
           
平成２３年３月２３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 

大阪市内の４地域で東北関東大震災を支援する１００円商店街を開催 

～黒門、千林、九条、文の里の各１００円商店街で、 

チャリティーバザーや義援金募金を実施～ 
 

    【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・堤） 

Tel：０６－６９４４－６４４０ 

  ２３日および開催当日：０８０－１４３２－８５５３ 

 
○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、   

３月２６日（土）、大阪市内４地域の商店街組織（黒門、千林、九条、文の里）とそ

れぞれ共催し、「１００円商店街」を開催する。 
 
①「黒門市場１００円商店街」（５回目）：黒門市場商店街(振)（理事長：宮本敏男）中央区 
②「せんばやし１００円商店街」（３回目）：千林商店街(振)（理事長：山本隆夫）旭区 
③「くじょう下町１００円商店街」（２回目）：九条新道駅前商店街振興組合（理事長： 

澤田整良）、九条新道二丁目西商店街振興組合（理事長：野田政美）、九条新道三丁目商店 
街振興組合（理事長：芝本勝利）、九条新道第四商店街振興組合（理事長：宿坊登代子）、 
九条親栄会商店街振興組合（理事長：楠本信一）、祝生会（会長：貞輝雄）西区 

④「文の里１００円商店街」（２回目）：文の里商店街協同組合（理事長：薄谷栄一）阿倍野区 
 

○これらの「１００円商店街」では、抽選会やチャリティーバザーなどの売上金寄付

や募金活動を通じ、東北関東大震災の復興支援を行う。 

 

○「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６０の

市町村で実施されている。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・推進に取り組んでおり、開催を希望する商店街と協働

し、昨年４月以降、大阪市内１８地域４４商店街（実数）、３７地域８３商店街（の

べ）で開催してきた。今回の４地域を含め、今年３月末までに本所が大阪市内商店

街と実施する「１００円商店街」は、１８地域４４商店街（実数）、４２地域９３商

店街（のべ）となる（昨年４～３月末まで）。 

以 上 
  
添付資料：「黒門市場１００円商店街」の実施概要について、同ＰＲちらし（資料１） 
     「せんばやし１００円商店街」の実施概要について、同ＰＲちらし（資料２） 

「くじょう下町１００円招店街」の実施概要について、同ＰＲちらし（資料３） 

「文の里１００円商店街」の実施概要について、同ＰＲちらし（資料４） 

「１００円商店街の開催状況について」（資料５） 



           
 
 「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「黒門市場１００円商店街」（５回目）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、 
黒門市場商店街振興組合（理事長：宮本敏男）との共催により、「黒門市場１００円商 
店街」（５回目）を３月２６日（土）に開催する。 

 
２．名 称： 「黒門市場１００円商店街」 
 
３．構 成： （主催）大阪商工会議所、黒門市場商店街振興組合 
 
４．日 時： 平成２３年３月２６日（土）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１０１店舗（組合員および組合の出店１０１） 

※具体的な店舗名や商品については添付ちらし参照。 
 

６．主な１００円商品 

黒門市場ならではの新鮮な食材を中心にご提供！ 

○お造りミニパック、○削りたて花かつお（50ｇ）、○生キハダマグロにぎり（２貫）、 

○もんごいか（２ケ）、○丸干しイカ（２匹）、○まぐろ切り落とし、○ふぐヒレ、 

○メロン、○栗どら焼き、○昆布漬白菜（200ｇ）、など 

 

７．東北関東大震災の支援活動 

 「ガンバレ！東日本 復興支援チャリティー」 

   ○１００円で抽選、売上は全て義援金として寄付 

（抽選総数 4,000本。Ａ賞 1,000本：黒門ぽんず（塩）、Ｂ賞 2,000本：黒門ぽんず 

抽選会場は２ヶ所。１回 100円。一人５回まで抽選可能。） 

○黒門ぽんずの税抜き価格の 10％を義援金として寄付。実施期間 3月 26日～4月 30日。 

（黒門ぽんず（塩）1本で 74円、黒門ぽんず 1本で 55円の寄付。） 

○募金箱の設置（７カ所） 
 
８．１００円商店街開催の経緯 

昨年７月３１日（土）に第１回の「黒門市場１００円商店街」を開催。売上効果が大き

く、９月２５日、１１月６日、２月５日に開催にも開催し、今回で５回目となる（大阪

市内で現在最多開催）。 
 

９．参 考 

黒門市場商店街振興組合：理事長：宮本敏男、住所：大阪市中央区日本橋 2-4-1、電話：

06-6631-0007、組合員１５５店舗 

※黒門市場のホームページ http://www.kuromon.com/index.php 

以 上   

      

