
読み方は昭和35年港区区政要覧を参考とした。

旧町名（住居表示実施前） 旧区 一般的な読み方 新町名（住居表示実施後） 住居表示実施日

赤坂葵町 赤坂 アオイチョウ 虎ノ門二丁目（一部） 昭和52年9月1日

赤坂青山北町一丁目 赤坂 アオヤマキタマチ 北青山一丁目（一部） 昭和41年10月1日

赤坂青山北町二丁目 赤坂 アオヤマキタマチ 北青山一・二丁目（一部） 昭和41年10月1日

赤坂青山北町三丁目 赤坂 アオヤマキタマチ 北青山二丁目（一部） 昭和41年10月1日

赤坂青山北町四丁目 赤坂 アオヤマキタマチ 北青山二丁目（一部） 昭和41年10月1日

赤坂青山北町五丁目 赤坂 アオヤマキタマチ 北青山三丁目（一部） 昭和41年10月1日

赤坂青山北町六丁目 赤坂 アオヤマキタマチ 北青山三丁目（一部） 昭和41年10月1日

赤坂青山権田原町 赤坂 アオヤマゴンダワラマチ 元赤坂二丁目（一部） 昭和41年7月1日

アオヤマタカギチョウ 南青山六・七丁目（一部） 昭和41年10月1日

アオヤマタカギチョウ 西麻布二丁目（一部） 昭和42年1月1日

赤坂青山三筋町一丁目 赤坂 アオヤマミスジチョウ 北青山一丁目（一部） 昭和41年10月1日

赤坂青山三筋町二丁目 赤坂 アオヤマミスジチョウ 北青山一丁目（一部） 昭和41年10月1日

赤坂青山南町一丁目 赤坂 アオヤマミナミチョウ 南青山一・二丁目（一部） 昭和41年10月1日

赤坂青山南町二丁目 赤坂 アオヤマミナミチョウ 南青山二丁目（一部） 昭和41年10月1日

赤坂青山南町三丁目 赤坂 アオヤマミナミチョウ 南青山二丁目（一部） 昭和41年10月1日

赤坂青山南町四丁目 赤坂 アオヤマミナミチョウ 南青山二丁目（一部） 昭和41年10月1日

赤坂青山南町五丁目 赤坂 アオヤマミナミチョウ 南青山二・三・四丁目（一部） 昭和41年10月1日

アオヤマミナミチョウ 南青山三・四・五・六丁目（一部） 昭和41年10月1日

アオヤマミナミチョウ 西麻布二丁目（一部） 昭和42年1月1日

アオヤマロッケンチョウ 元赤坂二丁目（一部） 昭和41年7月1日

アオヤマロッケンチョウ 北青山一丁目（一部） 昭和41年10月1日

芝赤羽町 芝 アカバネチョウ 三田一丁目（一部） 昭和42年7月1日

（旧）麻布十番一丁目 麻布 アザブジュウバン 麻布十番一丁目（一部） 昭和53年9月1日

（旧）麻布十番二丁目 麻布 アザブジュウバン
麻布十番二丁目（全部）
麻布十番四丁目（一部）

昭和53年9月1日

（旧）麻布十番三丁目 麻布 アザブジュウバン
麻布十番三丁目（全部）
麻布十番四丁目（一部）

昭和53年9月1日

芝愛宕下町四丁目　※注1 芝 アタゴシタマチ 芝大門一丁目（全部) 昭和47年1月1日

芝愛宕町二丁目 芝 アタゴチョウ 西新橋三丁目（一部） 昭和40年7月1日

芝愛宕町一丁目 芝 アタゴチョウ 愛宕一丁目（全部）愛宕二丁目（一部） 昭和53年1月1日

麻布網代町※　 ※注2 麻布 アミシロチョウ （旧）麻布十番二丁目　（旧）麻布十番三丁目 Ｓ37年区画整理

