
この辺りの日本橋川底にある
建築物は何でしょう？

お疲れ様でした !!

ウォーキングマップ
チェックポイントを発見したら証拠写真を撮影しましょう！

（注：証拠写真を提出する必要はありません）
マル部分のチェックポイントを探せ！

【明治生命館】
明治生命館は歌舞伎座を設計した岡田信一郎の設計で 1934 年に完成しました。戦後は
GHQに接収され、アメリカ空軍司令部として使用されました。1956 年、アメリカ軍か

ら返還されました。昭和の建造物として初めて国の重要
文化財に指定されました。

【明治大学発祥の地】
1881 年、明治法律学校（現明治大学）はこの地で開
校しました。創立者は岸本辰夫、宮城浩蔵、矢代操
の三人でフランスに留学後、「権利自由、独立自由」
の精神普及をめざし、明治法律学校を創設しました。
創設時、彼らは皆、30 歳前の若者でした。

【有楽町駅ガード】
写真は有楽コンコースです。すでに文字も
どこかに消えて、URAと Uだけが残ってい
ます。
このコンコースを日比谷側、銀座側のどち
らに抜けてもおしゃれな街でここだけ昭和
レトロな雰囲気を維持しています。

【第一生命ビル】
1938 年に第一生命保険
本社として完成しました。
戦後はGHQの最高司令
官総本部として利用され、
ここでマッカーサー元帥
が指揮を執っていました。
その部屋は現在保存され
ています。

【中央郵便局】
1871 年、日本近代郵便制度発足時に大阪、京都
と共に設けられた日本最初の郵便役所で、大阪
と共に日本初の中央郵便局でもあります。低層
部は保存運動により 1933 年完成の旧庁舎が使
用されています。
庁舎の前には郵便の木が植えられています。

【和田倉噴水公園】
国民公園皇居外苑地区の一角和田倉地区にある公園
です。 昭和 36 年 (1961) 天皇陛下（当時皇太子殿下
明仁親王）のご成婚を記念して造られ、面積は
15,000 ㎡あります。
公園の東側から出ると和田倉濠で、  かつて江戸城内
郭門の一つ和田倉門がありました。 慶長７年 (1602)
頃といわれる「別本慶長江戸図」には橋が描かれ、 
「 蔵の御門と伝士衆通行の橋 」と記述があります。

【和光】
和光は 1954 年公開の映画「ゴジラ」の中で、この和光の時計塔
の鐘の音に怒ったゴジラによって破壊されてしまい、当時、多
くの観客が映画を観た後で本当に壊されているかを確かめに
きたという伝説があります。国の近代化産業遺産に指定され
ています。

【京橋】
地名の由来はかつて存在していた京橋川（現在は埋め立
てられて高速道路が走っている）にかかっていた橋に由
来します。かつては日本橋と並ぶ名橋だったようです。
現在は親柱（1875 年と
1922 年製）のみ保存されて
います。
中央区民文化財の指定を受
けています。

【明治屋京橋ビル】
中央区民文化財です。建物は1933年にイタリア・
ルネサンス様式建築デザインで建てられました。
地下鉄駅と建物を連結一体化した現存最古のビ
ルです。

【日本橋】
1911 年に架けられた日本橋は国の重要文化財です。中央には日
本の道路の始点で道路元標が埋め込まれています。装飾には橋
全体の 10％をかけ、獅子像と麒麟像が装飾されています。「日
本橋」の橋中文字は徳川慶喜の書です。

【三井本館】
三井本館は銀行、鉱山、工業などで日本最大の財閥となった三井財閥の拠点として 1924
年に建設されました。地下大金庫の扉は約 50 トンあるため搬入に日本橋使用ができず、
船で運び、川から陸揚げしました。国の重要文化財です。

【日本橋三越本店】
この建物は都指定歴史的建造物です。1914 年最初に建
設された建物が 1927 年に大改装され、その時に日本初
の自動扉エレベーターや新式エスカレーターが設置され
ました。1935 年に大規模の増築がなされ、今の建物と
なっています。
ちなみに 2体の
ライオン像は
1914 年製です。

【日本銀行本店】
東京駅を設計した辰野金吾によって設計され、
1896 年に日本銀行は建てられました。辰野は
ベルギー中央銀行を模範に設計したと言われて
います。
当時としては珍しいエレベータ、水洗便所、防
火シャッターが設備されました。
日本銀行本店は国の重要文化財です。

【常盤橋】
常盤橋は日本橋川に 1877 年に常盤橋門の石を利
用した日本最初の洋式石橋です。

【平将門首塚】
大手町 1-2-1 外に平将門首塚があります。伝承で
は平将門の首が京都都大路にさらされていたが、
３日目に夜空に舞い上がり、故郷に向かって飛ん
でいき、この地に落ちたと伝えられています。
東京都文化財です。

【和田倉噴水公園】
中央の大噴水で高さ 8.5ｍに噴き上げるそうです。

噴水は、 夜間ライトアップされて昼間とは違った
光景を演出してくれます。 夜間のライトアップは
午後９時までです。

【日本橋高島屋】
1933 年に建設された大規模百貨
店です。ヨーロッパ風古典様式
に東洋的な装飾が取り入れられ
た建物です。
特に高層部の軒蛇腹、３連アー
チ窓が特徴で各所にテラコッタ
装飾を配した建物です。国の重
要文化財です。

チェックポイントの写真と同じアングルで証拠写真を撮影してください！
撮影した証拠写真は提出する必要はありません。今日の思い出にお持ち帰りください。

東京駅・67年ぶりの復元　
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この石碑を探して
写真に撮りましょう

