
           

 

平成２２年３月２５日 

記者配布資料 
大阪経済記者クラブ会員各位 
（同時資料提供：青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ） 
 

「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「せんばやし 100 円商店街」の開催概要について 

今後の 100 円商店街事業の実施予定について 
 

 

【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・賑わいプロジェクト」事業の一環として、商店街の
各店が選り抜きの１００円商品を用意し、商店街全体をひとつの１００円ショップ

に見立てる事業、「１００円商店街」の推進・普及を行っている。 
○その第一弾事業として、「せんばやし１００円商店街」を４月３日（土）に開催す

る。同事業には２０２店が出店。商店街の９割近い店舗が参加し、大阪市内で初め
ての実施となる。 

○「１００円商店街」は、千林商店街に続き、市内３地域（８商店街）において実施
が決定。新たな商店街活性化策として注目を集めつつある。 

 
【せんばやし１００円商店街の開催概要】 

日  時：平成２２年４月３日（土）１０：００～１７：００ 

 場  所：千林商店街（大阪市旭区千林１丁目） 

 内  容：千林商店街の中で２０２店舗が参加、選り抜きの１００円の商品を用意し、

商店街全体をひとつの１００円ショップに見立てて販売する。 
同事業を通じ、商店街に賑わいを作り出し、新規顧客の開拓につなげる。 

 
＜添付資料＞ 
資料１．「せんばやし１００円商店街」の実施概要について 

「せんばやし１００円商店街」特徴のある１００円商品事例について 
「１００円商店街」の今後の開催予定について 
「商店街・賑わいプロジェクト」全体概要 

資料２．「せんばやし１００円商店街」のちらし（前日新聞折り込み用現物） 
資料３．せんばやし１００円商店街参加一覧表 
資料４．「せんばやし１００円商店街」の見学・説明会のご案内                                   

以 上 



 

 

         「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、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日に開催する。 
○「せんばやし１００円商店街」には、同商店街で営業する店舗の８９％に相当する１９５店

舗が工夫を凝らしたお得且つユニークな１００円商品を販売するほか、今年開業１００周年

を迎える京阪電気鉄道株式会社が千林駅にて鉄道ファン垂涎の１００円商品を発売するの

をはじめ、旭区役所、旭消防署、常翔学園や関西大学落語大学ＯＢ会など、７企業・団体等

も参加するなど、参加店舗総数は２０２店舗。これまで、「１００円商店街」は全国４０ヶ

所以上で実施されてきたが、単一の商店街としては過去最大規模での開催となる。 
○１００円商店街は当日の午前１０時から午後５時までの開催。なお、それに先立ち、午前９

時より、大阪市内商店街関係者やプレスを対象とした「せんばやし１００円商店街説明会」

（於：くらしエール館）を、続いて９時４５分より佐藤茂雄副会頭他の列席のもとオープニ

ングセレモニーを開催する。 
 
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：  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随時終了します。 
 
５．参加店舗等： 参加店舗総数 ２０２店舗（詳細別紙参照） 

※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    

※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 
 
6．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 円商店街の見学・説明会」（於：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：くらしエール館前） 
（参加:敬称略）大阪商工会議所 副会頭 佐藤茂雄、大阪商工会議所流通活性化委員長 山本博史、 

千林商店街振興組合 理事長 山本隆夫、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 
  
１０時００分～１７時００分 「せんばやし１００円商店街」 
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７．これまでの経緯：   
（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「１００」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」を開催する。 

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 

「せんばやし１００円商店街」特徴のある１００円商品事例について 

 
 
 
 

１．ええっ！？安い！お得感のある商品 

                     

 ①切手５０円・８０円各 1枚セットで１００円 チケットキング（１班 チケット店）    

②１５０円のお買い物券を１００円で販売 千林くらしエール館テナント会（５班 小売市場） 

③セニョリータバナナ１房、デコポンＬサイズ１個 足利果物店（７班 果物店） 

④婦人用ズボン（定価１万円以上の品） パロマ本店（４班 婦人服） 

⑤ｽｺｰﾙｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ３ｳｪｲﾀｲﾌﾟ（定価 7,350円） 千林ガスセンター（７班 ｶﾞｽｻｰﾋﾞｽ） 