イイグラカタマチ 六本木五丁目（一部） 昭和42年7月1日

イイグラカタマチ 麻布台三丁目（全部） 昭和51年10月1日

麻布飯倉町一丁目 麻布 イイグラマチ 麻布台一丁目（一部） 昭和49年1月1日

麻布飯倉町二丁目 麻布 イイグラマチ 麻布台一丁目（一部） 昭和49年1月1日

麻布飯倉町三丁目 麻布 イイグラマチ 麻布台二丁目（一部） 昭和49年1月1日

麻布飯倉町四丁目の一部※ イイグラチョウ（マチ） （旧）東麻布一・二・三丁目 Ｓ37年区画整理

麻布飯倉町四丁目 イイグラマチ 東麻布二丁目（一部） 昭和56年4月1日

麻布飯倉町五丁目の一部※ イイグラチョウ（マチ） （旧）東麻布一・二丁目（旧）麻布十番一丁目 Ｓ37年区画整理

麻布飯倉町五丁目 イイグラマチ 芝公園四丁目（全部） 昭和47年1月1日

麻布飯倉町六丁目 麻布 イイグラマチ 麻布台一・二丁目（一部） 昭和49年1月1日

芝伊皿子町 芝 イサラゴチョウ 三田四丁目（一部）高輪一・二丁目（一部） 昭和42年7月1日

イチベエチョウ 六本木一丁目（一部） 昭和42年7月1日

イチベエチョウ 虎ノ門四丁目（一部） 昭和52年9月1日

麻布市兵衛町二丁目 麻布 イチベエチョウ 六本木一・三・四丁目（一部） 昭和42年7月1日

麻布一本松町の一部※ イッポンマツチョウ （旧）麻布十番二丁目 Ｓ37年区画整理

麻布一本松町 イッポンマツチョウ 元麻布一・三丁目（一部） 昭和41年7月1日

麻布今井町 麻布 イマイチョウ 六本木二・三・四丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝宇田川横町 芝 ウダガワヨコチョウ 芝大門一丁目（全部) 昭和47年1月1日

この旧町名には、「芝」「麻布」「赤坂」と多くに付いていますが、　昭和22年3月15日に「芝区」「麻布
区」「赤坂区」が統合され「港区」になった際、　それぞれの町名の頭に「芝」などが冠されました。
読み方順ですが、冠を外した読み方でお探しください。【例）赤坂葵町＝葵町】

港区町名旧新対照表

（旧町名カナ順）

麻布麻布飯倉片町

麻布市兵衛町一丁目 麻布

麻布

麻布

麻布

赤坂赤坂青山高樹町

赤坂赤坂青山六軒町

赤坂青山南町六丁目 赤坂



旧町名（住居表示実施前） 旧区 一般的な読み方 新町名（住居表示実施後） 住居表示実施日

エノキザカチョウ 赤坂一丁目（一部） 昭和41年7月1日

エノキザカチョウ 六本木一丁目（一部） 昭和42年7月1日

赤坂表町一丁目 赤坂 オモテチョウ 元赤坂一丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂表町二丁目 赤坂 オモテチョウ 元赤坂一丁目（一部）赤坂四丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂表町三丁目 赤坂 オモテチョウ 赤坂四・七丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂表町四丁目 赤坂 オモテチョウ 赤坂八丁目（一部） 昭和41年7月1日

