
           
平成２２年１０月６日 

記者配布資料 
大阪経済記者クラブ会員各位 

「商店街・賑わいプロジェクト」事業  
 
「大阪・秋の１００円商店街月間」 

千日前道具屋筋商店街における「まい道くん１００円商店街」の実施と 

同商店街のキャラクター「まい道くん」の制作などについて 
 

【お問合せ先】大阪商工会議所 中小企業振興部 

流通担当（松澤、長谷川、堤） 

Tel：０６－６９４４－６４４０ 

  開催当日連絡先：０９０-８７５２-６３９５ 

千日前道具屋筋商店街振興組合 

Tel：０６－６６３３－１４２３ 

 

○大阪商工会議所 流通活性化委員会（委員長：山本博史・㈱小倉屋山本社長）は、 
１０月９日（土）～１０日（日）に千日前道具屋筋商店街振興組合（中央区）と共催で、

「まい道くん１００円商店街」を開催する。 
 
○「１００円商店街」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で、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ヵ所以上

で実施されている。本所では、「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・推進に取り組んでいる。 
 
○このたびの「まい道くん１００円商店街」は、千日前道具屋筋商店街振興組合が開催

する「第２５回道具屋筋まつり」の中核イベントとして実施するもので、飲食店経営

に必要な道具が全て揃うと言われる専門店街・道具屋筋ならではの商品（例：信楽焼

の狸（抽選）、硝子切子、包丁名入れ、シリコン加工鍋など）を参加３８店舗が１００

円で販売する。 
 
○また、当日のオープニングイベントでは、「でっち」をイメージして新たに制作した同

商店街のキャラクター「まい道くん」や、テーマソング「道具屋筋のうた～道具の花

咲くこの場所で」も発表する。 
 
○本所では、現在、「大阪・秋の１００円商店街月間」と称して、９月２５日から１１月

２７日までの１０週間連続で、大阪市内各地で地元商店街と「１００円商店街」を毎

週末に開催中。本所と共催する「１００円商店街」の実績は、今年１１月末までに、

大阪市内１５地域３６商店街（実数）、２４地域５０商店街（のべ）となる見込み。 
  
添付資料：まい道くん１００円商店街の実施概要について（資料１） 

千日前道具屋筋商店街のキャラクター「まい道くん」の制作などについて（資料２） 

大阪・秋の１００円商店街月間について（資料３） 

第２５回道具屋筋まつり瓦版 



           
 「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「大阪・秋の１００円商店街月間」 

「まい道くん１００円商店街」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：  

大阪商工会議所 流通活性化委員会（委員長：山本博史・㈱小倉屋山本社長）は、「大阪・秋の 
１００円商店街月間」の一環として、中央区の千日前道具屋筋商店街振興組合（理事長：千田忠 
司）との共催により、「まい道くん１００円商店街」を「第２５回道具屋筋まつり」の中核事業 
として、３８店舗の参加のもと１０月９日（土）～１０日（日）に開催する。 

 
２．名 称： 「まい道くん１００円商店街」 
 
３．構 成： （主催）大阪商工会議所、千日前道具屋筋商店街振興組合 
 
４．日 時： 平成２２年１０月９日（土）～１０日（日）午前１０時～午後５時 
       ※一部店舗は時間が異なる場合あり。また、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３８店舗（組合員店舗３４、組合員以外４） 

※詳細は添付「第２５回道具屋筋まつり瓦版」参照。 
   
６．１００円商品の事例： 

  
○信楽焼傘立・花器・狸の抽選販売（山加陶器）、○硝子切子、徳利、一輪差し（北野商店）、○包丁 

名入れ一文字、堺孝行限定包丁研ぎ（山下金物）、○１６センチシリコン加工鍋（三笠屋金物店）、 

○お菓子つかみ取り（酒井産業）、○日本手ぬぐい、小物雑貨、皿、茶碗、キャンドル、塗箸等、道 

具屋筋ならではの１００円商品が多数 

※この他、たこ焼き、焼き鳥などの１００円商品を屋台にて販売する。詳細は添付「第２５回道具 

屋筋まつり瓦版」参照。 
 

７．オープニングイベント：  

 １０月９日（土）９時５０分～１０時４０分  於：ＮＧＫ前広場（中央区難波千日前１１－６） 

①開会挨拶 大阪商工会議所 流通活性化委員長 山本博史、千日前道具屋筋商店街 理事長 千田忠司, 
大阪市 経済局長 鍵田剛 （順不同、敬称略） 

②道具屋筋テーマソング「道具屋筋のうた～道具の花咲くこの場所で～」発表  
③道具屋筋まいど連による「よさこい踊り」 
④ゆるキャラ「まい道くん」お披露目 ※いしきりん（石切参道商店街）、音々ちゃん、ゼロス、 
でんのすけ（日本橋筋商店街）が友情出演 

