品部」竹川町に開店⑦
「トラヤ帽子店」神保町で学生向け創業①②

→ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国
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

「銀ブラ」が「新しい言葉の字引」に登場

銀座ライオンの前身「銀座ビヤホール」開店⑦

有島武郎「或る女」

都市計画法 市街地建築法 銀座通り沿い高さ制限 株式会社松屋鶴屋呉服店設立③

スペイン風邪世界的大流行（パンデミッ
ク）、国内死亡者39万人
大正8年

1919年

パリ講和条約 ヴェルサイユ条約

大正末期～昭和初期

西洋文化の影響を受け若者文化・モボモガ流行

大正9年

1920年

国際連盟発足 日本は常任理事国で加盟

有島武郎「惜しみなく愛は奪ふ」

大正10年

1921年

原敬首相、東京駅頭で暗殺

上野「国立科学博物館」開館

「服部時計店」仮営業所を2丁目に設置②
（昭和7年「和光本館」竣工と共に4丁目移転）

日英同盟廃棄

帝国活動写真設立、翌年松竹シネマに改称

＊「グッチ」イタリア・フィレンツェ設立②

京橋に塔屋のある「第一相互館」竣工

「皆川ビル」竣工（銀座のビルの元祖）①
焼き鳥「京橋伊勢廣」京橋で創業⑧

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

ソビエト連邦成立

丸の内に「東京會舘」開業

「着物と帯・銀座藤屋」の前身、麻布で創業⑤

「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

イタリアでムッソリーニ内閣成立

和菓子「木挽町よしや」創業③
子供服「銀座いさみや」洋装生地店で創業④

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

虎ノ門事件
大正13年

1924年

普通選挙実施を求め第二次護憲運動

尾張町新地、尾張町一丁目編入となり消滅⑤

「読売新聞」社屋移転①③

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④⑧

ﾌﾗﾝｸﾛｲﾄﾞﾗｲﾄ設計の帝国ホテル新館竣工

震災の打撃で日本橋魚河岸を始め市場壊滅

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

「カフェータイガー」開業（昭和10年閉店）⑤

その後復興事業の一環で外堀通りは明治期のほ

現･居酒屋「秩父錦」の純木造建築竣工②

ぼ倍に拡幅、数寄屋通り新たに整備

「明治製菓」銀座売店を開業③

小山内薫らが築地小劇場創設

「松坂屋銀座支店」開店⑥

第十五回総選挙で護憲三派圧勝

（全館土足入場可能な初の百貨店）
大正14年

1925年

NHKラジオ放送開始

翌年全国に拡大

治安維持法制定

貨物駅だった秋葉原駅が旅客営業開始

木挽町に「新橋演舞場」開場⑤

「三笠会館」歌舞伎座前で氷水屋で創業⑤

梶井基次郎「檸檬」

第三期歌舞伎座、竣工⑤

「松屋銀座」開業、現存する本館部分竣工③

（社会主義 労働運動 自由主義など弾圧）

（百貨店初のカフェテリア式大食堂導入）
銀座衛生組合（現・銀座料飲社交協会）発足

＊「フェンディ」イタリア・ローマで設立

『銀座の時層と来街空間』 最終回

⑧

３．「年表統合版」年表で辿る銀座の時層
江戸以前から江戸期、明治、大正、昭和、平成、令和を辿る
昭和元年から昭和１０年（１９２６年～１９３５年）
注：①から⑧の丸数字は関連する銀座の丁目
時代

年

昭和元年

1926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

大正天皇崩御

男性を中心に洋服が普及（女性未普及）

今和次郎・吉田謙吉「考現学」で銀座調査

中華料理の「銀座アスター」アメリカンチャプ

昭和へと改元

川端康成「伊豆の踊子」

スイレストランとして創業①

明治神宮球場完成

現 「GINZA TANAKA」店舗移転①
「つばめグリル」新橋駅構内に創業①⑤

昭和2年

1927年

南京事件

東京地下鉄道浅草ｰ上野間開通

数寄屋橋に「朝日新聞社」社屋竣工

リンドバーグ太平洋単独無着陸飛行

芥川龍之介自殺

とんかつ専門店「銀座梅林」開店⑦
＊イタリア フィレンツェで「フェラガモ」創業⑦

昭和金融恐慌

流行語「モボ・モガ」

文士集う喫茶レストラン「モナミ」開店⑧
元祖肉屋のコロッケ「チョウシ屋」創業③
画家岸田劉生 随筆「新古細句銀座通り」
バー「ボルドー」創業⑧
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

