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八 重 洲

Vol.

日 本 橋

京 橋

駅 か ら 街 へ 、街 か ら 駅 へ

2019. 6.10 号
東京駅と街がつながるフリーマガジン

今こそ
路上観察へ！
特集

日本橋 り
中央通
日本橋

マチも
京エキ
東
版
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WE
さい！
覧くだ
ぜ ひご

表紙
創業300年以上の老舗
楊枝店『さるや』がある
路地は、思わず通り抜
けたくなるほど魅力的。
お店も個性派ぞろいだ。
路地の詳細はP12へ！

東京エキマチ

検索

http://www.tokyostationcity.com/tokyoekimachi/

Vol.25
営業時間、休み、値段などの情報には変更が生じる場合があります。
年末年始の休みについては各施設・店舗にお問い合わせください。
誌面に表記されている料金は税込価格です。

”
境界 “
ディープさんぽ

エキマチ看板ミュージアム

知られざる﹁定礎﹂の世界

今や希少なあの風景

!?

気になるあの路地へ

何これ 調査隊

16 14 12 11 10 8 5

特集
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2019年6月10日発行

ワンハンドグルメをお供に！

今こそ
路上観察へ！

撮影＝中村 宗徳

連載
駅・街・鉄道 information

ぶらりエキマチさんぽ
日本橋

東京駅構内ＭＡＰ
便利な無料巡回バス
都心部路線図
東京エキマチＭＡＰ

日本橋中央通り

裏エキマチ

窓編

読者の広場

応募要項

読者プレゼント

応募締切◎2019年8月9日必着

《麗子肖像（麗子五歳之像）》
1918年、東京国立近代美術館蔵

1

『東京ステーションギャラリー』
「没後90年記念 岸田劉生展」招待券

送り先
〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-3-11
NBF御茶ノ水ビル7階
㈱交通新聞社 コミュニケーションデザイン事業部
「東京エキマチVol.25」
係

バックナンバー
※１種類のみ

2

5組 10名様

強烈な色彩と筆致による、前衛的な油彩画を発表した
ことで知られる岸田劉生。日本近代史上、孤高の存在
ともいわれた芸術を堪能できる「没後90年記念 岸田劉
生展」が『東京ステーションギャラリー』にて 8月31日
から 10月20日まで開催。招待券を 5組10名様に。

ハガキに 1.お名前
（ふりがな） 2.年齢
3.性別 4.ご職業 5.郵便番号とご住所
6.電話番号 7.プレゼント名
8.アンケートの回答を明記の上、
郵送してください

東京ステーションシティ
「東京エキマチ」
バックナンバー 1冊

5名様

P2掲載のバックナンバー（在庫なしの号を除く）の中
から 1種類をプレゼント。Vol番号を必ずご記入くださ
い。内容はＷＥＢ版東京エキマチで確認できます。
http://www.tokyostationcity.com/tokyoekimachi/
backnumber

※ご記入いただいた個人情報は「当選者へのプレゼント発送」以外の目的では使用いたしません。またアンケートの内容は『東京エキマチ』
内「読者の広場」の誌面作り、及び冊子制作の参考にさせていただきます。※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

3

アンケート
Q1: Vol.25で一番おもしろかった記事・コーナーは？
Q2: Vol.25をどこで手にとられましたか？
（過去を含む）
を読んで、
実際に
Q3:「東京エキマチ」
行かれたおすすめのお店・施設を教えてください
Q4: ご意見・ご感想

スマートフォン、
タブレットからの応募はこちらから

特集

西村まさゆき

6

しばらく区境を歩くとレトロな丸石
ビルディング
（表に回って撮影）。

ヒトが社会的動物であるかぎり︑境界は
必ず存在する︒そして︑ヒトの活動が盛ん
な場所ほど︑複雑な境界が引かれていく︒
境界にはグレードがあり︑そのグレード
によって様子も違ってくる︒一番高いグレ
ードは国境だろう︒国境よりもう少し下の
グレードの境界は︑日本では県境︵都道府
県境︶ということになるかもしれない︒さ
らにその下が市区町村境︒そして︑区境ぐ
らいまでになると︑地面に線が引いてある
わけではないので︑見た目では分からない
ところも多い︒しかし︑
よく観察すると
﹁境
目だからこうなっているのか﹂と︑気付く
ところもある︒さらに言うと︑区境といえ
ども︑それなりの歴史的経緯がある場合も
多く︑見過ごすにはもったいない境目もた
くさんある︒
東京駅周辺にも興味深い境界線が存在し
ている︒千代田区と中央区の区境だ︒
千代田区の神田地区と中央区日本橋地区
りゅうかんがわ

を分ける区境は現在︑細い路地
︵写真⑦︶
と
なっている︒この路地はもともと竜閑川と
呼ばれる水路だった︒竜閑川は︑
元禄時代︑
町民たちの負担により掘削された人工の水
路だ︒この川は︑神田と日本橋の町の境目
とされ︑１９４７年︵昭和 ︶
︑神田区と日
本橋区が千代田区と中央区になったときも
区境として残った︒つまり︑この境目は︑江
戸時代の町の様子を伝える文化遺産である︒
竜閑川と外堀の合流地点には︑竜閑橋の

4

東京の境目!?

今こそ
路上観察へ！

3

道の両脇に千代田区と中央区、異なる区の住
居表示看板が。
境界絶景ポイント。
（右が西村、
左は編集部の小野）

鳥取県出身。
「境界」
「路線
図」など、ニッチなテー
マをディープに追い掛け
ているフリーライター。
著書に『ふしぎな県境―
歩ける、またげる、愉し
める』
（中公新書）
。
歩道橋で首都高を越えると、またも
公園。
「竜閑川埋立記念」
の碑が。区
境らしく
「中央区」
「千代田区」
の文字
が並ぶ。

何気ないあの街並みも、
視点を変えればワンダーランド！
普段歩かない小道に入ってみる、
地面をじっと見つめてみる、
お店の看板を観察してみる、
ちょっとした工夫で
普段見えないものが見えてきます。
再開発が激しいエキマチエリアだからこそ、
今、
路上観察の冒険へと出掛けよう！

2
JRのガード名には、古い地名や消えた
橋名がそのまま残っている例が多い。

私は誰でしょう？

「今川焼き」の発祥地という説もある、今
川橋の碑を発見。古地図（関東大震災前
1916年ごろ）
にも名前が現れる。

歩けば街の歴史が見えてくる

神田八丁堀跡の路地を外堀方面に向かって路地を
進んでいきます。もともと川だったため、路地の
地下には下水道管があるようです。

7

5

謎の研究施設!?