⑤今宮高校ダンス部によるダンス   
※終了後、ゆるキャラパレードを実施（北入り口→南入り口） 

 

８．参 考 

千日前道具屋筋商店街振興組合：地下鉄「なんば」駅からすぐ。厨房機器、ガラス・陶器各種食

器、のれん、看板、白衣、調理器具、家具などの飲食店経営に必要な全てが揃っている専門店街。

平成８年（１９９６年）９月発足。現在の会員数は４５（店舗数４７）。（理事長：千田忠司、住

所：大阪市中央区難波千日前５－１９、電話：０６－６６３３－１４２３）※千日前道具屋筋商

店街のホームページ http://www.doguyasuji.or.jp/ 

以 上  

      

資料１ 

平成２２年１０月６日 



 
 

千日前道具屋筋商店街のキャラクター 

「まい道くん」の制作などについて  
 

千日前道具屋筋商店街振興組合 
 

 

１．「まい道くん」の制作について 

 

（１）名 称：    「まい道くん」 
 
（２）プロフィール：「でっち」をイメージしたキャラクター 

            年齢／１３歳（中学１年生）、誕生日／１０月９日（道具の日）、 

            出身地／くいだおれの街・大阪（難波千日前）、方言／大阪弁 

            好きな言葉／商は笑なり（※その他は「第２５回道具屋筋まつり瓦版」参照） 
 

（３）グッズ：    「まい道くん」オリジナルグッズの第一弾として、オリジナル携帯スト 

ラップを１０月９日より発売する。初回販売限定２，０００個。 

価格６００円（税込） 

 

２．テーマソングの制作について 

 

（１）名 称：    道具屋筋のうた ～道具の花咲くこの場所で～ 
 

（２）作詞・作曲： ＥＭＩ
エ ミ

さん（大学卒業後、音楽活動を行いながら道具屋筋で働いた経 

験を持つ女性） 
 

（３）歌 詞：「まいど！」「おおきに！」が合い言葉 大阪天下の台所 彩
いろどり

を添える道具たち 

        アーケードくぐれば ほら 広がる世界  

どどど道具屋筋 どどど道具屋筋 難波・千日前のパラダイス  

どどど道具屋筋 どどど道具屋筋 お客様のニーズに笑顔でお応えします  

選び抜かれた商品に 心を込めて勉強します 

お店やご家庭のスタートライン 探してたものがきっと見つかる場所 

どどど道具屋筋 どどど道具屋筋 難波・千日前の宝箱  

どどど道具屋筋 どどど道具屋筋 プロやアマ問わずに どなたさまも大歓迎です 

どどど道具屋筋 どどど道具屋筋 難波・千日前のパラダイス 

 どどど道具屋筋 どどど道具屋筋 道具の花咲くこの場所でお待ちしてます 

 

                                    以 上 

資料２ 

平成２２年１０月６日 



           
      「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「大阪・秋の１００円商店街月間」について  
 
大阪商工会議所 流通活性化委員会 

１．趣 旨： 
 

○商店街全体をひとつの１００円ショップに見立て、各店が選り抜きの１００円商品を

用意する「１００円商店街」は、大阪市内で初めて開催された今年４月の千林商店街

以降、８月７日までに市内６地域１１商店街（実数、のべ９地域１４商店街）におい

て実施するなど、新たな商店街活性化策として注目を集め、活用されている。 
○現在、９月２５日～１１月２７日の１０週間にわたり、毎週末、市内１５地域３６商

店街（のべ）にて「大阪・秋の１００円商店街月間」と称し、大阪市内商店街と本所

の共催による「１００円商店街」を連続して開催中。 
 
２．開催内容：２０１０年９月２５日(土)～１１月２７日(土)の毎週末、１０週間連続で、市

内計１５地域３６商店街（のべ）にて「１００円商店街」を開催中。 
 

① ９月２５日（土）  黒門市場商店街(振)（中央区）【２回目】 

② ９月２５日（土）  大阪鶴橋卸売市場(協)（生野区） 
 
③１０月 ２日（土） 天保山商店会(港区)  
 
