
           
平成２２年５月２１日 

記者配布資料 
大阪経済記者クラブ会員各位 

「１００円商店街」第３弾・第４弾事業 

「みこし活
かっ

祭
さい

100円商店街」ならびに 

「野田新橋筋 100縁笑店街」の実施概要について 
 

【お問合せ先】 

大阪商工会議所 中小企業振興部 

（松澤・堤） 

TEL.０６－６９４４－６４４０ 

【概  要】 

○大阪商工会議所は、商店街の各店が選り抜きの１００円商品を用意することにより

商店街全体をひとつの１００円ショップに見立てる商店街活性化事業「１００円商

店街」の第３弾、第４弾として、①５月２８日（金）・２９日（土）に生野ミナミ

地区６商店街による「みこし活
かっ

祭
さい

１００円商店街」を、また②５月２９日（土）に

福島区の野田新橋筋商店街で「野田新橋筋１００縁笑店街」を開催する。 
○「１００円商店街」は、平成１６年に山形県新庄市の新庄南本町商店街でスタート

し、これまでに全国約４０ヵ所で実施されている。本所では、平成２０年から推進

する「商店街・賑わいプロジェクト」の一環として、「１００円商店街」の普及・

推進に取り組んでおり、千林商店街振興組合と「せんばやし１００円商店街」（４

月３日）を、また「京橋中央１００円商店街」（４月１０日）を京橋中央商店街振

興組合と協働で開催し、いずれも通常の２倍以上の集客を実現した。 
○このたび実施する「みこし活祭１００円商店街」は、「１００円商店街」として過

去最大規模の２０３店舗が参加予定し、３０万円相当の革ジャケットやカラオケ３

曲などが１００円で提供される。「野田新橋筋１００縁笑店街」は、１０３店舗が

参加し、数々のお得な商品が用意される他、「１００円婚活パーティー」（当日開催）

や「１００円結婚式」（当日まで受付け、８月２９日開催）も盛り込まれている。 
○これにより、大阪商工会議所と大阪市内商店街による「１００円商店街」は、４地

域９商店街となる。６月以降も、千林商店街、京橋中央商店街で２回目が開催され

る他、桃谷本通東商店街での開催も決定（後日詳細発表）。この他にも、１０を超

える商店街が開催を検討するなど、大阪市内の商店街において「１００円商店街」

が商店街活性化の新手法として注目を集め、活用され始めている。 
 

＜添付資料＞ 
資料１．「みこし活祭１００円商店街」の実施概要について 

資料２．「みこし活祭１００円商店街」配布用ちらし 
資料３．「みこし活祭１００円商店街」説明会のご案内                        
資料４．「野田新橋筋１００縁笑店街」の実施概要について 
資料５．「野田新橋筋１００縁笑店街」配布用ちらし  
資料６．「１００円商店街」の開催状況について  