（旧）海岸三丁目埋立地 カイガン 海岸三丁目 平成9年1月1日

芝海岸通一丁目 芝 カイガンドオリ 海岸一丁目（全部） 昭和40年3月1日

芝海岸通二丁目 芝 カイガンドオリ 海岸二丁目（全部） 昭和40年3月1日

芝海岸通三丁目 芝 カイガンドオリ 海岸三丁目（一部） 昭和40年3月1日

芝海岸通四丁目 芝 カイガンドオリ 海岸三丁目（一部） 昭和40年3月1日

芝海岸通五丁目 芝 カイガンドオリ 港南三丁目（全部） 昭和40年3月1日

芝海岸通六丁目 芝 カイガンドオリ 港南四丁目（全部） 昭和40年3月1日

カスミチョウ 西麻布一・二・三丁目（一部） 昭和42年1月1日

カスミチョウ 六本木六・七丁目（一部） 昭和42年7月1日

麻布我善坊町 麻布 ガゼンボウチョウ 麻布台一丁目（一部） 昭和49年1月1日

芝片門前一丁目 芝 カタモンゼン 芝大門二丁目（一部）芝公園二丁目（一部） 昭和47年1月1日

芝片門前二丁目 芝 カタモンゼン 芝大門二丁目（一部）芝公園二丁目（一部） 昭和47年1月1日

芝金杉一丁目 芝 カナスギ 芝一・二丁目（一部） 昭和39年7月1日

芝金杉二丁目 芝 カナスギ 芝一・二丁目（一部） 昭和39年7月1日

芝金杉三丁目 芝 カナスギ 芝一・二丁目（一部） 昭和39年7月1日

芝金杉四丁目 芝 カナスギ 芝一・二丁目（一部） 昭和39年7月1日

芝金杉河岸 芝 カナスギガシ 芝二丁目（一部） 昭和39年7月1日

芝金杉川口町 芝 カナスギカワグチチョウ 芝一丁目（一部） 昭和39年7月1日

芝金杉浜町 芝 カナスギハマチョウ 芝一丁目（一部） 昭和39年7月1日

芝神谷町 芝 カミヤチョウ 虎ノ門三・五丁目（一部） 昭和52年9月1日

麻布北新門前町※ 麻布 キタシンモンゼンチョウ （旧）東麻布一・二丁目（旧）麻布十番一丁目 Ｓ37年区画整理

麻布北日ケ窪町 麻布 キタヒガクボチョウ 六本木五・六丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝君塚町 芝 キミヅカチョウ 高輪一丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝車町 芝 クルマチョウ 高輪二丁目（一部） 昭和42年7月1日

