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合引川北角埋立地（あいびきがわきたかどうめたてち）─────── 入船町（いりふねちょう）─────────────────────────────

うつ

青物町（あおものちょう）

明石町

く かく

大震災後の区画
せい り

整理によるもの

あ

か

音羽町

ちょう めい

中 央 区 内 の町 名 は、 江 戸 時 代 からなん度 も変

きゅうきょう ばし く

●旧日本橋区、旧 京橋区
けいおう

ちゅう おう く ない

)

入船町（いりふねちょう）

現 町名

活鯛屋敷（いきだいやしき）

日本橋蔵屋敷（にほんばしくらやしき）────────────────── 元四日市町（もとよっかいちまち）───────────
元四日市町（もとよっかいちまち）
石川島（いしかわじま）
佃島（つくだじま）
出雲町（いずもちょう）

内山町（うちやまちょう）─────────────────────────────
三十間堀（さんじっけんぼり）
伊勢町

（いせちょう）

河岸地川敷（かしちかわしき）─────────────────
瀬戸物町（せとものちょう）

出雲町（いずもちょう）
三十間堀

（あかしちょう）

伊勢町

（しんとみ）

室町（むろまち）────────────────────────────────────────── 日本橋室町（にほんばしむろまち）

江戸橋（えどばし）

日本橋（にほんばし）

岩倉町

新永代町（しんえいたいちょう）

せい り

く かく

整理によるもの

)

げんちょうめい

現町名

桶町東会所（おけちょうひがしかいしょ）

京橋（きょうばし）─────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）

南槇町西会所（みなみまきちょうにしかいしょ）

槇町（まきちょう）─────────────────────────────────────── 八重洲（やえす）

南槇町（みなみまきちょう）───────────────────────────────────────── 南槇町（みなみまきちょう）─────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 銀座
──────────── 尾張町新地
銀座
──────────── 尾張町

（おわりちょう）

───────────────────────────────────────────── 銀座

（ぎんざ）

（おわりちょうしんち）

（おわりちょう）

（ぎんざ）

───────────────────────────────────────────── 銀座

（ぎんざ）

（ぎんざ）

か
加賀町（かがちょう）──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 銀座西（ぎんざにし）───────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）

狩野探玄屋敷（かのうたんげんやしき）
上槇町（かみまきちょう）
上槇町新道会所屋敷

本石町（ほんごくちょう）─────────────────────────── 日本橋本石町（にほんばしほんごくちょう）
室町（むろまち）────────────────────────────────────────── 日本橋室町（にほんばしむろまち）

五郎兵衛町（ごろべえちょう）───────────────────────────────── 槇町（まきちょう）─────────────────────────────────────── 八重洲（やえす）

五郎兵衛町（ごろべえちょう）

─────────── 上槇町

（かみまきちょうじんみちかいしょやしき）

─────────────────────────────

（かみまきちょう）

檜物町会所屋敷（ひものちょうかいしょやしき）

呉服橋（ごふくばし）───────────────────────────────── 八重洲（やえす）
通（とおり）─────────────────────────────────────────────────── 日本橋（にほんばし）

上柳原町（かみやなぎはらちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 小田原町（おだわらちょう）───────────────────── 築地（つきじ）
亀井町（かめいちょう）

馬喰町一丁目（ばくろちょういっちょうめ）

─────────────────────────────────────── 日本橋本町

（ほんちょう）

馬喰町（ばくろちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 日本橋馬喰町（にほんばしばくろちょう）

川瀬石町（かわせこくちょう）

江戸橋（えどばし）

南油町（みなみあぶらちょう）

通（とおり）

小松町（こまつちょう）──────────────────────────────────────────────── 川瀬石町（かわせこくちょう）────────────────────

（にほんばしほんちょう）

室町（むろまち）────────────────────────────────────────── 日本橋室町（にほんばしむろまち）

岩附町（いわつきちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 本町（ほんちょう）─────────────────────────────────────── 日本橋本町（にほんばしほんちょう）
北新堀町（きたしんぼりちょう）

(

だいしんさい ご

大震災後の区画

柳原岩井町上納地（やなぎはらいわいちょうじょうのうち）

岩代町（いわしろちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 堀留町（ほりどめちょう）─────────────────────────── 日本橋堀留町（にほんばしほりどめちょう）

北新堀町（きたしんぼりちょう）

ねん

亀井町飛地（かめいちょうとびち）

本町

永代橋西広小路（えいたいばしにしひろこうじ）

)

たいしょう

大正 12 年

佃島（つくだじま）─────────────────────────────────────── 佃（つくだ）

箔屋町（はくやちょう）──────────────────────────────────────────────── 通（とおり）─────────────────────────────────────────────────── 日本橋（にほんばし）

箔屋町（はくやちょう）

だい く

元岩井町埋立地（もといわいちょううめたてち）──────────── 亀井町（かめいちょう）──────────────────────────────────────────────── 小伝馬町（こでんまちょう）───────────────────── 日本橋小伝馬町（にほんばしこでんまちょう）

因幡町（いなばちょう）───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 宝町（たからちょう）─────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）
（いわくらちょう）

(

く

44 区 6 大 区
しょう く じ だ い
25 小区時代のもの

通

（とおり）

銀座（ぎんざ）───────────────────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）

瀬戸物町（せとものちょう）

がつ

金吹町（かねふきちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

（いりふね）

本町（ほんちょう）─────────────────────────────────────── 日本橋本町（にほんばしほんちょう）

（さんじっけんぼり）

（いせちょう）

ねん

明治 4 年 6 月

尾張町一丁目元地（おわりちょういっちょうめもとち）

明石町（あかしちょう）──────────────────────────────────────────────── 外国人居留地（がいこくじんきょりゅうち）──────────── 明石町（あかしちょう）────────────────────────────── 明石町（あかしちょう）
安針町（あんじんちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