④１０月 ９日（土）  千日前道具屋筋商店街(振)（中央区）                                    

１０日（日）  

⑤１０月 ９日（土） 阿倍野地域４商店街（北畠公園本通商店街(振)、王子商店街(振)、王子本通商店街 

(振）、阿倍野王子商店街(振))（阿倍野区） 

⑥１０月１６日（土）  文の里商店街(協)（阿倍野区） 
 
⑦１０月１７日（日）  粉浜地域４商店街（粉浜商店街(振)、粉浜駅前商店街（協）、粉浜本通商店街 

（振）、ﾒﾙｼｰこはま）（住之江区） 
 
⑧１０月２３日（土）  京橋中央商店街(振)、新京橋商店街(振) 

【京橋中央は３回目、新京橋は初】 
 
⑨１０月２９日（金）  みこし活祭連合会（生野地域６商店街：生野本通商店街(振)、栄通商店街、 

３０日（土）  生野本通中央商店街(振)、生野本通センター街商店街(振)、ベルロード中銀座商店会、 

生野銀座商店街(振)）（生野区）【２回目】 
 
⑩１１月 ６日（土）  今里地域６商店街（今里新道商店会、今里新道筋商店街(振)、今里一番街商店会、 

神路銀座商店会、神路新道商店街（振）、神路一番街商店街（振））（東成区） 

⑪１１月 ６日（土） 野田新橋筋商店街(振)【３回目】 

⑫１１月 ６日（土） 黒門市場商店街(振)【３回目】 
 
⑬１１月１３日（土） 地下鉄あびこ中央商店街(振)（住吉区） 
 
⑭１１月２０日（土） 桃谷地域２商店街（桃谷本通東商店街(振)、桃谷本通商店街(振)）（生野区） 

【本通東は２回目、本通は初】 

⑮１１月２７日（土）   キララ九条・西連合商店街（九条新道駅前商店街(振)、九条新道二丁目西商店街 

(振)、九条新道三丁目商店街(振)、九条新道第四商店街(協))）（西区） 
  

※これにより、開催済、開催予定の「１００円商店街」は、1５地域 3６商店街（実数）、 

2４地域５０商店街（のべ）となる。 

 ※このほかにも、多くの商店街が実施に向けて検討・準備を進めている。 

                                       以  上 

      

資料３ 

平成２２年１０月６日 



（ご参考）  

「大阪・秋の１００円商店街月間」開催前までの内容について 
  

１．開催内容 
   

「大阪・秋の１００円商店街月間」がスタートする迄に、下記の６地域１１商店街 

（実数）、９地域１４商店街（のべ）にて１００円商店街を大阪市内商店街と本所 

の共催で実施した。 
 

①４月 ３日（土） 千林商店街(振)（旭区） 

②４月１０日（土） 京橋中央商店街(振)（都島区） 

③５月２８日（金） みこし活祭連合会（生野ミナミ地区６商店街） 

２９日（土） 生野本通商店街(振)、栄通商店街、生野本通中央商店街(振)、生野本通センター街商店 

街(振)、ベルロード中銀座商店会、生野銀座商店街(振) （生野区） 

④５月２９日（土） 野田新橋筋商店街(振)（福島区） 

⑤６月２６日（土） 京橋中央商店街(振)（都島区）【２回目】 

⑥７月 ３日（土） 桃谷本通東商店街(振)（生野区） 

⑦７月１７日（土） 千林商店街(振)（旭区）【２回目】 

⑧７月３１日（土）  黒門市場商店街(振)（中央区） 

⑨８月  ７日（土） 野田新橋筋商店街(振)（福島区）【２回目】 

 

２．開催による効果 
 
これまで開催した「１００円商店街」のうち、４カ所（千林、京橋中央、生野ミナ

ミ地区、野田新橋筋）で実施した、店主へのアンケート調査及び通行量調査の概要

は下記の通り。 
 

 千林 京橋中央 生野ミナミ 野田新橋筋 平 均 

開催日 ４月３日（土） ４月１０日（土） ５月２８日（土） 

２９日（日） 

５月２９日（土）  

 

参加店舗数 202 店舗 58 店舗 203 店舗 103 店舗 ― 

参加率 ８９％ ７０％ ８９％ ８７％ ８４％ 

売上が増加 ８４％ ６５％ ４７％ ４８％ ６１％ 

100 円商品以外

の売上が増加 

４３％ ２９％ ２２％ ３０％ ３１％ 

新規客の来店

があった 

９５％ ９１％ ８６％ ８９％ ９０％ 

通行量 

会期前 

当日 

増加率 

 

11,123 人 

26,927 人 

２．４倍 

 

6,926 人 

16,149 人 

２．３倍 

 

3,345 人 

6,344 人 

１．９倍 

 

4,646 人 

13,236 人 

２．８倍 

 

― 

― 

２．４倍 

※通行量の「会期前」は開催日２週間前の調査値。                 
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