
東京吉祥寺における都市観光資源としての昭和戦前期広告群

髙橋珠州彦

Ⅰ．資料の概要

本報告は，東京都武蔵野市吉祥寺地区で発行さ
れた昭和戦前期頃の広告資料群について概要を紹
介し，都市観光における地域資源としての意義を
検討するものである。ここで紹介する広告類は，
古書店に出品されていたものを筑波大学歴史地理
学研究室の要望により筑波大学附属図書館が購入
したものであり，現在は筑波大学附属図書館の所
蔵となっている。本資料群は広告という性格上，
発行年月等を明記したものは少ないが，内容から
判断し「昭和戦前期東京吉祥寺広告群」（以下，「広
告群」と略す）と呼称する。都市観光の地域資源
として広告を考える場合，特定の範囲内において
ほぼ同時期に発行された広告がまとまって保存さ
れていることが大切である。本資料は今日の街の
賑わいが生まれる初期段階の資料として価値は高
く，地域資源として今後の活用が見込まれる。
「広告群」は，第 ₁ 表に示した通り₂₉の広告主
が発行したもので，₅₂枚の広告が含まれている。
広告主を業種別にみると，個別の商店等が発行し
たものでは呉服店が発行したものが最も多く， ₄
店舗による広告が₁₁枚含まれている。また複数の
商店が共同で発行した広告や，複合商業施設が発
行した広告も多数含まれている。全体として業種
に偏りがあるものの，吉祥寺地区の商業地が形成
される初期段階の状況を伝える重要な広告が多い
と判断できる。なお，「広告群」はA₃サイズのファ
イル ₂冊に収納されており，本報告では便宜上全
ての広告に対して収納順に資料番号を付し，一覧
を第 ₂表としてまとめた。
個別の商店が店舗の宣伝や季節の挨拶などを目
的に発行する媒体としては江戸時代の「引札」が
その源流といわれている ₁）。明治以降，絵柄の華

やかなものや暦入りのものなど，配布先で室内に
飾られることを意識した「絵びら」が登場し，さ
らに印刷技術の向上に伴い視覚的な効果の高い図
柄を用いた「チラシ」も一般的に用いられるよう
になる ₂）。「広告群」に含まれる広告は，暦や華
やかな絵柄など掲出されることを意識したものは
見られず，単色または二色刷りで文字と若干のイ
ラストや図柄で構成されたものが多いため，広告
史の分類上では「チラシ」に分類できる。また「広
告群」の発行年代の特定では，資料番号₁₀に「大
正十五年」，同₁₁に「大正十二年」，同₁₆に「昭和
五年」，同₄₇に「昭和五年度」，と明記されている
ことや，資料番号₁₄と₅₁に「昭和五年」と手書き
の書き込みが確認できること，さらに資料番号₂₃
では大正天皇の大喪の礼をテーマとした映画上映

第 ₁表　業種別の広告数

業種 店舗数 広告数
呉服 ₄ ₁₁
娯楽（遊技場・劇場・映画館など） ₄ ₅
靴・履物 ₂ ₃
洋品 ₁ ₂
教育 ₂ ₂
家具（美術品を含む） ₂ ₂
燃料・荒物 ₁ ₁
瀬戸物・金物 ₁ ₁
石材類 ₁ ₁
人材派遣 ₁ ₁
食品（菓子を除く） ₁ ₁
写真 ₁ ₁
自転車 ₁ ₁
薬 ₁ ₁
菓子 ₁ ₁
印刷 ₁ ₁
複合商業施設 ₂ ₁₂
団体（駅前通り・連合加盟店） ₁ ₄
団体（「吉祥寺靴店」） ₁ ₁
合計 ₂₉ ₅₂

（「昭和戦前期東京吉祥寺広告群」により作成）
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第 ₂表　「昭和戦前期東京吉祥寺広告群」広告一覧 第 ₂表　「昭和戦前期東京吉祥寺広告群」広告一覧（つづき）
資料番号 形態 年代 広告主 広告主番号 広告主の位置 業種 見出し ₁ 見出し ₂ 資料番号 掲載商品 印刷 紙・印刷 表現 備考
₁ チラシ 　 天幕劇場 ₁ 井の頭会館跡 劇場 吉祥寺各商店御得意慰安劇大興行 罹災者救尉の為め正劇喜げき大家河上隆太郎

一党
₁ 　 　 赤色紙・黒単色刷り 文字 商店名が列挙されているのは₁₀₃軒。₁₂月 ₆ 日より三日間。

₂ チラシ 　 富岡呉服店 ₂ 吉祥寺本町 呉服 全店を挙げて歳末割引大売出し 全商品 !金解禁相場のどん底値段を一割引 ₂ 生地・帯など 東京長谷川町水野文庫
紙店納

白色紙・赤単色刷り 文字・イラスト ₁₂月 ₁ 日より ₅日まで。

₃ チラシ 　 私立東京女子体操音楽
学校付属井之頭幼稚園

₃ 　 教育 幼児募集 !!! 　 ₃ 　 関　豊文舎印行 白色紙・黒単色刷り 文字 東京方面よりの希望者には御茶ノ水水道橋辺までお迎いお送りの便をは
かります

₄ チラシ 　 武蔵屋 ₄ 吉祥寺四軒寺 和洋菓子 御披露 就ては今回左記之通り生菓子類発売仕候 ₄ 和洋菓子類 　 白色紙・赤単色刷り 文字 唐饅頭・栗饅頭・かすていら・練り切り物など
₅ チラシ 　 小美濃靴店 ₅ 吉祥寺井之頭公園通り 靴 日曜日一日でクツの修繕を完全に致します 　 ₅ 　 中央毎日印行 赤色紙・黒単色刷り 文字・イラスト「学生さんお勤向きの方々」。即日修理完了を強調。【資料番号 ₈と同一】
₆ チラシ 　 連合加盟店 ₆ 吉祥寺 （団体） 急告 　 ₆ 景品値下げ告知 　 白色紙・赤単色刷り 文字 以前に配布した広告の訂正。
₇ チラシ 大正₁₅（₁₉₂₆）

年以降
井の頭会館 ₇ 吉祥寺駅前 映画館 巨弾 !!!連発 !!!偉観壮観 抜討権八　青年萬歳　大自然の叫び　荒木又

右エ門
₇ 　 　 白色紙・黒単色刷り 文字 映画 ₄本，五月廿八日より。毎日画夜上映。

₈ チラシ 　 小美濃靴店 ₅ 吉祥寺井之頭公園通り 靴 日曜日一日でクツの修繕を完全に致します 　 ₈ 　 中央毎日印行 赤色紙・黒単色刷り 文字・イラスト「学生さんお勤向きの方々」。即日修理完了を強調。【資料番号 ₅と同一】
₉ チラシ 昭和 ₄（₁₉₂₉）