めい じ

尾張町一丁目新地（おわりちょういっちょうめしんち）

げんちょうめい

青物町（あおものちょう）───────────────────────────────────────────── 江戸橋（えどばし）──────────────────────────────────── 日本橋（にほんばし）

（おとわちょう）

ねん

慶応 3 年

尾張町

────────────────────────────── 明石町
入船
──────────
新富

（あかしちょう）

けいおう

北新堀町（きたしんぼりちょう）─────────────── 日本橋箱崎町（にほんばしはこざきちょう）

勘左衛門屋敷（かんざえもんやしき）
弥左衛門町（やざえもんちょう）
神田新銀町代地（かんだしんしろがねちょうだいち）
神田塗師町代地（かんだぬしちょうだいち）
神田松下町代地（かんだまつしたちょうだいち）
武家地（ぶけち）

日本橋（にほんばし）

弥左衛門町（やざえもんちょう）────────────────────────────── 銀座西（ぎんざにし）───────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）
武家地（ぶけち）
三代町（みしろちょう）

兜町（かぶとちょう）─────────────────────────────────── 日本橋兜町（にほんばしかぶとちょう）

神田塗師町代地（かんだぬしちょうだいち）
宗印屋敷（そういんやしき）
松屋町（まつやちょう）

松屋町（まつやちょう）──────────────────────────────────────────────── 西八丁堀（にしはっちょうぼり）─────────────── 八丁堀（はっちょうぼり）

江戸橋木更津河岸地（えどばしきさらづがしち）

松屋町続上納地（まつやちょうつづきじょうのうち）

江戸橋広小路（えどばしひろこうじ）

佐兵衛町（さへえちょう）────────────────────────────────────────── 八官町（はちかんちょう）───────────────────────────────────────────── 銀座西（ぎんざにし）───────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）
八官町（はちかんちょう）

江戸橋蔵屋敷（えどばしくらやしき）───────────────────── 錦町（にしきちょう）───────────────────────────────────────────────────── 江戸橋（えどばし）──────────────────────────────────── 日本橋（にほんばし）
江戸橋広小路之内蔵地木更津河岸（えどばしひろこうじのうちくらちきさらづがし）
江戸橋広小路之内御免家作地（えどばしひろこうじのうちごめんかさくち）
大伝馬塩町

錦町（にしきちょう）─────────────────────────────────────

江戸橋（えどばし）
通（とおり）

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 本町

（おおでんましおちょう）

大伝馬町（おおでんまちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
大富町（おおとみちょう）

大富町（おおとみちょう）

武家地

新島原八重咲町

（ぶけち）

岡崎町
───────────────────────────────────────────── 北島町
岡崎町の内武家地（おかざきちょうのうちぶけち）
（おかざきちょう）

（しんしまばらやえざきちょう）

─────────────────────────────────────── 日本橋本町

（ほんちょう）

（にほんばしほんちょう）

大伝馬町（おおでんまちょう）────────────────── 日本橋大伝馬町（にほんばしおおでんまちょう）
小伝馬町（こでんまちょう）───────────────────── 日本橋小伝馬町（にほんばしこでんまちょう）
本町（ほんちょう）─────────────────────────────────────── 日本橋本町（にほんばしほんちょう）
木挽町（こびきちょう）
銀座（ぎんざ）
新富町（しんとみちょう）

───────────────────────────────────────────── 茅場町

（きたじまちょう）

日本橋（にほんばし）

────────────────────────────── 日本橋茅場町

（かやばちょう）

（にほんばしかやばちょう）

八町堀亀屋屋敷（はっちょうぼりかめややしき）─────────── 岡崎町（おかざきちょう）───────────────────────────────────────────── 西八丁堀（にしはっちょうぼり）─────────────── 八丁堀（はっちょうぼり）

武家地（ぶけち）

岡崎町（おかざきちょう）

山王御旅所門前（さんのうおたびしょもんぜん）──────────
竹島町（たけしまちょう）
武家地

北槇町（きたまきちょう）

京橋（きょうばし）─────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）

休伯屋敷（きゅうはくやしき）

銀座西（ぎんざにし）

小十郎拝借地（こじゅうろうはいしゃくち）──────────── 北槇町（きたまきちょう）─────────────────────────────
富槇町（とみまきちょう）
弓町（ゆみちょう）
京橋金六町（きょうばしきんろくちょう）
京橋金六町の内（きょうばしきんろくちょうのうち）

弓町（ゆみちょう）─────────────────────────────────────────
京橋水谷町（きょうばしみずたにちょう）

槇町（まきちょう）─────────────────────────────────────── 八重洲（やえす）
銀座（ぎんざ）

銀座（ぎんざ）

木挽町（こびきちょう）────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）

北島町（きたじまちょう）

具足町（ぐそくちょう）───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）─────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）

南茅場町（みなみかやばちょう）

白魚屋敷の内（しらうおやしきのうち）
茅場町（かやばちょう）────────────────────────────── 日本橋茅場町（にほんばしかやばちょう）

武家地

桶町（おけちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

金六町

（きんろくちょう）

榑正町（くれまさちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 江戸橋（えどばし）──────────────────────────────────── 日本橋（にほんばし）

小網町（こあみちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 日本橋小網町（にほんばしこあみちょう）
小網町一丁目横町（こあみちょういっちょうめよこちょう）───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 小網町（こあみちょう）────────────────────────────── 日本橋小網町（にほんばしこあみちょう）

（ぶけち）

大鋸町（おがちょう）───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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北新堀大川端町（きたしんぼりおおかわばたちょう）────── 大川端町（おおかわばたちょう）───────────────────────────────── 新川（しんかわ）────────────────────────────────────────── 新川（しんかわ）

京橋水谷町（きょうばしみずたにちょう）

南茅場町（みなみかやばちょう）
（ぶけち）

京橋（きょうばし）─────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）
北紺屋町（きたこんやちょう）────────────────────
白魚屋敷の内（しらうおやしきのうち）
槇町（まきちょう）─────────────────────────────────────── 八重洲（やえす）
北鞘町（きたさやちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 本石町（ほんごくちょう）─────────────────────────── 日本橋本石町（にほんばしほんごくちょう）
北紺屋町（きたこんやちょう）

