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「１００円商店街」第２弾事業 

「京橋中央 100円商店街」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２弾として、４月１０日（土）に京橋中央商店街（理事長：安藤利治）

で「京橋中央１００円商店街」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、現在では全国４０カ所で実施されている。大阪商工会議所では、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の協働により、４月３日（土）

に大阪市内で初めて実施した「せんばやし１００円商店街」は、同商店街の９割近

い２０２店が参加し、通常の２．４倍を集客する大盛況だった。 
○「京橋中央１００円商店街」では、同商店街内で営業する店舗（８０店舗程度）の

７割超に相当する５８店舗が参加する予定。 
 
【「京橋中央１００円商店街」の開催概要】 

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します。 

 場  所：京橋中央商店街（大阪市都島区東野田） 

 内  容：京橋中央商店街の中で５８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．「京橋中央１００円商店街」の実施概要について 
資料２．「京橋中央１００円商店街」出品商品一覧表 
資料３．「京橋中央１００円商店街」配布用ちらし                                   
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 「１００円商店街」第２弾事業 

「京橋中央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」を開催する。 
○「京橋中央１００円商店街」では、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円商品を当日の午前１０時（一部店舗は１１時

～）から午後５時まで販売する。 
 
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（http://www.kyobashi.com/） 
 

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します。 
 
５．参加店舗等： 参加店舗総数５８店舗（詳細別紙参照） 

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

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 
 
７．参 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） 
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平成２２年４月６日 
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「京橋中央 100 円商店街」出品商品一覧表 
実施日：平成２２年４月１０日（土） 

佐々木商店 自然食品 桜えび 
いち味 割烹 だし巻き１本 
富味屋 お好み焼き たこやき５コ   お茶缶 
小島太陽堂薬局 薬局 ネピア キッチンタオル(２ロール入)    

ちびまるこちゃんウェットティッシュ(限定 20) 
バスクリン カラダプラス入浴剤(1 パック 3 袋入)(限定 20) 

ほのぼのでんきおおにし 電器 20W 蛍光灯直管 
京屋呉服店 呉服 サンバイザー   大判カラー・ビニール傘    

シルク 100％・ネクタイ 
茶月 持ち帰り寿司 巻寿し 1 パック４カン 
トクラ北店 婦人服 カラフル トートバッグ 
高橋クリーニング クリーニング LP レコード 
日下部硝子店 額縁 額縁用ザブトン(赤・紫) 
フルーツパーラーアワヤ 喫茶 フルーツ酢入りマフィーン 
とっつあん 居酒屋 串天 
弁当小僧 弁当 コロッケ 2 コ 
(有)みやこハウジング 不動産 当日、ワンルームマンションご契約仲介手数料 100 円 
たいやき本舗藤家 たい焼き 白いたいやき(黒あん) 
ファッション工房トクラ 婦人服 『サミ茶』画イラスト ポストカード 1 枚 
きょうばし北整骨院 整骨院 骨盤検査 
京橋カメラ 写真 ディズニーキャラクタープチ袋、どこでもマグネット(定価 450 円) 

雑貨(ポーチ、カメラアクセサリー、他) 
プラスα 美容室 へア・ケア商品 プチケラスターゼ シャンプー・トリートメント(300

円～700 円の品)５0 個限り 
インテリア京橋 インテリア 直径４０㎝センター   ランチョンマット２枚組    

テーブルランナー＜36×130＞   ベロアのれん＜85×115＞ 
ブリリアントクラブ ドッグカフェ からあげ＆フライドポテト(カップ)、アイスコーヒーor アイスティー 
ローソンストア 100 100 均 オレンジ 2 個入り 
LADY フジヤ 婦人服 ハンカチいろいろ 
小庄金物店・手打ちそば庄八 合鍵・そば屋 手作り。かつおのふりかけ   その他 
ぺっと屋 ペット コップで飼える小型魚コッピー3 匹＋エサ付き    

犬・猫おやついろいろ 
だいどこや 惣菜 コロッケ 2 個   タコヤキフライ 1 本    

サバチャーハン 1 パック 
寿し・割烹たちばな 割烹 手巻寿し(新香・ツナ・かんぴょう・高野・玉子・かっぱ) 
イタリアンキッチンマルココ レストラン マルココ自慢のふわふわシフォンケーキ 
からかさ 割烹 かにかま入りだしまき   ラウス昆布佃煮 

資料２ 



カワナミ 靴 おでん 3 個   生ジュース   靴みがき１足(黒・茶の靴のみ) 
祇園寿司 寿司 丹後半島鯖のそぼろ寿し 
市民薬局 薬局 45Ｌ半透明(10 枚入り)ゴミ袋 
ときわ園茶舗 お茶 せん茶製玄米茶 80ｇ詰(お一人様 2 ケまで) 
鉄板焼その味 鉄板焼き 当日店頭にてお知らせ致します 
大栄飯店 中華料理 とりのからあげ 2 個   コロッケ 2 個 
田中酒販 酒・タバコ アサヒ「食事の脂にこの 1 本」ウーロン茶＆プーアル茶 490ml 
K・ONE シューズ 婦人靴 アクセサリー   ファッション雑貨 
たこやき Rainbow たこ焼 たまごせん 
トリーゴ パン つぶあんぱん 1 ケ 105 円を 2 ケ(150 ケ限り) 
ヘアーサロン クイン 理容 丸刈りカットの券(大人・子供 10 名様) 
青果 吉田屋 青果 トマト 1 パック   ナスビ 1 パック   きゅうり 1 袋    

バナナ 1 袋 
ジーンズハウスピエロ ジーンズ 天神橋商店街の老舗「菓楽苑 菊水」の どらやき(通常 1 個 130 円) 
カイザーゼニヤ パン ラスク スイート味・ガーリック味(通常 150 円ヲ) 
のとや豆腐店 豆腐 国産大豆・天然にがり使用 ゆば豆腐(通常 250 円)   他いろいろ 
しらゆり 化粧品 「エコテックス規格 100」認定コットン(40 枚)＋アルビオン「スキン

コンディショナー」12ml ミニボトル 1 本付 
ル・プリュ京橋店 100 均 サンベリア観葉植物 
スノウチ薬局 薬局 除菌ウェットティッシュ厚手 30 枚入   台所洗剤 
なごみ 惣菜 まぐろ串かつ 
高野たばこ店 タバコ 味の素ブレディーコーヒー900ml1 本   コカコーラ 250g 缶 2 本 
鴨一 つけ麺 鴨おにぎり 
お食事処都 食事処 出し巻 大切り   わか筍煮 
フローリストたがや 生花 当日店頭発表 
シューズショップナカジマ 靴 昔なつかしい味！ラムネ 
モードシオタ 婦人服 ソーイングセット 
友恵屋酒店 酒 日本盛黒 200ml カップ   発芽玄米酵母パン   チョコレート 
暮らしの衣料みちがみ 肌着 ブラジャー大寸のみ   子供パジャマ    

ローケツ染風呂敷(三幅) 
肉の末広 肉 (レトルト)レストランカレー(中辛)1 袋   

(日本ハム)ウイニー1 袋    (日本ハム)ミートボール 1 袋    
(国産上級)豚スライス 100g(平日 168 円) 

セブン 美容室 入浴剤 
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