資料１ 

 







    
 
 「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「せんばやし１００円商店街」（４回目）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、 
千林商店街振興組合（理事長：山本隆夫）との共催により、「せんばやし１００円商店街」
（４回目）を３月２６日（土）に開催する。 

 
２．名 称： 「せんばやし１００円商店街」 
 
３． 構 成： （主催）大阪商工会議所、千林商店街振興組合（http://www.senbayashi.com/） 
 
４．日 時：  平成２３年３月２６日（土）午前１０時～午後５時 
          ※一部店舗は時間が異なる場合あり。１００円商品が売り切れた店舗は随時終了。 
 
５．参加店舗：  １５４店舗 (商店街１５３店舗、その他１店舗：大塚食品㈱) 

         ※他に、テレビが１００円で３名に当たる抽選会を実施。 

         ※店によって、10円、千円の商品での参加もある。 

※具体的な店舗名や商品などの参加内容については添付チラシ参照。 

 
６．１００円商品の事例： 

 
（サービス関連）○調髪洗髪仕上げの方シャンプー100 円、○家賃１カ月 100 円手数料
なし、○「嵐」生写真ブロマイド当てくじ 他 

（食品関連）○パン全品、○自家製できたてほうじ茶詰め放題、○わらびもち、○細巻
きバイキング、○キャベツ焼きそば、○特選白とろろ昆布、○100円レストラン 他 
（その他物販）○フェイスマスク 30枚入り、○花束、鉢物、○ベビースタイ、○100円
の可愛い服、○花粉ﾌﾞﾛｯｸｽﾌﾟﾚｰ、○ハンドメイドコースター、○歯みがきティッシュ、
○靴、○アクセサリーボックス 他 

   
※千林くらしエール館では、翌日から使えるお買い物券 1200円分を 1000円で販売 

 
７．東北関東大震災の支援活動 

○１００円義援チャリティーバザー（売上は全て寄付） 
 商店街の各店舗より持ち寄った品物を１００円で販売。 
○千林移動１００円ショップ（売上は全て寄付） 
野菜セット、サラダ油、醤油をそれぞれ１００円で販売。 

   ○各店舗に義援金の募金箱を設置 
 
８．これまでの経緯 

昨年４月３日に大阪市内で初めての１００円商店街を開催。その後、７月１７日、 
１２月４日に開催し、今回が４回目の１００円商店街となる。 

 
９．参 考： 
千林商店街振興組合：発祥明治４３年（１９１０年）。住所：大阪市旭区千林１－５－２、
電話：０６－６９５１－２６４７、理事長：山本隆夫、現在の店舗数２００店。 

以 上   

      

資料２ 

 

http://www.senbayashi.com/






           
 「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「くじょう下町１００円招店街」（２回目）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、 
九条新道駅前商店街振興組合（理事長：澤田整良）、九条新道二丁目西商店街振興組合（代

表理事：野田政美）、九条新道三丁目商店街振興組合（理事長：芝本勝利）、九条新道第四

商店街協同組合（理事長：宿坊登代子）、九条親栄会商店街振興組合（理事長：楠本信一）、

祝生会（会長：貞輝雄）との共催により、「くじょう下町１００円招店街」（2 回目）を３

月２６日（土）に開催する。 
 

２．名 称： 「くじょう下町１００円招店街」 

３．構 成： （主催）大阪商工会議所 
九条新道駅前商店街振興組合、九条新道二丁目西商店街振興組合、 
九条新道三丁目商店街振興組合、九条新道第四商店街振興組合、 
九条親栄会商店街振興組合（親ちゃんロード）、祝生会 

 
４．日 時： 平成２３年３月２６日（土）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１１９店舗  

駅前(２６店舗)、二丁目西(２６店舗)、三丁目(２９店舗)、第四(５店舗)、 

親栄会(１９店舗)、祝生会(１３店舗)、その他：フレック九条（１店舗） 

        ○上記以外に、洗剤等が当たるスタンプラリーやチャリティー抽選会などもある。 

○フレック九条は隣接するスーパー 

※具体的な店舗名や商品、団体などの参加内容については添付ちらし参照。 
 
６．１００円商品の事例： 

（サービス関連）○腕時計電池交換券、○花粉症周波数ケア、○パソコンで似顔絵作成、○頭部

マッサージ、○冷えむくみに効果のあるお灸、○アームリフレ、ハンドリフレ各１０分、 他 

（食品関連）○ちりめんじゃこ、○自家製フライドポテト、○鉄火巻・胡瓜巻等、○自家製ミン

チボール６コ、○点心焼餃子、○おでん、○串カツ２本、○手延べうどん、○岡山ヒノヒカリ

500ｇ、○ミニぶた玉、○桃太郎トマト３個入、○赤飯１パック、 他 

（その他物販）○ヘルシーダンベルセット、○１３０円分の切手、○ちりめん小物、○人形のア

クセサリー、○春の花鉢、○パンティストッキング、○絹縫い糸、ミシン糸、○本真珠入りア

クセサリーブローチ、○バスタオル、○シルク腹巻、○保湿クリーム１本、○ベット用ボック

スシーツ 他 

 