亀島町（かめじまちょう）

亀島町（かめじまちょう）
北島町（きたじまちょう）

喜佐衛門町（きざえもんちょう）

京橋
宝町（たからちょう）
（きょうばし）

京橋（きょうばし）

京橋（きょうばし）─────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）
槇町（まきちょう）─────────────────────────────────────── 八重洲（やえす）

講武所附町屋敷（こうぶしょつきまちやしき）
本八町堀（ほんはっちょうぼり）───────────────────────────────── 本八丁堀（ほんはっちょうぼり）─────────────────
本八町堀続上納地（ほんはっちょうぼりつづきじょうのうち）

西八丁堀（にしはっちょうぼり）

八丁堀（はっちょうぼり）
八丁堀

（はっちょうぼり）

小伝馬町（こでんまちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 日本橋小伝馬町（にほんばしこでんまちょう）
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けいおう

小伝馬上町（こでんまかみちょう）──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 小伝馬町（こでんまちょう）───────────────────── 日本橋小伝馬町（にほんばしこでんまちょう）
木挽町（こびきちょう）

木挽町（こびきちょう）

木挽町五丁目上納地（こびきちょうごちょうめじょうのうち）
木挽町四丁目新屋敷

──────────── 武家地

（こびきちょうよんちょうめしんやしき）

く

松村町（まつむらちょう）

ちょう めい

町 名 の 移 り 変 わり

武家地（ぶけち）
木挽町続氷川屋敷（こびきちょうつづきひかわやしき）

────────────────────────────────────────────────────────── 木挽町

（ぶけち）

────────────────────────────── 銀座

うつ

呉服町（ごふくちょう）────────────────────────────────

か

芝口北紺屋町
芝口金六町

──────────── 南金六町

呉服橋
───────────────────────────────── 八重洲
通（とおり）─────────────────────────────────────────────────── 日本橋（にほんばし）
（ごふくばし）

（やえす）

───────────────────────────── 銀座

（みなみきんろくちょう）

（ぎんざ）

堺町（さかいちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

人形町（にんぎょうちょう）

堺町横町

人形町

芳町（よしちょう）─────────────────────────────────────────

芳町（よしちょう）
（にんぎょうちょう）

芳町（よしちょう）

日本橋人形町（にほんばしにんぎょうちょう）
日本橋人形町（にほんばしにんぎょうちょう）

坂本町一・二丁目上納地（さかもとちょういち・にちょうめじょうのうち）──────────────────────────────────────────────── 兜町（かぶとちょう）─────────────────────────────────── 日本橋兜町（にほんばしかぶとちょう）
武家地（ぶけち）
佐内町（さないちょう）───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 江戸橋（えどばし）──────────────────────────────────── 日本橋（にほんばし）
三十間堀

銀座

（ぎんざ）

銀座（ぎんざ）────────────────────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）

新両替町（しんりょうがえちょう）
与作屋敷（よさくやしき）

三十間堀（さんじっけんぼり）

山王町（さんのうちょう）

日吉町（ひよしちょう）──────────────────────────────────────────────── 銀座西（ぎんざにし）───────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）

南大坂町（みなみおおさかちょう）
十軒町

───────────────────────────────────────────── 外国人居留地
──────────── 明石町
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 室町
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 室町
江戸橋
下槇町
─────────────────────────────
通

（じっけんちょう）

（がいこくじんきょりゅうち）

────────────────────────────── 明石町
────────────────────────────────────────── 日本橋室町
────────────────────────────────────────── 日本橋室町

（あかしちょう）

（にほんばしむろまち）

（むろまち）

（にほんばしむろまち）

下柳原同朋町

（しもやなぎはらどうぼうまち）

下柳原同朋町続新地（しもやなぎはらどうぼうまちつづきしんち）

（しもまきちょう）

（えどばし）

日本橋（にほんばし）

（とおり）

下柳原同朋町（しもやなぎはらどうぼうまち）──────── 両国（りょうごく）─────────────────────────────────────── 東日本橋（ひがしにほんばし）

社地官地（しゃちかんち）

兜町（かぶとちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 日本橋兜町（にほんばしかぶとちょう）
武家地（ぶけち）
庄助屋敷（しょうすけやしき）──────────────────────────────────── 堀留町（ほりどめちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 日本橋堀留町（にほんばしほりどめちょう）
新和泉町（しんいずみちょう）───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 人形町（にんぎょうちょう）─────────────────────── 日本橋人形町（にほんばしにんぎょうちょう）
新右衛門町（しんえもんちょう）──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

江戸橋

新大橋々台（しんおおはしきょうだい）

菖蒲町（しょうぶちょう）

武家地

武家地

浜町（はまちょう）─────────────────────────────────────── 日本橋浜町（にほんばしはまちょう）

（えどばし）

日本橋（にほんばし）

通（とおり）
新大坂町（しんおおさかちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 富沢町（とみざわちょう）─────────────────────────── 日本橋富沢町（にほんばしとみざわちょう）
（ぶけち）

く かく

整理によるもの

京橋（きょうばし）
宝町（たからちょう）

)

げんちょうめい

現町名

京橋（きょうばし）

（ぶけち）

新材木町
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 堀留町
─────────────────────────── 日本橋堀留町
甚左衛門町（じんざえもんちょう）
小網町（こあみちょう）────────────────────────────── 日本橋小網町（にほんばしこあみちょう）
新葭町（しんよしちょう）─────────────────────────────
堀江六軒町（ほりえろっけんちょう）
芳町（よしちょう）─────────────────────────────────────── 日本橋人形町（にほんばしにんぎょうちょう）
（しんざいもくちょう）