都市基盤整備の一環で「昭和通り」建設完成

「山野楽器店」震災後の本店舗竣工④

三・一五事件

ラジオ体操始まる

「日動画廊」創業⑤

「資生堂パーラー」新装開店 西洋料理導入⑧

治安維持法強化

流行歌「私のあお空」

三越呉服店、商号を株式会社三越と改める

バー「銀座ルパン」開店⑤

特高警察発足

（狭いながらも楽しい我が家）

総合喫茶レストラン「オリンピック」開店②

膳からちゃぶ台への移行進む

天ぷら「ハゲ天」創業 屋号変更銀座移転③

大佛次郎「赤穂浪士」

「豊岩稲荷神社」日枝神社神職の祭祀開始⑦

マキノ正博監督映画「浪人街」

和食「本店浜作」銀座店開店⑦
「金太郎オモチャ店」開店④

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

2代目「交詢社ビルヂング」竣工⑥

エルサレムで嘆きの壁事件

「東京行進曲」映画・流行歌ヒット

↑繁華街銀座と娯楽街有楽町の架け橋となる

内田魯庵「銀座繁昌記」

英国

※映画は菊池寛原作 溝口健二監督

外堀川に民間橋「新幸橋」架橋（昭和31年まで）

木挽町に「鈴木ビル」竣工①

※歌は作曲 中山晋平 作詞 西城八十

「泰明小学校」現在の校舎竣工⑥

＊靴の「ア・テストーニ」ポローニャで創業⑧

歌手 佐藤千夜子
昭和5年

昭和6年

昭和7年

1930年

1931年

1932年

復興事業の一環で楓川･築地川連絡運河にＹ字型

歌詞の中で銀座の柳が歌われた

「三吉橋」創架①②

帝都震災復興式典（帝都復興祭）

平絵式紙芝居登場 黄金バット

復興視察の天皇巡幸

江戸前天ぷら「天一」創業⑥

新道路建設

「銀ブラ」流行語に

「銀座」町名、四丁目までだったものに、

銀座「ヨネイビル」竣工②

インドでマハトマガンディー塩の行進

「エログロナンセンス」流行語に

尾張町などを加え銀座五～八丁目までが起立。 1673年創業「三越」銀座店開店④

（イギリスによる塩の専売へ抗議行動）

林芙美子「放浪記」

銀座通りの西、外濠川内側に位置する南紺屋町 「つばめグリル」新橋駅構内に創業①⑤

ロンドン海軍軍縮会議

映画「西部戦線に異状なし」

などを併合、銀座西一～八丁目までを起立。

「トラヤ帽子店」銀座進出 昭和35年移転①②

屋外遊びでチャンバラごっこ流行

銀座会館、美人座など大阪系カフェー進出

＊「フェンディ」イタリア・ローマで設立⑥

日比谷交差点に日本初の信号機設置

「銀座若松」あんみつ発売（発祥の店に）⑤

満州事変勃発

街のチンドン屋増加（映画のトーキー化

汐留駅から東京市場駅までの貨物引込線開始、

「越後屋」アールデコの近代建築ビル竣工②

犬養毅内閣成立

により弁士、楽士が失業し転業）

昭和６２年廃止

大日本麦酒「ライオンエビスビヤホール」開業⑤

大衆劇場「ムーランルージュ」

永井荷風、小説「つゆのあとさき」発表②

割烹「中嶋」創業⑥

二村定一「銀ブラソング」

「白いばら」前身、深川食堂「広島屋」創業③

浜離宮前踏切信号機は保存

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

田川水泡漫画「のらくろ上等兵」

（株）東京宝塚劇場設立、後「東宝」に

土浦亀城設計「徳田ビル」竣工

ドイツ総選挙でナチス第一党に

島崎藤村「夜明け前･第一部」

流行歌「銀座の柳」

「銀座アパートメント」（奥野ビル）を開業

上海事変

まず現 建物の左半分を竣工①
昭和通り唯一の洋館「旧宮崎ビル」竣工①
「ハリーウィンストン」ニューヨークで創業①

昭和8年

1933年

日本、満州問題で国際連盟離脱

宝塚歌劇団「ヅカガール」流行語に

皇太子昭仁親王誕生

谷崎潤一郎「春琴抄」

数寄屋橋に「日劇（日本劇場）」開場

「ワシントン靴店」間口２間半で創業⑤
「教文館ビル、聖書館ビル」竣工④

ドイツでヒトラー内閣発足（首相に）

「伊勢由」銀座金春通りに移転⑧
「富士製紙」「王子製紙」に合併④
「米田屋洋服店」の近代建築ビル竣工②

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

ドイツ 大統領選挙でヒトラー当選 総統に 「東京音頭」流行

「ライオン銀座7丁目店」開店⑦

宮沢賢治「銀河鉄道の夜」
昭和10年

1935年

アールデコ「電通銀座ビル」竣工⑦
「銀座アパートメント」右半分を竣工①

天皇機関説事件

喫茶店ブームで東京市内に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

結核、日本での死亡原因首位に

川端康成「雪国」

（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

日本脳炎、関西から関東へ大流行

『銀座の時層と来街空間』 最終回

⑨

３．「年表統合版」年表で辿る銀座の時層
江戸以前から江戸期、明治、大正、昭和、平成、令和を辿る
昭和１１年から昭和２９年（１９３６年～１９５４年）
注：①から⑧の丸数字は関連する銀座の丁目
銀座の動き