以 上 



           「１００円商店街」第３弾事業 

「みこし活
かっ

祭
さい

100 円商店街」の実施概要について 

～生野ミナミ地区６商店街連合による協働事業～ 
 

                           大阪商工会議所 流通活性化委員会 
１．趣 旨：  

 
○本所では、「商店街・賑わいプロジェクト」事業の一環として「１００円商店街」の推進・普及を

目指しており、これまでに、千林商店街振興組合（４月３日）、京橋中央商店街振興組合（４月１

０日）と協働し、「１００円商店街」を実施した。 
○このたび、生野ミナミ地区の隣接する６商店街（生野本通商店街振興組合、栄通商店街、生野本

通中央商店街振興組合、生野本通センター商店街振興組合、ベルロード中銀座商店会、生野銀座

商店街振興組合）の連合体組織「みこし活
かつ

祭
さい

連合会」（委員長 松本賢一 生野本通商店街振興組合理

事長）による「みこし活祭１００円商店街」を５月２８日（金）・２９日（土）の２日間、本所と

の共催により開催する運びとなった。 
○「みこし活祭１００円商店街」では、組合員（２２９店舗）の約９割に相当する２００店舗が参

加する。また、地元区役所や警察署などの出店を含めると、総数２０３店舗の参加となり、これ

まで全国で開催された「１００円商店街」としては最大規模となる。 
 

２．名 称： 「みこし活
かっ

祭
さい

１００円商店街」 

 
３．構 成： （主催）大阪商工会議所、みこし活祭連合会 
 
４．日 時：   平成２２年５月２８日（金）・２９日（土） 

両日とも午前１０時（一部店舗は１１時）～ 
        ※１００円商品が売り切れた店舗は随時終了 
 
５．参加店舗： 参加店舗総数２０３店舗 

※６商店街の２００店舗と、その他生野区役所・警察等３店舗 
 
６．当日のスケジュール：  

  ＜５月２８日（金）＞ 
９時４５分～１０時 「みこし活祭１００円商店街」オープニングセレモニー 

                 於：「イーストあきない広場」（生野区生野東４－１ 生野東交番横） 
※雨天時は「どりー夢館」（生野区林寺３－４－３） 

（参加：敬称略） 大阪商工会議所 流通活性化委員長 山本博史、みこし活祭連合会    
代表者、NPO 法人ＡＭＰ（アンプ）理事長 齋藤一成、生野区長 他 

１０時３０分～１１時１５分頃 「みこし活祭１００円商店街」説明会 

於：「どりー夢館」（生野区林寺３－４－３）  
対象：市内商店街関係者、プレス関係者（申込必要） 

 
 
 
 
 
 

資料１ 
平成２２年５月２１日 



7．特徴ある１００円商品事例： 

①３０万円相当の革ジャケット（ブティック）、②ダイヤモンド０．０１～０．０２カラット（宝石・

時計店）、③カラオケ３曲（カラオケ喫茶店）、④デコネイル・ひと爪（化粧品・エステ店）、⑤パラ

オ気分の高級入浴剤（漢方薬専門店）、⑥石鹸つかみどり（化粧品店）、⑦前髪カット、トリートメ

ント仕上げ（理美容店）など多数。 
※参加店舗・商品の詳細につきましては別添チラシをご参照下さい。 

 
８．これまでの経緯：  

（平成２２年）  
３月 ８日 大阪商工会議所が開催した、「１００円商店街講演会」に商店街役員が参加。 

NPO 法人 AMP（アンプ）齋藤一成理事長による講演を聴く。 
３月１８日 大阪商工会議所事務局と同商店街役員での打ち合わせ。 
４月 ３日 「せんばやし１００円商店街」を見学 
４月１０日 「京橋中央１００円商店街」を見学  
※また、１００円商店街の実施に向けた指導を行う「１００円商店街サポーター」（渕上 環   

(有)ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ･ﾈｯﾄﾜｰｸ 代表取締役）を計４回（3/24,3/31,4/8,4/23）派遣した。 
 
９．参 考： 
 

①みこし活祭連合会：生野ミナミ地区６商店街の活性化を目指し、今年３月に設立。 

  同商店街を旧来より「みこし通り商店街」と呼んでいたこと、また、「一緒に共同イベント 

などの祭りごとに取り組み、活性化する」ということにちなんだ名称。 

   下記６商店会・商店街加盟店を会員とする任意組織。商店街の組合員総数２２９店舗、 
   その全長は約１ｋｍとなっている。  
（１）役員構成 

委員長  松本 賢一  生野本通商店街振興組合（理事長） 
副委員長 高部 直哉 栄通商店街（役員） 
副委員長 尾上 博子 生野本通中央商店街振興組合（理事長） 
副委員長 水島 政和 生野本通センター商店街振興組合（副理事長） 
副委員長 前田 昌宏 ベルロード中銀座商店会（会長） 
副理事長 渡邉 浩志 生野銀座商店街振興組合（理事長） 

  
（２）各種データ 

生野本通
商店街
振興組合

栄通
商店街

生野本通
中央
商店街
振興組合

生野本通
センター
商店街

振興組合

ﾍﾞﾙﾛｰﾄﾞ
中銀座
商店会

生野銀座
商店街

振興組合
その他 合計

発祥
昭和21年

以前
昭和4年

昭和20年
以前

昭和28年
以前

不明
昭和21年

以前
― ―

組合設立
(組織設立)

昭和41年（昭和23年） 昭和48年 昭和40年（昭和24年）昭和47年 ― ―

長さ  (m) 300 80 160 160 120 150 ― 970

組合員数 78 11 32 38 20 50 ― 229

100円商店街
参加店舗数

68 10 30 33 18 41 3 203

 