”
境
界
ディープさんぽ
“
1

紀元2591年
っていつ？
22

なんて読むの？

地図上の「境」にはロマンが詰まっているという。
境界観察の達人、西村まさゆきさんの案内で、
中央区と千代田区の区境を歩いて、境目を示す手がかりを探してみました！
古地図アプリ『東京時層地図（iPhoneアプリ）
』
なども利用しながら、区境散歩を始めます。

8

4
竜閑川は防火のために掘った人工の
川だったが、ドブ川の様相を呈して
きたため、衛生上の理由で埋め立て
てしまったらしい。

5

神田八丁堀跡のある公園は「地蔵橋南
東児童遊園」
という名前。古地図
（昭和
戦前期 1926年ごろ）を見ると、確かに
昔ここに
「地蔵橋」
という橋があったこ
とが分かる。

よく見ると……
動いてる!?
タート
ス

古地図で
地理を確認して
いざ、
出発！

11
地上に出て再び南を目指す。
「道界」
（道
路の境界）を示すものはあるが「区境」
を示す目印は見当たらない。

親柱
︵写真⑪︶
が残っているが︑この地点を
地図でよく見てみるととても興味深いこと
がわかる︒山手線の内側に︑テニスコート
の半分ぐらい︑ほんのちょっとだけ中央区
が入り込んでいるのだ
︵写真⑩︶
︒昔の地図
を見てみると︑鉄道の線路が︑町割りや水
路など境界となる場所を一切無視してズバ
ッと引かれおり︑そのため︑中央区が山手
線の内側に少しだけ入り込むことになった
ようだ︒︵.
P7地図参照︶

地下街は区境が
どんどん不明瞭に……

先﹂といった︑すでに消滅した丁 名﹁銀

︵写真⑲︶に書かれている住所は﹁銀座西
︱

2

このため﹃銀座インズ﹄のパンフレット

区境がはっきりと決まっていない︒

め立ててできた商業施設であるが︑ここも

たところにある
﹃銀座インズ﹄
も︑外堀を埋

ヤエチカから地上に出て︑少し南に行っ

くまで便宜上の仮住所なのだそうだ︒

ヤエチカは区境が決まっていないので︑あ

るようだが︑
中央区に確認してみたところ︑

うに︑住所は地下街によって分けられてい

千代田区﹂
﹁ヤエチカは中央区﹂といったよ

調べてみると﹁グランルーフフロントは

ものがない
︵写真⑮︶
︒

が︑見た目で分かるような︑はっきりした

ヤエチカ︵八重洲地下街︶にもあるはずだ

八重洲周辺の区境は︑
地表だけではなく︑

のまま区境として受け継がれている︒

神田区と合併した一部を除いて︑境目がそ

江戸城の外堀が区境となっており︑現在も

いる︒かつての麴町区
︵現・千代田区︶
は︑

外堀だったため︑この場所が区境になって

いる
︵写真⑬・⑭︶
︒この辺りは︑もともと

堀通りの間ぐらいを︑突き抜けて南下して

境は︑八重洲中央口のバスターミナルと外

東京駅周辺では︑千代田区と中央区の区

!?

座西 ︵ 丁目︶
﹂
を便宜的に使っている︒

2

日本橋川沿いに歩き、
東京駅方面へと向か
う。日本銀行と川を挟
んで、新紙幣で今話題
の渋沢栄一の銅像が。
そんなインズで区境が分かる場所を
発見！ 駐車禁止のコーンが、中央
区と千代田区に分かれている！

ただ︑大まかな境界は真ん中辺りに設定
されているようで︑一部︑千代田区と中央
区のコーンが並んでいる境界鑑賞にうって
つけの風景も存在した
︵写真⑳︶
︒
もともとは堀だった千代田区の区境をた
どっていくと︑﹃銀座インズ﹄
の南の
﹃コリド
ー街﹄と呼ばれている辺りの︑新幹線と高
速道路の高架の谷間に︑かつての堀がその
まま空堀状態で残っている窪地がある︵写
真㉑︶
︒もちろん︑ここも千代田区と中央
区の区境である︒土地の高低差が分かる陰
影段彩図で見ると︑その部分だけ真っ黒に
なっているのが見て取れる︒都会の谷間に
ぽっかりとお堀の痕跡が残っているのを発
見できるのも︑境界線ならではの面白さと
言える︒
このように︑境界を丹念に見ていくこと
により︑そこに町の歴史や人々の暮らしと
いった︑人間の社会活動のダイナミズムを
感じ取ることができるのだ︒

6
7
編集協力＝小野 和哉
（都恋堂） 撮影＝荒井 健､ 中村 宗徳

2
2

千代田区と中央区の突端には、龍閑橋の親柱が残る。日本最初の鉄筋コンクリート
トラスの橋だ。

20

12
リニューアルした鉄鋼ビル。
地図上ではこの横を区境が走
っているが、この辺りになっ
てくると境目を表す明確な形
跡が見当たらない。なんでも
ないラインが区境のように見
えてきて「区境ノイローゼ」状
態に陥る。
銀座インズのパンフレットを見ると住所に
「先」
の文字が。住所が確定していないので、
住所の
「先に」
ある場所という意味で「先」が付
いている。区境もあやふやだ。
高架の谷間に、謎
の 高 低 差 が！ 実
は昔の堀の深さを
そのまま残してい
る場所。区境ミス
テリーゾーンだ。
ちなみに私有地な
ので入れません。

19
近くの案内板には区境がはっき
りと書かれているが、区境が決
まっているわけではない。

21

18

10
15
東京駅の前でヤエチカ（八重洲地下
街）に潜る。地下街にも境界がある
はずだが、床タイルの色が変わって
いる所がそれっぽい。基本的に店の
住所は、ヤエチカは中央区、隣接す
るグランルーフフロントは千代田区、
という区分になっているようだ。
隣のサウスタワーのファミマ ! !
は地図上の
「千代田区」
。地下に
関しては、地上と異なり、施設
がどの区に属するかで、住所が
変わってくるようだ。

竜閑川と外堀の合流地点は、中央区の北西の先端。そして、山手線の内側で
唯一の「中央区」の区域となる珍しい場所だ。
地図上ではここが区境のはずだ
が、それを示すものは一切ない
（右
の古地図は昭和戦前期1926年
ごろ）。

14
ル
ゴー

16
ヤエチカにあるお店の管理
者標識を見て住所を確認。
地図上では千代田区側のセ
ブン-イレブンだが、「中央
区八重洲」
と書かれている。
レシートの住所表示も「中
央区」
だ。