出来事（時代背景）

時代

年

政治・経済・社会

文化・芸術・街の動き

昭和11年

1936年

二・二六事件

流行歌 藤山一郎「東京ラプソディ」

昭和12年

1937年

近衛文麿内閣成立

永井荷風「墨東奇譚」

昭和14年

1939年

第二次世界大戦開戦

谷崎潤一郎訳「源氏物語」

ノモンハン事件

米映画「風と共に去りぬ」

晴海で開催予定の「万国博覧会」中止に

流行歌「誰が故郷を思わざる」

昭和15年

1940年

大政翼賛会

日独伊三国同盟成立

都市計画・交通・周辺地区

商業・飲食業・産業・建物・文化・流行
喫茶店「トリコロール本店」銀座で創業⑤
「銀座文明堂」開店④（文明堂創業1900年）
履物専門店「ぜん屋」開店⑧

「晴海通り」と「勝鬨橋」博覧会のため整備

銀座英國屋の前身「小林洋服店」日本橋創業②

太宰治「走れメロス」

昭和18年

1943年

イタリアが連合国に降伏

ジャズは敵性音楽との理由で禁止

金属類回収令施行で銀座街路灯撤去

「尾張町キリンビヤホール」開店（三愛）⑤

昭和20年

1945年

東京大空襲

新宿東口を皮切りに「闇市」広がる

銀座は進駐軍GHQ接収施設の街となる

「松坂屋銀座」PX（進駐軍専用売店）で接収⑥

第二次世界大戦に日本敗戦

流行歌 並木路子「リンゴの唄」

学徒出陣

松坂屋銀座地下に米兵将校専用ダンスホール
「オアシス･オブ･ギンザ」設置

GHQ、多くの施設を接収
昭和21年

1946年

「小松ストア」開店⑥

米国緊急援助物資

日本国憲法公布

食糧難

昭和天皇 人間宣言

三木清「哲学ノート」

大倉土木、「大成建設」と改称③

英国チャーチル首相 鉄のカーテン演説

J.P.サルトル「嘔吐」

洋食店「つばめグリル」銀座移転①⑤

戦後初の衆院議員総選挙

米映画「カサブランカ」

「とらや」原材料不足の中、銀座に「喫茶茜」

東京裁判開廷

を開店 菓子作り再開後、銀座店開店⑦

GHQ占領下で個人財産課税財産税法制定

関西風蒸さない鰻の「ひょうたん屋」創業①⑥

第一次吉田茂内閣成立

＊「クリスチャンディオール」フランス創業⑥

浦賀港停泊中の引揚船でコレラまん延
昭和22年

1947年

日本国憲法施行

太宰治「斜陽」

戦災瓦礫処理などの為、不要河川埋立事業計画

「銀座カネマツ」太陽堂鞄店として創業⑥

労働基準法制定

流行歌「東京ブギウギ」（笠置シヅ子）

決定

「三笠会館本店」現在の並木通りに開店⑤

教育基本法制定

坂口安吾「堕落論」

「和光」服部時計店小売業務継承設立④

戦後ベビーブーム

カミュ「ペスト」

「銀座らん月」創業③
カツカレー発祥の洋食店「銀座スイス」開店⑦⑥③

「とらや銀座店」開店（1869年東京進出）
洋菓子「銀座ウエスト」レストラン創業⑦
昭和23年

1948年

昭和電工疑獄事件

帝銀事件

太宰治「人間失格」

「三十間堀川」埋立開始

「場外馬券売場」（現ウィンズ銀座）開設①
書籍･雑誌･洋書販売「近藤書店」創業④

流行歌 岡晴夫「憧れのハワイ航路」

「銀座コージーコーナー」銀座6丁目創業⑥①
「日新堂時計店」銀座で設立⑦
「カフェ・ド・ランブル」西銀座で創業⑧
昭和24年

1949年

下山事件（国鉄総裁失踪死体発見）

湯川秀樹ノーベル賞受賞

「三十間堀川」埋立完了

和菓子「空也」移転⑥（1884年上野創業）

競泳の古橋広之進、世界新記録達成

三島由紀夫「仮面の告白」

「外堀川」呉服橋 鍛冶橋間、埋立て完了

グランドキャバレー「白いばら」開業③

吉川英治「宮本武蔵」

東京映画配給（株）設立。1951年東映に改称

映画「銀座化粧」上映（成瀬己喜男監督）
インド料理「ナイルレストラン」開店④

映画 小津安二郎監督「晩春」
映画 黒澤明監督「野良犬」
昭和25年

1950年

朝鮮戦争勃発

洋食レストラン「銀座キャンドル」創業⑦

流行歌 美空ひばり「東京キッド」

結核、抗生物質により発生減少
昭和26年

1951年

サンフランシスコ講和条約締結

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

日米安全保障条約締結

映画木下恵介「カルメン故郷に帰る」

木挽町を「銀座東」と改名（～1969年）

グランドキャバレー「白いばら」開業③

初の民間放送ラジオ局開局

流行歌 小畑実「高原の駅よさようなら」 （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）

汐留川、土橋から下流の埋立てを開始

シャンソン喫茶「銀巴里」開業⑦

銀座の露店撤去、三十間堀川跡銀座一丁目には

眼鏡「和真」の前身眼鏡専門店、浦和で設立⑧

「銀一ビル」（後の第一ストアビル）完成
昭和27年

1952年

十勝沖地震

ボクシングの白井義男世界フライ級制覇

浜離宮恩賜庭園が国指定特別名勝特別史跡指定

闇市の王長徳「クラブマンダリン」開業⑥

GHQ廃止、安保条約発効で主権回復

流行歌 美空ひばり「リンゴ追分」

菊田一夫作のラジオ「君の名は」ヒット

GHQ接収経て「和光」現 和光本館で営業開始④

血のメーデー

流行歌 江利チエミ「テネシーワルツ」

（数寄屋橋が舞台となるドラマ）

小林洋服店「銀座英國屋」となり銀座出店④②

NHKがテレビ放送を開始

「三種の神器」普及

奄美群島返還

ラジオドラマ 菊田一夫「君の名は」

自衛隊設置

川端康成「潮騒」

外濠川銀座地区、埋立て順次開始

造船疑獄

テレビ番組「プロレス中継」

京橋川埋立開始

「焼肉 清香園総本店」創業①
昭和28年
昭和29年

1953年
1954年

日本脳炎、予防接種開始で患者数減少

日本初の邦画専門名画座「並木座」開業②
森永製菓の広告塔（地球儀ネオン）⑤

大丸デパート開業（鉄道会館ビル）

老舗バー「GINZA1954」の前身いそむら創業⑧

『銀座の時層と来街空間』 最終回

⑩

３．「年表統合版」年表で辿る銀座の時層
江戸以前から江戸期、明治、大正、昭和、平成、令和を辿る
昭和３０年から昭和４４年（１９５５年～１９６９年）
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）