その他：生野区役所、生野警察署、大阪ワークセンター 

                                      以 上   



資料３ 

中小企業振興部発第６８号 

平 成 2 2 年 ５ 月  

大阪市内商店街関係者及び報道関係者各位 

大阪商工会議所 

専務理事   灘本  正博   
 

生野ミナミ地区６商店街 

「みこし活祭１００円商店街」説明会のご案内 
 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

生野区の６商店街（生野本通商店街振興組合、栄通商店街、生野本通中央商店街振興組合、生野本通センタ

ー街商店街振興組合、ベルロード中銀座商店会、生野銀座商店街振興組合）の連携による初めての事業「みこし

活祭１００円商店街」が２００超店舗の参加の下、来る５月２８日（金）・２９日（土）に開催されます。そこで、「１０

０円商店街」の実施を希望される商店街関係者の皆様及び報道関係者を対象とした説明会を開催します。 

説明会では、「１００円商店街」の「生みの親」である山形県新庄市の齋藤一成理事長参加のもと、主催商店

街関係者よりご説明いただくとともに、作成チラシ等参考資料も配布いたします。つきましては、万障お繰り合

わせの上、ご参加賜りますようご案内申し上げます。                               敬 具 
                                
                               記 
 

日  時：   平成２２年５月２８日（金）午前１０時３０分～同１１時１５分頃 

場  所：   「どりー夢館（どりーむかん）」２階会議室 電話06-4300-2345 

  大阪市生野区林寺３－４－３（ＪＲ寺田町駅より徒歩１５分） 

参加対象： 大阪市内の商店街役員等関係者及び報道関係者に限ります 

（会場の都合にて先着３０名とさせていただきます。）。 

同一商店街・企業から複数の申込みも可能ですのでお誘い合わせのうえ、ご参加下さい。 

参 加 費： 無  料（申込必要） 

申込方法： ご参加の方は下記申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申込下さい。参加証はお送りしませんの 

で予めご了承ください。 

その他 ： ○「みこし活祭１００円商店街」の予定 

        ９時４５分～１０時 オープニングセレモニー（イーストあきない広場 生野東交番横 生野区生野東４－１） 

        １０時～       みこし活祭１００円商店街（約 200 店予定） 

      

【本件担当】中小企業振興部 流通担当（松澤・堤） 

〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-8 TEL:６９４４－６４４０ 
         緊急連絡先：０９０－３０３０－２２１６（５月２８日当日のみ使用） 
 
……………………………………………………………………………………………………………  

ＦＡＸ:６９４４-６５６５（大阪商工会議所 流通担当行） 
 

みこし活祭１００円商店街説明会（５／２８ １０時３０分～)に出席します。 

 

貴団体・企業名                                    参加人数  約   名     

 

貴役職名                          貴名                            

 

ＴＥＬ                             ＦＡＸ                            
●ご記入いただいた情報は、大阪商工会議所からの各種連絡・情報提供の為に利用するのをはじめ、講師には参加者名簿として配布します。 

 



       「１００円商店街」第４弾事業 

「野田新橋筋１００縁笑店街」の実施概要について 

                          大阪商工会議所 流通活性化委員会 
１．趣 旨：  

 
○本所では、「商店街・賑わいプロジェクト」事業の一環として「１００円商店街」の推進・普及を

目指しており、これまでに、千林商店街振興組合（４月３日）、京橋中央商店街振興組合（４月１

０日）と協働し、「１００円商店街」を実施した。また、５月２８・２９日には生野ミナミ地区６

商店街との協働による「みこし活祭１００円商店街」の開催を予定している。 
○上記３事業に続き、第４弾として、５月２９日（土）には、福島区の野田新橋筋商店街振興組合（理

事長：山川謙治）との共催で「野田新橋筋１００縁笑店街」を開催する。 
○「野田新橋筋１００縁笑店街」では、組合員数（１１５店舗）の８７％に相当する１００店舗が参

加し、特設店舗を含め１０３店が工夫を凝らしたお得な１００円商品を当日の午前１０時から販売

する。 
 
２．名 称： 「野田新橋筋１００縁笑店街」  
３．構 成： （主催）大阪商工会議所、野田新橋筋商店街振興組合   
４．日 時：   平成２２年５月２９日（土） 午前１０時～午後４時 
        ※１００円商品が売り切れた店舗は随時終了 
 