【指令】

運営： https://www.walkers-hi.com

制限時間までにゴールできそうにない場合や、途中リタイヤしてお帰りになる場合は、必ずお知らせしたＴＥＬ番号へご連絡ください。
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【明治生命館】
明治生命館は歌舞伎座を設計した岡田信一郎の設計で 1934 年に完成しました。戦後は
GHQに接収され、アメリカ空軍司令部として使用されました。1956 年、アメリカ軍か

ら返還されました。昭和の建造物として初めて国の重要
文化財に指定されました。

【明治大学発祥の地】
1881 年、明治法律学校（現明治大学）はこの地で開
校しました。創立者は岸本辰夫、宮城浩蔵、矢代操
の三人でフランスに留学後、「権利自由、独立自由」
の精神普及をめざし、明治法律学校を創設しました。
創設時、彼らは皆、30 歳前の若者でした。

【有楽町駅ガード】
写真は有楽コンコースです。すでに文字も
どこかに消えて、URAと Uだけが残ってい
ます。
このコンコースを日比谷側、銀座側のどち
らに抜けてもおしゃれな街でここだけ昭和
レトロな雰囲気を維持しています。

【第一生命ビル】
1938 年に第一生命保険
本社として完成しました。
戦後はGHQの最高司令
官総本部として利用され、
ここでマッカーサー元帥
が指揮を執っていました。
その部屋は現在保存され
ています。

【中央郵便局】
1871 年、日本近代郵便制度発足時に大阪、京都
と共に設けられた日本最初の郵便役所で、大阪
と共に日本初の中央郵便局でもあります。低層
部は保存運動により 1933 年完成の旧庁舎が使
用されています。
庁舎の前には郵便の木が植えられています。

【和田倉噴水公園】
国民公園皇居外苑地区の一角和田倉地区にある公園
です。 昭和 36 年 (1961) 天皇陛下（当時皇太子殿下
明仁親王）のご成婚を記念して造られ、面積は
15,000 ㎡あります。
公園の東側から出ると和田倉濠で、  かつて江戸城内
郭門の一つ和田倉門がありました。 慶長７年 (1602)
頃といわれる「別本慶長江戸図」には橋が描かれ、 
「 蔵の御門と伝士衆通行の橋 」と記述があります。

【和光】
和光は 1954 年公開の映画「ゴジラ」の中で、この和光の時計塔
の鐘の音に怒ったゴジラによって破壊されてしまい、当時、多
くの観客が映画を観た後で本当に壊されているかを確かめに
きたという伝説があります。国の近代化産業遺産に指定され
ています。

【京橋】
地名の由来はかつて存在していた京橋川（現在は埋め立
てられて高速道路が走っている）にかかっていた橋に由
来します。かつては日本橋と並ぶ名橋だったようです。
現在は親柱（1875 年と
1922 年製）のみ保存されて
います。
中央区民文化財の指定を受
けています。

【明治屋京橋ビル】
中央区民文化財です。建物は1933年にイタリア・
ルネサンス様式建築デザインで建てられました。
地下鉄駅と建物を連結一体化した現存最古のビ
ルです。

【日本橋】
1911 年に架けられた日本橋は国の重要文化財です。中央には日
本の道路の始点で道路元標が埋め込まれています。装飾には橋
全体の 10％をかけ、獅子像と麒麟像が装飾されています。「日
本橋」の橋中文字は徳川慶喜の書です。

【三井本館】
三井本館は銀行、鉱山、工業などで日本最大の財閥となった三井財閥の拠点として 1924
年に建設されました。地下大金庫の扉は約 50 トンあるため搬入に日本橋使用ができず、
船で運び、川から陸揚げしました。国の重要文化財です。

【日本橋三越本店】
この建物は都指定歴史的建造物です。1914 年最初に建
設された建物が 1927 年に大改装され、その時に日本初
の自動扉エレベーターや新式エスカレーターが設置され
ました。1935 年に大規模の増築がなされ、今の建物と
なっています。
ちなみに 2体の
ライオン像は
1914 年製です。

【日本銀行本店】
東京駅を設計した辰野金吾によって設計され、
1896 年に日本銀行は建てられました。辰野は
ベルギー中央銀行を模範に設計したと言われて
います。
当時としては珍しいエレベータ、水洗便所、防
火シャッターが設備されました。
日本銀行本店は国の重要文化財です。

【常盤橋】
常盤橋は日本橋川に 1877 年に常盤橋門の石を利
用した日本最初の洋式石橋です。

【平将門首塚】
大手町 1-2-1 外に平将門首塚があります。伝承で
は平将門の首が京都都大路にさらされていたが、
３日目に夜空に舞い上がり、故郷に向かって飛ん
でいき、この地に落ちたと伝えられています。
東京都文化財です。

【和田倉噴水公園】
中央の大噴水で高さ 8.5ｍに噴き上げるそうです。

噴水は、 夜間ライトアップされて昼間とは違った
光景を演出してくれます。 夜間のライトアップは
午後９時までです。

【日本橋高島屋】
1933 年に建設された大規模百貨
店です。ヨーロッパ風古典様式
に東洋的な装飾が取り入れられ
た建物です。
特に高層部の軒蛇腹、３連アー
チ窓が特徴で各所にテラコッタ
装飾を配した建物です。国の重
要文化財です。

チェックポイントの写真と同じアングルで証拠写真を撮影してください！
撮影した証拠写真は提出する必要はありません。今日の思い出にお持ち帰りください。
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