年頃
吉祥寺撞球場 ₈ 新しく生まれた皆様の

駅正面
遊技場 玉突場開場御披露 どうぞ十八日を御記憶下されて御参観をお願

ひ致します
₉ 川原滉氏及び他選手の演技披露 （志満堂□□） 白色紙・赤単色刷り 文字 吉祥寺アーケード階上に新規開設。プロ選手による演技披露。

₁₀ チラシ 大正₁₅（₁₉₂₆）
年

武蔵野自転車商店和田
次夫

₉ 吉祥寺駅前 自転車 武蔵野自転車商店謹告 子供専用自転車アールエスエー号　毎日十銭
ヅツデ買ヘマス

₁₀ マイシン号，ローヤル号，ノーブル号，リヤカー 吉祥寺公園通一心堂印
刷

白色紙・黒単色刷り 文字 代金は「毎日集金」。大正十五年五月。

₁₁ チラシ 大正₁₂（₁₉₂₃）
年

吉祥寺舘　主 ₁₀ 吉祥寺駅前通り 演芸場 演芸場開舘広告 開舘一月一日　当日は祝開舘として開放 ₁₁ 　 関　豊文舎印刷 白色紙・赤単色刷り 文字・装飾枠 仮設劇場から常設劇場として開場。大正十二年十二月。

₁₂ チラシ 　 小川屋生肉店 ₁₁ 井之頭活動通り₂₀₄₈ 精肉 牛肉鶏卵の大廉売 伊勢牛本場好肉家大福音期来ル ₁₂ 牛肉の部，地玉鶏卵の部 吉祥寺一心堂印刷 白色紙・黒単色刷り 文字 　
₁₃ チラシ 　 竹本商店 ₁₂ 吉祥寺駅前通り 家具雑貨 解禁値下断行全部一割引 御注文製作品ハ精々大勉強致シテ御受ケ致升 ₁₃ 婚礼用調度品，事務卓及付属品一切など 　 白色紙・赤単色刷り 文字・イラスト 期間₁₁.₃₀迄。毎月八日，十八日，廿八日割引デー。
₁₄ チラシ 昭和 ₅（₁₉₃₀）

年
小金井屋商店 ₁₃ 八幡神社西横大通り 瀬戸物・金物 謝恩大乱売　当る　十月三日四日五日三日間 開店一週年紀念特価大売出し ₁₄ 金物之部，瀬戸物之部 　 白色紙・赤青二色刷り 文字・枠・地図 手書きにて「昭和五年」の書き込み。

₁₅ チラシ 　 千萬堂美術店 ₁₄ 吉祥寺₂₀₂₅（井ノ頭公
園通旧活動舘前）

竹製品・美術
用品

歳暮特価大売出し 　 ₁₅ 竹花籠・竹製家具・丸額角額・書画用紙絹など 　 赤色紙・黒単色刷り 文字 尺八・傘立などの扱いもあり。

₁₆ チラシ 昭和 ₅（₁₉₃₀）
年

私立西郊女子学園 ₁₅ 吉祥寺₆₃₀（仮園舎は吉
祥寺駅下車北へ五丁）

教育 中等教育女生徒募集 西郊女子学園の教育 ₁₆ 募集人員　本科₃₀名・別科₂₀名 　 白色紙・赤単色刷り 文字 創立者　久連松弘。昭和五年一月。

₁₇ チラシ 　 「吉祥寺履物店」（ ₅店
の共同広告）

₁₆ 　 履物 おはきものハ吉祥寺履物店へ 年末年始連合特価大売出し ₁₇ 　 吉祥寺一心堂印刷 白色紙・黒単色刷り 文字・家印 高橋履物店（井之頭公園上），榎本学帽文具履物店（四軒寺公園入口），
叶屋履物店（本宿），新叶屋履物店（四軒寺），榎本履物店（井之頭公園
通り）。来ル十二月二十八日ヨリ一月一日迄五日間。

₁₈ チラシ 　 吉田屋 ₁₇ 吉祥寺駅前（浅田銀行
横丁通り）

諸油・荒物・
薪炭・石炭商

寒さが日増しに強くなりました　皆様御健康
の為ストーブの御使用を願ひます

　 ₁₈ ライジング石油会社製品，スタンダト石油会社製品，
小倉石油会社製品

関　豊文舎印行 白色紙・黒単色刷り 文字 ブランド別石油の定価。木炭は製品化上の為安価。

₁₉ チラシ 　 山加屋呉服店 ₁₈ 吉祥寺公園通り井の頭
会館際

呉服 新年特別大売出し 一月四日五日六日三日間 ₁₉ 上等メリンス友仙，模様名仙 　 赤色紙・黒単色刷り 文字 　

₂₀ チラシ 　 トビラ社技芸部　久連
松みつ子

₁₉ 吉祥寺₆₃₀（ハチマンサ
マのウラ住宅）

編み物講習 第二回あみもの講習会のお知らせ あみもの第二回講習会 ₂₀ 講習内容・日時・参加費用 井ノ頭一心堂印刷 白色紙・（表）赤単色
刷り・（裏）黒単色刷
り

文字 編み物内職募集の文言有り。両面印刷の裏面は駅前通りエビスヤ百貨店
の広告。

₂₁ チラシ 　 井ノ頭薬局 ₂₀ 吉祥寺町井ノ頭公園通 薬局 見よ農村の燈明台 一の予防は百の駆除に優る !!　百の言葉は一の
実験に如ず !!

₂₁ 国産砒酸鉛 　 白色紙・黒単色刷り 文字 製造販売会社，旭電化工業株式会社の国産砒酸鉛（やまいち（家印「ひ
とやね」に「一」）砒酸鉛）広告。井ノ頭薬局は特約販売店。

₂₂ チラシ 　 福田屋呉服店 ₂₁ 吉祥寺本町 呉服・洋品 大崩落値段発表大売出し 絶対無比全商品二割引の緊縮時代ニピッタリ
適合

₂₂ 　 　 白色紙・赤青二色刷り 文字・イラスト 十二月三日四日五日三日間。

₂₃ チラシ 昭和 ₂（₁₉₂₇）
年頃

井の頭会館 ₇ 吉祥寺 映画館 大正天皇御大葬儀謹写映画 特許本邦十七大会社連合技術の粋を盡し謹写 ₂₃ 　 　 白色紙・黒単色刷り 文字・枠 九日より特別上映。

₂₄ チラシ 　 福田屋呉服店 ₂₁ 吉祥寺 呉服 八十八銭均一特売 贈答品用トシテ選取八十八銭 ₂₄ 文化コート・メリンス友仙一丈・上等ネル大巾一丈・
藤絹風呂敷箱入・レーヨン博多帯・ナフトル裏地・ナ
フトル友仙一反・メリヤス男女肌着など（₁₆品目）

　 白色紙・赤単色刷り 文字・赤字に白
抜き大文字

廿八日ヨリ三十日マデ

₂₅ チラシ 　 勝俣商店 ₂₂ 吉祥寺駅前₂₀₇₅ 石材・砂利・
コンクリート

暑中御伺ひ申上候 御忙しき処を紙上にておじゃま致します　御
参考迄にどうか見落さず御覧下さいます用

₂₅ 家庭用メタン瓦斯ほか 吉祥寺公園通一心堂印
サツ

白色紙・赤単色刷り 文字 メタン瓦斯の普及を兼て第二回大廉売の御通知を申上げます。

₂₆ チラシ（昭和） 大黒屋呉服店 ₂₃ 吉祥寺駅前通り 呉服 春衣大売出し 片側帯セール　昭和の春に応しき逸品揃 ₂₆ 片側帯 　 白色紙・桃色単色刷り 文字・地柄 四月一日より五日まで。お買上金高壱円毎に粗景進呈。
₂₇ チラシ 一心堂洋品店 ₂₄ 吉祥寺駅前通り（郵便