9
居酒屋が立ち並んでいた
今川小路は再開発に向け
て今は様変わりした。
地図上では「中央区」にあ
る店だが、店名が「CHIY
ODA」
。区境視点で見る
と面白いスポットだ。

17

13

エキマチ看板

サントリーのウイスキー「トリス」のイラストで
知られる故・柳原良平による、木彫の貴重な原板
が。カウンターの奥ですしを握っている人物の
モデルは、若かりし頃の店主だそう。
『寿司処 伴』
MAP P26 B-2

ミュージアム

ピザとフォークを手に小躍りするシェフ
のイラストが、フレンドリーな雰囲気を
演出。1953年からこの地で愛され続け
る、老舗イタリアンレストランにぴった
りの陽気な看板だ。
『銀座イタリー亭』
MAP P26 C-2

街に出掛けると、
ふと目に入ってくる多くのお店の看板。
よくよく探してみると、
文字やイラスト、
何これ？
と思わせる個性的なものがたくさん。
魅力的なものだと、
ついついどんなお店なのか気になってしまいます。
エキマチエリア内のいろいろな看板、
ぜひご鑑賞ください。
漢字の「鳥」を崩したような赤いロゴマー
クは、まさにお店の目印。薄暗くて細い
路地の先に店舗の入り口があるため、初
来店時はこの看板を目指して足を運ぶと
いいかも。
『鳥ぎん 銀座本店』
MAP P26 C-1

イラスト系
写真映えする個性的な
イラスト看板

イタリア・フィレンツェ発のバッグ店の看板。
遠目にも目立つカラフルな色使いもさることな
がら、マリリン・モンローかのような唇を並べ
たレイアウトも印象的。
『POP BAG 銀座店』
MAP P26 C-1

撮影＝中村 宗徳、福元 駿

9

「山」
の漢字の成り立ちを示しているかの
ような、遊び心が感じられる。一見「ふ
じさん」とも読めないこともないが、店
名は「とうざん」なので、お間違えなく
……。
『藤山』
MAP P26 C-2
赤い看板の上に、お店自慢の
「辛来飯
（カ
ライライス）
」
の食品サンプルがのってい
る。サンプルは実物大で、通りまでスパ
イスの香りが漂ってきそうなハイクオリ
ティー。
『ニューキャッスル銀座』
MAP P26 C-2

デザイン系
トータルで楽しみたい
個性派

編集協力＝小野 和哉、福元 駿
（都恋堂） 取材・文・撮影＝上原 純

店名の表記にあまり見慣れない漢字が使
われているが、
これは
「ローズ」
の当て字。
シンプルなコーヒーカップが描かれたレ
トロな看板は、古き良き純喫茶を思わせ
る。
『コーヒーハウス羅苧豆』
MAP P26 B-3

とぼけたような表情をし
たサルのお面を被った人
物がモチーフのシンボル
マークが目を引く。その
洗練されたデザインは、
ファッションブランドな
らではと言えるだろう。
『NOT SO APE』
MAP P26 B-3

店名の元となったと思わ
れるダルマの他、ニワト
リや牛など、多数のイラ
ストが描かれた賑やかな
看板。豚のイラストだけ
全身ではなく、リアルな
頭部なのがユニーク。
『八
起』
MAP P26 C-1

看板の文字が判子のように逆さまになってい
るデザイン。ビルの外壁には、流れる雲を模
した装飾も施されており、銀座の街なかでひ
ときわ異彩を放っている。
『千年茶館』
MAP P26 C-1

り！
ず看板にあ
ま
、
は
性
お店の個

店名の「ど」と「みそ」の間にさりげなく♪が入っ
ている。看板には五線が描かれていて、音の階
名とみそを引っ掛けたネーミングであることは
一目瞭然。
『 東京スタイルみそらーめん ど・み
そ 京橋本店』
MAP P26 C-2

文字系
店主のセンスが光る名作に
ほれぼれ

ステンドグラスのようなデザインの看板と、店
名が彫られた石碑が、1947年から続く歴史を
物語る。シチリアワインを推しているだけあっ
て、看板にはぶどうのシルエットも。
『和牛熟成
牛とシチリアワイン せいとう 本店』
MAP P26 A-3

象形文字風に描かれた漢字の
「馬」
が、お
しゃれなデザイン。さっそうと駆ける馬
の生き生きとした様子から、馬肉の新鮮
さがひしひしと伝わってくる？ 『馬菜
（ばさい）銀座本店』
MAP P26 C-1

表記は
「ゝや」
だが、初見では
「や」
で
すら読み取れない。とはいえ、看板
下部には親切に読み仮名の説明が書
かれているので安心。ちなみに「ち
ょぼ」
とは点のこと。
『ちょぼや』
MAP P26 B-3

入り口の黒板に、心に刺さる言葉が書か
れている。思わずはっとさせられる名言
や、おすすめのドリンクにちなんだ一言
など、
その内容はバラエティー豊か。
『Bar
Ocean』
MAP P26 B-2

8

代表的な定礎の一例

ビルが多いエキマチは、
まさに宝庫！

知られざる
明治から昭和まで、主に屋外の広告媒体として普及したものの、昭和後期頃か
ら徐々に数が減少。とはいえ金属製で耐久性があることから、「たばこ」の看板
をはじめ、今でも現役のものもちらほら。そのレトロな雰囲気に、ふと目を奪
われるという人も多いはず。

東京交通会館の最上階『銀座
スカイラウンジ』
は、実は円形
のフロアがおよそ80分で360
つい立が見えなくなった
度、時計回りに回転する斬新
な 設 計。1分 で 約4.5度 と い
う速度のため、よ～く見ていないと気付かないのだ。夜だと店
内が見えやすいので、30分ほど時間を置いてから見ると回転し
たことが分かりやすい。
MAP P26 C-1

てい そ

そもそも定礎って？
そして楽しみ方とは

丸みを帯びた書体がユ
ルさを感じさせ親しみ
やすい。建設の年月も
シンプルにまとめられ
ている。壁に埋め込ま
れているのではなく、
プレートで貼られてい
るのも特徴的だ。
MAP P26 B-2

せて
目立た
と
っ
も
～
あげて

ビルの入り口横のわかりやすい位置
にあることが多いが、少し探さない
と見つからない場所にあることも。
写真の定礎は、入り口横でも控えめ
で、植え込みに隠れていた。
MAP P26 B-3