⑥パイシュークリーム（通常 136円） イートオーブン（２班 菓子屋） 

⑦自社所有物件の家賃１ヶ月１００円など だるまや（６班 不動産）、泉ビル（６班 不動産） 

⑧合カギ作成１本１００円 中野金物店（７班 金物・鍵） 

⑨前髪カット（１０人限定）１００円 Ｓ－ＴＡＧＥ（１班 美容室） 
⑩子どもカット（小学生男児限定、ｼｬﾝﾌﾟｰ付き）理髪館（９班 理容店）  

 ⑪眉毛カット（女性のみ）、総合調髪される方はｼｬﾝﾌﾟｰ１００円 ﾍｱｻﾛﾝ ﾀｶｼﾏ（８班 理容店） 

⑫メガネ鼻パット交換眼鏡専科（２班 メガネ屋） 
⑬ゲルマニウム温浴・振動マシン・骨盤矯正・肩甲骨まわし 全てあわせて１００円 

スパルゲルマ整骨院（４班 ｴｽﾃ･ﾏｯｻｰｼﾞ）  

 

２．おもしろい・遊び心のある参加 

 
①ズボン裾直し「片方の足」分で１００円 ＫＥＮＴ６７（９班 紳士服） 
②１００円レストラン １０種類以上のメニューを用意  TIP-TOP（４班 飲食店） 

③１００円検診 さんこうじ歯科（５班 医者） 

④１００円診断 せんばやし２丁目整骨院（８班 整骨院）  

 ⑤サイコロの出た目の数だけライタープレゼント 吉田タバコ店（１班 タバコ屋） 

⑥願いをかなえる「スターボールすくい」 みよしや（３班 かばん）  

⑦ひも千本（紐を引き、商品を当てるゲーム） タンポポキッズ（６班 子供服）    

⑧飴のすくいどり タンポポⅡ（６班 子供服）  

⑨お金について何でも相談会  三井住友銀行（３班 銀行）  

⑩招き猫ダックと写真を撮ろう！ 保険ほっとライン（７班 金融） 

   

 

３．通常では販売していないものを売る店 

    

①伊賀市のとれたて野菜・手作りかきもち（実家よりおとりよせ）マツモト（４班 靴屋）  

②すし用生姜（ガリ）小袋 七福人（９班 寿司）  

③うどんだし１人前 小ざくら（１班 飲食店）  
④家具屋さんが「冬ソナ」グッズ、碁石 ﾀﾝﾊﾞ家具（10班 家具店） 
⑤展示用見本ケータイ ソフトバンク千林駅前（１班 携帯電話）ドコモショップ（２班 携帯電話） 
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⑥靴屋さんがお菓子を販売（ビスケット・ウエハース）花幸商店（５班 靴屋）  
 ⑦鰻屋さんが金魚を販売 木元川魚店（４班 鰻屋） 

⑧本屋さんがお米を販売 松田書店（10班 本屋） 

 ⑨薬屋さんが薬用の瓶を販売 千林ハート薬局（10 班 薬局）  
⑩エコバッグ ラ・シャプリ（４班 帽子屋） 
⑪天然酵母パン ハトヤ（４班 ｶｼﾞｭｱﾙｼｮｯﾌﾟ）  
⑫女性専用ﾌｨｯﾄﾈｽ 10日間利用券 マムセレクション（６班 婦人服）  

 ⑬本真珠（アクセサリーに未加工） 和貴（４班 時計宝石）  
 
 

４．千林商店街以外の参加 

  

①京阪電気鉄道（千林駅）⇒ ①レール文鎮、②架線文鎮、③つり革、④大津グッズ、 

⑤卓上カレンダー、をそれぞれ販売 

 ②常翔学園（７班空店舗部分）⇒募金で地震保安灯を粗品として進呈 

 ③旭区役所（４班空店舗部分）⇒防災コーナー 

 ④旭消防署（７班空店舗部分）⇒ＡＥＤ説明会 

 ⑤石切参道商店街（３班空店舗部分）⇒近大クッキーを販売 

 ⑥大塚食品（８班の角）⇒１００円くじ 

⑦関西大学落語大学ＯＢ会（１０班 ふれあい館）⇒１００円寄席 １１時～１２時半（３席を予定） 

 

   

 

                                     以 上   



 