局隣）
洋品 冬物残品一掃の為め最後の大割引投飛 ₂₇ 帽子・エリマキ・小供洋服・毛織物・メリヤス、シャ

ツ・毛布ほか
白色紙・赤単色刷り 文字 来る₃₀日ヨリ ₂月 ₃日迄向ふ ₅日間。

₂₈ チラシ 　 一心堂洋品店 ₂₄ 吉祥寺駅前通り（郵便
局隣）

洋品 金解禁財政建直商品愈々大下落（先見越）店
内全部断然大見切

　 ₂₈ 中折帽子，鳥打帽子・子供帽子・エリマキ・小供洋
服・毛織物・メリヤス・毛布ほか

　 白色紙・赤単色刷り 文字 来る廿九日ヨリ十二月三日迄。

₂₉ チラシ 　 富岡呉服店 ₂ 吉祥寺本町 呉服 歳末新安値大売出し 全店を挙げて新安値品を一割引 ₂₉ 大人絹天足袋・大人メリヤスシャツモモ引き・本毛小
供襦袢ほか

東京長谷川町水野文庫
紙店納

白色紙・赤青二色重ね
刷り

文字・イラスト 十二月二十一日より二十五日まで。

₃₀ チラシ 　 富岡呉服店 ₂ 吉祥寺 呉服 急告 !!急告 !冬物新安値到来　熱誠努力魂を
打ち込んだ　冬物大安売 !

全商品新安値の一割引提供 ₃₀ 上生地色モスリン・小供別珍足袋・大人別珍足袋・メ
リンス友仙ほか

　 白色紙・赤単色刷り 文字 十一月十二日より十四日まで。熱狂の渦　感激の渦。

₃₁ チラシ 　 富岡呉服店 ₂ 吉祥寺 呉服 中元大売出し 七月一日，二日，三日，山と積んだ新柄を破
天荒の大特売提供 !!

₃₁ 上等天竺・クレップ縮白時水色・実用白縞ほか 東京長谷川町水野文庫
紙店納

白色紙・赤緑二色刷り 文字・イラスト 一割引。只今が御買時，此の好機を御利用下さい。

₃₂ チラシ 　 富岡呉服店 ₂ 吉祥寺 呉服 セルネル帯側大売出し 三人が口を揃へて感激 !賞讃 !オヤッ !と驚く
特価品

₃₂ 綿英ネル反・新セル反・半毛セル反・本セル反・新羽
二重片側帯一本・羽二重片側帯一本

東京長谷川町水野文庫
紙店納

白色紙・緑桃色二色刷
り

文字・イラスト 安い正札・買いよき店。四月二十七日二十八日二十九日（三日間）

₃₃ チラシ 昭和 ₃（₁₉₂₈）
年

富岡呉服店 ₂ 吉祥寺 呉服 御大典奉祝大売出し 御大典記念に !空然の大特価提供 !御買上げは
ゼヒ此の機会に !

₃₃ ネル白時・最上ネル白時・実用絹天足袋・メリンス友
仙・上等メリンス友仙ほか

　 白色紙・赤橙紫三色刷
り

文字・イラスト 十一月一日より三日まで三日間。外品全部奉祝のため正札の一割引に御
願致します。

₃₄ チラシ 　 富岡呉服店 ₂ 吉祥寺 呉服 冬物底値品　荷開き大売出し 謝恩特売　只今がお買時 ₃₄ 極上ナフトル友仙・最上ネル白時・極上メリンス友
仙・新柄染絣・瓦斯大島・新銘仙米流絣

　 白色紙・赤青二色刷り 文字・イラスト 十月七日より九日。

₃₅ チラシ 　 派出婦会元祖婦人共同
会吉祥寺支部

₂₅ 吉祥寺₆₃₀（八幡宮北） 人材派遣 お手伝ひに派出婦人を御利用下さい 　 ₃₅ 保母・家事取締・家政家事・産婆・老人病人の御用な
ど

　 白色紙・赤単色刷り 文字 会員募集。十七才以上五十歳までの身体丈夫な意思の堅いまじめな婦
人。

₃₆ チラシ 　 連合加盟店 ₆ 吉祥寺 （団体） 吉祥寺歳暮連合大福引大売出し マネキン嬢出演　十五日ヨリ向五日間　各店
舗ニ出演　当町目抜キノ勉強店ハ連合店　緊
縮時代ニ最モ適合ノ革命的値段ノ販売ブリ

₃₆ 　 豊文舎納 白色紙・赤青二色刷り 文字・装飾枠 十二月十五日ヨリ三十一日マデ。連合加盟店数₄₉軒。

₃₇ チラシ 　 池邊活版印刷所 ₂₆ 武蔵野村吉祥寺₂₇₄₃　
井之頭公園上線路端

印刷 御名刺印刷専門　復興の第一印刷界 名刺広告領収証小物類其他印刷一式　迅速鮮
明丁寧大勉強いたし印刷ニ応じます

₃₇ 　 　 白色紙・赤単色刷り 文字 　

₃₈ チラシ 　 うすゐ写真舘 ₂₇ 吉祥寺中道通り 写真 弊店開業五周年記念の為一月中御出下さった
御方には定価の二割引にて御うつし致します

　 ₃₈ 　 志成堂納 白色紙・茶単色刷り 文字・写真 　

₃₉ チラシ 　 東京府アーケード ₂₈ 　 複合施設 気持よく買物の出来るアーケード大特価奉仕 御家庭の御重宝御台所の御相談はあれこれと
お迷無くまっすぐに良い安いで大評判の東京
府アーケードへ

₃₉ 　 志成堂納 白色紙・赤単色刷り 文字・イラスト ₁₄軒の商店と階上撞球場広告。恵比寿のイラストがある。

₄₀ チラシ 　 吉祥寺駅前通り ₆ 吉祥寺駅前 （団体） 観音縁日連合特売デー 各商店割引又ハ粗景呈上 ₄₀ 　 吉祥寺一心堂印刷 白色紙・赤単色刷り 文字・イラスト 毎月八日十八日二十八日。駅前通り沿道の個人商店₂₀軒。
₄₁ チラシ 　 吉祥寺駅前通り ₆ 吉祥寺駅前 （団体） 評判のよい吉祥寺駅前通りの各商店 毎月八日十八日廿八日の大特売加盟店　八ノ

日会　当日は各加盟商店　大勉強仕候
₄₁ 　 　 白色紙・青単色刷り 文字・装飾枠 毎月八日十八日廿八日。吉祥寺駅前通りの個人商店₃₄軒。

₄₂ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 何といふても市場模範は井の頭　すべて値段
の高下も井の頭市場より

五月八日大特売デー ₄₂ 食品・日用雑貨・衣料 　 白色紙・赤単色刷り 文字 特売デー毎月八日十八日二十八日。

₄₃ チラシ（昭和） 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺駅前 複合施設 来る六日七日の二日間　謝恩中元大特価大損
デー