コウガイチョウ 南青山四・七丁目（一部） 昭和41年10月1日

コウガイチョウ 西麻布二・三・四丁目 昭和42年1月1日

芝琴平町 芝 コトヒラチョウ 虎ノ門一丁目（一部） 昭和52年9月1日

芝西応寺町 芝 サイオウジマチ 芝二丁目（一部） 昭和39年7月1日

ザイモクチョウ 西麻布一丁目（一部） 昭和42年1月1日

ザイモクチョウ 六本木六・七丁目（一部） 昭和42年7月1日

サカエチョウ 芝公園三・四丁目（一部） 昭和47年1月1日

サカエチョウ 芝公園三丁目（一部） 昭和52年9月1日

麻布坂下町※ 麻布 サカシタチョウ （旧）麻布十番一・二・三丁目 Ｓ37年区画整理

サクラダチョウ 元麻布三丁目（一部） 昭和41年7月1日

サクラダチョウ 西麻布三丁目（一部） 昭和42年1月1日

サクラダチョウ 六本木六丁目（一部） 昭和42年7月1日

サンゲンヤチョウ 元麻布二・三丁目（一部） 昭和41年7月1日

サンゲンヤチョウ 西麻布三丁目（一部） 昭和42年1月1日

芝汐留 芝 シオドメ 東新橋一・二丁目（一部） 昭和40年7月1日

芝七軒町 芝 シチケンチョウ 芝大門一丁目（全部） 昭和47年1月1日

芝浦一丁目 芝 シバウラ 芝浦一丁目（全部） 昭和39年7月1日

芝浦二丁目 芝 シバウラ 芝浦二丁目（全部） 昭和39年7月1日

芝浦三丁目 芝 シバウラ 芝浦四丁目（一部） 昭和39年7月1日

シバコウエン 西新橋三丁目（一部） 昭和40年7月1日

シバコウエン
芝大門一丁目（一部）
芝公園一・二・三・四丁目（一部）

昭和47年1月1日

芝下高輪町 芝 シモタカナワマチ 高輪三丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝芝公園

芝芝栄町

麻布桜田町 麻布

麻布麻布三軒家町

麻布麻布霞町

麻布麻布笄町

麻布麻布材木町

赤坂榎坂町 赤坂



旧町名（住居表示実施前） 旧区 一般的な読み方 新町名（住居表示実施後） 住居表示実施日

芝白金今里町 芝 シロカネイマザトチョウ 白金台一・二・三丁目（一部） 昭和44年1月1日

シロカネサルマチ 高輪三丁目（一部） 昭和42年7月1日

シロカネサルマチ 白金台二丁目（一部） 昭和44年1月1日

シロカネサンコウチョウ 高輪一丁目（一部） 昭和42年7月1日

シロカネサンコウチョウ
白金一・二・三・五丁目（一部）白金四・六丁目（全部）
白金台四・五丁目（一部）

昭和44年1月1日

シロカネシダマチ 高輪一丁目（一部） 昭和42年7月1日

シロカネシダマチ 白金一丁目（一部） 昭和44年1月1日

芝白金台町一丁目 芝 シロカネダイマチ
白金二丁目（一部）
白金台一・三・四丁目（一部）

昭和44年1月1日

芝白金台町二丁目 芝 シロカネダイマチ 白金台三・四・五丁目（一部） 昭和44年1月1日

芝白金丹波町 芝 シロカネタンバチョウ 高輪一丁目（一部） 昭和42年7月1日

麻布新網町一丁目※ 麻布 シンアミチョウ
（旧）東麻布一・二・三丁目
（旧）麻布十番一・二丁目　（旧）麻布狸穴町

Ｓ37年区画整理

麻布新網町二丁目※ 麻布 シンアミチョウ (旧)麻布十番一・二丁目 Ｓ37年区画整理

シンサカマチ 赤坂八丁目（一部） 昭和41年7月1日

シンサカマチ 南青山一丁目（一部） 昭和41年10月1日

芝新橋一丁目 芝 シンバシ 新橋一丁目（一部） 昭和40年7月1日

芝新橋二丁目 芝 シンバシ 東新橋一丁目（一部）新橋二丁目（一部） 昭和40年7月1日

芝新橋三丁目 芝 シンバシ 東新橋一丁目（一部）新橋二・三丁目（一部） 昭和40年7月1日

芝新橋四丁目 芝 シンバシ
東新橋一・二丁目（一部）
新橋三･四丁目（一部）

昭和40年7月1日

芝新橋五丁目 芝 シンバシ 東新橋二丁目（一部）新橋四・五丁目（一部） 昭和40年7月1日

芝新橋六丁目 芝 シンバシ 東新橋二丁目（一部）新橋五・六丁目（一部） 昭和40年7月1日

芝新橋七丁目 芝 シンバシ 東新橋二丁目（一部）新橋六丁目（一部） 昭和40年7月1日

麻布新広尾町一丁目
                         の一部※

シンヒロオチョウ （旧）麻布十番一・二・三丁目 Ｓ37年区画整理

麻布新広尾町一丁目 シンヒロオチョウ 南麻布一・二丁目（一部） 昭和41年4月1日

シンヒロオチョウ 南麻布二・三丁目（一部） 昭和41年4月1日

シンヒロオチョウ 三田五丁目（一部） 昭和42年7月1日

シンヒロオチョウ 白金一丁目（一部） 昭和44年1月1日

シンヒロオチョウ 南麻布三・四丁目（一部） 昭和41年4月1日

シンヒロオチョウ 白金三・五丁目（一部） 昭和44年1月1日

芝新堀河岸 芝 シンボリガシ 芝二・三丁目（一部） 昭和39年7月1日

麻布新堀町 麻布 シンボリチョウ 南麻布二丁目（一部） 昭和41年4月1日

芝新堀町 芝 シンボリチョウ 芝二・三丁目（一部） 昭和39年7月1日

赤坂新町一丁目 赤坂 シンマチ 赤坂三丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂新町二丁目 赤坂 シンマチ 赤坂三丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂新町三丁目 赤坂 シンマチ 赤坂二・三・五丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂新町四丁目 赤坂 シンマチ 赤坂五丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂新町五丁目 赤坂 シンマチ 赤坂六・七丁目（一部） 昭和41年7月1日

芝新門前河岸 芝 シンモンゼンガシ 三田一丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝新門前町 芝 シンモンゼンチョウ 三田一丁目（一部） 昭和42年7月1日

