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「JOY OF LIVING－生きている喜びの提供－」を企業理念に、ビヤホール・レストランなどを運営している株

式会社サッポロライオン（本社・東京都渋谷区、社長・三宅祐一郎）は、東京・銀座の GINZA PLACE 地下 1 階

フロアの工事に伴い休業していた店舗を、2019 年 4 月 27 日（土）にリニューアルオープンいたします。 

なお、GINZA PLACE 地下１階フロアは、2019 年 7 月上旬に全面オープンを予定しており、今回の当社ビヤ

ホールのみ、ひと足早い先行オープンとなります。 
 

＜100年以上の想いを受け継ぎ、今後も愛される「ライオン銀座五丁目店」へ＞ 

入居ビル工事に伴い店頭改装のみとなるため、内装の殆どは変わらず

特長である 1,000 リッターのビールタンクもお席からみることができ

ます。「サッポロ生ビール黒ラベル」をはじめとする各種生ビールを、徹

底した品質管理のもと最高の状態で変わらずご用意します。 
 

今から 108年前の明治 44年よりこの場所で営業してきた「ライオン」

は、開業当初からこれまで、カフェや洋食レストラン、ビヤホールなど

年月とともに姿形を変えながら、時代に合わせた新しいおもてなしを提

案してきました。銀座は、いつの時代も「本物や新しい物が集まるあこ

がれの場所」であると同時に、歴史と最先端とが混在することが魅力と

なって、国内・海外を問わず幅広い年齢層の方々が集まる街となりまし

た。その銀座の中心部に位置する「ライオン 銀座五丁目店」は、これま

での 108 年で育んできた歴史と伝統を大切にしながら、末永く愛される

お店づくりを目指します。 
 

リニューアル記念 4/27～5/６GW限定 

名物銀座ローストビーフを 108周年特別価格にて提供 

リニューアルオープンを記念して、名物メニュー「銀座ローストビーフ」

を通常 1580 円＋税のところ 108 周年に、ちなんだ特別価格 1080 円＋税

にてご提供します。 

【販売期間】 4 月 27 日（土）～5 月 6 日（月祝） 
 

店  名：ライオン銀座五丁目店 

ｵｰﾌﾟﾝ 日：2019 年 4 月 27 日（土） 
※GINZA PLACE 地下 1 階フロアは同年 7 月上旬に全面オープン予定 

住    所：東京都中央区銀座 5-8-1 GINZA PLACE B2F 

電話番号：03-3571-5371 
 
～おかげさまで、サッポロライオンは今年 120周年を迎えます。～ 

1899 年（明治 32 年）8 月 4 日、「惠比壽ビヤホール」は、銀座の新橋際にヱビ

スビールのプロモーション店舗としてオープンしました。 

これが、サッポロライオンの発祥であり、わが国のビヤホールのはじまりです。 

 

120周年記念イベント情報はこちら https://www.ginzalion.jp/event/120th/ 

 

～GINZA PLACE のリニューアルに先駆け 先行オープン～ 

4 月 27 日 ライオン 銀座五丁目店 リニューアルオープン 

4/27～5/6 GW 限定 銀座ローストビーフを特別価格にて提供 



（参考）銀座×サッポロライオンの歴史 
★明治 32年 8月 4日 京橋区南金六町五番地（現銀座八丁目）に「恵比壽ビヤホール」開店 

  日本初のビヤホール「恵比壽ビヤホール」の開店を、サッポロライオンの創業と 
しています。 
現在では毎年 8 月 4 日を「ビヤホールの日」とし、全国のサッポロライオンチェーン 
で〝生ビール半額“ イベントを実施し創業を祝っています。 

 
★明治 44年 8月 10日 

尾張町角（GINZA PLACEの場所）に、「カフェー・ライオン」開店 
  〝日本初のカフェ“ とされるプランタンに続き、築地精養軒が開店した 

お店で、1 階酒場、2 階大食堂、3 階余興場と 3 階建ての新築でした。 
「ライオン」の店名は、当時の築地精養軒の経営者がロンドンを訪れた際に、 
ピカデリー広場の角で営業していたレストラン「ライオン（LYON）」から 
贈られたものといわれ、創始者ジョー・ライオンの名にちなんだものと 
伝えられています。「カフェー・ライオン」は、多くの文化人にも愛され、 
その人気は隆盛を極めました。 