７．東北関東大震災の支援活動： 
○お楽しみガラポン抽選会（午前 10時および午後１時から、各時間先着 200名。景品は、ごは

ん（３Ｐ）、本つゆ、サラダ油、紅茶など多数。売上は全て寄付。） 

○お買い得お菓子詰め合わせを１００円で販売（午前 11時および午後 2時から、各時間先着 100

名。売上は全て寄付） 

○商店街内に義援金箱を設置 

 

 

      

資料３ 

 



８．これまでの経緯： 

昨年１１月２７日（土）に１回目の 100円商店街を開催。 

当日の来街者アンケートで９５％以上が「次の１００円商店街にも来たい」と回答したことか

ら、２回目の１００円商店街を開催決定。 

 

９．参 考： 
   
 
 

九条新道駅前商店街振興組合（キララ１）：店舗数３４。理事長：澤田整良、住所：大阪市西区

九条２－９－７、電話：０６－６５８３－３８６７ 
 
九条新道二丁目西商店街振興組合（キララ２）：店舗数３７。代表理事：野田政美、住所：大阪

市西区九条２－２３－１０、電話：０６－６５８１－９４０１ 

九条新道三丁目商店街振興組合（キララ３）：店舗数５３。理事長：芝本勝利、住所：大阪市西

区九条３－２０－１３、電話：０６－６５８４－０７００ 
 
九条新道第四商店街協同組合（キララ４）：店舗数２７。理事長：宿坊登代子、住所：大阪市西

区九条３－２９－９、電話：０６－６５８２－３６４８ 

九条親栄会商店街振興組合（親ちゃんロード）：店舗数２０。理事長：楠本信一、住所：大阪市

西区九条２－２４－１５、電話：０６－６５８１－８３２０ 
 
祝生会：店舗数１８。会長：貞輝雄、住所：大阪市西区九条２－２４－１４、電話：０６－６５

８２－３８７２ 

フレック九条：代表取締役：大谷明夫、住所：大阪市西区九条２－２６－６、電話：０６－６５８

２－４０１２ 

 

 

以 上   







           
 
 「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「文の里１００円商店街」（2 回目）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、 
文の里商店街協同組合（理事長：薄谷栄一）と共催で、「文の里１００円商店街」（２回目）

を３月２６日（土）に開催する。 
 

２．名 称： 「文の里１００円商店街」 

 
３．構 成： （主催）大阪商工会議所、文の里商店街協同組合 
 
４．日 時： 平成２３年３月２６日（土）午前１０時から 
       ※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５６店舗（組合員４６、その他１０） 

※他に、尼崎信用金庫昭和町支店がオリジナルバッヂつくり（無料）を行う。 

※具体的な店舗名や商品については添付ちらし参照。 
 

６．１００円商品の事例： 
   

（食品関連）○国産小麦の自家製クッキー、○豆腐キヌ１丁、○練物天ぷら各種、○近江米３合、

○味付けもずく、○大えびフライ、○小もち３ケ 他 
 
（その他物販）○小学生通学夏半ズボン、○アカスリ２枚、○ミラー小物、○枕パッド、○運動

靴、○婦人スラックス、スカート、○子供ジャンプ傘 他 
 
（サービス関連など）○マッサージ 20分、○骨盤検査、○税の相談 
 

７．東北関東大震災の支援活動： 
商店街中央の三番街に募金箱を設置し、１００円商店街に来られたお客様に募金を呼び掛ける。

当日の呼びかけには、文の里にある大阪市立デザイン教育研究所の学生も参加予定。 

 

８．これまでの経緯、今回の特徴： 
○昨年１０月１６日（土）に１００円商店街を開催。好評だったことから２回目の開催を決定。 

○今回は、１００円商品の他に、お得なワンコイン商品として５００円の商品を追加。 

○尼崎信用金庫昭和町支店が、今年創業９０周年となることから、地域貢献活動の一環として、

缶バッヂ制作（無料）を行う。持参のイラスト、写真などがそのまま世界に一つだけのオリジナ

ルバッヂになる。 

 