シンリュウドチョウ 南青山一丁目（一部） 昭和41年10月1日

シンリュウドチョウ 六本木七丁目（一部） 昭和42年7月1日

（旧）台場 ダイバ 台場一・二丁目（全部） 平成7年7月1日

赤坂台町 赤坂 ダイマチ 赤坂七丁目（一部） 昭和41年7月1日

芝高輪北町 芝 タカナワキタマチ 高輪二・三丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝高輪台町 芝 タカナワダイマチ 高輪二丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝高輪西台町 芝 タカナワニシダイマチ 高輪一丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝高輪南町 芝 タカナワミナミチョウ 高輪三丁目（一部）高輪四丁目（全部） 昭和42年7月1日

芝高浜町 芝 タカハマチョウ 港南一・二丁目（全部） 昭和40年3月1日

麻布竹谷町 麻布 タケヤチョウ 南麻布一・三丁目（一部） 昭和41年4月1日

麻布田島町 麻布 タジマチョウ 白金一・三・五丁目（一部) 昭和44年1月1日

タニマチ 赤坂二丁目（一部） 昭和41年7月1日

タニマチ 六本木一・二丁目（一部） 昭和42年7月1日

麻布麻布新龍土町

麻布麻布谷町

芝白金志田町 芝

赤坂赤坂新坂町

麻布

麻布麻布新広尾町二丁目

麻布新広尾町三丁目

麻布

芝

芝白金猿町 芝

芝白金三光町



旧町名（住居表示実施前） 旧区 一般的な読み方 新町名（住居表示実施後） 住居表示実施日

赤坂田町一丁目 赤坂 タマチ 赤坂三丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂田町二丁目 赤坂 タマチ 赤坂三丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂田町三丁目 赤坂 タマチ 赤坂三丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂田町四丁目 赤坂 タマチ 赤坂三丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂田町五丁目 赤坂 タマチ 赤坂二丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂田町六丁目 赤坂 タマチ 赤坂二丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂田町七丁目 赤坂 タマチ 赤坂一・二丁目（一部） 昭和41年7月1日

芝田町一丁目 芝 タマチ 芝五丁目（一部） 昭和39年7月1日

芝田町二丁目 芝 タマチ 芝五丁目（一部） 昭和39年7月1日

芝田町三丁目 芝 タマチ 芝五丁目（一部） 昭和39年7月1日

タマチ 芝五丁目（一部） 昭和39年7月1日

タマチ 三田三丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝田町五丁目 芝 タマチ 三田三丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝田町六丁目 芝 タマチ 三田三丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝田町七丁目 芝 タマチ 三田三丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝田町八丁目 芝 タマチ 三田三丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝田町九丁目 芝 タマチ 三田三丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝田村町 芝 タムラチョウ 西新橋二丁目（一部） 昭和40年7月1日

芝田村町一丁目 芝 タムラチョウ 新橋一丁目（一部）西新橋一丁目（一部） 昭和40年7月1日

芝田村町二丁目 芝 タムラチョウ 新橋二丁目（一部）西新橋一丁目（一部） 昭和40年7月1日

芝田村町三丁目 芝 タムラチョウ 新橋三丁目（一部）西新橋二丁目（一部） 昭和40年7月1日

芝田村町四丁目 芝 タムラチョウ 新橋四丁目（一部）西新橋二丁目（一部） 昭和40年7月1日

芝田村町五丁目 芝 タムラチョウ 新橋五丁目（一部）西新橋三丁目（一部） 昭和40年7月1日

芝田村町六丁目 芝 タムラチョウ 新橋六丁目（一部）西新橋三丁目（一部） 昭和40年7月1日

赤坂溜池町 赤坂 タメイケマチ 赤坂一・二丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂丹後町 赤坂 タンゴチョウ 赤坂四丁目（一部） 昭和41年7月1日

麻布箪笥町 麻布 タンスマチ 六本木一・二・三丁目（一部） 昭和42年7月1日

品川区天王洲地先
埋立地の一部

テンノウズ 港南五丁目（一部） 昭和42年8月1日

赤坂伝馬町一丁目 赤坂 デンマチョウ 元赤坂一丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂伝馬町二丁目 赤坂 デンマチョウ 元赤坂一丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂伝馬町三丁目 赤坂 デンマチョウ 元赤坂一丁目（一部） 昭和41年7月1日