（ほりどめちょう）

（にほんばしほりどめちょう）

新肴町（しんさかなちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 銀座西（ぎんざにし）───────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）
新肴場三郎兵衛請負地（しんさかなばさぶろべえうけおいち）────── 中橋和泉町（なかばしいずみちょう）────────

畳町（たたみちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）─────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 堀留町

（たどころちょう）

筑波町（つくばちょう）

京橋
宝町（たからちょう）
（きょうばし）

京橋（きょうばし）

日本橋久松町（にほんばしひさまつちょう）
東日本橋（ひがしにほんばし）

─────────────────────────── 日本橋堀留町

（ほりどめちょう）

（にほんばしほりどめちょう）

山城町（やましろちょう）

山城町（やましろちょう）───────────────────────────────────────────── 銀座西（ぎんざにし）───────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）

寺地（てらち）

寺地（てらち）

武家地

武家地（ぶけち）

鉄砲町（てっぽうちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 本町（ほんちょう）─────────────────────────────────────── 日本橋本町（にほんばしほんちょう）
（ぶけち）

築地（つきじ）───────────────────────────────────────────── 築地（つきじ）

通（とおり）──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 日本橋（にほんばし）
通一丁目（とおりいっちょうめ）

通一丁目新道（とおりいっちょうめじんみち）
通二丁目（とおりにちょうめ）

通（とおり）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 日本橋（にほんばし）

通二丁目新道（とおりにちょうめじんみち）

通油町（とおりあぶらちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 大伝馬町（おおでんまちょう）────────────────── 日本橋大伝馬町（にほんばしおおでんまちょう）

通旅籠町（とおりはたごちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

（むろまち）

福島町

せい り

滝山町（たきやまちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 銀座西（ぎんざにし）───────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）
竹川町（たけかわちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）───────────────────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）

（あかしちょう）

品川町裏河岸（しながわちょううらがし）
（ふくしまちょう）

(

だいしんさい ご

大震災後の区画

住吉町（すみよしちょう）───────────────────────────────────────────── 人形町（にんぎょうちょう）─────────────────────── 日本橋人形町（にほんばしにんぎょうちょう）

通塩町（とおりしおちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

品川町（しながわちょう）
下槇町（しもまきちょう）

ねん

高輪南町代地（たかなわみなみちょうだいち）──────── 高代町（たかしろちょう）───────────────────────────────────────────── 西八丁堀（にしはっちょうぼり）─────────────── 八丁堀（はっちょうぼり）

田所町

坂本町（さかもとちょう）

（さんじっけんぼり）

炭町（すみちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

)

たいしょう

大正 12 年

橘町（たちばなちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────── 銀座

（ぎんざ）

さ
幸町（さいわいちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 八丁堀（はっちょうぼり）─────────────────────────── 八丁堀（はっちょうぼり）

堀江六軒町新道（ほりえろっけんちょうじんみち）

だい く

た
高砂町（たかさごちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 富沢町（とみざわちょう）─────────────────────────── 日本橋富沢町（にほんばしとみざわちょう）

（しばぐちきんろくちょう）

（さかいちょうよこちょう）

(

く

44 区 6 大 区
しょう く じ だ い
25 小区時代のもの

駿河町（するがちょう）───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 室町（むろまち）────────────────────────────────────────── 日本橋室町（にほんばしむろまち）

小舟町（こぶなちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 日本橋小舟町（にほんばしこぶなちょう）
（しばぐちきたこんやちょう）

がつ

惣十郎町（そうじゅうろうちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 銀座西（ぎんざにし）───────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）

芝西応寺町代地（しばさいおうじまちだいち）

金春屋敷（こんばるやしき）

ねん

明治 4 年 6 月

住吉町裏河岸（すみよしちょううらがし）

（ぎんざ）

木挽町馬場（こびきちょうばば）─────────────────────────────── 采女町（うねめちょう）──────────────────────────────────────────────── 木挽町（こびきちょう）────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）
呉服町
呉服町新道（ごふくちょうじんみち）

めい じ

住吉町（すみよしちょう）

（こびきちょう）

松村町（まつむらちょう）

（ごふくちょう）

ねん

慶応 3 年

現町名

常盤町（ときわちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

馬喰町（ばくろちょう）────────────────────────────── 日本橋馬喰町（にほんばしばくろちょう）

横山町（よこやまちょう）─────────────────────────── 日本橋横山町（にほんばしよこやまちょう）
大伝馬町（おおでんまちょう）────────────────── 日本橋大伝馬町（にほんばしおおでんまちょう）
小伝馬町（こでんまちょう）───────────────────── 日本橋小伝馬町（にほんばしこでんまちょう）

堀留町（ほりどめちょう）─────────────────────────── 日本橋堀留町（にほんばしほりどめちょう）

京橋（きょうばし）

宝町（たからちょう）

京橋（きょうばし）

富沢町（とみざわちょう）──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 日本橋富沢町（にほんばしとみざわちょう）
富島町（とみしまちょう）

霊岸島川口町
──────────
霊岸橋際埋立地（れいがんばしきわうめたてち）

富島町（とみしまちょう）

新川（しんかわ）

新川（しんかわ）

（れいがんじまかわぐちちょう）

霊岸島川口町（れいがんじまかわぐちちょう）

な
長沢町（ながさわちょう）
武家地（ぶけち）

霊岸島（れいがんじま）
八丁堀（はっちょうぼり）─────────────────────────── 八丁堀（はっちょうぼり）

永島町（ながしまちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 八丁堀（はっちょうぼり）─────────────────────────── 八丁堀（はっちょうぼり）
中橋広小路町（なかばしひろこうじまち）──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）─────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）
長浜町（ながはまちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
難波町（なにわちょう）
難波町裏河岸

（なにわちょううらがし）

本町（ほんちょう）─────────────────────────────────────── 日本橋本町（にほんばしほんちょう）
室町（むろまち）────────────────────────────────────────── 日本橋室町（にほんばしむろまち）