昭和30年

1955年

原水爆禁止世界大会

銀座の動き

政治・経済・社会

昭和31年

昭和32年

昭和33年

1956年

1957年

1958年

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

水道橋「後楽園遊園地」開園

数寄屋橋 外濠川埋立てで撤去

籏興行 銀座文化劇場開館（銀座文化1･2）④

紫雲丸事故（宇高連絡船衝突沈没）

東芝から実用的電気釜発売

東京港晴海埠頭開港

「不二家」数寄屋橋店開店⑤

ワルシャワ条約機構結成 東西冷戦激化

流行歌 宮城まり子「ガード下の靴みがき」

映画館「テアトル東京」銀座1丁目に開場①

NHKテレビ クイズ番組「私の秘密」

高見順の小説「都に夜のある如く」発表

不二家CM「ミルキーはママの味」

銀座百店会、月刊誌「銀座百点」創刊

映画 成瀬己喜男監督「浮雲」

「プレイガイド」新築落成②

自由民主党結党

高度成長期（政府 もはや戦後ではない） 「深夜喫茶」流行

「数寄屋橋阪急」開業⑤

日ソ国交回復

「新宿コマ」開場

「銀座ガスホール」開館（2007年閉館）⑦

国際連合加盟

石原慎太郎「太陽の季節」太陽族流行

関門トンネル開通

映画 川島雄三監督「幕末太陽伝」

地下鉄丸の内線西銀座駅開業（後に銀座駅）

ジャズ喫茶「ＡＣＢ（アシベ）」開店⑦

ソ連スプートニク打上げ成功

米映画「戦場にかける橋」

「読売会館」竣工、有楽町そごう開店

＊「ヴァレンティノ」イタリア･ローマで創業⑥

岸信介内閣成立

流行歌 三波春夫「チャンチキおけさ」

流行歌 フランク永井「有楽町で会いましょう」

アジアかぜ大流行 日本での死者11万人

ダイハツ工業「ミゼット」

皇太子ご成婚（婚約発表）

芝、東京タワー完成

初の一万円札発行（表面 聖徳太子）

巨人入団の長嶋茂雄 新人王で話題さらう

ラーメンの名店「共楽」創業②

外堀川を埋立てビルの上に高速道路建設

「西銀座デパート」開業⑤

ロカビリー
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

「数寄屋橋ショッピングセンター」開業④
「銀座インズ１・２・３」開業①②③

「京橋川」埋立て完了

川内康範原作の映画「銀座旋風児」公開

永井荷風 没
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

カラーテレビ放送開始

「築地川」本流の大部分を埋立完了、多くが半

映画館｢丸の内東映（TOEI)」開館③

地下構造の首都高速都心環状線建設へ

映画館「丸の内東映パラス」会館③後に改称

昭和36年

1961年

ソ連、人類初の有人衛星地球一周に成功

飯倉に集う遊び人「六本木族」話題に

石原裕次郎「銀座の恋の物語」歌と映画ヒット

昭和37年

1962年

キューバ危機

「ホテルオークラ」開業

＊「イヴ・サンローラン」フランスにて創業⑥

三河島事故（列車脱線衝突死者160人）

巨人 大鵬 目玉焼き

東京都人口１千万人突破

ザ・ビートルズ ボブディランデビュー

堀江謙一ヨットで太平洋単独横断

コカコーラ CMで大ヒット

Ａ2型インフルエンザ流行2.3万人死亡
昭和38年
昭和39年

昭和40年

昭和41年

昭和42年
昭和43年

1963年
1964年

1965年

1966年

1967年
1968年

ケネディ米大統領暗殺

日本初のテレビアニメ「鉄腕アトム」

東銀座駅開業（都営一号・営団地下鉄）

「三愛ドリームセンター」開業⑤

吉展ちゃん誘拐事件

松下幸之助「物の見方考え方」

「新橋」汐留川の埋立で撤去・汐留川埋立完了

「日産銀座ギャラリー」三愛に開業⑤

狭山事件発生

流行歌 舟木一夫「高校三年生」

日比谷「日生劇場」開場

東京オリンピック開催

日本武道館開館

地下鉄日比谷線銀座駅開業

東海道新幹線開業

東京モノレール開通

石津謙介「帝人メンズショップ」開店④

海外観光渡航自由化

男性向け週刊誌「平凡パンチ」創刊

銀座ルノアールの前身「花見商事」設立④

佐藤内閣発足

流行歌 坂本九「明日があるさ」

いざなぎ景気（～1970年）

新宿 淀橋浄水場閉鎖

有楽町1丁目「東京交通会館」開業

「銀座東芝ビル」開業⑤

日韓基本条約締結

ゴーゴークラブ ゴーゴー喫茶流行

東京駅「八重洲地下街」第1期完成

仏具「銀座安田松慶堂」日本橋より移転⑦

大学生百万人突破

エレキギター流行

中国で文化大革命

政界に黒い霧事件

銀座みゆき通りに若者「みゆき族」出現

松坂屋銀座店、東京オリンピック選手村出店⑥

「中野ブロードウエイ」開業

皇居前に「帝国劇場」開場

「銀座ソニービル」開業（芦原義信設計）⑤

ザ・ビートルズ来日武道館公演

３Ｃ（カラーテレビ・カー・クーラー）

有楽町1丁目「有楽町ビルヂング」竣工

「銀座いさみや」子供服専門店へ移行④

日本の総人口１億人突破

テレビ番組「笑点」「ウルトラＱ」

「新橋駅前ビル1号館2号館」竣工

日本でメートル法完全施行

映画 山本薩夫監督「白い巨塔」

黒い霧事件

加山雄三「君といつまでも」

佐藤首相「非核三原則」示す

グループサウンズブーム

美濃部東京都知事誕生 革新知事ブーム

テレビ番組「ウルトラマン」

仏五月革命

初の超高層「霞ヶ関ビルディング」開業

都電廃止 銀座通り大改修 街路灯

日本ＧＮＰ世界第二位に（昭和元禄）

東名高速道路開業

銀座共同溝、建設省が２ｋｍに亘り施設

三億円強奪事件

司馬遼太郎「竜馬がゆく」

電柱などをなくす

川端康成 ノーベル文学賞受賞

米映画「俺たちに明日はない」

「大銀座祭・花と光のパレード」開催

沖縄返還合意

「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し

アポロ11号、人類初の月面着陸

エコノミックアニマル

現在の銀座一丁目から八丁目へと統合される

東大安田講堂事件

テレビ番組「８時だヨ！全員集合」

東京駅「八重洲地下街」第2期完成

日本 大学紛争激化

「電通」本社⑦から築地へ移転
「銀座コリドー」開業⑥⑦⑧
歩道拡張

香港かぜ（新型インフルエンザ）流行
昭和44年

1969年

←街路整備に伴い柳の並木は切られる

『銀座の時層と来街空間』 最終回

⑪

３．「年表統合版」年表で辿る銀座の時層
江戸以前から江戸期、明治、大正、昭和、平成、令和を辿る
昭和４５年から昭和６１年（１９７０年～１９８６年）
注：①から⑧の丸数字は関連する銀座の丁目
時代