編集協力＝小野 和哉
（都恋堂）
、篠賀 典子

定礎とは︑建築工事の開始を記念して建

11

物の安泰を祈るために行われる
﹁定礎式﹂
で

撮影＝中村 宗徳

設置される礎石のこと︒現在では略式化が

編集協力＝小野 和哉、福元 駿
（都恋堂） 取材・文＝上原 純

進み︑建物が竣工した際に︑
﹁定礎﹂
と記さ

速達専用の青いポストは、全国でもわ
ずか35個。東京都内にある6個のうち
5個は、
『セブン-イレブン日本橋2丁目
店前』や『スターツ八重洲中央ビル前』
など、八重洲～日本橋エリアに設置さ
れている。さすがビジネスの中心街と
言えよう。
MAP P26 B-3

第二次世界大戦以降、
露天商の一つとして存
在していた路上靴磨き。
東京駅周辺には専門店
もわずかながら存在し
ているが、なんと個人
の靴磨き職人も残って
おり、熟練の技で磨き
続けている。

建設年が
「皇紀」
で表記
されているレアもの。
「定礎」
の文字が右から
左に並んでいるのも、
なかなかお目にかかれ
ない。ちなみに西暦を
知りたければ、660年
を引いてみよう。
MAP P26 B-1

愛着が湧く、
かわいらしさ

達筆すぎて、
読め……ない
？

有楽町駅のガード下にある『食
安商店』には、ビールや缶チュ
ーハイの他に、日本酒の自販機
も。運転免許証の認証機能が付
いていればなおレアだが、さす
がに店舗設置型なので、そこま
ではなかった。店は24時間利用
可能な上、テーブルもあるので
気軽に角打ちを楽しめる。
MAP P26 C-1

れた石︵板︶を埋め込むようになったそうだ︒

未来に
建設
と思わ された？
ず勘違
い

定礎には特に決まりが
ないので、デザイン性
を最優先したものもた
まに見られる。写真は
建設された西暦が書か
れているだけのスタイ
リッシュなタイプ。
MAP P26 C-2

「定礎」の言葉を知らなけれ
ば、何と記されているかわか
らないほどの達筆。刻んだ人
の個性があふれている。建築
年は漢数字で書かれており、
こちらもなかなかの達筆だ。
MAP P26 B-3

定礎石︵板︶の奥には定礎箱が埋め込まれて

いることが多く︑中には︑建築図面や定礎

式が行われた日の新聞︑建築当時発行され

ている通貨︵紙幣・硬貨など全金種︶
︑関係

者の名簿などが収められている︒ビルが解

体されるまで開けられることはないので︑

無しは
」の文字 ！
礎
定
「
タイプ
希少な

まさに︑建築当時の思い入れが詰まったタ

イムカプセルのようなものといえるだろう︒

定礎の面白いポイントは︑特に決まった

形式がなく︑何から何まで自由に作れるこ

とだ︒位置や書体︑デザインなど︑その建

物によってオリジナリティーがあるのが魅

力といえる︒とても読みづらい書体で書い

てあるものや︑埋め込まれずに飛び出して

しまっているもの︑施工主名や格言が入っ

64

ているものなどなど︒また︑定礎には建設

年が表記されているため﹁昭和 年﹂や﹁平

成 年﹂と表記されているのはとても珍し

いのだが⁝⁝残念ながらエキマチエリアで

携帯電話の普及とともに街なかから姿を消し
つつある公衆電話。しかし東日本大震災時に
携帯電話がつながりにくくなり、公衆電話に
人々が殺到したことから、東日本では近年、
設置数が増加傾向にある。災害時の緊急連絡
用に、設置場所を覚えておくと安心だ。
MAP P26 B-2

は発見できず！ 紹介したもの以外にも個

昔はよく見かけたのに、
今ではあまり
見かけなくなってしまったもの。
時代の流れとともに、
あまり利用されなくなってしまったもの。
どこか懐かしさを感じさせる珍しい風景が、
東京の中心部であるエキマチエリアにも、
実はまだ残っていました。

性的なものはたくさんあるので︑ぜひ注目

主に薬局前に設置されて
いる、佐藤製薬のゾウを
模したマスコットキャラ
クター・サトちゃん人形。
サイズは大小さまざまで、
ユニホームを着用したも
のや、妹のサトコちゃん
人形など、これだけの数
が揃うのは結構珍しい。
MAP P26 C-1

してみよう︒

今や希少な
あの風景

中央やや上部に「定礎」の2文字

竣工された年月日

31

の世界

取材・文＝福元 駿
（都恋堂）

まるでカメレ
オン!?
同化タイプを
発見
10

定礎石が置かれておらず、壁に直接
文字が刻まれ、同化しているように
見える。文字も壁と同じ色になって
いて、
より見つけにくいものもある。
MAP P26 C-2

好奇心が道からはみ出しそう

気になるあの路地へ
!?

ニコ◎全8皿のNicoコース3024
円などもあり。JR新日本橋駅2
番出口徒歩2分。17 : 00〜23 : 30
、日・祝日
（土は16 : 00〜23 : 00）
休。 中 央 区 日 本 橋 室 町4-3-14
☎03・3241・3399

MAP P26 A-3

メインストリートにはない魅力が漂う、
名もなき狭い道。
ちょっと覗くと、
なんだか楽しげ＆ちょっと怪しいオーラが……？
今回は、
異なる味わいがある３つの路地をじっくり紹介！
路地裏には、
大人のワクワクとドキドキがあるのです。

※ 出勤時間はご確認を！
パブオリーブ◎初回お試しコース40分2800円（ウイスキー・鏡月
飲み放題、お通し・乾き物・〆の味噌汁付き）。JR東京駅八重洲北
口徒歩3分。20 : 00〜23 : 30、土・日・祝日休。中央区八重洲1-8-6
八重洲共同ビル3F ☎03・3273・2109
MAP P26 B-2

編集協力＝小野 和哉
（都恋堂）
、
篠賀 典子

取材・イラスト＝さとう みゆき

たいしつかいぜんサロンシオン◎氣リンパデトックス90分2万7000円など多数。新規限定のお得なコース
あり。三越前駅A4出口徒歩1分。12 : 00～21 : 00（最終受付20 : 00）、水休。中央区日本橋室町1-12-14 磯
野ビル3F ☎03・6262・0766
MAP P26 A-3
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調査隊
メンバー

箱根駅伝と
関係あるの？

ぞ！
調べる

怪しい
実験施設か

「東京箱根間往復大学駅伝競走」
（箱根駅伝）のスタート・ゴール地
点としても有名な読売新聞社で、地味にインパクトを放っている
大きな石。設置されているのは、旧東海道と重なる駅伝コースに
ちなんだ歌川広重の浮世絵プレートが並ぶ
「駅伝ウオール」
。これ
は箱根駅伝の折り返し地点の「箱根の山」を表現しているのだそ
う。神奈川県小田原市の採石場でとれた箱根火山の溶岩でできた
安山岩「根府川石（ねぶかわいし）
」
を使用しているとのこと！

MAP P26 A-1

!?