昭和の贈答品は此の機を逸せず　六日特売の
部　海に山に御仕度品は実質的顧客本位の当
市場から　七日特売の部

₄₃ 食品・日用雑貨・衣料など₂₀項目 吉祥寺吉岡印刷 白色紙・青単色刷り 文字 　

₄₄ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 六月十八日大特売デー 暑さ日々に加ります当市場は此際諸品大下落
と同時に時節物取揃へ御客様の御来店を御期
待致しております

₄₄ 食品・日用雑貨・衣料など₁₂項目 志成堂印行 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。

₄₅ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る十八日大特売デー 暑中御伺ひ申上げます時節柄御全家様の御健
康を祈ります　皆様の市場なれば最も新らし
い品を最も廉価に提供いたします

₄₅ 食品・日用雑貨・衣料など₁₂項目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。

₄₆ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る八日　新春最初の大特売大勉強デー 謹賀新年　明けまして御目出度う今年も是非
井の頭市場の大勉強デーを

₄₆ 食料・日用雑貨・衣料など₁₇品目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。

₄₇ チラシ 昭和 ₄（₁₉₂₉）
年

井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る二十八日　年末最後の大特売メチャメ
チャ大損デー

歳暮年始の御仕度は井の頭市場の大損デーを ₄₇ 食品・日用雑貨・衣料など₂₄品目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。昭和五年度も皆様の市場として御愛
用くださいませ。

₄₈ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺駅前 複合施設 来る二十八日特売デー 今月から井の頭市場の特売デーを八日十八日
二十八日の三回と致しました

₄₈ 食品・日用雑貨・衣料など₁₁項目 吉祥寺大通り　吉岡印
刷所印行

白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。（今月から月三回の特売）

₄₉ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺駅前 複合施設 来る十八日特売デー 夏が来た　夏が来た　営養と健康は日用品か
ら　常に良い安い新しい三拍子揃った当市場
から

₄₉ 食料・日用雑貨・衣料など₁₁項目 吉祥寺大通　吉岡印刷
所印行

白色紙・赤単色刷り 文字 毎月十八日特売デー　十九日定休日。

₅₀ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る十一月十八日大特売デー 度々の特売にも拘ず賑々しく御来場を忝し厚
く御礼申上ます

₅₀ 食料・日用雑貨・衣料など₁₂項目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八ノ日大々的特売デー。

₅₁ チラシ 昭和 ₅（₁₉₃₀）
年

井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る十八日特売デー 一時的競争の為単価を引下げ重量の不足等の
事があってはなりません

₅₁ 食料・日用雑貨・衣料など₂₉品目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 特価デー　毎月八日十八日二十八日。（手書きで昭和五年弐月）

₅₂ チラシ 昭和 ₅（₁₉₃₀）
年

吉祥寺アーケード ₂₈ 　 複合施設 祝アーケード満一週年紀念大売出し 当る十四日十五日十六日三日間。 ₅₂ 　 志成堂納 白色紙・赤単色刷り 文字 ₁₆軒の商店・部門の広告。アーケード小唄（歌詞）。余興　打上花火・
風船呈上・記念品呈上。

（「昭和戦前期東京吉祥寺広告群」により作成）

― 52 ―



第 ₂表　「昭和戦前期東京吉祥寺広告群」広告一覧 第 ₂表　「昭和戦前期東京吉祥寺広告群」広告一覧（つづき）
資料番号 形態 年代 広告主 広告主番号 広告主の位置 業種 見出し ₁ 見出し ₂ 資料番号 掲載商品 印刷 紙・印刷 表現 備考
₁ チラシ 　 天幕劇場 ₁ 井の頭会館跡 劇場 吉祥寺各商店御得意慰安劇大興行 罹災者救尉の為め正劇喜げき大家河上隆太郎

一党
₁ 　 　 赤色紙・黒単色刷り 文字 商店名が列挙されているのは₁₀₃軒。₁₂月 ₆ 日より三日間。

₂ チラシ 　 富岡呉服店 ₂ 吉祥寺本町 呉服 全店を挙げて歳末割引大売出し 全商品 !金解禁相場のどん底値段を一割引 ₂ 生地・帯など 東京長谷川町水野文庫
紙店納

白色紙・赤単色刷り 文字・イラスト ₁₂月 ₁ 日より ₅日まで。

₃ チラシ 　 私立東京女子体操音楽
学校付属井之頭幼稚園

₃ 　 教育 幼児募集 !!! 　 ₃ 　 関　豊文舎印行 白色紙・黒単色刷り 文字 東京方面よりの希望者には御茶ノ水水道橋辺までお迎いお送りの便をは
かります

₄ チラシ 　 武蔵屋 ₄ 吉祥寺四軒寺 和洋菓子 御披露 就ては今回左記之通り生菓子類発売仕候 ₄ 和洋菓子類 　 白色紙・赤単色刷り 文字 唐饅頭・栗饅頭・かすていら・練り切り物など
₅ チラシ 　 小美濃靴店 ₅ 吉祥寺井之頭公園通り 靴 日曜日一日でクツの修繕を完全に致します 　 ₅ 　 中央毎日印行 赤色紙・黒単色刷り 文字・イラスト「学生さんお勤向きの方々」。即日修理完了を強調。【資料番号 ₈と同一】
₆ チラシ 　 連合加盟店 ₆ 吉祥寺 （団体） 急告 　 ₆ 景品値下げ告知 　 白色紙・赤単色刷り 文字 以前に配布した広告の訂正。
₇ チラシ 大正₁₅（₁₉₂₆）

年以降
井の頭会館 ₇ 吉祥寺駅前 映画館 巨弾 !!!連発 !!!偉観壮観 抜討権八　青年萬歳　大自然の叫び　荒木又

右エ門
₇ 　 　 白色紙・黒単色刷り 文字 映画 ₄本，五月廿八日より。毎日画夜上映。

₈ チラシ 　 小美濃靴店 ₅ 吉祥寺井之頭公園通り 靴 日曜日一日でクツの修繕を完全に致します 　 ₈ 　 中央毎日印行 赤色紙・黒単色刷り 文字・イラスト「学生さんお勤向きの方々」。即日修理完了を強調。【資料番号 ₅と同一】
₉ チラシ 昭和 ₄（₁₉₂₉）

年頃
吉祥寺撞球場 ₈ 新しく生まれた皆様の

駅正面
遊技場 玉突場開場御披露 どうぞ十八日を御記憶下されて御参観をお願

ひ致します
₉ 川原滉氏及び他選手の演技披露 （志満堂□□） 白色紙・赤単色刷り 文字 吉祥寺アーケード階上に新規開設。プロ選手による演技披露。

₁₀ チラシ 大正₁₅（₁₉₂₆）
年

武蔵野自転車商店和田
次夫

₉ 吉祥寺駅前 自転車 武蔵野自転車商店謹告 子供専用自転車アールエスエー号　毎日十銭
ヅツデ買ヘマス

₁₀ マイシン号，ローヤル号，ノーブル号，リヤカー 吉祥寺公園通一心堂印
刷

白色紙・黒単色刷り 文字 代金は「毎日集金」。大正十五年五月。

₁₁ チラシ 大正₁₂（₁₉₂₃）
年

吉祥寺舘　主 ₁₀ 吉祥寺駅前通り 演芸場 演芸場開舘広告 開舘一月一日　当日は祝開舘として開放 ₁₁ 　 関　豊文舎印刷 白色紙・赤単色刷り 文字・装飾枠 仮設劇場から常設劇場として開場。大正十二年十二月。