 

 
「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「１００円商店街」の今後の開催予定について 
 
 
 
 
 
 
 
 

４月 ３日（土） 「せんばやし１００円商店街」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） 

 

５月２８日（金）、２９日（土） 大阪生野地区ミナミ６商店街（生野銀座商店街振興組合、

ベルロード中銀座商店会、生野センター街商店街振興組合、生野中央

商店会、栄通商店会、生野本通商店街振興組合） 

 

５月２９日（土） 野田新橋筋商店街振興組合（福島区） 

 

 

                                    以 上   
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  平成２２年３月 

  「商店街・賑わいプロジェクト」全体概要 

 
 

○本所の「大阪賑わい創出プラン」第２次アクションプランの重点テーマである「地域商業の活性化支援」の一環として、商店街活性化、賑わい溢れる商店

街の裾野の拡大を目指し、平成 20年度より「商店街・賑わいプロジェクト」を実施している。同事業の主要テーマとしては、「財源確保」、「人材育成・交

流」、「地域資源活用」、「地域連携促進」、「地域課題解決」の５項目をとりあげ、それぞれの課題の達成・克服に向け、下記内容にて事業を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
   

 
大阪商工会議所 

⑬「商店街・賑わい読本（第１号）」発行 

（20年 11月）地域課題解決編～実践・割れ窓理論～ 

⑭商店街空き店舗活用支援事業 

（20年 7月）千林商店街にて在阪都道府県事務所を 

対象とした説明会を開催。その後、高知、愛媛、岐

阜、秋田の 4自治体が活用した 

⑤「商店街・賑わい読本（第２、３号）」発行 
（20年 11月）地域資源活用編～実践・商店街観光～ 
（22年 1月）商店街観光ガイドツアー 

⑥「商店街・賑わい読本 映像編（第１号）」発行 

（22年 1月）商店街観光ガイドツアー 

⑦「商店街観光ガイドツアー」の実施 

「鶴橋界隈商店街観光ガイドツアー」（20年 11月、21年 1月）、

「大正区下町商店街観光ガイドツアー」(21 年 2 月）、「老松通

り商店会・美と文化の街ツアー」（21 年 4 月）、「北天満界隈商

店街観光ガイドツアー」（21 年 5 月）、「鶴見橋商店街観光ガイ

ドツアー」（21 年 11 月）、「粉浜商店街観光ガイドツアー」（22

年 3月）を実施した 

⑧「商店街観光サポーター制度」の実施 
昨年 12月の三泉商店街をモデル事業とし、以後公募にて、黒崎
東商店会、老松通り商店会、鶴見橋四番街商店街、粉浜商店街
にサポーターを派遣した 

⑨「商店街マップ」作成 
「住吉区商店街お買物ブック」（20年 12月）、「ぐるっとつるは
し３区めぐり」（20年 11月）、「さんせん下町てづくり観光マッ
プ」（21年 2月）、「天王寺区商店街お買物ガイド」(21年 3月)、
「旭区商店街お買い物ブック」（21年 11月）、「阿倍野区商店街・
市場お買い物ガイド」（21年 12月） 

 

④「商店街フォーラム・大阪」の開催 

（22年 1月 29日）591名の参加のもと開催した 

※⑩「100円商店街」の推進・普及 

（22 年 4 月）「せんばやし 100 円商店街」を第

一弾とし、市内商店街で広く実施予定。実施す

る商店街には 100円商店街サポーターの派遣を 

はじめとする各種情報提供等を行う 

⑪「商店街・賑わい読本（第４号）」発行   

（22年 1月）100円商店街 

⑫「商店街・賑わい読本 映像編（第２号）」

発行（22年 1月）100円商店街 

 

商店街の 
賑わい 
活性化 

①「商業振興施策キャンペーン」実施    

20 年度は 253 商店街を訪問し、府・市等の商業振興施策を

PR。のべ 81商店街が施策活用。21年度も 258商店街を訪問 

②「商業振興施策サポートデスク」設置 

商店街等からの商業振興施策他に対する質問に対応するた

め設置 

③ストリート広告開発・支援 

ストリート広告について市内商店街に情報提供 

人材育成・交流 

 

財源確保 

地域資源活用 

 

地域連携促進 

 

地域課題解決 
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