浪花町（なにわちょう）──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

西河岸町（にしがしちょう）───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

日本橋富沢町（にほんばしとみざわちょう）
日本橋人形町（にほんばしにんぎょうちょう）

呉服橋
───────────────────────────────── 八重洲（やえす）
通（とおり）─────────────────────────────────────────────────── 日本橋（にほんばし）
（ごふくばし）

西紺屋町（にしこんやちょう）───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 銀座西（ぎんざにし）───────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）

は
馬喰町（ばくろちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 日本橋馬喰町（にほんばしばくろちょう）
馬喰町三丁目（ばくろちょうさんちょうめ）

─────────────────────────── 日本橋堀留町

馬喰町三丁目裏馬場（ばくろちょうさんちょうめうらばば）

馬喰町（ばくろちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 日本橋馬喰町（にほんばしばくろちょう）

数寄屋町（すきやちょう）

呉服橋（ごふくばし）───────────────────────────────── 八重洲（やえす）

箱崎町（はこざきちょう）─────────────────────────── 日本橋箱崎町（にほんばしはこざきちょう）

道寿屋敷（どうじゅやしき）

通（とおり）─────────────────────────────────────────────────── 日本橋（にほんばし）

箱崎町二丁目（はこざきちょうにちょうめ）
武家地（ぶけち）

新乗物町（しんのりものちょう）
長五郎屋敷（ちょうごろうやしき）

新乗物町

───────────────────────────────── 堀留町

（しんのりものちょう）

三島屋敷（みしまやしき）────────────────────────────────────────── 数寄屋町（すきやちょう）──────────────────────────

（ほりどめちょう）

（にほんばしほりどめちょう）

鈴木町（すずきちょう）───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）─────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）

246

箱崎町（はこざきちょう）──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 日本橋箱崎町（にほんばしはこざきちょう）
長谷川町（はせがわちょう）──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 堀留町（ほりどめちょう）─────────────────────────── 日本橋堀留町（にほんばしほりどめちょう）
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ちゅう おう

なんで も 中 央 区

けいおう

ねん

めい じ

慶応 3 年

ねん

がつ

明治 4 年 6 月

(

く

だい く

44 区 6 大 区
しょう く じ だ い
25 小区時代のもの

)

たいしょう

ねん

大正 12 年

(

だいしんさい ご

く かく

大震災後の区画
せい り

整理によるもの

)

げんちょうめい

けいおう

八町堀北紺屋町（はっちょうぼりきたこんやちょう）
八丁堀金六町立跡（はっちょうぼりきんろくちょうたてあと）
八丁堀卓峯屋敷

めい じ

八町堀仲町

（はっちょうぼりなかまち）

く

八丁堀澪杭屋敷（はっちょうぼりみよぐいやしき）

──────────────────── 八丁堀

─────────────────────────── 八丁堀

（はっちょうぼり）

ねん

がつ

明治 4 年 6 月

船松町（ふなまつちょう）─────────────────────────────

八丁堀金六町（はっちょうぼりきんろくちょう）
（はっちょうぼりたくほうやしき）

ねん

慶応 3 年

現 町名

(

く

だい く

44 区 6 大 区
しょう く じ だ い
25 小区時代のもの

堀江町（ほりえちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ちょう めい

町 名 の 移 り 変 わり

八町堀金六町立跡（はっちょうぼりきんろくちょうたてあと）

本小田原町（ほんおだわらちょう）───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

八町堀水谷町

（はっちょうぼりみずたにちょう）

うつ

水谷町（みずたにちょう）───────────────────────────────────────────── 八丁堀（はっちょうぼり）─────────────────────────── 八丁堀（はっちょうぼり）

竹島町（たけしまちょう）

か

東湊町（ひがしみなとちょう）──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

越前堀
霊岸島（れいがんじま）

久松町（ひさまつちょう）

久松町（ひさまつちょう）──────────

武家地（ぶけち）

新川（しんかわ）
日本橋浜町（にほんばしはまちょう）
日本橋久松町（にほんばしひさまつちょう）

呉服橋（ごふくばし）───────────────────────────────── 八重洲（やえす）
通（とおり）─────────────────────────────────────────────────── 日本橋（にほんばし）

平松町（ひらまつちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 通（とおり）─────────────────────────────────────────────────── 日本橋（にほんばし）
葺屋町（ふきやちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

堀留町（ほりどめちょう）─────────────────────────── 日本橋堀留町（にほんばしほりどめちょう）
芳町（よしちょう）─────────────────────────────────────── 日本橋人形町（にほんばしにんぎょうちょう）

入船町（いりふねちょう）───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

入船（いりふね）
新富（しんとみ）

新栄町

─────────────────────────────

新島原青柳町（しんしまばらあおやぎちょう）

入船町（いりふねちょう）─────────────────────────── 入船（いりふね）
湊町（みなとちょう）─────────────────────────────────── 湊（みなと）

南鞘町

新湊町（しんみなとちょう）───────────────────────────────────────── 湊町（みなとちょう）─────────────────────────────────── 湊（みなと）

新川（しんかわ）

小田原町（おだわらちょう）────────────────────── 築地（つきじ）

日本橋小網町（にほんばしこあみちょう）
日本橋人形町（にほんばしにんぎょうちょう）
（ぎんざ）

（はまりきゅう）

（にほんばしにんぎょうちょう）

人形町（にんぎょうちょう）──────────────────────── 日本橋人形町（にほんばしにんぎょうちょう）
馬喰町（ばくろちょう）─────────────────────────────── 日本橋馬喰町（にほんばしばくろちょう）

箱崎町（はこざきちょう）─────────────────────────── 日本橋箱崎町（にほんばしはこざきちょう）
浜町（はまちょう）─────────────────────────────────────── 日本橋浜町（にほんばしはまちょう）
本石町

─────────────────────────── 日本橋本石町
────────────────────── 東日本橋
─────────────────────────────────────── 日本橋人形町