₁₂ チラシ 　 小川屋生肉店 ₁₁ 井之頭活動通り₂₀₄₈ 精肉 牛肉鶏卵の大廉売 伊勢牛本場好肉家大福音期来ル ₁₂ 牛肉の部，地玉鶏卵の部 吉祥寺一心堂印刷 白色紙・黒単色刷り 文字 　
₁₃ チラシ 　 竹本商店 ₁₂ 吉祥寺駅前通り 家具雑貨 解禁値下断行全部一割引 御注文製作品ハ精々大勉強致シテ御受ケ致升 ₁₃ 婚礼用調度品，事務卓及付属品一切など 　 白色紙・赤単色刷り 文字・イラスト 期間₁₁.₃₀迄。毎月八日，十八日，廿八日割引デー。
₁₄ チラシ 昭和 ₅（₁₉₃₀）

年
小金井屋商店 ₁₃ 八幡神社西横大通り 瀬戸物・金物 謝恩大乱売　当る　十月三日四日五日三日間 開店一週年紀念特価大売出し ₁₄ 金物之部，瀬戸物之部 　 白色紙・赤青二色刷り 文字・枠・地図 手書きにて「昭和五年」の書き込み。

₁₅ チラシ 　 千萬堂美術店 ₁₄ 吉祥寺₂₀₂₅（井ノ頭公
園通旧活動舘前）

竹製品・美術
用品

歳暮特価大売出し 　 ₁₅ 竹花籠・竹製家具・丸額角額・書画用紙絹など 　 赤色紙・黒単色刷り 文字 尺八・傘立などの扱いもあり。

₁₆ チラシ 昭和 ₅（₁₉₃₀）
年

私立西郊女子学園 ₁₅ 吉祥寺₆₃₀（仮園舎は吉
祥寺駅下車北へ五丁）

教育 中等教育女生徒募集 西郊女子学園の教育 ₁₆ 募集人員　本科₃₀名・別科₂₀名 　 白色紙・赤単色刷り 文字 創立者　久連松弘。昭和五年一月。

₁₇ チラシ 　 「吉祥寺履物店」（ ₅店
の共同広告）

₁₆ 　 履物 おはきものハ吉祥寺履物店へ 年末年始連合特価大売出し ₁₇ 　 吉祥寺一心堂印刷 白色紙・黒単色刷り 文字・家印 高橋履物店（井之頭公園上），榎本学帽文具履物店（四軒寺公園入口），
叶屋履物店（本宿），新叶屋履物店（四軒寺），榎本履物店（井之頭公園
通り）。来ル十二月二十八日ヨリ一月一日迄五日間。

₁₈ チラシ 　 吉田屋 ₁₇ 吉祥寺駅前（浅田銀行
横丁通り）

諸油・荒物・
薪炭・石炭商

寒さが日増しに強くなりました　皆様御健康
の為ストーブの御使用を願ひます

　 ₁₈ ライジング石油会社製品，スタンダト石油会社製品，
小倉石油会社製品

関　豊文舎印行 白色紙・黒単色刷り 文字 ブランド別石油の定価。木炭は製品化上の為安価。

₁₉ チラシ 　 山加屋呉服店 ₁₈ 吉祥寺公園通り井の頭
会館際

呉服 新年特別大売出し 一月四日五日六日三日間 ₁₉ 上等メリンス友仙，模様名仙 　 赤色紙・黒単色刷り 文字 　

₂₀ チラシ 　 トビラ社技芸部　久連
松みつ子

₁₉ 吉祥寺₆₃₀（ハチマンサ
マのウラ住宅）

編み物講習 第二回あみもの講習会のお知らせ あみもの第二回講習会 ₂₀ 講習内容・日時・参加費用 井ノ頭一心堂印刷 白色紙・（表）赤単色
刷り・（裏）黒単色刷
り

文字 編み物内職募集の文言有り。両面印刷の裏面は駅前通りエビスヤ百貨店
の広告。

₂₁ チラシ 　 井ノ頭薬局 ₂₀ 吉祥寺町井ノ頭公園通 薬局 見よ農村の燈明台 一の予防は百の駆除に優る !!　百の言葉は一の
実験に如ず !!

₂₁ 国産砒酸鉛 　 白色紙・黒単色刷り 文字 製造販売会社，旭電化工業株式会社の国産砒酸鉛（やまいち（家印「ひ
とやね」に「一」）砒酸鉛）広告。井ノ頭薬局は特約販売店。

₂₂ チラシ 　 福田屋呉服店 ₂₁ 吉祥寺本町 呉服・洋品 大崩落値段発表大売出し 絶対無比全商品二割引の緊縮時代ニピッタリ
適合

₂₂ 　 　 白色紙・赤青二色刷り 文字・イラスト 十二月三日四日五日三日間。

₂₃ チラシ 昭和 ₂（₁₉₂₇）
年頃

井の頭会館 ₇ 吉祥寺 映画館 大正天皇御大葬儀謹写映画 特許本邦十七大会社連合技術の粋を盡し謹写 ₂₃ 　 　 白色紙・黒単色刷り 文字・枠 九日より特別上映。

₂₄ チラシ 　 福田屋呉服店 ₂₁ 吉祥寺 呉服 八十八銭均一特売 贈答品用トシテ選取八十八銭 ₂₄ 文化コート・メリンス友仙一丈・上等ネル大巾一丈・
藤絹風呂敷箱入・レーヨン博多帯・ナフトル裏地・ナ
フトル友仙一反・メリヤス男女肌着など（₁₆品目）

　 白色紙・赤単色刷り 文字・赤字に白
抜き大文字

廿八日ヨリ三十日マデ

₂₅ チラシ 　 勝俣商店 ₂₂ 吉祥寺駅前₂₀₇₅ 石材・砂利・
コンクリート

暑中御伺ひ申上候 御忙しき処を紙上にておじゃま致します　御
参考迄にどうか見落さず御覧下さいます用

₂₅ 家庭用メタン瓦斯ほか 吉祥寺公園通一心堂印
サツ

白色紙・赤単色刷り 文字 メタン瓦斯の普及を兼て第二回大廉売の御通知を申上げます。

₂₆ チラシ（昭和） 大黒屋呉服店 ₂₃ 吉祥寺駅前通り 呉服 春衣大売出し 片側帯セール　昭和の春に応しき逸品揃 ₂₆ 片側帯 　 白色紙・桃色単色刷り 文字・地柄 四月一日より五日まで。お買上金高壱円毎に粗景進呈。
₂₇ チラシ 一心堂洋品店 ₂₄ 吉祥寺駅前通り（郵便

