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多彩な顔を持つ人形町界隈
町によって様 な々

歴史が垣間見られるエリア
このエリアの町々はそれぞれの顔を持っています。
中村座・市村座のあった庶民の町「人形町」には多く
の人形師が住み、旅籠屋が並ぶ「馬喰町･横山町」近
辺には投宿する商人相手の問屋が誕生しました。
「浜町・久松町」といえば粋なお姐さんが行き交った
町、明治座のある町として知られていますが、この界
隈は武家屋敷が多いところでした。荷物を馬の背に
積んで運ぶ伝馬役を務める人たちが多く住んでいた
「小伝馬町・大伝馬町」。「東日本橋」は両国橋・柳橋
などの一帯にあった薬研堀町・村松町・矢ノ倉町・橘
町などの町名を統合した町で、地元の人は今でも古
い町名で呼び合っています。「小舟町・堀留町・富沢
町」一帯は、商人たちが物資を運ぶ堀留川で富をな
し、昔は海辺であった「蛎殻町」は大名屋敷と旗本屋
敷が建ち並ぶ地域でした。「小網町」には200年以上
も続くお店が今も営業していますし、かつて大川の
花火で賑わいをみせた「中洲」や武家地であった「箱
崎町」は、商工業の町として発展し明治16年
（1883）に開業された日本金融機関の総元締め「日
本銀行創業の地」として知られています。



元旦から1月7日
日本橋七福神めぐり
水天宮・茶の木神社・小網神社・
椙森神社・笠間稲荷神社・末廣
神社・松島神社・寳田恵比壽神
社の8つの神社を巡る。
※お参りのみは通年可能

11月酉の日
人形町・酉の市
（松島神社）
商売繁盛の縁起物 熊手が有名。

10月第3 日曜日
人形市
人形町の地名に因んだ市。各種
人形の展示即売等が行われる。

5月28日
小網神社例大祭
5年に一度宮神輿渡御がある。
ビール感謝祭も行われる。

11月下旬
どぶろく祭（小網神社）
一年の恵みに感謝する新嘗祭。小
網神社では新穀とともにお供えさ
れるどぶろくが参拝者にもふるま
われる。祭り当日は国指定無形文
化財の里神楽舞が奉納される。

10月下旬または11月上旬
中央区まるごとミュージアム
まち全体をミュージアムにみたて、
無料のバスや船で区内を回遊し
ながら、名所・旧跡、画廊、水辺の
風景など中央区の豊かな文化的
魅力を体験できる。

5月5日
水天宮例祭
毎年午前11時から執り行われ
る神事。

5月中旬
椙森神社例大祭
商売、福徳の神のお祭り。

10月上旬
てんてん祭
人形町通りの約半分を歩行者天国
にしてイベントが繰り広げられる。

8月第1 月～水曜日
せともの市
人形町商店街で開催される恒例
の陶器市。

8月下旬 金・土曜日
大江戸まつり盆おどり大会
浜町公園で行われる中央区音頭
での納涼盆踊りと縁日。

10月19日～20日
日本橋恵比寿講
べったら市
慶長年間から続く秋の風物詩。
寶田恵比壽神社一帯ではべった
ら漬けが売られる。

10月上旬～（約1ヶ月）
中央区観光商業まつり
中央区の秋の魅力がたっぷり味
わえるイベント。期間中、デパート
や各商店街・アンテナショップな
どで様々な関連行事が行われる。

イベントガイド掲載内容については、日程・内容が変更となる場合があります。最新情報は主催元のホームページ等をご確認ください。
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戦災をくぐり抜けた名匠の力作神輿

　 箱崎町箱四町会神輿庫B-4MAP

●住所　中央区日本橋箱崎町26-1
●電話　03-3667-5667
　　　　 (平日 11:00～16:00)
●開館日　通年
●開館時間　8:00～21:00
●最寄り駅　　 水天宮前駅2番出口 
　　　　　　徒歩2分

Z

管理者：箱崎町箱四町会（平成23年度認定）

江戸っ子が好む洒落の効いた染め物

　 染物展示館・虎の檻C-2MAP

●住所　中央区日本橋浜町2-45-6
●電話　03-3666-5562
●HP　
http://www2.gol.com/users/ip0611031455/
●開館日　月～土曜日
　　　　　（祝日・年末年始等を除く）
●開館時間　9:00～18:00
　　　　　　 (土曜日のみ17:00)
●最寄り駅　　 浜町駅A2番出口  徒歩1分S

管理者：有限会社高虎商店（平成26年度認定）

江戸表具を守り抜く「大経師」の技と感性

　 江戸表具展示館C-3MAP

●住所　中央区日本橋浜町2-48-7
●電話　03-3666-6494
●HP　http://www.kyoushindo.com/
●開館日  月～土曜日
　　　　　(祝日・年末年始等を除く）
●開館時間 9:00～18:00
●最寄り駅  　  浜町駅A2番出口 徒歩1分S