矢之倉町（やのくらちょう）
芳町（よしちょう）

（にほんばし）

（きょうばし）
（にほんばしほんごくちょう）

（にほんばしほんちょう）

（むろまち）

（にほんばしむろまち）
（にほんばしほんごくちょう）

（ほんちょう）

（にほんばしほんちょう）

（むろまち）

（にほんばしむろまち）

西八丁堀（にしはっちょうぼり）
八丁堀（はっちょうぼり）

八丁堀（はっちょうぼり）

本町（ほんちょう）─────────────────────────────────────── 日本橋本町（にほんばしほんちょう）
室町（むろまち）────────────────────────────────────────── 日本橋室町（にほんばしむろまち）

（にほんばしほんごくちょう）

（ひがしにほんばし）
（にほんばしにんぎょうちょう）

─────────────────────────

京橋（きょうばし）
京橋（きょうばし）

（みなみさやちょう）

宝町

（たからちょう）

蛎殻町（かきがらちょう）
人形町（にんぎょうちょう）

南飯田町（みなみいいだまち）

浪花町
─────────────────────────────── 日本橋人形町
西八丁堀（にしはっちょうぼり）─────────────── 八丁堀（はっちょうぼり）

（ほんごくちょう）

（にほんばしむろまち）

（ほんちょう）

松島町（まつしまちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

日本橋人形町（にほんばしにんぎょうちょう）

中洲（なかず）────────────────────────────────────────────── 日本橋中洲（にほんばしなかず）
（なにわちょう）

（むろまち）

松川町（まつかわちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

寄合町（よりあいちょう）

（つきじ）

築地（つきじ）

室町（むろまち）────────────────────────────────────────── 日本橋室町（にほんばしむろまち）

京橋（きょうばし）

日本橋蛎殻町

兜町（かぶとちょう）─────────────────────────────────── 日本橋兜町（にほんばしかぶとちょう）

武家地（ぶけち）──────────────────────────────────────────

本町（ほんちょう）─────────────────────────────────────── 日本橋本町（にほんばしほんちょう）

（にほんばしむろまち）

（みなみぬしちょう）

丸屋町（まるやちょう）
（にほんばしかきがらちょう）

────────────────────────────── 銀座
築地
─────────────────────────────
浜離宮

本石町（ほんごくちょう）─────────────────────────── 日本橋本石町（にほんばしほんごくちょう）

本湊町（ほんみなとちょう）───────────────────────────────────────── 湊町（みなとちょう）─────────────────────────────────── 湊（みなと）

───────────────────────────────────────── 南鞘町

（みなみさやちょう）

南塗師町

（しんしまばらまつがえちょう）

木挽町

本石町（ほんごくちょう）─────────────────────────── 日本橋本石町（にほんばしほんごくちょう）
室町（むろまち）────────────────────────────────────────── 日本橋室町（にほんばしむろまち）

（むろまち）

本八町堀（ほんはっちょうぼり）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

新島原花園町

（しんしまばらはなぞのちょう）

南小田原町（みなみおだわらちょう）──────────────────────── 小田原町（おだわらちょう）───────────────────── 築地（つきじ）
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（むろまち）

ま
正木町（まさきちょう）

（こびきちょう）

室町（むろまち）────────────────────────────────────────── 日本橋室町（にほんばしむろまち）

（ほんごくちょう）

新島原初音町（しんしまばらはつねちょう）

小網町（こあみちょう）─────────────

本町（ほんちょう）─────────────────────────────────────── 日本橋本町（にほんばしほんちょう）

本両替町（ほんりょうがえちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 本石町（ほんごくちょう）─────────────────────────── 日本橋本石町（にほんばしほんごくちょう）

新富町（しんとみちょう）─────────────────────────── 新富（しんとみ）

蛎殻町（かきがらちょう）──────────

現町名

小舟町（こぶなちょう）────────────────────────────── 日本橋小舟町（にほんばしこぶなちょう）

（ほんちょう）

本湊町久志本屋敷（ほんみなとちょうくしもとやしき）

越前堀（えちぜんぼり）
霊岸島（れいがんじま）

げんちょうめい

（ほんごくちょう）

新島原呉竹町

新島原松ヶ枝町

)

堀留町（ほりどめちょう）─────────────────────────── 日本橋堀留町（にほんばしほりどめちょう）
本町（ほんちょう）─────────────────────────────────────── 日本橋本町（にほんばしほんちょう）

（たからちょう）

（ほんしろがねちょう）

本湊町（ほんみなとちょう）

新島原千歳町（しんしまばらちとせちょう）

整理によるもの

（えどばし）

（ほんざいもくちょう）

新島原梅ヶ枝町（しんしまばらうめがえちょう）
新島原桜木町（しんしまばらさくらぎちょう）

く かく

小網町（こあみちょう）────────────────────────────── 日本橋小網町（にほんばしこあみちょう）

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 室町

本船町（ほんふなちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

（しんしまばらくれたけちょう）

武家地（ぶけち）──────────────────────────────────────────

（ほんごくちょうじっけんだな）

（ほんちょうさんちょうめうらがし）

外国人居留地（がいこくじんきょりゅうち）──────────── 明石町（あかしちょう）────────────────────────────── 明石町（あかしちょう）
（しんえいちょう）

せい り

────────────────────────────────────────── 日本橋室町
江戸橋
──────────────────────────────────── 日本橋
本材木町
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
宝町
─────────────────────────────────── 京橋
本石町
─────────────────────────── 日本橋本石町
本銀町
本町
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────── 日本橋本町
室町
────────────────────────────────────────── 日本橋室町
本石町
─────────────────────────── 日本橋本石町
本町
本町
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────── 日本橋本町
室町
────────────────────────────────────────── 日本橋室町
本町三丁目裏河岸
室町
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 日本橋室町
室町
本石町十軒店