年

昭和45年

1970年

昭和46年

昭和47年

1971年

1972年

出来事（時代背景）
政治・経済・社会

文化・芸術・街の動き

都市計画・交通・周辺地区

日本万国博覧会（大阪万博）開催

ＣＭ「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

７０年安保闘争

女性ファッション誌「ａｎａｎ」創刊

（他、新宿、池袋、浅草で開始）

三島由紀夫割腹自殺事件

テレビ番組「時間ですよ」

よど号ハイジャック事件

流行歌 藤圭子「圭子の夢は夜ひらく」

ニクソンショック（ドルの金交換停止）

新宿「京王プラザホテル本館」開業

大久保清事件

ボウリングブーム

成田空港闘争

流行語 アンノン族

1973年

「ニュー新橋ビル」竣工

商業・飲食業・産業・建物・文化・流行

「読売新聞」大手町移転③
「マクドナルド」日本１号店 銀座三越に開店④

脱サラ

シラケ

若者向け情報番組「ぎんざNOW」~1979年④

北山修「戦争を知らない子供たち」

名鉄メルサ、現メルサ銀座2丁目店Ginza2開業②

ＣＭ「Ｏｈ！モーレツ」（モービル石油）

「銀座コア」開業⑤

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⑧

沖縄返還

テレビ番組「太陽にほえろ」人気

若者向け情報番組「ぎんざNOW」~1979年④

田中角栄「日本列島改造論」

三越銀座店玄関に「日本製ライオン像」登場④

田中角栄内閣成立

昭和48年

銀座の動き

日中国交正常化

米 ウォーターゲート事件

有吉佐和子「恍惚の人」

札幌オリンピック開催

よしだたくろう「旅の宿」

第四次中東戦争勃発

渋谷公園通り開発「渋谷パルコ１」開業

寛政年間創業の鰻「野田岩」銀座店開店④

国内の出生数ピークに（２０９万人）

かぐや姫「神田川」

「銀座音楽祭」開始（１９９０年まで続く）

第一次オイルショック

映画「仁義なき戦い」「燃えよドラゴン」

とらや「虎屋菓寮」開設⑦

変動相場制に移行（開始時１ドル277円） 小松左京「日本沈没」
昭和49年

昭和50年

1974年

1975年

昭和51年

1976年

昭和52年

1977年

昭和53年

1978年

戦後初のマイナス成長（高度成長終焉）

「セブンイレブン１号店」豊洲に開店

地下鉄有楽町線、池袋 銀座一丁目間で営業開始

三木内閣発足

上野で名画「モナリザ展」公開大行列

宝塚歌劇「ベルサイユのバラ」ヒット

小野田寛郎元少尉 ルバング島から帰国

井上陽水「氷の世界」ヒット

ベトナム戦争終結

田部井淳子 女性エベレスト世界初登頂

「資生堂ザ・ギンザ」開店⑦

不況深刻化 完全失業者100万人突破

団塊世代「ニューファミリー」へ

＊「ＺＡＲＡ」スペインで1号店開店⑦

沖縄国際海洋博覧会開催

山口百恵 桜田淳子人気

（１９９７年日本進出）

ロッキード事件（田中角栄逮捕）

雑誌「ＰＯＰＥＹＥ」創刊

戦後生まれが人口の半数越え

荒井由実「あの日にかえりたい」

円高が進む（初の１ドル２００円突破）

原宿に「カフェクレープ」開店

名鉄ニューメルサ（現イクジットメルサ）開業⑤

平均寿命、世界一に（男72.69女77.95）

王貞治 ホームラン世界新記録756号達成

「銀座国際ホテル」開業⑧

日本赤軍日航機ハイジャック事件

スナック、バーでカラオケ流行

「SHIPS銀座店」（一号店）開業③

日中平和友好条約調印

ピンクレディ人気、キャンディーズ解散

銀座「博品館トイパーク」新築開業⑧

大韓航空機撃墜事件

サザンオールスターズデビュー

「銀座アスタープラザビル」竣工⑦

映画「スターウォーズ」
「東急ハンズ」開業

昭和54年

1979年

消費者金融（サラ金）社会問題化

「池袋サンシャインシティ」開業

第二次オイルショック

「ラフォーレ原宿」開業

共通一次試験実施開始

「渋谷１０９」開業

木挽町通りに喫茶店「樹の花」開店④

ジャパンアズナンバーワン
インベーダーゲーム
昭和55年

1980年

家庭内暴力、社会問題化

ウォークマン

雑誌「とらばーゆ」創刊

モスクワオリンピック67か国不参加表明 漫才ブーム（お笑い番組増える）
WHOが天然痘の根絶宣言
昭和56年

昭和57年
昭和58年
昭和59年

1981年

1982年
1983年
1984年

昭和60年

1985年

昭和61年

1986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

スペースシャトル打ち上げ

テレビ番組「オレたちひょうきん族」

エイズ（後天性免疫不全症候群ＨＩＶ）

西武百貨店広告「不思議大好き」

中曽根内閣誕生

「蒲田行進曲」「積木崩し」ヒット

ホテルニュージャパン火災

テレビ番組「笑っていいとも！」開始

大韓航空機撃墜事件

「東京ディズニーランド」開業

三宅島大噴火

ファミリーコンピューター発売

グリコ森永事件（かい人21面相）

焼酎ブーム

「有楽町マリオン」開業

「プランタン銀座」開業③

ロス疑惑（邦人銃殺傷害事件連日報道）

松田聖子「瞳はダイヤモンド」

銀座、有楽町百貨店戦争始まる

松屋グループ 企業理念を生活文化創造集団に

日本航空123便墜落事故

テレビドラマ「金曜日の妻たちへⅢ」

男女雇用機会均等法施行
チェルノブイリ原発事故

「二子玉川高島屋SC」開業

昭和8年竣工の「日劇（日本劇場）」閉鎖

「リクルートGINZA8」（本社ビル）竣工⑧

ヒューリック銀座ワールドタウンビル竣工⑤
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

『銀座の時層と来街空間』 最終回

⑫

３．「年表統合版」年表で辿る銀座の時層
江戸以前から江戸期、明治、大正、昭和、平成、令和を辿る
昭和６２年から平成２２年（１９８７年～２０１０年）
注：①から⑧の丸数字は関連する銀座の丁目
時代

年

昭和62年

1987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

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、廃止で貨物引込線撤去

「シネスィッチ銀座」「銀座文化劇場」改称④

（国鉄分割民営化でJR7社が発足）

アサヒスーパードライ発売

テアトル東京跡に「ホテル西洋銀座」開業①

薬害エイズ事件 （血友病患者HIV感染）

花王アタック発売

「コートヤードマリオット東武ホテル」開業⑥

大韓航空機爆破事件
昭和63年

1988年

リクルート事件（政財界贈収賄事件）
昭和天皇崩御 平成に改元

水道橋「東京ドーム」開場

1989年

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

平成3年

1991年

湾岸戦争勃発

全国百貨店の売上、ピークに

バブル崩壊期

ディスコ「ジュリアナ東京」閉業

ソビエト連邦消滅

「しながわ水族館」開業

消費税導入

ニューシネマパラダイス単館上映記録的興行成

渋谷「東急文化村」開業

平成元年

績（シネスィッチ銀座）④
シャンソン喫茶「銀巴里」閉店⑧
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
路地を残し銀座ウォータータワービル完成⑧