のっぺらぼうな建物

どこに
つながるん
だろう……

!?

新丸の内ビルディングの横に置かれた、もしゃもしゃと
緑が生い茂った小屋。この建物の正体は、なんと駐輪場。
壁面緑化と環境に配慮したデザインで、第8回屋上壁面
特殊緑化技術コンクール審査委員会特別賞も受賞（2009
年：都市緑化技術開発機構）しています。

駅伝ゆかりの地に
謎の巨石

丸の内の一角に
プチ植物園

何かの
暗号のような
数字だけの
看板

MAP P26 B-2

!?

立ち止まらずには
いられない

飲食店などが立ち並ぶ、八重洲の一角。緑が生い
茂り、他とは明らかに異なる雰囲気を漂わせてい
る1棟の建物。そして建物の脇には、懐かしい理
髪店のサインポールが。昔ながらの店のように見
えるこの建物は、実は街のスナック。

何これ

東京駅付近に立地する、2004年に施工さ
れた丸の内北口ビルディング。そのビル
周辺の床に、電車らしき乗り物の正面を
とらえた写真のようなものが……。もと
もと、この周辺の敷地は交通公社ビルヂ
ングがあった場所で、その建物の写真や
ゆかりのある写真を床に散りばめている
そうです。
MAP P26 B-2

調査隊

まるで
ジャングル！

「区境」「看板」など、
これまでいろんなテ ー マ で 路 上 観 察 し て き ま し た が 、
それ以外にもまだまだあるあんなもの、こんなもの。
調査隊を結成し、その正体を調べてきました。

床にあしらわれた
謎の模様

緑生い茂る理髪店？
の正体は……

おしゃれだけど
……何？

水飲み場だから
水滴……？

日本橋でひときわ目立つ謎の番号が書かれた看板は、屋外広
告全般を扱っている古川広告社の電話番号。会社のコーポレ
ートカラーを用いた広告募集枠でした。奇抜なデザインは歩
行者の注意を引くためのもので、実際に広告検討の問い合わ
せがあるのだとか。
MAP P26 B-3

あの水滴の
正体とは……？

MAP P26 B-1

オフィスビルが立ち並ぶ大手町。2012年にグランドオープンした大手町
フィナンシャルシティノースタワーの建物脇で、近未来的デザインの物
体を発見！ 実はこれ、屋外設置型の植物工場システム「アーバンエコ
ファーム」
。
先進技術を採り入れた植物の促成栽培を行っているそうです。

MAP P26 A-1

京橋に現れる、
謎の井戸!?

MAP P26 A-3

未来の
乗り物が
見られる
かも？

日本橋本町１丁目を歩いていると目に止まる、真っ白な建物。こちらは、日
本人形の販売を行う『米洲』のショールーム。人形が持っているやわらかい
曲面と肌から導かれ、このデザインになったのだとか。再開発が進み、高
み お つくし
層化と商業化が押し寄せる日本橋で、ひとつの変わらぬ澪 標あるいは定点
のような存在となることを狙い、この都市における極端な小ささと、窓さえ一
見ないように見える姿に落ち着いたそうです。

乗れるのかな？

木製の
ガードレール!?

東京国際フォーラムの広場にある水滴の形をしたオブジェ（左）
。よく見
ると、これは水飲み場。東京都水道局のキャラクター「すいてきくん」を
イメージしたものなんだそう。また横にあるボトルディスペンサー式水
飲栓
（右）
は江戸切子を盛り込んだデザインで、マイボトルに冷たい水道
水を注げるもの。いずれも水道水の飲用促進と環境配慮行動促進のため
に設置されたとのこと。
MAP P26 C-1

日本橋三井タワーの角に、珍しい柄のガードレール
が。これはCOREDO室町テラスと、メトロ駅をつ
なぐ地下通路の工事で、鹿島建設により仮設された
もの。実際には木製ではなく、既存の製品に木目調
のカッティングシートを貼って自作したものだそう
で、周辺の高級ホテルなど、景観に配慮してこのデ
ザインになったのだとか。
MAP P26 A-3

編集協力＝小野 和哉
（都恋堂） 取材・文・撮影＝河田 早織

15

うどんすきが名物の日本料理店『美々卯
京橋店』。重厚感と趣のある和風の店構
えが印象的な建物の店頭で、左右に置か
れた2つの石造りの物体を発見。
「 これっ
て古井戸や石臼？」
と思いきや、実は水道
メーターとのぼりを立てる台。どちらも、
日本を感じる店構えに溶け込んでいます。

丸の内永楽ビルディング前にある複数の停留所らしきスペース。設置さ
れた立て看板を見ると、
「乗り捨てできるカーシェア」の文字が。ここは、
国土交通省が、社会実験のために設置したカーシェアリング用の車の貸
出し・返却拠点の一つ。可愛い超小型電気自動車「P・COM（COMS）」
に乗車することができます。
MAP P26 A-2

MAP P26 C-2
14

・・

体もよろこぶ！
栄養豊富で健康的なおやつ

遠赤外線でじっく
り焼き上げたかつ
おを厚削り。

大和屋
江戸時代末期に創業したかつお節専門店。昔ながらの店
構えは、かつてこの場所に魚河岸があった名残を今に伝
えているかのようだ。店頭には最高級の本枯れ節を中心
に、さまざまな料理に合う削り節が30種類以上並ぶ。

ウォーキング昆布
（15g）
◎580円
天然の昆布を食べやすいように四
角にカット。口に入れてほぐし、
柔らかくなったらよくかんで。か
めばかむほどうま味がじんわり。

江戸前のしょっぱ
いしょうゆ味とこ
しあんの甘さの対
比が人気。

ワンハンドグルメをお供に！
まちの隅々を観察・探検するには、
パワーチャージが必要だ。
さっと栄養補給＆疲れを癒やす甘味、
それも片手で食べられる美味グルメなら、
心強い味方になる！ もちろん、
水分補給もお忘れなく……。