管理者：経新堂稲崎（平成26年度認定）

江戸団扇から現代アートまで幅広い展示

　 伊場仙浮世絵ミュージアムA-2MAP

●住所　中央区日本橋小舟町4-1
●電話　03-3664-9261
●HP　
http://www.ibasen.co.jp/gallrey.html
●開館日　年末年始を除く毎日
●開館時間　8:00～20:00　
(店舗は10:00 ～18: 00/ 月～金曜日)
※店舗営業◎土曜日は4月2日～
　　　　　　8月27日まで、11：00～17：00
　　　　　◎日曜、祝日、年末年始はお休み
●最寄り駅　JR新日本橋駅 徒歩5分
　　　　　　　　 三越前駅A6番出口 
　　　　　 徒歩6分

※当展示館のギャラリーはスペース貸し出し可能です。
　作品展示ご希堕の方はご連絡ください。 ZG

管理者 :株式会社伊場仙（平成23年度認定）

牢屋敷内の構造と施設を正確に再現

　 小伝馬町牢屋敷展示館A-2MAP

●住所　中央区日本橋小伝馬町5-1　
　　　　十思スクエア内
●電話　03-3546-5346
　　　　（中央区区民部文化・生涯
　　　　学習課内9:00～17:00)
●開館日　月～土曜日
　　　　 (祝日・年末年始等を除く）
●開館時間　9:00～18:00
●最寄り駅　　 小伝馬町駅4番出口
 徒歩3分

管理者：小伝馬町一の部町会（平成23年度認定） 

H

将軍家も認めた「江戸刷毛」の技と美

　 江戸屋所蔵刷毛ブラシ展示館A-2MAP

●住所　中央区日本橋大伝馬町2-16
●電話　03-3664-5671
●HP　http://www.nihonbashi-edoya.co.jp/
●開館日　月～金曜日
　　　　　（祝日・年末年始等を除く）
●開館時間　9:00～17:00
●最寄り駅　　 小伝馬町駅3番出口  
　　　　　　徒歩5分
　　　　　　JR新日本橋駅5番出口　
　　　　　　徒歩10分

管理者：株式会社江戸屋（平成25年度認定）

H

人間国宝が染めた精緻なゆかた柄が圧巻

　 ゆかた博物館B-3MAP

●住所　中央区日本橋人形町3-4-7
●電話　03-3661-8859
●HP　http://www.sankatsu-zome.com/
●開館日　月～金曜日（要予約）
　　　　　(祝日・年末年始等を除く）
●開館時間　①15:00～②16:00～
　　　　　　(2部制・解説付）
●最寄り駅　　　  人形町駅A5番出口 
　　　　　 徒歩2分

管理者：三勝株式会社（平成23年度認定）

HA



人形町の見どころ
Highlights of NINGYOCHO

●横山町・馬喰町・堀留町問屋街  
繊維や衣料品、生活用品の問屋街として知られています。江戸
時代、馬喰町の公事宿に投宿する旅人のために小間物問屋な
どが開店したのが問屋街のはじまりとされています。
素人お断りの店が多いですが、誰でも買える店もあります。

mapB-1

●大観音寺・鉄造菩薩頭   
大観音寺の鉄造菩薩頭は、鎌倉時代の作と推定され総高約
170cm、面幅約54cmの鋳鉄製です。元は鎌倉の新清水寺に
ありましたが、鎌倉時代
に火災に遭い、頭部のみ
が掘り出されました。そ
の後、神仏分離令により
鎌倉を離れ、明治9年
（1876）現在地に安置さ
れました。 

mapB-3

●清洲橋（国指定重要文化財）  
関東大震災の震災
復興事業として計画
された橋で、昭和3
年（1928）に竣工。
デザインはドイツの
ケルンにある吊橋を
モデルにしていま
す。

mapC-3

●薬研堀不動院   
紀州根来寺が豊臣秀吉の軍勢に
攻められた際、同寺の大印僧都
が尊像を守るために東国に下り、
隅田川のほとりに堂宇を建立し
たのがはじまりといわれていま
す。江戸時代、毎月28日に開かれ
た縁日では多くの人で賑わいま
した。境内には、順天堂発祥の地
碑と講談発祥記念之碑が建立さ
れています。

mapB-1



笠間稲荷神社 東京別社
（寿老人）
五穀、水産、殖産の守護神として信仰さ
れました。また、寿老人は福徳長寿の神と
して有名です。
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日本橋七福神巡り

mapA-3小網神社（福禄寿・弁財天）
古くから福の神として信仰を集めてきて
います。11月にはどぶろく祭があります。 茶の木神社（布袋尊）

周囲に巡らされた茶の木が名称の由来と
伝わります。火伏の神といわれています。

mapB-3

水天宮（弁財天）
安産と水難、水商売に御利益があるとい
われています。毎月5日は縁日でにぎわ
います。

mapB-3

松島神社（大国神）
11月に酉の市が開かれます。
財宝無限、大願成就に霊験あ
らたかな神社です。明暦の大
火以前は芝居町が広がり、役者
や職人の参拝が盛んでした。