平成4年

1992年

PKO協力法成立

週休2日制進む

平成5年

1993年

非自民非共産連立政権 細川内閣発足

日本初プロサッカーリーグＪリーグ開幕

「三吉橋」架設した当時の鈴蘭燈と歩道を復元

出雲市より花椿通りにヤブツバキ寄贈⑦⑧

平成7年

1995年

阪神淡路大震災 地下鉄サリン事件

マイクロソフトWindows95

「ゆりかもめ」新橋 有明間開通

平成8年

1996年

薬害エイズ裁判和解 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9年

1997年

金融破綻 山一證券自主廃業

アサヒスーパードライ発売

1956年開業の「田崎真珠（ＴＡＺＡＫＩ）」

京都議定書採択

花王アタック発売

銀座開業⑤

「千里軒」カラオケボックスに②
「銀座コージーコーナー」銀座1丁目本社移転①

テレビ番組「踊る大走査線」
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

毒物カレー事件

「GAP」日本初上陸 数寄屋橋阪急1号店

映画館「シネスィッチ銀座1･2」再開場④
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

「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11年

1999年

日本初の脳死臓器移植

モーニング娘。「LOVEマシーン」

西銀座通り（外堀通り）歩道に柳並木ができる

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

三宅島噴火

横浜「赤レンガ倉庫」開業

アメリカ同時多発テロ事件

「東京ディズニーシー」開業

小泉純一郎内閣発足

映画「千と千尋の神隠し」

路地を残しGINZA GREENビル完成⑦

平成13年

2001年

「ハリーウィンストン銀座本店」開店①
「ホテルモントレ銀座」開業②

銀座通り沿い建物高さ制限緩和第一号竣工→

「東京銀座資生堂ビル」開業（高さ56ｍ）⑦

平成14年

2002年

雪印牛肉偽装事件

サッカー日韓Ｗ杯開催

「プランタン銀座」ダイエーから読売へ

平成15年

2003年

イラク戦争開戦

六本木「六本木ヒルズ」開業

初の直営店舗「アップルストア銀座」開店③

ＳＡＲＳがアジア中心に広がる

お台場「大江戸温泉物語」開業

「ＺＡＲＡ」銀座店開店⑦
「銀座三河屋」金春通りで江戸の食（スロー

中島みゆき「地上の星」
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年

2004年
2005年
2006年
2007年

フード）の店として新規開店⑧

イラク日本人人質事件 新潟県中越地震

日本橋室町「コレド日本橋」開業

新橋「日本テレビタワー」竣工 本社移転

mixiなどSNSの登場

韓流ブーム

「交詢社ビル」建替え⑥

つくばエクスプレス開通

秋葉原に「AKB４８劇場」開業

伊東豊雄設計「MIKIMOTOGINZA２」竣工②

福知山線脱線事故

個人情報保護法全面施行

「三井ガーデンホテル銀座プレミア」開業⑧

三菱東京ＵＦＪ銀行誕生 後の三菱ＵＦＪ 「表参道ヒルズ」開業

「シャネル」自社ビル シャネル銀座竣工開業③

現「ホテルグレイスリー銀座」開業⑦

安倍内閣発足

「ラゾーナ川崎プラザ」開業

消えた年金記録問題

六本木「国立新美術館」開場

第1回東京マラソン大会

「ブルガリ銀座タワー」開業③

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

新潟県中越沖地震

ネットカフェ難民社会問題化

郵政民営化開始

米映画「ノーカントリー」

並木通り「銀座ベルビア館」開業②

リーマンショック

「赤坂サカス」開業

「和光本館」約300日閉館し大規模改修工事④

「iPhone」日本発売 スマホ時代へ

歌舞伎町「新宿コマ劇場」閉館

「ティファニー銀座本店」新装開店②

秋葉原通り魔事件

ＣＭ「ソフトバンク・ホワイト家族」

「スワロフスキー」旗艦店、銀座で開業⑧

オバマ米大統領当選

映画「おくりびと」

商業施設「銀座グラッセ」開業③

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

衆院議員総選挙で民主党大勝

村上春樹「１Ｑ８４」

「和光本館」修復、近代化産業遺産に認定

「ニコラスＧハイエックセンター」開業⑦