 
★大正 7年 7月 5日 京橋区竹川町（現銀座七丁目店の場所）に直営ビヤホール開店 

★大正 12年 9月 1日 関東大震災後、「カフェー・ライオン」はバラックの平屋建てで営業を再開 
 
★昭和６年 8月 30日 

 「カフェー・ライオン」が大日本麦酒（現サッポログループ）の直営となり、 

店名も「ライオンヱビスビヤホール」と改め、ビヤホールとして営業開始 
従って、「カフェー・ライオン」開店から数えて「ライオン 銀座五丁目店」は 
本年で 108 年、サッポロとしては 88 年の歴史のあるお店です。 

 
★昭和 9年 4月 8日 竹川町に大日本麦酒の本社社屋創建、「銀座ビヤホール（現銀座七丁目店）」開店 

  今も創建当時のままの姿を残す、サッポロライオンの〝象徴“ ともいえる店。 
 
★昭和 14年 5月 6日 隣地を併合し、「ライオンビヤホール」を２階建てに改築し新装開店 

  昭和 6 年に「ライオンヱビスビヤホール」という店名にしましたが、 
いつの頃からか「ライオンビヤホール」という店名に変わっていました。 

 
★昭和 20年 5月 24日 東京・銀座空襲 「ライオンビヤホール」消失 

  1 月の空襲で「ライオンビヤホール」にも爆弾が落ちてきましたが、屋根を 
ぶち抜いただけで不発だったといわれています。しかし、5 月 24 日銀座大空襲 
により店舗は消失しました。翌 21 年よりバラックにて営業を再開します。 

 
★昭和 20年 9月 11日 「銀座ビヤホール」は進駐軍専用ビヤホールとして営業開始 

  空襲を免れた「銀座ビヤホール（現銀座七丁目店）」は、進駐軍専用のビヤホールとなり、 
昭和 26 年 12 月 31 日に解除されるまで、一般の人々は入ることができませんでした。 

 

★昭和 22年 7月 5日～昭和 24年 4月 30日 「ライオンビヤホール」休業 

  「飲食営業緊急措置令」が公布され、食券食堂・旅館を除き、料理飲食店は全国的に休業を命じられました。 
「ライオンビヤホール」をはじめ当社が運営していた各ビヤホールも同様です。進駐軍専用ビヤホールであった 
「銀座ビヤホール」はこの間も営業を続けていました。 

 
★昭和 24年 9月 1日 店名「銀座ライオン」誕生！ 
  「飲食営業緊急措置令」が解除され、全国のビヤホールが 6 月 1 日に復活しました。 

「ライオンビヤホール」は、昭和 24 年 9 月 1 日に、お客様から親しまれていた愛称「銀座ライオン」と、店名 
を改称しました。当社のコアブランド「銀座ライオン」の１号店であり、発祥の店です。 

 
★昭和 27年 3月中旬 「銀座ライオン」改装開店 
 
★昭和 45年 6月 1日 サッポロ銀座ビル竣工 

「ビヤホールライオン 銀座五丁目店」として新装開店 
 
★平成 26年 3月 30日 ビル建替えにつき 

「ビヤホールライオン 銀座五丁目店」長期休業 
 
★平成 28年 8月 3日 

 「銀座ライオン GINZA PLACE店」として新装開店 
 

★平成 31年 4月 27日 

 昔から馴染みのある店名「ライオン 銀座五丁目店」としてリニューアルオープン 
以上 

この件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

報道関係の方 経営戦略部（広報担当）TEL：03-5447-6193 / E-mail：sln.kouhou@sapporo-lion.com 

一般の方 お客様相談センター   TEL：0120-848-136  

恵比壽ビヤホール 

 

カフェー・ライオン 

 

創建時の銀座七丁目店 

 

昭和 14 年のライオンビヤホール 

 

昭和 25 年の銀座ライオン 

 

昭和 43 年取壊し前の様子 

 