トオリシンマチ 芝五丁目（一部） 昭和39年7月1日

トオリシンマチ 三田三丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝土手跡町 芝 ドテアトチョウ 芝大門二丁目（全部） 昭和47年1月1日

芝虎ノ門 芝 トラノモン 虎ノ門一丁目（一部） 昭和52年9月1日

麻布鳥居坂町 麻布 トリイザカチョウ 六本木五丁目（一部） 昭和42年7月1日

麻布永坂町の一部※ ナガサカチョウ
（旧）東麻布二・三丁目　（旧）麻布十番一丁目
（旧）麻布狸穴町

Ｓ37年区画整理

麻布永坂町の一部 ナガサカチョウ 六本木五丁目（一部）※一部は麻布永坂町として残る 昭和42年7月1日

赤坂中ノ町 赤坂 ナカノチョウ 赤坂六丁目（一部） 昭和41年7月1日

麻布仲ノ町 麻布 ナカノチョウ 六本木三丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝中門前一丁目 芝 ナカモンゼン 芝大門二丁目（全部） 昭和47年1月1日

芝中門前二丁目 芝 ナカモンゼン 芝大門二丁目（全部） 昭和47年1月1日

芝中門前三丁目 芝 ナカモンゼン 芝大門二丁目（全部） 昭和47年1月1日

芝西久保明舟町 芝 ニシクボアケフネチョウ 虎ノ門二丁目（一部） 昭和52年9月1日

芝西久保桜川町 芝 ニシクボサクラガワチョウ 虎ノ門一丁目（一部） 昭和52年9月1日

芝西久保城山町 芝 ニシクボシロヤマチョウ 虎ノ門四丁目（一部） 昭和52年9月1日

芝西久保巴町 芝 ニシクボトモエチョウ 虎ノ門三・四丁目（一部） 昭和52年9月1日

ニシクボハチマンチョウ 麻布台一丁目（一部） 昭和49年1月1日

ニシクボハチマンチョウ 虎ノ門五丁目（一部） 昭和52年9月1日

ニシクボヒロマチ 虎ノ門三丁目（一部） 昭和52年9月1日

ニシクボヒロマチ 愛宕二丁目（一部） 昭和53年1月1日
芝

芝芝西久保八幡町

芝芝通新町

芝西久保広町

芝芝田町四丁目

麻布



旧町名（住居表示実施前） 旧区 一般的な読み方 新町名（住居表示実施後） 住居表示実施日

西芝浦一丁目 芝 ニシシバウラ 芝浦三丁目（一部） 昭和39年7月1日

西芝浦二丁目 芝 ニシシバウラ 芝浦四丁目（一部） 昭和39年7月1日

西芝浦三丁目 芝 ニシシバウラ 芝浦三丁目（一部） 昭和39年7月1日

西芝浦四丁目 芝 ニシシバウラ 芝浦四丁目（一部） 昭和39年7月1日

麻布西町 麻布 ニシマチ 元麻布一・二丁目（一部） 昭和41年7月1日

芝二本榎一丁目 芝 ニホンエノキ 高輪一・二丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝二本榎二丁目 芝 ニホンエノキ 高輪二・三丁目（一部） 昭和42年7月1日

ニホンエノキニシマチ 高輪三丁目（一部） 昭和42年7月1日

ニホンエノキニシマチ 白金台二丁目（一部） 昭和44年1月1日

芝二本榎本町 芝 ニホンエノキモトマチ 高輪一丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝浜松町一丁目 芝 ハママツチョウ 浜松町一丁目（一部）芝大門一丁目（一部） 昭和47年1月1日