（スォッチグループ店舗兼本社）

平成20年

平成21年

2008年

2009年

鳩山内閣発足

喫茶「銀座白十字」閉店②

新型インフルエンザ流行
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

「銀座三越」新館と一体型増床で新装開店④

菅内閣発足

「二子玉川ライズ」順次開業

松坂屋、大丸を吸収合併し大丸松坂屋百貨店に

「ヤマハ銀座ビル」改装開業

ハイチ地震

ＡＫＢ４８ 嵐 ＣＤ年間売上独占

商号変更⑥

「銀座トレシャス（越後屋ビル）」開業②

『銀座の時層と来街空間』 最終回

⑬

３．「年表統合版」年表で辿る銀座の時層
江戸以前から江戸期、明治、大正、昭和、平成、令和を辿る
平成２３年から令和３年（２０１１年～２０２１年）
注：①から⑧の丸数字は関連する銀座の丁目
時代

年

平成23年

2011年

平成24年

2012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

東日本大震災

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

地上波テレビ完全地デジ化

テレビドラマ「家政婦のミタ」

有楽町マリオン「阪急メンズ東京」開業

第二次安倍内閣発足

「東京スカイツリー」開業

「東京駅 赤煉瓦駅舎」復活

「数寄屋橋阪急」閉店⑤

ロンドン五輪開催

「渋谷ヒカリエ」開業

「大丸東京店」改装開業

「ギンザコマツ」ビル開業「ユニクロ」開店⑥

MERS 中東地域で広がる

トヨタ自動車「アクア」

「ジーユー（ＧＵ）」銀座旗艦店開店⑤

尖閣諸島国有化
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（建物第五期）

「ルイヴィトン（松屋銀座）」改装③

東京都五輪開催決定

ＡＫＢ４８「恋するフォーチュンクッキー」

京橋「東京スクエアガーデン」開業

「ホテル西洋銀座」閉鎖①

富士山、世界文化遺産登録

テレビ番組「あまちゃん」「半沢直樹」

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

消費税８％に

「グランツリー武蔵小杉」開業

「資生堂銀座ビル（本社）」建替え⑦
「松坂屋銀座店」閉店⑥

平成26年

2014年

ブライダル商業施設「キラリトギンザ」開業①

（再開発で一時 山王日枝神社に遷座していた） 「ミレニアム三井ガーデンホテル」開業⑤

青色LEDでノーベル賞

「銀座グランドホテル」改装開業⑧

エボラ出血熱、西アフリカ諸国で流行
平成27年

2015年

パリ同時多発テロ事件

訪日外国人旅行者１９００万人超

「イグジットメルサ」改装開店⑤

ISIL（イスラム国）日本人殺害

→インバウンドで国内市場活性

「ダイワロイネットホテル銀座」開業①

慰安婦問題日韓合意

街や観光地で自撮り棒での撮影流行

「相鉄フレッサイン銀座三丁目」開業③

韓国でMERSコロナウィルス感染36人死亡
平成28年

2016年

国勢調査で初の国内総人口減少

「銀座伊東屋」改装②
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

サッポロ銀座「GINZA

日本銀行、マイナス金利政策導入

プランタン銀座閉店で銀座の百貨店は２店に

銀座ライオン、NISSAN CROSSING再開⑤

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

数寄屋橋に「東急プラザ銀座」開業⑤

選挙年齢１８歳以上 改正選挙法施行

PLACE」開業⑤

大倉本館OkuraHouseに「カルティエ」②
「相鉄フレッサイン銀座七丁目」開業⑦
「フェラガモ」旗艦店、新装開店⑦
ホテル「東急ステイ銀座」開業③
「プランタン銀座」閉店③
1906年開業の「ナカヤシャツ」閉店⑤
1927年開業の老舗バー「ボルドー」閉店⑧

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

米国でトランプ政権誕生

上野 フロンティアタワー開業

銀座の路線価、バブル期を超える

「銀座ソニービル」解体、銀座ソニーパークに⑤

複合施設「GINZAｰSIX」開業（高さ56m）⑥
「観世能楽堂」松涛からGINZASIX内に移築⑥
「ミキモト本店」建替え開業④
「ホテル ザ セレステイン銀座」開業⑧
「相鉄フレッサイン銀座三丁目」開業③
プランタン銀座は「マロニエゲート」へ②③
「グッチ銀座」新装開店④