５．参加店舗： 参加店舗総数１０３店舗 

         ※野田新橋筋商店街 １００店舗、その他組合及び青年部等から３店舗 
                   
６．特徴ある１００円商品事例： 

  ①１００円結婚式（商店街組合）、②１００円婚活パーティ（商店街組合）、③野田ふじコロッケ（ム

ラサキイモを使用したコロッケ。区の花である「のだふじ」に因んだコロッケ）、④ワイシャツク

リーニング、⑤婦人・紳士傘、⑥サーターアンダーギー５個、⑦大学イモ５個、⑧靴磨き１足、   

⑨豚玉、イカ玉、⑩前髪カット、⑪腕時計電池交換、など多数 

  ※１００円結婚式、１００円婚活パーティの内容については次頁をご参照下さい 

※参加店舗・商品の詳細については別添チラシをご参照下さい 
 
７．これまでの経緯：   
（平成２２年） 

１月２９日 野田新橋筋商店街(振)役員が大阪商工会議所主催の「商店街フォーラム・大阪」に参加。

「１００円商店街」の実施検討をスタートする。 
２月 ５日 大阪商工会議所事務局と同商店街役員での打ち合わせ。 
３月 ８日 大阪商工会議所が開催した、「１００円商店街講演会」に役員５名が参加。 

NPO 法人 AMP（アンプ）齋藤一成理事長による講演を聴く。 
４月 ３日 「せんばやし１００円商店街」を見学 
４月１０日 「京橋中央１００円商店街」を見学 

 
８．参 考： 
 
野田新橋筋商店街振興組合： 昭和38年振興組合設立。昭和51年1月アーケード完成、昭和55年カラー

舗装完成。商店街の長さ 400m。組合員数 115名（理事長：山川謙治、住所 大阪市福島区吉野2-11-21、 

電話06-6441-5241） 

                         以 上   

資料４ 
 

平成２２年５月２１日 



55//2299  ((土土))110000 縁縁笑笑店店街街  開開催催  

ななんんややてて!!  110000 円円でで婚婚活活!!??  110000 円円でで結結婚婚式式!!??  

100 円婚活パ-テｨ- 
 

日 時：5/29（土）福の日 

午後６時から 

 

会 場：１区 レストラン「マリナ」 

 

参加費：１００円（軽食・飲物・ゲーム） 

 

募 集：未婚の 20～40才の男女  

各 10名 

 

申 込：街内や各店舗に備え付けの応募

用紙にご記入の上､身分証明書

のコピーを添えて「マリナ」へ

申込みいただくか、振興組合ま

で FAXにてお申込みください。 

 

締 切：５/２７午後４時まで 

即日抽選の上メールにて発表

いたします。 

 

※ 5/29当日受付枠も若干名ございます 

(特設会場にて) 

 

 

100 円結婚式 
 

日 時：8/29（日）福の日 

２４時間チャリティーにて 

会 場：商店街内 

 

費 用：結婚式･記念撮影・ブーケ 

貸衣装(選べません) 

顔メイク･ヘアーセット 

各 100円(選択自由) 

(それぞれ 1名につき。選択可) 

 

資 格：新婚･再婚･式を挙げられていな

いご夫婦（年令不問） 

 

申 込:街内や各店舗に備え付けの応募

用紙にご記入のうえ、振興組合

までお持ちいただくか、ＦＡＸ

にてお申込みください。 

 

締 切：５/２９午後４時まで 抽選の

うえ後日発表 

 

※ 5/29特設会場にて当日受付あります 

 

お問合せ 申込先 野田新橋筋商店街振興組合 ＴＥＬ＆ＦＡＸ：06-6441-5241 

共に 10:00～16:00(日火休み)レストラン マリナ ＴＥＬ：06-6443-6266 



 
「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「１００円商店街」の開催状況について 

 

 

＜開催終了分＞ 

４月 ３日（土） 千林商店街振興組合（旭区） 

４月１０日（土） 京橋中央商店街振興組合（都島区） 

○上記の１００円商店街開催結果報告については添付資料をご参照下さい。 

 

 