ハママツチョウ 海岸一丁目（一部） 昭和40年3月1日

ハママツチョウ 浜松町一丁目（一部）芝大門一丁目（一部） 昭和47年1月1日

芝浜松町三丁目 芝 ハママツチョウ 浜松町二丁目（一部）芝大門二丁目（一部） 昭和47年1月1日

芝浜松町四丁目 芝 ハママツチョウ 浜松町二丁目（一部）芝大門二丁目（一部） 昭和47年1月1日

（旧）東麻布一丁目 麻布 ヒガシアザブ 東麻布一丁目（全部） 昭和56年4月1日

（旧）東麻布二丁目 麻布 ヒガシアザブ 東麻布二丁目（一部） 昭和56年4月1日

（旧）東麻布三丁目 麻布 ヒガシアザブ 東麻布三丁目（全部） 昭和56年4月1日

麻布東鳥居坂町 麻布 ヒガシトリイザカチョウ 六本木五丁目（一部） 昭和42年7月1日

麻布東町 麻布 ヒガシマチ 南麻布一丁目（一部） 昭和41年4月1日

赤坂氷川町 赤坂 ヒカワチョウ 赤坂六丁目（一部） 昭和41年7月1日

赤坂一ッ木町 赤坂 ヒトツギチョウ 赤坂四・五丁目（一部） 昭和41年7月1日

ヒノキチョウ 赤坂八丁目（一部）赤坂九丁目（全部） 昭和41年7月1日

ヒノキチョウ 南青山一丁目（一部） 昭和41年10月1日

麻布広尾町 麻布 ヒロオチョウ
南麻布四・五丁目（一部）
※一部（旧）麻布十番に変更

昭和41年4月1日

芝品海砲台 芝 ヒンカイホウダイ
港南五丁目（一部）
※平成9年1月1日に台場に編入

昭和42年8月1日

芝葺手町 芝 フキデチョウ 虎ノ門四丁目（一部） 昭和52年9月1日

赤坂福吉町 赤坂 フクヨシチョウ 赤坂二・六丁目（一部） 昭和41年7月1日

麻布富士見町 麻布 フジミチョウ 南麻布三・四丁目（一部） 昭和41年4月1日

本芝一丁目 芝 ホンシバ 芝四丁目（一部） 昭和39年7月1日

本芝二丁目 芝 ホンシバ 芝四丁目（一部） 昭和39年7月1日

本芝三丁目 芝 ホンシバ 芝四丁目（一部） 昭和39年7月1日

本芝四丁目 芝 ホンシバ 芝四・五丁目（一部） 昭和39年7月1日

本芝入横町 芝 ホンシバイリヨコチョウ 芝四丁目（一部） 昭和39年7月1日

本芝材木町 芝 ホンシバザイモクチョウ 芝四丁目（一部） 昭和39年7月1日

本芝下町 芝 ホンシバシタマチ 芝四丁目（一部） 昭和39年7月1日

ホンムラチョウ 南麻布一・二・三・四丁目（一部） 昭和41年4月1日

ホンムラチョウ 元麻布一・二丁目（一部） 昭和41年7月1日

芝松本町 芝 マツモトチョウ 芝三丁目（一部） 昭和39年7月1日

麻布狸穴町の一部※ マミアナチョウ
（旧）東麻布二・三丁目　（旧）麻布十番一丁目
（旧）麻布狸穴町

Ｓ37年区画整理

麻布狸穴町の一部 マミアナチョウ 麻布台二丁目（一部）※一部は麻布狸穴町として残る 昭和49年1月1日

麻布三河台町 麻布 ミカワダイマチ 六本木三・四丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝三島町 芝 ミシマチョウ 芝大門一丁目（全部） 昭和47年1月1日

芝三田一丁目 芝 ミタ 三田二丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝三田二丁目 芝 ミタ 三田二・三丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝三田三丁目 芝 ミタ 三田三丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝三田四丁目 芝 ミタ 三田二・三・四丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝

芝

赤坂

芝二本榎西町

芝浜松町二丁目

赤坂檜町

麻布本村町 麻布

麻布



旧町名（住居表示実施前） 旧区 一般的な読み方 新町名（住居表示実施後） 住居表示実施日

芝三田老増町 芝 ミタオイマスチョウ 白金一・二丁目（一部） 昭和44年1月1日

芝三田北寺町 芝 ミタキタテラマチ 三田四丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝三田功運町 芝 ミタコウウンチョウ 三田三・四丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝三田小山町 芝 ミタコヤマチョウ 三田一丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝三田四国町 芝 ミタシコクマチ 芝二・三・四・五丁目（一部） 昭和39年7月1日