局隣）
洋品 冬物残品一掃の為め最後の大割引投飛 ₂₇ 帽子・エリマキ・小供洋服・毛織物・メリヤス、シャ

ツ・毛布ほか
白色紙・赤単色刷り 文字 来る₃₀日ヨリ ₂月 ₃日迄向ふ ₅日間。

₂₈ チラシ 　 一心堂洋品店 ₂₄ 吉祥寺駅前通り（郵便
局隣）

洋品 金解禁財政建直商品愈々大下落（先見越）店
内全部断然大見切

　 ₂₈ 中折帽子，鳥打帽子・子供帽子・エリマキ・小供洋
服・毛織物・メリヤス・毛布ほか

　 白色紙・赤単色刷り 文字 来る廿九日ヨリ十二月三日迄。

₂₉ チラシ 　 富岡呉服店 ₂ 吉祥寺本町 呉服 歳末新安値大売出し 全店を挙げて新安値品を一割引 ₂₉ 大人絹天足袋・大人メリヤスシャツモモ引き・本毛小
供襦袢ほか

東京長谷川町水野文庫
紙店納

白色紙・赤青二色重ね
刷り

文字・イラスト 十二月二十一日より二十五日まで。

₃₀ チラシ 　 富岡呉服店 ₂ 吉祥寺 呉服 急告 !!急告 !冬物新安値到来　熱誠努力魂を
打ち込んだ　冬物大安売 !

全商品新安値の一割引提供 ₃₀ 上生地色モスリン・小供別珍足袋・大人別珍足袋・メ
リンス友仙ほか

　 白色紙・赤単色刷り 文字 十一月十二日より十四日まで。熱狂の渦　感激の渦。

₃₁ チラシ 　 富岡呉服店 ₂ 吉祥寺 呉服 中元大売出し 七月一日，二日，三日，山と積んだ新柄を破
天荒の大特売提供 !!

₃₁ 上等天竺・クレップ縮白時水色・実用白縞ほか 東京長谷川町水野文庫
紙店納

白色紙・赤緑二色刷り 文字・イラスト 一割引。只今が御買時，此の好機を御利用下さい。

₃₂ チラシ 　 富岡呉服店 ₂ 吉祥寺 呉服 セルネル帯側大売出し 三人が口を揃へて感激 !賞讃 !オヤッ !と驚く
特価品

₃₂ 綿英ネル反・新セル反・半毛セル反・本セル反・新羽
二重片側帯一本・羽二重片側帯一本

東京長谷川町水野文庫
紙店納

白色紙・緑桃色二色刷
り

文字・イラスト 安い正札・買いよき店。四月二十七日二十八日二十九日（三日間）

₃₃ チラシ 昭和 ₃（₁₉₂₈）
年

富岡呉服店 ₂ 吉祥寺 呉服 御大典奉祝大売出し 御大典記念に !空然の大特価提供 !御買上げは
ゼヒ此の機会に !

₃₃ ネル白時・最上ネル白時・実用絹天足袋・メリンス友
仙・上等メリンス友仙ほか

　 白色紙・赤橙紫三色刷
り

文字・イラスト 十一月一日より三日まで三日間。外品全部奉祝のため正札の一割引に御
願致します。

₃₄ チラシ 　 富岡呉服店 ₂ 吉祥寺 呉服 冬物底値品　荷開き大売出し 謝恩特売　只今がお買時 ₃₄ 極上ナフトル友仙・最上ネル白時・極上メリンス友
仙・新柄染絣・瓦斯大島・新銘仙米流絣

　 白色紙・赤青二色刷り 文字・イラスト 十月七日より九日。

₃₅ チラシ 　 派出婦会元祖婦人共同
会吉祥寺支部

₂₅ 吉祥寺₆₃₀（八幡宮北） 人材派遣 お手伝ひに派出婦人を御利用下さい 　 ₃₅ 保母・家事取締・家政家事・産婆・老人病人の御用な
ど

　 白色紙・赤単色刷り 文字 会員募集。十七才以上五十歳までの身体丈夫な意思の堅いまじめな婦
人。

₃₆ チラシ 　 連合加盟店 ₆ 吉祥寺 （団体） 吉祥寺歳暮連合大福引大売出し マネキン嬢出演　十五日ヨリ向五日間　各店
舗ニ出演　当町目抜キノ勉強店ハ連合店　緊
縮時代ニ最モ適合ノ革命的値段ノ販売ブリ

₃₆ 　 豊文舎納 白色紙・赤青二色刷り 文字・装飾枠 十二月十五日ヨリ三十一日マデ。連合加盟店数₄₉軒。

₃₇ チラシ 　 池邊活版印刷所 ₂₆ 武蔵野村吉祥寺₂₇₄₃　
井之頭公園上線路端

印刷 御名刺印刷専門　復興の第一印刷界 名刺広告領収証小物類其他印刷一式　迅速鮮
明丁寧大勉強いたし印刷ニ応じます

₃₇ 　 　 白色紙・赤単色刷り 文字 　

₃₈ チラシ 　 うすゐ写真舘 ₂₇ 吉祥寺中道通り 写真 弊店開業五周年記念の為一月中御出下さった
御方には定価の二割引にて御うつし致します

　 ₃₈ 　 志成堂納 白色紙・茶単色刷り 文字・写真 　

₃₉ チラシ 　 東京府アーケード ₂₈ 　 複合施設 気持よく買物の出来るアーケード大特価奉仕 御家庭の御重宝御台所の御相談はあれこれと
お迷無くまっすぐに良い安いで大評判の東京
府アーケードへ

₃₉ 　 志成堂納 白色紙・赤単色刷り 文字・イラスト ₁₄軒の商店と階上撞球場広告。恵比寿のイラストがある。

₄₀ チラシ 　 吉祥寺駅前通り ₆ 吉祥寺駅前 （団体） 観音縁日連合特売デー 各商店割引又ハ粗景呈上 ₄₀ 　 吉祥寺一心堂印刷 白色紙・赤単色刷り 文字・イラスト 毎月八日十八日二十八日。駅前通り沿道の個人商店₂₀軒。
₄₁ チラシ 　 吉祥寺駅前通り ₆ 吉祥寺駅前 （団体） 評判のよい吉祥寺駅前通りの各商店 毎月八日十八日廿八日の大特売加盟店　八ノ

日会　当日は各加盟商店　大勉強仕候
₄₁ 　 　 白色紙・青単色刷り 文字・装飾枠 毎月八日十八日廿八日。吉祥寺駅前通りの個人商店₃₄軒。

₄₂ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 何といふても市場模範は井の頭　すべて値段
の高下も井の頭市場より

五月八日大特売デー ₄₂ 食品・日用雑貨・衣料 　 白色紙・赤単色刷り 文字 特売デー毎月八日十八日二十八日。

₄₃ チラシ（昭和） 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺駅前 複合施設 来る六日七日の二日間　謝恩中元大特価大損
デー

昭和の贈答品は此の機を逸せず　六日特売の
部　海に山に御仕度品は実質的顧客本位の当
市場から　七日特売の部

₄₃ 食品・日用雑貨・衣料など₂₀項目 吉祥寺吉岡印刷 白色紙・青単色刷り 文字 　

₄₄ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 六月十八日大特売デー 暑さ日々に加ります当市場は此際諸品大下落
と同時に時節物取揃へ御客様の御来店を御期
待致しております