mapB-3

末廣神社（毘沙門天）
毘沙門天は多聞天ともよばれ、世界の守
護神福徳の神とされています。

mapB-2

椙森神社（恵比寿神）
柳森、烏森とともに江戸三森。福徳、商売
の神として信仰されています。境内に
は、江戸時代に大流行した富くじ興行を
記念した石碑もあります。

mapA-2

寶田恵比壽神社（恵比寿神）
祭壇の中央に安置してある恵比寿
神像は、運慶作とも、左甚五郎作と
も伝えられています。毎年10月に
行われる「べったら市」が有名です。

mapA-2
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甘酒横丁 
人形町駅を出てすぐの「甘酒横丁」交差
点から明治座までの約400mの小さな
通りが甘酒横丁と呼ばれる通りです。明
治初期に横丁の入り口に甘酒屋があっ
たことから名づけられたといいます。今
でも酒店や和菓子店などの店頭では甘
酒が売られ、下町情緒が感じられる散
歩道として多くの人に愛されています。

mapB-3

からくり櫓時計
人形町通りには、火の見やぐらと江戸落語をモチー
フとしたからくり櫓時計があり、街のシンボルとなっ
ています。

mapB-3

人形町おすすめポイント

明治座 
明治6年（１8７３）に会場した喜昇座がはじまり。そ
の後、久松座、千歳座と名を改め、明治26年（1893）、
明治座に改称しました。歌舞伎、時代劇、歌手公演な
どバラエティ豊かな公演を行う老舗の劇場です。

mapC-2

玄冶店跡
「玄冶店」の地名は、江戸
時代、ここに医者岡本玄冶
が住んだことに由来し、歌
舞伎『与話情浮名横櫛』の
源氏店のモデルとなりまし
た。玄冶は幕府の御奥医
で、将軍家光が痘瘡を病ん
だ時、見事にこれを全快さ
せて、一躍その名を高めた
名医でした。

mapB-3

大観音寺・
鉄造菩薩頭
mapB-3

吉田松陰終焉之地
幕末の長州藩士・吉田松陰は、黒船艦
隊が再来航した際に密航を企て、現在
の小伝馬町の牢屋敷に送られました。
後に萩に送還されるも、安政の大獄に
連座して江戸に送られ、安政6年
（1859）小伝馬町の牢屋敷で処刑され
ました。松陰は、兵学、洋学に通じ、萩の
「松下村塾」からは、木戸孝允、前原一
誠、高杉晋作、久坂玄瑞、伊藤博文、品
川弥次郎らを輩出しました。

mapA-2

勧進帳の弁慶像
今を遡ること350年前、現在の人形
町あたりに堺町と茸屋町という街が
ありました。当時この街では、江戸三
座といわれていた芝居小屋のうち
の、中村座と市村座の2座が歌舞伎を
上演しており芝居街と呼ばれていま
した。また浄瑠璃による操り人形の芝
居小屋も数件あり、歌舞伎と合わせ
て庶民の人気を集めていました。

mapB-3

mapA-2伝馬町牢屋敷跡（都指定文化財）
伝馬町牢屋敷は、2,600坪を超える幕府最大規模の牢屋でし
た。慶長年間（1596～1615）に常盤橋門外からこの地に移さ
れ江戸町奉行の
支配となりました。
明治8年(1875)
市ヶ谷囚獄ができ
て廃止され、牢屋
敷跡は十思公園・
大安楽寺・身延別
院などになってい
ます。

石町時の鐘【十思公園】（都指定文化財）
江戸城下の人々に時刻を報せていた鐘で、二代将軍秀忠
の時代に石町(現在の日本橋室町四丁目付近)に設置さ
れたといわれています。近くに長崎屋があったため、「石
町の鐘はオランダまで聞こえ」の川柳があります。現存の
鐘は宝永8年(1711)鋳造の銘があり、十思公園に鐘楼
を設けて納めてあります。

mapA-2

大安楽寺





〒104-0061東京都中央区銀座1-25-3 京橋プラザ3階
TEL 03-6228-7907

www.chuo-kanko.or.jp
中央区観光協会ホームページ

発行　2019年3月

外国人を含む旅行者に、
東京・中央区の魅力を発信する
インフォメーションセンターです。
お気軽にお立ち寄りください。

中央区観光情報センター

■住所　東京都中央区京橋二丁目2番1号
　　　　「京橋エドグラン」内地下1階及び1階の一部
■TEL　03－6262－6481
■開館時間　9:00～21:00　
■休館日　年中無休
■HP　http://centraltokyo-tourism.com
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