日比谷町（ひびやちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 八丁堀（はっちょうぼり）─────────────────────────── 八丁堀（はっちょうぼり）
桧物町（ひものちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

本革屋町（ほんかわやちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
本石町（ほんごくちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

水谷町（みずたにちょう）
（えちぜんぼり）

(

だいしんさい ご

大震災後の区画

船松町続本阿弥屋敷（ふなまつちょうつづきほんあみやしき） ────── 外国人居留地（がいこくじんきょりゅうち）──────────── 明石町（あかしちょう）────────────────────────────── 明石町（あかしちょう）
（はっちょうぼり）

堀留町（ほりどめちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

八町堀水谷町立跡
八町堀与作屋敷（はっちょうぼりよさくやしき）

ねん

外国人居留地（がいこくじんきょりゅうち）──────────── 明石町（あかしちょう）────────────────────────────── 明石町（あかしちょう）
船松町（ふなまつちょう）───────────────────────────────────────────── 湊町（みなとちょう）─────────────────────────────────── 湊（みなと）

八丁堀水谷町（はっちょうぼりみずたにちょう）
八丁堀水谷町立跡（はっちょうぼりみずたにちょうたてあと）

（はっちょうぼりみずたにちょうたてあと）

)

たいしょう

大正 12 年

南飯田町続埋立地（みなみいいだまちつづきうめたてち）

宝町（たからちょう）

京橋（きょうばし）
日本橋人形町（にほんばしにんぎょうちょう）

丸屋町（まるやちょう）──────────────────────────────────────────────── 銀座西（ぎんざにし）───────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）
南飯田町（みなみいいだまち）──────────────────────────────────── 小田原町（おだわらちょう）───────────────────── 築地（つきじ）

南小田原町（みなみおだわらちょう）───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 小田原町（おだわらちょう）───────────────────── 築地（つきじ）
南鍛冶町（みなみかじちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
南紺屋町（みなみこんやちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

京橋（きょうばし）─────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）
槇町（まきちょう）─────────────────────────────────────── 八重洲（やえす）
銀座（ぎんざ）
銀座西（ぎんざにし）

銀座（ぎんざ）

南佐柄木町（みなみさえきちょう）──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 銀座西（ぎんざにし）───────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）
南新堀（みなみしんぼり）
霊岸橋際請負地（れいがんばしきわうけおいち）

南新堀（みなみしんぼり）───────────────────────────────────────────── 新川（しんかわ）────────────────────────────────────────── 新川（しんかわ）

南大工町（みなみだいくちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

京橋（きょうばし）─────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）
槇町（まきちょう）─────────────────────────────────────── 八重洲（やえす）

南伝馬町（みなみでんまちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）─────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）
南伝馬町（みなみでんまちょう）

南伝馬三丁目新道（みなみでんまさんちょうめじんみち）
南鍋町（みなみなべちょう）
守山町（もりやまちょう）

南伝馬町（みなみでんまちょう）───────────────────────────────── 京橋（きょうばし）─────────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）
南鍋町（みなみなべちょう）─────────────────────────

銀座（ぎんざ）
銀座西（ぎんざにし）

銀座（ぎんざ）
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ちゅう おう

なんで も 中 央 区

けいおう

ねん

めい じ

慶応 3 年

ねん

がつ

明治 4 年 6 月

(

く

だい く

44 区 6 大 区
しょう く じ だ い
25 小区時代のもの

南八丁堀（みなみはっちょうぼり）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

)

たいしょう

ねん

大正 12 年

(

だいしんさい ご

く かく

大震災後の区画
せい り

整理によるもの

)

つき しま ち

げんちょうめい

現 町名

く
ちょう めい

町 名 の 移 り 変 わり

うつ
か

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

元大工町（もとだいくちょう）
元大工町新道（もとだいくちょうじんみち）
元浜町

元大工町（もとだいくちょう）────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

（もとはまちょう）

や
薬研堀埋立地（やげんぼりうめたてち）
武家地

まち

き りつ

めい じ

ねん

げんちょうめい

がつ

町の起立（明治 25 年 2 月）

現町名

月島西仲通（つきしまにしなかどおり）──────────── 月島（つきしま）

人形町（にんぎょうちょう）
芳町（よしちょう）
銀座（ぎんざ）
銀座西（ぎんざにし）

月島東河岸通（つきしまひがしかしどおり）

月島東仲通（つきしまひがしなかどおり）
まち

き りつ

めい じ

ねん

がつ

町の起立（明治 27 年 10 月）

銀座

月島東河岸通（つきしまひがしかしどおり）

（ぎんざ）

富沢町（とみざわちょう）─────────────────────────── 日本橋富沢町（にほんばしとみざわちょう）

柳町（やなぎちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 宝町（たからちょう）─────────────────────────────────── 京橋（きょうばし）

現町名

月島西仲通（つきしまにしなかどおり）──────────── 勝どき（かちどき）
月島東仲通（つきしまひがしなかどおり）
まち

き りつ

めい じ

ねん

げんちょうめい

がつ

町の起立（明治 29 年 9 月）
新佃島西町

現町名

（しんつくだじまにしまち）

新佃島東町（しんつくだじまひがしまち）
東日本橋（ひがしにほんばし）

げんちょうめい

月島通（つきしまどおり）
月島西河岸通（つきしまにしがしどおり）

大伝馬町（おおでんまちょう）────────────────── 日本橋大伝馬町（にほんばしおおでんまちょう）

両国（りょうごく）

月島西河岸通（つきしまにしがしどおり）

日本橋人形町（にほんばしにんぎょうちょう）

呉服橋（ごふくばし）───────────────────────────────── 八重洲（やえす）
通（とおり）─────────────────────────────────────────────────── 日本橋（にほんばし）