＜今後の開催決定分＞ 

５月２８日（金）、２９日（土） みこし活祭連合会（生野ミナミ地区６商店街）

生野本通商店街振興組合、栄通商店街、生野本通中央商店

街振興組合、生野本通センター街商店街振興組合、ベルロ

ード中銀座商店会、生野銀座商店街振興組合 

５月２９日（土） 野田新橋筋商店街振興組合（福島区） 

６月２６日（土） 京橋中央商店街振興組合（都島区）【２回目の開催】 

７月 ３日（土） 桃谷本通東商店街振興組合（生野区）※ 

７月１７日（土） 千林商店街振興組合（旭区）【２回目の開催】 

 

 

◎５月末までに４地域９商店街で実施予定。京橋中央商店街、千林商店街では

２回目の開催も決定。現段階で実施済及び実施予定の「１００円商店街」は、

のべ７地域１２商店街となっている。 

※桃谷本通東商店街の実施概要については後日発表予定    

    以 上 

資料６ 
平成２２年５月 



         「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「せんばやし１００円商店街」の開催結果報告 
                        

大阪商工会議所 流通活性化委員会 
 

１．名 称： 「せんばやし１００円商店街」 
 
２．構 成： （主催）大阪商工会議所、千林商店街振興組合 
 
３．日 時：  ２０１０年４月３日（土） 午前１０時～午後５時 
       ※１００円商品が売り切れた店舗は通常営業へ。 
 

４．参加店舗： 参加店舗総数 ２０２店舗 

※千林商店街商店街１９５店舗（くらしエール館内１６店舗含む）、 

その他企業・団体等７店舗     
５．当日のスケジュール： 

  ９時００分～ ９時３０分  市内商店街関係者、プレスを対象とした「せんばやし

１００円商店街の説明会」（於：千林くらしエール館） 
  ９時４５分～１０時００分 「せんばやし１００円商店街」オープニングセレモニー 

（於：千林くらしエール館前） 
【主催者】大阪商工会議所 会頭 佐藤茂雄、大阪商工会議所 流通活性化委員長 山本博史、 

大阪商工会議所 旭・城東・鶴見支部長 宮田俊志、千林商店街振興組合 理事長 山本隆夫 
【来賓】 ＮＰＯ法人ＡＭＰ（アンプ） 理事長 齋藤一成、生駒駅前商店街連合会 会長 稲森文吉、 

旭区長 山本正弘 他 （以上、敬称略） 
  
１０時００分～１７時００分 「せんばやし１００円商店街」 

 

６．開催結果概要：  

○大阪市内初の「１００円商店街」で、過去最大規模（これまでに全国４０ヶ所で実施）で

ある２０２店舗参加による開催。商店街営業店舗の８９％が参加。  
○京阪千林駅前付近で２６，９２７人の通行量（当日午前１０時～午後５時実績。２週間前

３月２０日(土)の通行量１１，１２３人の２．４倍）  
○商店主へのアンケート結果（回答数１６１件）では、①「普段の日より売れた」（５２．

２％）、「普段の日より多少売れた」（２９．８％）と全体の８２％が「普段の日より売上

げが上昇」と回答。②新規客が「かなりあった」（６０．２％）、「少しあった」（３４．８％）

と全体の９５％が「新規客が来店した」と回答。③１００円商品以外が「普段より売れた」

とする回答が４２．３％あった。④今後も１００円商店街に「参加したい」（７４．５％）、

「検討する」（２３．６％）との評価を得た。  
○NHK、毎日放送、朝日放送、関西テレビ、よみうりテレビなどのニュースで報道された

他、フジテレビ「とくダネ」（朝の情報番組：全国放送）、よみうりテレビ「かんさい情報

ネット ｔｅｎ！」（夕方の情報番組）、朝日放送「おはようコールＡＢＣ」（早朝の情報

番組）などで特集報道されるなど各マスコミで大きくとりあげられた。 
 

 



７．開催までの経緯：  
 
（２００９年）  
 ９月１０日 大商事務局より千林商店街(振)役員に１００円商店街を説明 
 ９月２８日 生駒駅前商店街連合会稲森文吉会長による千林商店街(振)役員を対象とした「第１