９．参 考 
文の里商店街協同組合：昭和２５年協同組合設立。現在の組合員は４９店舗。理事長：薄谷栄一、

住所：大阪市阿倍野区王子町１－１６－８、電話：０６－６６２８－２２９４ 

ホームページ http://fuminosato.web.fc2.com/ 

 

以 上   

      

資料４ 

 







       「１００円商店街」の開催状況について 

開催終了 １８地域４２商店街（実数）、３６地域７９商店街（のべ） 
２０１０年 
① ４月 ３日（土） 千林商店街(振)（旭区） 
② ４月１０日（土） 京橋中央商店街(振)（都島区） 
③ ５月２８日（金）・２９日（土）みこし活祭連合会（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） 
④ ５月２９日（土） 野田新橋筋商店街(振)（福島区） 
⑤ ６月２６日（土） 京橋中央商店街(振)（都島区）【２回目】 
⑥ ７月 ３日（土） 桃谷本通東商店街(振)（生野区） 
⑦ ７月１７日（土） 千林商店街(振)（旭区）【２回目】 
⑧ ７月３１日（土）  黒門市場商店街(振)（中央区） 
⑨ ８月  ７日（土） 野田新橋筋商店街(振)（福島区）【２回目】 
⑩ ９月２５日（土） 黒門市場商店街（振）（中央区）【２回目】 
⑪ ９月２５日（土） 大阪鶴橋卸売市場（協）（生野区） 
⑫１０月 2 日（土） 天保山商店会（港区） 
⑬１０月 ９日（土）・１０日（日） 千日前道具屋筋商店街（振）（中央区） 
⑭１０月 ９日（土）  王子連合（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） 

⑮１０月１６日（土）  文の里商店街（協）（阿倍野区） 
⑯１０月１７日（日）  粉浜商店街(振)、粉浜駅前商店街商業（協）、粉浜本通商店街（振）、メルシーこはま 

テナント会（住之江区） 
⑰１０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】 
⑱１０月２９日（金）・３０日（土） みこし活祭連合会（生野区）【２回目】（上記６商店街） 
⑲１１月 ６日（土）  東成しんみちロード商店街（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）  
⑳１１月  ６日（土） 野田新橋筋商店街（振）（福島区）【３回目】 
○21 １１月 ６日（土） 黒門市場商店街（振）（中央区）【３回目】 
○22 １１月１３日（土）  地下鉄あびこ中央商店街(振)（住吉区） 
○23 １１月２０日（土）  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】 
○24１１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），九条親栄会商店街（振）、祝生会）（西区）  
○25 １２月 ４日（土） 千林商店街(振)（旭区）【３回目】 
○26 １２月 ４日（土） 大阪鶴橋卸売市場（協）（生野区）【２回目】 
○27 １２月１８日（土）  四貫島商店街(振)、此花住吉商店会（協）（此花区） 
○28 １２月１８日（土）  王子連合（上記４商店街）（阿倍野区）【２回目】 
 
○29 ２０１１年１月２２日（土）  京橋中央商店街（振）、新京橋商店街（振）（都島区）【４回目】 
○30  2 月 ５日（土） 黒門市場商店街（振）（中央区）【４回目】 
○31  ２月 ５日（土） 野田新橋筋商店街（振）（福島区）【４回目】 
○32  ２月 ５日（土） 地下鉄あびこ中央商店街（振）（住吉区）【２回目】 
○33   2 月１９日（土）  駒川商店街（振）（東住吉区） 
○34  ２月１９日（土）  平尾本通商店街（振）（大正区） 
○35  ２月２６日（土） 東成しんみちロード商店街（上記６商店街）（東成区）【２回目】 
○36  3 月 4 日（金）・５日（土） みこし活祭連合会（６商店街）（生野区）【３回目】 
○37   ３月１２日（土） 四貫島商店街(振),此花住吉商店会(協),四貫島中央通商店街(振),此花公設(協)(此花区) 

【２回目、中央通と此花公設は初】 

開催決定   ４地域９商店街（のべ） 
２０１１年 
① ３月２６日（土） 文の里商店街（協）（阿倍野区）【２回目】 
② ３月２６日（土） 千林商店街（振）（旭区）【４回目】 
③ ３月２６日（土） キララ九条・西連合商店街（６商店街）（西区）【２回目】 
④ ３月２６日（土） 黒門市場商店街（振）（中央区）【５回目】 

 

※【年度内の開催済み・開催決定】 １８地域４４商店街（実数）、４１地域９２商店街（のべ）  
 

 以 上 
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