やまとや◎三越前駅A3出口
徒 歩1分。10 : 00〜18 : 00、
日・祝日休。中央区日本橋
室町1-5-1
☎︎03・3241・6551

※背景の黄色は食事・栄養補給系、ピンクは甘味系を表現しています！

MAP P26 A-3

粒あんがずっしり！
森光子も愛したどら焼き

桃太郎だんご
（しょうゆ・あんこ）
◎各140円

チ、
エキマ
に
手
を
左
右手には美味

おつまみぶし
（30g）
◎680円

具材がぎっしり！
Tex-Mexをカジュアルに

桃六

FR I JOLES 大手町

創業1869年（明治2）の老舗和菓子
屋。店内は桃太郎を彫ったケヤキの
大看板が出迎える。
「昔はだんごと言
えば桃太郎。創業時から変わらず、
朝ついたお餅で手作りしています」
と5代目の林登美雄さん。賞味期限
はその日のうち。

どら焼き
「一と声」
◎180円

山盛りの具をトルティーヤに包んだアメ
リカ風メキシコ料理のグルメブリトー。
ビーンズや肉、米、チーズ、サワークリ
ームなど好みの具を選んでトッピングし
てもらおう。鮮やかな断面のブリトーは
本場の風味とボリュームで満足必至。

皮はブランデーを隠し味に
しっとりとして風味豊か。
上品な甘さの粒あんのほか、
梅入り190円、栗入り210
円の3種類。

フリホーレスおおてまち◎大手町駅C8出口徒
歩1分。11 : 00〜21 : 45LO（土は 17 : 45 LO）
、
日休。千代田区大手町1-5-1 大手町ファース
トスクエア EAST1F
☎︎03・6256・0388
MAP P26 A-1

も も ろ く ◎ 京 橋 駅 A6 出 口 徒 歩 2 分。
9: 00〜18 : 00、日・祝日休。中央区京橋
2-9-1 ☎︎03・3561・1746

MAP P26 B-3

ひ

こえ

鮭ごのみ◎280円

お米の甘みと粒立ち際立つ
ふんわりおにぎり

島根県飯南町産コ
シヒカリなど厳選
したお米に、具は
新潟県産の鮭のほ
ぐし身にシシャモ
子とたらこを合わ
せた人気のおにぎ
り。お米の品種は
不定期で変更。

AKOMEYA TOKYO
丸の内ビルディング
店内には全国からえりすぐった10種類以上の
お米をはじめ、ご飯のお供、器や道具を陳列。
羽釜で炊いたご飯を、お弁当やおにぎりでいた
だけるのは、AKOMEYA店舗中、関東では丸
ビルだけ。
おにぎりの具材も一部販売している。

具はチキン、カーニタ
ス
（豚肉）
、ビーフステ
ーキ、アボカドから選
び、ビーンズ、サルサ
など12種類の具からお
好みでトッピング。

ビジネスパーソン
にも大人気です！
アイリンさん

クープワッフル
（バニラ）
◎410円
焼きたてワッフルとひんやり濃厚
なソフトクリームの相性は抜群。

銀座マネケン

めざしおにぎり
◎302円

MAP P26 B-1

多い日は
3000個以上
焼き上げます！

銀座の街角にあるベルギーワッフル専門
店。関東唯一の路面スタンド前には、焼
きたての甘い香りに誘われて、道行く
人々が常に列を成している。外はさっく
り、中はふんわり、時々シャリッとする
砂糖のアクセントも美味。

本田美貴さん
チョコレートワッフル
◎162円
ハチミツとバターの風味豊
かなプレーンワッフルにビ
タースイートチョコをコー
ティング。定番品のほか、
毎月新しい味も登場する。

ぎんざマネケン◎銀座駅A1出口すぐ。11 : 00
〜22 : 00（日・連休最終日は 20 : 00まで）
、元
日・ 年2回休。 中央区銀座5-7-19 第一生命
銀座フォリービル 1F ☎︎03・3289・0141

MAP P26 C-1

名パティシエが作る
人気のソフトクリーム
トシヨロイヅカ東京

プリンソフトクリーム
◎380円
＊季節のソフトクリーム・撮影時

今春初登場！ シェフ特製のプリン
がソフトクリームで味わえる。夏
はセミノール・フロマージュ、秋
冬はエクアドル・ショコラが登場。

編集協力＝小野 和哉
（都恋堂）
、
篠賀 典子

タコス◎420円
ミニサイズのトルティ
ーヤでお好みの具を挟
んだ軽めのメニュー。

銀座の街角で味わう
甘くて優雅なひと時

塩むすびと香ばし
い目刺しは、シン
プルでどこか斬新
な名コンビ。

アコメヤトウキョウまるのうちビルディング◎JR東京駅丸
の内中央口徒歩1分。11 : 00〜21 : 00（日・祝日は
20 : 00まで）
、無休（ビルに準じる）
。千代田区丸の内
2-4-1 丸の内ビルディングB1 ☎︎03・6206・3349

ブリトー
（レギュラー）
◎980円〜

取材・文＝味原 みずほ 撮影＝荒井 健

日本を代表するパティシエの店。小田原とエ
クアドルに自社農園を手がけるほど、素材作
りからこだわるケーキやショコラがショーケ
ースにずらり。ギフトに人気の種類豊富な焼
き菓子は個別包装で、１個からも購入できる。
トシヨロイヅカとうきょう◎京橋駅7・8番出口直
結。ショップ11 : 00〜20 : 00（カフェ、サロンは
19 : 00LO）、無休（サロンは火休）。中央区京橋
2-2-1 京橋エドグラン1F
☎︎03・6262・6510

MAP P26 B-2
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アマンド◎250円

ふわふわのバンズに挟むのは、トマトベースの
ソースがたっぷり絡んだ丸メンチカツ。具1つ
でこのボリューム！ 1日50個の限定販売。

銀座さとう

季節のソフトは
都内4店舗で
ここだけ！
星野友希さん

丸メンチカツバーガー◎400円

ボリューム満点！
牛肉のおいしさを頬張る

アーモンドと卵黄
をたっぷり使用し
た焼き菓子。シェ
フのスペシャリテ。

激うまコロッケ◎150円
昔ながらのお肉屋さんの
コロッケ。人気ナンバー
2のロングセラー。

吉祥寺で行列ができる元祖丸メンチカツをハンバーガーで
味わえるのは銀座店だけ。メンチカツは粗めにひいた国産
和牛100％を使用している。
「どこをかじってもジューシーな
肉汁があふれ出るように」と
真ん丸の形が特徴だ。
ぎんざさとう◎銀座一丁目駅11
番出口徒歩4分。11 : 00〜19 : 00、
日・月休。 中央区銀座1-14-1
☎︎03・3561・2939