₄₄ 食品・日用雑貨・衣料など₁₂項目 志成堂印行 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。

₄₅ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る十八日大特売デー 暑中御伺ひ申上げます時節柄御全家様の御健
康を祈ります　皆様の市場なれば最も新らし
い品を最も廉価に提供いたします

₄₅ 食品・日用雑貨・衣料など₁₂項目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。

₄₆ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る八日　新春最初の大特売大勉強デー 謹賀新年　明けまして御目出度う今年も是非
井の頭市場の大勉強デーを

₄₆ 食料・日用雑貨・衣料など₁₇品目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。

₄₇ チラシ 昭和 ₄（₁₉₂₉）
年

井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る二十八日　年末最後の大特売メチャメ
チャ大損デー

歳暮年始の御仕度は井の頭市場の大損デーを ₄₇ 食品・日用雑貨・衣料など₂₄品目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。昭和五年度も皆様の市場として御愛
用くださいませ。

₄₈ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺駅前 複合施設 来る二十八日特売デー 今月から井の頭市場の特売デーを八日十八日
二十八日の三回と致しました

₄₈ 食品・日用雑貨・衣料など₁₁項目 吉祥寺大通り　吉岡印
刷所印行

白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。（今月から月三回の特売）

₄₉ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺駅前 複合施設 来る十八日特売デー 夏が来た　夏が来た　営養と健康は日用品か
ら　常に良い安い新しい三拍子揃った当市場
から

₄₉ 食料・日用雑貨・衣料など₁₁項目 吉祥寺大通　吉岡印刷
所印行

白色紙・赤単色刷り 文字 毎月十八日特売デー　十九日定休日。

₅₀ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る十一月十八日大特売デー 度々の特売にも拘ず賑々しく御来場を忝し厚
く御礼申上ます

₅₀ 食料・日用雑貨・衣料など₁₂項目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八ノ日大々的特売デー。

₅₁ チラシ 昭和 ₅（₁₉₃₀）
年

井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る十八日特売デー 一時的競争の為単価を引下げ重量の不足等の
事があってはなりません

₅₁ 食料・日用雑貨・衣料など₂₉品目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 特価デー　毎月八日十八日二十八日。（手書きで昭和五年弐月）

₅₂ チラシ 昭和 ₅（₁₉₃₀）
年

吉祥寺アーケード ₂₈ 　 複合施設 祝アーケード満一週年紀念大売出し 当る十四日十五日十六日三日間。 ₅₂ 　 志成堂納 白色紙・赤単色刷り 文字 ₁₆軒の商店・部門の広告。アーケード小唄（歌詞）。余興　打上花火・
風船呈上・記念品呈上。

（「昭和戦前期東京吉祥寺広告群」により作成）
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を告知していること，資料番号₄₃の見出しに「昭
和の贈答品は」と謳っていることなどに基づき，
大正末期発行の広告も含まれるが多くは昭和戦前
期のものであると判断した。

Ⅱ．広告主・広告内容について

前述のとおり，「広告群」には個別商店等が発
行したものと，団体や複合商業施設が発行したも
のが含まれている。以下では，それぞれから特徴
的なものを紹介したい。

（ 1 ）「富岡呉服店」（広告主番号 2 ）発行の広告
第 ₁ 表に示したとおり，「広告群」の中でも呉

服店から発行された広告が店舗数・広告数共に多
く目を引く。呉服店の広告が多数含まれている経
緯については明らかにしえないが，呉服店発行全
₁₁枚のうち ₇枚が富岡呉服店の発行した広告であ
ることから，旧所蔵者と富岡呉服店には何らかの
つながりがあったことが想定される。富岡呉服店
の位置は，広告では「吉祥寺」「吉祥寺本町」と
記載されているが，昭和 ₉（₁₉₃₄）年発行の『東
京府電話番号簿  ₃）』に示された住所から第 ₁ 図に
示した ₂の位置にあったことがわかる。同『電話
番号簿』に記載された電話加入者名は富岡六蔵と
なっている。単色刷りで文字情報が中心の広告が
多い「広告群」の中でも，呉服店発行の広告はイ
ラストを多用したものや二色刷りで客の目を引く
ものが多い。富岡呉服店発行の広告のうち唯一発
行年が明確に判明するものは，第 ₂表中の資料番
号₃₃である（第 ₂図左）。この広告は昭和 ₃（₁₉₂₈）
年₁₁月に行われた昭和天皇即位の礼を記念した
「御大典奉祝大売出し」の告知を行うためのもの
である。三色刷りで孔雀・桐葉・提灯のイラスト
を配しているため他にはない華やかな雰囲気を伝
えている。掲載された商品は販売数量を限定した
ものが中心であるが，「実用絹天足袋」が ₁ 足₂₀
銭であるなど安価な設定になっている ₄）。

（ 2 ）娯楽関係施設の広告
吉祥寺駅周辺の商業地域には複数の娯楽関係施
設が立地していた。「広告群」のなかにもいくつ
か関係するものがある。

a．「井の頭会館」（広告主番号 ₇）
井の頭会館は大正₁₄（₁₉₂₅）年に開業した吉祥

寺地区の映画館の草分け的存在である  ₅）。広告番
号 ₇（第 ₂図右）には上映作品として「抜討権八」
「青年万歳」「大自然の叫び」「荒木又右衛門」の ₄
作品の名が見られる。広告の見出しに「 ₅月₂₈日
より」とあるが，それぞれの映画公開が大正₁₃
（₁₉₂₄）年₁₁月から大正₁₄年 ₉ 月にかけてであ

第 ₁図　「東京吉祥寺における昭和戦前期広告群」
における広告主の分布　　　　

注）番号は第 ₂表の広告主番号と対応
（東京都立中央図書館蔵「昭和 ₃年吉祥寺全図」，
「広告群」記載の地番・所在地表記をもとに作成）
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る ₆）ことを踏まえると， ₄ 作品の同時上映を告知
しているこの広告は，大正₁₅（₁₉₂₆）年以降に発
行されたものと推測できる。また，資料番号₂₃は
ドキュメンタリー映画「大正天皇御大葬儀」の上
映を告知する広告である。同作品の公開年月は不
明  ₇）であるが，大正天皇の大喪の礼が行われた昭
和 ₂（₁₉₂₇）年以降に公開されたものであると推
察できる。
映画館のほか，資料番号 ₁（広告主番号 ₁）や

資料番号₁₁（広告主番号₁₀）のような劇場広告の
存在から，吉祥寺駅周辺の商業地域にはこの時期
に複数の劇場や映画館が立地していたことがわか
る。

b．「吉祥寺撞球場」（広告主番号 ₈）
「広告群」の中にはビリヤード場を示す「撞球
場」の広告も含まれている。このビリヤード場は
後述する昭和 ₄（₁₉₂₉）年開業の複合商業施設「吉
祥寺アーケード」の ₂階にあったもので，聞き取
り調査によると同じフロアでは麻雀店も経営して
いたとのことである  ₈）。広告にはプロ選手の演技
披露として川上滉  ₉）が出演することが告知されて
いる。これらから，吉祥寺駅周辺には様々な娯楽
施設が存在し，集客のための工夫がなされていた
ことが窺われる。