平成30年

平成31年

令和元年

2018年

2019年

2019年

西日本豪雨 北海道地震 災害相次ぐ

平昌五輪で日本 冬季最多メダル獲得

「東京ミッドタウン日比谷」開業

グランドキャバレー「白いばら」閉店③

米朝が史上初の首脳会談

お台場デジタルアートミュージアム開業

有楽町「ザ・ゲートホテル東京」開業

「フェンディ」GINZA SIXに新旗艦店開店⑥

「築地市場」、「豊洲市場」へ移転

「ハイアットセントリック銀座」開店⑥

東京都･銀座-臨海部の地下鉄路線整備方針

「アルマーニ銀座タワー」改装開店⑤

新元号「令和」を発表

テニス、大坂なおみ全豪オープン勝利

探査機はやぶさ２、小惑星に着地成功

マリナーズ イチローが引退表明

「無印良品 銀座」「ＭUJIホテル」開業③

2024年度新紙幣 1万円札は渋沢栄一

セブンイレブン、24時間営業見直し発表

「銀座ロフト」旗艦店、増床新装開店②

5月、天皇陛下が即位

将棋の羽生九段 通算勝利歴代単独一位

「コナミクリエイティブセンター銀座」開業①

令和に改元

京都アニメーション放火、36人死亡

ゴルフ 渋野日奈子が全英女子優勝

東日本で台風大雨被害

ラグビーW杯日本大会開催 日本８強

消費税率１０％スタート

ノーベル化学賞に吉野彰氏

中国武漢で新型コロナウィルス感染症
令和2年

令和3年

2020年

2021年

新型コロナウィルス 世界的感染拡大

密集 密接 密閉の感染予防策などを受け

首都高速道路の日本橋区間地下化計画に伴い、

感染拡大で日本、4月に緊急事態宣言発令 エンタテインメント、スポーツ中止多数

銀座を取り囲む東京高速道路が2030年にも廃止

東京オリンピック2021年延期ヘ

の見通し。跡地には空中公園整備を検討。

飲食店、夜の街などに営業制限

江戸前弁当「木挽町辨松」経営不振で廃業⑤

ヒューリック、木造12階建て商業施設計画⑧

『銀座の時層と来街空間』 最終回
『銀座の時層と来街空間』参考文献一覧
＜参考文献＞
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）
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『江戸→TOKYOなりたちの教科書２丸の内・銀座・神楽坂から東京を解剖する』（淡交社 2018年）
岡本哲志『川と掘割“20の跡”を巡る江戸東京歴史散歩』（ＰＨＰ研究所 2017年）
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）
鷹野晃 『浮世絵と写真で歩く江戸東京散歩』（角川書店 2019年）
今和次郎『考現学入門』（筑摩書房 編者 藤森照信 ちくま文庫版 1987年）
江戸風土研究会『地図で読み解く江戸・東京 江戸の暮らしが見えてくる』（技術評論社 監修 津川康雄 2015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）
同上内 岡本哲志 文「銀座の街はいかにしてできあがったのか。」
同上内 吉村生 文「暗渠散歩 銀座はかつて島だった。」
坪内祐三『新・旧 銀座八丁 東と西』（講談社 2018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』（主婦と生活社 2018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）
張貞子『時の香り 清香園の韓国料理』ブックマン社 2005年）
藤森照信･増田彰久『銀座建築探訪』（白揚社 2012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）
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）
野口孝一『銀座カフェー興亡史』（平凡社 2018年）
銀座文化史学会 編『震災復興＜大銀座＞の街並みからー清水組写真資料ー』（泰川堂書店 1995年）
同著プロジェクト委員会『日本近代建築の父 アントニン・レーモンドを知っていますか～銀座の街並み・祈り』（教文館 2016年）
村松友視『銀座の喫茶店物語』（文春文庫 2015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）
和田博文『銀座の復興と三越』（AD STUDIE VOL.37 公益財団法人 吉田秀雄記念事業財団 2011）
岡田芳郎『三越とパルコ、花開く消費文化』（AD STUDIE VOL.37 公益財団法人 吉田秀雄記念事業財団 2011）
清水晴風 著『東京名物百人一首』廣目屋の項（参考書誌研究・第六九号 2008年）
藤木TDC『東京戦後地図 ヤミ市跡を歩く』プレビューより（実業之日本社）
倉方俊輔『レトロが新しい！戦前の名建築案内』（雑誌『東京人』2017No384）
半村良『およね平吉時穴の道行き』（角川e文庫2002年）
井上ひさし『京伝店のたばこ烟草入れ』（井上ひさし短編中編小説集成第9巻 岩波書店 2015年）
川本三郎･湯川説子『図説 永井荷風』（河出書房新社 2005年）
一般社団法人銀座通連合会『GINZA MAP2020』（2020年）
池上彰･増田ユリヤ『感染症対人類の世界史』（ポプラ社 2020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マネジメント「銀座公式ウェブサイト『GINZA OFFICIAL』」
銀座公式ウェブサイト内 文 泉麻人『銀ぶら百年』
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 1912年出版分）
国立公文書館「災害に学ぶ 明治から現代へ『不燃都市への挑戦・銀座大火』」
国立国会図書館「近代日本人の肖像」
歴史が眠る多磨霊園「林文昭」の項
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
ウイキペディア「山東京伝」他
（各企業・団体のホームページ・公式サイト 歴史/沿革）
味の素「味の素グループの歩み・本社建物100年物語～銀座、京橋、宝町100年の歩み」
セイコーホールディングス「SEIKO HEART BEAT Magazine・稲葉なおと・名建築 銀座・和光の昭和7年6月10日」
以下、企業・店名・団体名
「サッポロビール」「銀座ライオン」「GINZA KOMATSU」「三笠会館」「銀座 与板屋」「銀座ワシントン靴店」
「黒田陶苑」「銀座三河屋」「銀座ウエスト」「志ん橋 東京新橋組合」「ヤマハ」「東芝」「清月堂」
「カフェーパウリスタ」「銀座天國」「GINZA-SIX」「観世能楽堂」「銀座コア」「GINZA NAKAYA」「三越」
「松屋銀座」「歌舞伎座」「田屋」「銀座みかわや」「銀座アスター」「白木屋中村伝兵衛商店」「廣目屋」他

左は現在の銀座、右はそこにかつて川に囲まれた街
であった頃の面影を託し川とその名称を重ねたもの。

⑭