MAP P26 C-2
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第
回

日本橋

日本橋
中央通り

空と光を肌で感じる
江戸以来の大通り

日本橋をまたいで南北を 貫 く 中 央 通

りには、老舗や商業施設が 林 立 。 こ こ

2

に天空を感じるスポットが 、 に わ か に

増えている。中でも、 大 百 貨 店 で は

今春、そろって屋上庭園が オ ー プ ン し

た。一つは１６７３年（延宝元）に呉服

10

店として創業した『日本橋三越本店』。

１９３５年（昭和 ）の現建物の建立時

に花の咲く屋上庭園を備え 、 以 来 、 音

す

摺り漆塗りの尾鷲わ
っぱ10800円は職人
手作りの名品だ。

楽会、ゲレンデ、ロープウ エ ー な ど 、

本館改装前より鎮座していた笠森稲荷が初お目見え。
カフェ前に設置された魅力的な2つのテントは、予約
制のグランピング施設だ。

新たな試みを打ち出し続け て き た 。 そ

緑と花々に彩られた本館屋上。ビア
ガーデンは多彩なタパス、ハーブマ
リネしたアンガスビーフ、チキンな
どと盛りだくさん。2時間5184円～。
カフェでは香り爽やかなパイナップ
ルスムージー 702円を。グリーン・ベ
ジなどもあり。

新たなスポットが続々とお目見え！

噴水、ローズガーデン、橋を渡り新館･東館テラスへと、歩
くたびに情景が変わる屋上庭園が3月に誕生。ヘルシーなス
ムージーが人気のカフェ、グランピング施設がある他、9月下
旬まではBBQビアガーデンも登場。飲み放題はカクテル、10
種のワイン・スパークリングワイン付き。◎日本橋駅B2出口
直結。10 : 30～19 : 30（FEEL GREEN CAFEは19 : 00LO ROOF
TOP BBQビアガーデンは17 : 00～21 : 00入場）、不定休。日
本橋2-4-1 本館屋上 ☎03・3211・4111
MAP P19

なら

日本橋髙島屋S.C.

して、約 年ぶりに開園した屋上には、

歴史と自然と夜を満喫する空中散歩

新たに皇居の豊かな森に倣 っ た 植 生 を

Ｓ

配し、鏡面の池が花や緑を 映 し 出 す 。

また『日本橋髙島屋 Ｃ』本館は、新

館・東館と空中橋でつなが り 、 約 ６ ０

8

００㎡もの広さを誇る屋上 庭 園 を 誕 生

させた。１９３３年（昭和 ）の開店時

にあった日本庭園と七福殿 に 加 え 、 ひ

っそりと祭っていた笠森稲 荷 に も 来 館

客が詣でられるように。共 に 、 自 然 と

都会、歴史と現代を融合し た 、 次 の 百

さらに、昨年開業した三 井 ガ ー デ ン

年につながる空間作りが印 象 的 だ 。

ホテル日本橋プレミア 階 に 、 中 央 通

りを見通せる窓辺席を用意 し た 『 バ ー

松』も登場。「夕暮れや夜、雨に煙る日

のぞみ

もいいんですよ」と、バー テ ン ダ ー の

冨士原希さん。「日本橋は、高層ビルの

途中に緑を植えるのが習わ し 。 向 か い

に開業する『コレド室町テラス』上階に

高層階ばかりじゃない。 沿 道 に は ２

も緑を植えていますよ。ほ ら 」

㎞にわたって花畑も続く。 冬 の パ ン ジ

ー、春のチューリップ、夏のサルビア、

秋のフレンチマリーゴール ド と 、 植 え

替えしながら人々の心を和 ま せ る 『 は

な街道』は、地元企業や町会が花奉行、

水奉行としてサポート。

こっとう

通り沿いには洗練された 見 立 て で 楽

しむ骨董店、西洋理髪の歴史年表を飾

るヘアサロン、和菓子舗、 洋 食 店 、 カ

フェなど、和洋の老舗も点 在 。 回 遊 し

ながら、江戸と変わらぬ風を感じたい。

17年前から始まった「はな
街道」は、JR新日本橋駅か
ら京橋駅に至る約2kmの中
央通り両脇に続く。

9

2

23

5月１日に本館屋上がリモデル！

日本橋三越本店
日本庭園、野原など自然を感じる空
間が誕生。さらに9月16日まではビーフ
ステーキ、チキングリルなど、BBQの
屋上ビアガーデンや、日中からグラス
を傾けられるフードカートも用意。空の
下を満喫したい。◎三 越前駅B5出口
直結。10 : 00〜19 : 00（グリルテラス日
本橋は17 : 30〜21 : 00LO、土･日･祝日
は 11 : 30〜14 : 30LO・17 : 30～20 : 30
LO フードカートは11 : 00〜21 : 00LO、
土･日･祝日は～20 : 30LO）、荒天時休。
中央区日本橋室町1-4-1 本館屋上
☎03・3241・3311（大代表）
MAP P19

江戸期から親しまれる三囲
（みめ
ぐり）神社と活動大黒天。 改
めて御霊（みたま）入れされた。

水辺が涼やか。フードカートは
自家製チーズが自慢のピッツァ、
ジェラート、COEDOビール＆
酒スタンドなど、5軒が連なる。
グリルテラス日本橋は飲み放題
付き4860円〜（予約が確実）
。

スピリット

伊勢商人が集う日本橋北から発信

新たな商業施設が今秋に開業

三重テラス

COREDO室町テラス

『三越』
『にんべん』
『木屋』
など、三重にルーツ
を持つ大店が少なくない日本橋北側。ここに
2013年、三重県のアンテナショップが東京初
出店した。伊勢うどん、伊勢茶などが定番土
産だが、萬古焼、松阪木綿など工芸品も美し
い。体験イベントも多数ある。三重の食材を
使 用した料理が楽しめるレストランも併設。
◎三越前駅A9出口すぐ。10 : 00〜20 : 00（レ
ストランは11 : 00～22 : 00 LO）
、無休。日本橋
室町2- 4 -1 YUITO ANNEX 1・2F
MAP P19
☎03・5542・1033（ショップ）
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中央通りと江戸通りに面した一角に
来たる9月27日、複合施設がオープン。
「「価値ある時間」を、過ごす場所。
」をコ
ンセプトに、日本初2店舗、関東初5店
舗を含む31店がにぎわいを創出。開放
的な大屋根広場にはカフェやダイニン
グが並び、江戸通りには落ち着いたレ
ストラン、中央通りにはセレクトショッ
プ、パサージュには夜も活気あふれる
飲食店が登場する予定だ。◎JR新日本
橋駅地下直結。日本橋室町3-2-1
MAP P19