（ 3 ）団体による広告
a．「東京府アーケード」（広告主番号₂₈）と「井
の頭市場」（広告主番号₂₉）

両者は吉祥寺駅前にお互いに近接して立地して
いた。資料番号₃₉と同₄₃を比較すると体裁は近似
しているが，前者はそれぞれ個別の商店が集合し
た商業施設であるのに対し，後者は同一経営者が
多様な販売部門を持っていたことがわかる（第 ₃
図）。また「東京府アーケード」は資料番号₅₂の
「吉祥寺アーケード」と同じ経営者による施設で
あり，隣接する恵比寿百貨店の経営者が設立した
ものである。なお，資料番号 ₉の吉祥寺撞球場は
この施設の ₂ 階で営業していた。恵比寿百貨店
は，吉祥寺駅前通り商店街（第 ₄図）の広告（資
料番号₄₁など）にも名を連ねている。「東京府アー
ケード」と「井の頭市場」は類似する商業施設で
あるうえ，両者の特売日が重ならないように設定

第 ₂図　富岡呉服店発行「御大典記念大売り出し
広告」と井の頭会館発行「上映映画告知広告」
注）左は資料番号₃₃，右は資料番号 ₇

第 ₃図　東京府アーケード「大特売デー広告」と
井の頭市場「謝恩中元大特価大損デー広告」
注）上は資料番号₃₉，下は資料番号₄₃
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されていることから，両者は商売上の好敵手で
あったものと考えられる。また，資料番号₄₈では
井の頭市場の特売日を吉祥寺駅前通り商店街の特
売日と同じく ₈の付く日に統一している。吉祥寺
駅前通り商店街の特売は，後述の通り月窓寺境内
で行われていた「観音縁日」に併せて実施されて
いたもので，競合関係にある商店主が設定したそ
れぞれの特売日が，縁日の日程に統一されていく
過程として興味深い。

b．「連合加盟店」（広告主番号 ₆）
広告主番号 ₆ による広告には，「連合加盟店」
や「吉祥寺駅前通り」という名称が見られるが，
名を連ねた商店名には共通するものが多く，吉祥
寺駅前通り商店街が共同で発行した広告であると
判断できる。資料番号₄₀の見出しには「観音縁日
連合特売デー」と謳われているように，沿道に立
地する月窓寺で行われていた縁日に合わせて特売
日を設けていた ₁₀）。この縁日が ₈ の付く日であ
り，すでに地域に定着していたために前述のよう
に井の頭市場の特売日も ₈の付く日に変更される
ことになったものと推察される。資料番号₃₆・
₄₀・₄₁ではそれぞれ₂₀～₄₉軒の商店が名を連ねて
おり，「当町目抜きの勉強店は連合店（資料番号

₃₆）」「当日は各加盟商店大勉強仕候（資料番号
₄₁）」などと個人商店が連合することで規模の効
果を生み出そうとしている様子が読み取れる。同
様に資料番号₁₇では靴店が共同で広告を発行して
いることにも注目したい。

Ⅲ．展望

来訪者が絶えず“人気の街”となっている現代
の吉祥寺地区（第 ₅図）において，商業施設の集
積は街の魅力の一つとなっている。本報告で検討
した「広告群」は，商業地として急激な発展を始
める初期段階において，商店主らが街を活性化し
ようとしてきた足跡を示す重要な資料といえる。
また「広告群」の中には，教育関係施設の広告（資
料番号 ₃・₁₆）や，編み物講習会を告知している
広告（資料番号₂₀），派出婦人 ₁₁）の広告（資料番
号₃₅）などもみられる。市街化が進む吉祥寺地区
の生活実態を把握するためには，こうした広告類
についても更に詳細な分析を加える必要がある。
本資料は，地域の歴史資料としての価値はもちろ
ん，都市観光資源として地域の根幹を見つめ直す
ことができる資料的な意義を持つものである。

第 ₄図　昭和 ₄（₁₉₂₉）年の吉祥寺駅前通り商店街
（現在のサンロード商店街）　　　

（中里崇亮監修『ふるさと武蔵野』₂₀₁₃，
郷土出版社，₇₂頁より転載）

第 ₅図　平成₂₈（₂₀₁₆）年の吉祥寺駅前通り
（サンロード商店街）　　　

注）左側の建物「エビス会館」の背後に「吉祥寺
アーケード（広告主番号 ₈）」が立地していた。

（平成₂₈（₂₀₁₆）年筆者撮影）
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〔付記〕
本報告の作成にあたり，延命寺住職中里崇亮氏
に写真転載の御許可を頂きました。記して厚く御
礼申し上げます。

〔注〕
₁ ）財団法人吉田秀雄記念事業財団編『広告は語る 

－アド・ミュージアム東京収蔵作品集』財団法人
吉田秀雄記念事業財団，₂₀₀₅，₆₀頁。

₂）前掲 ₁），₆₆頁，₇₂頁。
₃）大森郵便局編『東京府電話番号簿（除東京中央電
話局）』大森郵便局，₁₉₃₄，₂₀₇頁。

₄）昭和 ₅（₁₉₃₀）年の足袋の値段は男性上級品の紺
キャラコで₆₅銭，女性の上級品の白キャラコで₅₅
銭であった。週刊朝日編『値段史年表明治・大正・
昭和』朝日新聞社，₁₉₈₈，₁₂₇頁。

₅）株式会社井之頭会館の代表取締役総支配人である
本田拓夫と写真家鈴木育夫との対談記録による。
本田拓夫「横丁対談その④　駅前通り」（鈴木育夫

『鈴木育夫写真集　うつりゆく吉祥寺』ぶんしん出
版，₂₀₁₄），₁₁₄-₁₁₇頁。

₆）文化庁映画情報データーベース「日本映画情報シ
ステム」　https://www.japanese-cinema-db.jp/

（閲覧日₂₀₁₆年 ₁ 月₂₀日）。
₇）前掲 ₆） （閲覧日₂₀₁₆年 ₁ 月₂₀日）。
₈）髙橋珠州彦「大都市近郊地域の市街化と根生いの
人々の転業過程－明治後期から高度経済成長期ま
での武蔵野市吉祥寺地区を事例として－」都市地
理学 ₇，₂₀₁₄，₁-₁₅頁。

₉）川上滉は昭和₁₃（₁₉₃₈）年に開催された第 ₁ 回全
日本スリークッション大会で ₃位に入賞したほか，
昭和₂₄（₁₉₄₉）年の第 ₅ 回大会まで活躍した選手
である。日本ビリヤード協会ホームページ「全日
本スリークッション選手権大会歴代入賞者」
http://jp-carom.net/alljapan-₂₀₁₄/result_alljapan/

（閲覧日₂₀₁₆年 ₁ 月₂₀日）。
₁₀）吉祥寺駅前通りは月窓寺所有地の提供を受けて開
通した経緯がある。前掲 ₈）。

₁₁）今日の家政婦や介護人材の派遣業に相当する。
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