薬研堀町（やげんぼりちょう）

（ぶけち）

ぜん ひょう

湊町（みなとちょう）─────────────────────────────────── 湊（みなと）

新富町（しんとみちょう）─────────────────────────── 新富（しんとみ）

室町（むろまち）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 日本橋室町（にほんばしむろまち）

元数寄屋町

いし かわ じま

月島通（つきしまどおり）

南本郷町（みなみほんごうちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 小田原町（おだわらちょう）───────────────────── 築地（つきじ）
村松町（むらまつちょう）
村松町（むらまつちょう）
東日本橋（ひがしにほんばし）
武家地（ぶけち）
橘町（たちばなちょう）

（もとすきやちょう）

つくだ じま

入船町（いりふねちょう）─────────────────────────── 入船（いりふね）
木挽町（こびきちょう）────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）

南八丁堀代地（みなみはっちょうぼりだいち）──────── 元島町（もとじまちょう）───────────────────────────────────────────── 八丁堀（はっちょうぼり）─────────────────────────── 八丁堀（はっちょうぼり）

元大坂町（もとおおさかちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

く

●月島地区（佃 島、石川島は前表）

まち

き りつ

たいしょう

ねん

がつ

町の起立（大 正 12 年 7 月）

佃（つくだ）

げんちょうめい

現町名

弥兵衛町（やへえちょう）────────────────────────────────────────── 弥生町（やよいちょう）──────────────────────────────────────────────── 富沢町（とみざわちょう）─────────────────────────── 日本橋富沢町（にほんばしとみざわちょう）

月島西仲通（つきしまにしなかどおり）

鎗屋町（やりやちょう）───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）───────────────────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）

月島通（つきしまどおり）──────────────────────────────────── 勝どき（かちどき）

山下町（やましたちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 銀座西（ぎんざにし）───────────────────────────────── 銀座（ぎんざ）

横山町

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

（よこやまちょう）

横山同朋町（よこやまどうぼうまち）

橘町
両国（りょうごく）

（たちばなちょう）

東日本橋（ひがしにほんばし）

横山町（よこやまちょう）─────────────────────────── 日本橋横山町（にほんばしよこやまちょう）
橘町（たちばなちょう）

若松町（わかまつちょう）

吉川町（よしかわちょう）

新柳町（しんやなぎちょう）

両国橋西広小路（りょうごくばしにしひろこうじ）

吉川町（よしかわちょう）

米沢町（よねざわちょう）─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

両国（りょうごく）─────────────────────────────────────── 東日本橋（ひがしにほんばし）
米沢町（よねざわちょう）
両国（りょうごく）

東日本橋（ひがしにほんばし）

万町（よろずちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 通（とおり）─────────────────────────────────────────────────── 日本橋（にほんばし）

ら
霊岸島銀町（れいがんじましろがねちょう）

霊岸島銀町続円覚寺屋敷（れいがんじましろがねちょうつづきえんかくじやしき）

霊岸島銀町（れいがんじましろがねちょう）──────

越前堀（えちぜんぼり）
霊岸島（れいがんじま）

月島東仲通（つきしまひがしなかどおり）
月島東河岸通（つきしまひがしかしどおり）
まち

両国（りょうごく）─────────────────────────────────────── 東日本橋（ひがしにほんばし）

若松町（わかまつちょう）

月島西河岸通（つきしまにしかしどおり）

新川（しんかわ）

霊岸島塩町（れいがんじましおちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 新川（しんかわ）────────────────────────────────────────── 新川（しんかわ）
霊岸島町（れいがんじまちょう）────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 霊岸島（れいがんじま）─────────────────────────────── 新川（しんかわ）
霊岸島長崎町（れいがんじまながさきちょう）──────── 長崎町（ながさきちょう）───────────────────────────────────────────── 霊岸島（れいがんじま）─────────────────────────────── 新川（しんかわ）

き りつ

しょう わ

ねん

がつ

町の起立（ 昭 和 12 年 7 月）
晴海町（はるみちょう）
まち

き りつ

月島

（つきしま）

まち

き りつ

しょう わ

ねん

がつ

しょう わ

ねん

がつ

豊海町（とよみちょう）
しょう わ

げんちょうめい

現町名

勝どき（かちどき）

町の起立（ 昭 和 38 年 4 月）

き りつ

現町名

晴海（はるみ）

町の起立（ 昭 和 26 年 8 月）

まち

げんちょうめい

げんちょうめい

現町名

豊海町（とよみちょう）
ねん

がつ

町の起立（ 昭 和 40 年 1 月）
晴海（はるみ）

げんちょうめい

現町名

晴海（はるみ）

霊岸島浜町（れいがんじまはまちょう）───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 新川（しんかわ）────────────────────────────────────────── 新川（しんかわ）
霊岸島四日市町（れいがんじまよつかいちまち）──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 新川（しんかわ）────────────────────────────────────────── 新川（しんかわ）

ちゅうおう く さんじゅうねん し

ふ ひょう

ちゅうおう く きゅう に ほんばし

きゅうきょうばし ち

く かくちょうぎょうせい く かくへんせんひょう

さくせい

＊『中央区三十年史・付表』の「中央区旧日本橋・旧京橋地区各町行政区画変遷表」をもとに作成した。
ちょうめい

なら

ふくすう

よ

おんじゅん

＊町名の並びは、50 音順とした。
ば あい

とうきょう と

ち めい

へいぼんしゃ

き ほん

＊複数の読みがある場合は、『東京都の地名』（平凡社）を基本とした。
がっぺい

さいしゅうてき

おな

ちょうめい

ち いき

ひょう き

＊合併などで最終的に同じ町名になる地域は、まとめて表記した。
ちょう め

はぶ

いち ぶ ちょうめい

ひょう き

れい

ほんちょうさんちょう め うら が

し

＊丁目は省いたが、一部町名となっているものは表記した（例：本町三丁目裏河岸）。
げんちょうめい

しょう わ

ねん

がつ

しょう わ

ねん

がつ い こう

さだ

＊現町名は、昭和 22 年３月あるいは、昭和 40 年４月以降に定められたもの。
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