和の精神を味わう天空バー

バー松
窓辺に座れば、刻々と変わる空の
色、通りの様子にくぎ付け。加賀料
理の料亭
『浅田』直営で、カクテルに
もこうじのスピリッツ、和三盆シロッ
プ、さんしょうなどが。モダンな和テ
イストに心躍る。隣の『日本橋浅田』
から運ばれるフードも楽しみ。チャ
ージなし、サービス料別。◎JR新日
本橋駅出口3すぐ。17 : 00〜24 : 00LO
（日･祝日は23 : 30LO）
、無休。日本橋
室町3-4-4 三井ガーデンホテル日本
橋プレミア9F ☎03・5542・1700
MAP P19

18

バーテンダーの冨士原さん
（右）
が作るシグニチャー・カクテル
のマツ1728円は甘くスパイシ
ー。カツサンド1620円と味わい
たい。テラス席も気持ちいい。

愛しき骨董の、見立ての妙に感服

海老屋美術店
元は京都御所の御用職で、遷都に伴い現在地へ。
9代目の三宅正洋さんは「江戸時代、オランダ要人の
常宿が日本橋室町にあったんですよ」と、オランダ貿
易がもたらした品を中心に収集。
「骨董は見立てで楽
しむもの」と、陳列で人々を魅了する。火鉢脇で茶を
すすりながらの美術談議も楽しい。◎三越前駅A8出
口すぐ。11 : 00～18 : 00ごろ、日･祝日休。日本橋室
町3-2-18 ☎03・3241・6543
MAP P19

たもと

日本橋の袂に構える
小さな老舗

とらや 日本橋店
戦後、材料不足で和菓子を製造でき
なかった『とらや』が始めた喫茶店が前
身。1948年、喫 茶 店を閉 店し、和 菓
子屋として再出発した。夏の人気は昔
も今も水羊羹324円。しっかりめの食
感で、
すっきりした甘みのこしあん
「御膳」
のほか、小倉、黒砂糖、抹茶の4種が
ある。8月下旬まで。◎日本橋駅B9出
（ 土･祝日は
口徒 歩3分。9 : 00〜19 : 00
18 : 00まで）、日休。日本橋1-2-6
☎03・3271・8856
MAP P19

人々に長く愛され続ける
老舗巡り

年表とコレクションで知る
紳士のたしなみの歴史
つ やだし

ヘアサロン大野 艶出専科本店
英国紳士を手本にした日本の理
容。その歴史年表を掲げるのがこ
の店だ。 戦 前に開 業し、1948年
に日本橋に本店を構えた。店内に
はアーティスティックなシェービン
グカップや、西洋に渡った伊万里
焼のひげ皿を陳列。紳士への一歩
を踏み出したくなる。◎三越前駅
A10出口徒歩1分。10 : 00～20 : 00
LO（土･日･祝日は19 : 00LO）、無休。
日本橋室町3-3-3 CMビル1F
☎03・3211・7031
MAP P19

昭和な空気感に和む洋食＆洋菓子

レストラン東洋
「戦後の開業時は“あんこもの屋”。でも、いつの間にか洋食を
始めてました」
と、支配人の北村親一さん。1965年に建て替え、
１階がカフェ、2階がレストランに。手ごねハンバーグにフライ2
種が添うBランチ1000円はまるで大人様ランチ。ショートケーキ
400円など、地下工房で作る端正な洋菓子もいい。◎日本橋駅
B11出口徒歩1分。喫茶は10 : 00～21 : 30、レストランは11 : 00～
23 : 00（ランチ～16 : 00）
、土･祝日は11 : 00～17 : 00、日･第3土休。
日本橋1-2-10 ☎03・3271・0003
MAP P19

取材・文＝佐藤 さゆり 撮影＝丸毛 透
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く、
じめて気付
言われては 細な魅力
マチの微

第17回

窓

や、

き
と思い
肉球？
ィ
ガウデ
ト
テイス

両サ イ ド の 八 角 塔 を
麗し く 魅 せ る
丸窓

古典主義の傑作は
国の重要文化財

『Décadence du Chocolat 銀座本店』
で思わず二度見。
香り華やかなチョコ専門店はスペインの鬼才、アント
ニ・ガウディの作品をイメージしたデザインだ。

MAP P26 C-2

MAP P26 B-1

MAP P26 B-2

すーっと
吸い込まれそ
うな瞳

モダニズムを追求する
蘆原義信氏設計の『国
立映画アーカイブ』京
橋 本 館 は、1995年 完
成。光を取り込む2つ
の窓の形がユニークだ。

水辺に映る山の如く
スタイル異なる
つの三角窓

開業時の姿に復原した
赤れんが造りの『東京
駅丸の内駅舎』。アー
チ窓もすてきだが、北
端に立つ八角塔の丸窓
も、優美な風情を醸し
出している。

1934年（昭和9）築の『明治生命館』は、
様式建築の名手・岡田信一郎の設計。
5階分のコリント式列柱の間に、西洋
窓が並ぶ。

2

昭和初期と現代、
2世代窓のコラボ

MAP P26 C-2

『タカシマヤ ウオッチメゾ
ン 東京・日本橋』の路地側
に、大きな丸窓が1つ。光
を宿した瞳のようで、別次
元へと吸い込まれそう。

1930年（昭和5）築の旧江戸橋倉庫ビ
ルのアーチ窓が昭和モダン。塔屋は
2014年『日本橋ダイヤビルディン
グ』
へ建て替えた時に複製し、再現。

MAP P26 B-3

赤れんがとアーチ窓が美しい『三菱
一号館美術館』は英国人のジョサイ
ア・コンドル設計。装飾を施した建
物表側の窓と見比べてみて。

窓の
にも
ザイン
木枠デ
品
漂う気

MAP P26 B-2

オフィス街で目を引く
ネオルネサンス様式

裏側ながられっきとした
英国スタイル

MAP P26 B-3

細かなプリーツ風の
窓辺群が
エレガント

細長い窓が波打つように連なる『東宝ツ
インタワービル』は谷口吉郎氏の設計。
アコーディオンに着想を得たという斬新
なデザインが印象的だ。

MAP P26 A-3
東京駅丸の内駅舎と同じ辰野金吾
が設計した『日本銀行』旧館は
1896年（明治29）築。明治中期の
西洋式建築物の傑作の一つだ。

MAP P26 A-3
取材・文＝佐藤 さゆり 撮影＝丸毛 透

21

1932年（昭和7）に日清生命館として竣
工し、1994年に復元した『大手町野村
ビル 』。 テラコッタ貼りのネオルネサン
ス風で、端正な美しさを備える。

MAP P26 A-2