回１００円商店街セミナー」を開催 
１０月２４日 千林商店街(振)役員による生駒駅前商店街への「１００円商店街見学会」を実施 
１１月２５日 NPO 法人 AMP 斎藤一成氏による千林商店街(振)役員への「第２回１００円商店街

セミナー」を開催 
（２０１０年） 

１月１５日 千林商店街(振)の組合員を対象とした「第３回１００円商店街セミナー」を開催 
 

８．参 考： 
 

 ①せんばやし発祥１００年祭：今年４月～１１月上旬（予定）で商店街発祥１００年にちなんだ

イベントなどを実施する。４月２日にオープニング式典を開催し、オープニングイベントとして

４月３日に「せんばやし１００円商店街」を開催した。 

②千林商店街振興組合：同商店街そのものの発祥は明治４３年（１９１０年）。昭和２１年   

（１９４６年）８月商店会として組合が発足。昭和５０年（１９７５年）２月千林商店街振興 

組合として法人化する。現在、組合員数１９３名、店舗数２０３店。理事長山本隆夫氏 

③京阪電車の開業：明治４３年（１９１０年）４月１５日、天満橋～五条間を１００分で結 

ぶ路線を開業する。 

 

                                    以 上   



     「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「京橋中央１００円商店街」の開催結果報告                          

大阪商工会議所 流通活性化委員会 
１．趣 旨：  

 
○本所では、「商店街・賑わいプロジェクト」事業の一環として「１００円商店街」の推進・普及

を目指しており、その第一弾事業として、千林商店街振興組合と協働し「せんばやし１００円商

店街」を大阪市内では初めての「１００円商店街」として４月３日に開催した。 
○同商店街に続き、「１００円商店街」の第２弾事業として、４月１０日（土）に京橋中央商店街

振興組合（理事長：安藤利治）で「京橋中央１００円商店街」を開催。同商店街で営業する店舗

（８０店舗程度）の７割超に相当する５８店舗が参加し、工夫を凝らしたお得な１００円商品を

販売したところ、１．６万人超（２週間前の２．３倍）の買い物客で賑わった。 
 
２．名 称： 「京橋中央１００円商店街」 
 
３．構 成： （主催）大阪商工会議所、京橋中央商店街振興組合 

 
４．日 時： 平成２２年４月１０日（土）午前１０時（一部店舗は１１時）～午後５時 
       ※１００円商品が売り切れた店舗は随時終了 
 
５．参加店舗： 参加店舗総数５８店舗（営業店舗の７割超） 
 
６．通行量調査： １６，１４９人 

※３月２７日(土)の通行量（６，９２６人）の２．３倍 
 
７．人気のあった１００円商品（例）： 

 ①親戚が他の商店街で販売する「どら焼き」を販売したところ、人気を集め、追加入荷を繰り返し

最終的に８００個を完売した。（ジーンズ店）・ 

 ②筍、バナナ、キャベツ、トマトなど様々な野菜・果物を販売。買い物客が殺到し、商品が底をつ

き、予定時間 1 時間前に止む無く閉店することに。ちなみに、１パック１００円のイチゴは   

１，８００パックを売り尽くした。（青果店） 

③オリジナルのエコバックを販売したところ、１５０個が午前中に完売した。（婦人服店） 
  
８．開催までの経緯：   

１月２９日 京橋中央商店街(振)事務局長が大阪商工会議所主催の「商店街フォーラム・大阪」に

参加。「１００円商店街」の実施検討をスタートする。 
２月 ４日 大阪商工会議所事務局と同商店街役員での打ち合わせ。「１００円商店街」の実施を

決定する。 
３月 ９日 NPO 法人 AMP（アンプ）齋藤一成理事長、生駒駅前商店街連合会稲森文吉会長によ

る同商店街の組合員を対象とした「１００円商店街セミナー」を開催 
 
９．参 考： 
 

京橋中央商店街振興組合：昭和23年（1948年）組合設立、 昭和49年（1974年）振興組合設立。昭

和49年（1974年）9月アーケード完成、平成元年（1989年）５月カラー舗装完成、平成9年（1997年）

新アーケード完成。道路占有面積 2095㎡、商店街の長さ 290m。組合員数 91名（理事長：安藤利

治、住所 大阪市都島区東野田町5-15-7、電話06-6923-7627） 

                                      以 上   
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