芝三田台町一丁目 芝 ミタダイマチ 三田四丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝三田台町二丁目 芝 ミタダイマチ 三田四丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝三田台町三丁目 芝 ミタダイマチ 三田四丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝三田綱町 芝 ミタツナマチ 三田二丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝三田同朋町 芝 ミタドウボウチョウ 芝五丁目（一部） 昭和39年7月1日

芝三田豊岡町 芝 ミタトヨオカチョウ 三田四・五丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝三田松坂町 芝 ミタマツザカチョウ 三田四・五丁目（一部）高輪一丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝三田南寺町 芝 ミタミナミテラマチ 三田四丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝南佐久間町一丁目 芝 ミナミサクマチョウ 西新橋一丁目（一部） 昭和40年7月1日

芝南佐久間町二丁目 芝 ミナミサクマチョウ 西新橋二丁目（一部） 昭和40年7月1日

麻布南日ヶ窪町の一部※ ミナミヒガクボチョウ （旧）麻布十番一丁目 Ｓ37年区画整理

ミナミヒガクボチョウ 六本木五・六丁目（一部） 昭和42年7月1日

ミナミヒガクボチョウ 六本木六丁目（一部） 昭和53年9月1日

麻布宮下町の一部※ ミヤシタチョウ （旧）麻布十番一・二・三丁目 Ｓ37年区画整理

麻布宮下町 ミヤシタチョウ 麻布十番一丁目（一部） 昭和53年9月1日

麻布宮村町の一部※ ミヤムラチョウ （旧）麻布十番二丁目 Ｓ37年区画整理

ミヤムラチョウ 元麻布二・三丁目（一部） 昭和41年7月1日

ミヤムラチョウ 六本木六丁目（一部） 昭和42年7月1日

芝宮本町 芝 ミヤモトチョウ 芝大門一丁目（全部） 昭和47年1月1日

元赤坂町 赤坂 モトアカサカマチ 元赤坂二丁目（一部） 昭和41年7月1日

麻布盛岡町 麻布 モリオカチョウ 南麻布五丁目（一部） 昭和41年4月1日

麻布森元町一丁目の一部※ モリモトチョウ （旧）東麻布一・二・三丁目（旧）麻布十番一丁目 Ｓ37年区画整理

麻布森元町一丁目 モリモトチョウ 東麻布二丁目（一部） 昭和56年4月1日

麻布森元町二丁目※ 麻布 モリモトチョウ （旧）東麻布一・三丁目 Ｓ37年区画整理

麻布森元町三丁目※ 麻布 モリモトチョウ （旧）東麻布二丁目 Ｓ37年区画整理

麻布山元町の一部※ ヤマモトチョウ （旧）麻布十番三丁目 Ｓ37年区画整理

麻布山元町 ヤマモトチョウ 元麻布一丁目（一部） 昭和41年7月1日

芝横新町 芝 ヨコシンマチ 芝五丁目（一部） 昭和39年7月1日

麻布龍土町 麻布 リュウドチョウ 六本木七丁目（一部） 昭和42年7月1日

レイナンザカマチ 赤坂一丁目（一部） 昭和41年7月1日

レイナンザカマチ 六本木一丁目（一部） 昭和42年7月1日

麻布六本木町 麻布 ロッポンギチョウ 六本木五・六・七丁目（一部） 昭和42年7月1日

※注1）住居表示実施当時の昭和46年まで存在した「芝愛宕下町四丁目」とは、ほんの一角の土地で、当時に建物は存在していません。

　昭和７年に「芝愛宕下町四丁目」のほとんどが「東京市芝区新橋六丁目・七丁目」に変わりましたが、一部の区画が残ったものです。

※注2）昭和37年に麻布地区の一部地域※は、区画整理が行われ、昭和41年以降にも住居表示の実施により、町名が2回変更されています。

　その他の地区も、明治時代から住居表示実施以前までの間に、町名変更がたびたび実施されていました。

　主な地名変更やうつり変わりは、港区立図書館や郷土資料館などに所蔵している「増補港区近代沿革図集」の地図等で見ることができます。

赤坂赤坂霊南坂町

麻布宮村町

麻布南日ケ窪町

麻布

麻布

麻布

麻布

麻布


