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「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「京橋中央１００円商店街」の実施概要について 

～大阪市内で初めて！ ２回目の「１００円商店街」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 

 

○大阪商工会議所は、京橋中央商店街振興組合（理事長：安藤利治）と共催で、６月

２６日（土）に第２回「京橋中央１００円商店街」を開催する。大阪市内の同一商

店街で２回目の「１００円商店街」が開催されるのは、今回が初めてとなる。 
 
○「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商店街活性化事業で、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もの。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）では、「１００円商店街」を「商店街・賑わいプロジェクト」の

一環として、市内商店街と協働して実施している。 
 
○京橋中央商店街振興組合で初めて開催された４月１０日（土）の「京橋中央１００

円商店街」は、１．６万人超（２週間前の２．３倍）の買い物客で賑わい、各店の

売上げ増加や新規顧客の来店などの点でも高い成果を挙げた。この成果を受けて、

２回目となる「１００円商店街」を開催する。前回は予想以上の人出で、早々に商

品が売り切れてしまう店舗が続出したことから、今回は各店とも人気商品を中心に、

品揃えを大幅に増やす予定。 
 
○「１００円商店街」は、これまでに大阪市内４地域９商店街で開催され、今後、開催

が内定しているものも含めると、１１地域２５商店街（２回目開催を含めると、のべ

１６地域３５商店街）にも及ぶ。商店街活性化事業として、「１００円商店街」に取

り組む商店街が大阪市内で急拡大している。 

  以 上 
 
添付資料：第２回「京橋中央１００円商店街の実施概要について」 

第２回「京橋中央１００円商店街」出品リスト 

「京橋中央１００円商店街」ＰＲちらし 

「１００円商店街の開催状況について」 



           
 「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

第 2 回「京橋中央１００円商店街」の実施概要について  
  ～大阪市内で初めて！ ２回目の「100 円商店街」実施～ 
  

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、これまでに大阪市内の４

地域９商店街で「１００円商店街」を各地商店街と協働により実施した。 
○京橋（大阪市都島区）地域では、４月１０日（土）に本所と京橋中央商店街振興組合（理

事長：安藤利治）の共催にて「京橋中央１００円商店街」を実施。１．６万人超（２週

間前の２．３倍）の買い物客で賑わい、各店の売上げや新規顧客の来店などでも高い成

果を挙げた。 
○この成功を受け、６月２６日（土）に同一商店街では大阪市内で初めてとなる２回目の

「１００円商店街」を開催する運びとなった。 
 
 
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６月２６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６３店舗 

※商店街以外３店舗含む。営業店舗の７５％ 

※具体的な店舗名や商品については添付の一覧表およびチラシをご参照下さい。 

 

６．第１回概要：４月１０日（土）、京橋中央商店街の５８店舗（営業店舗の７割超）が参加。 

当日の通行量１６，１４９人（２週間前の通行量６，９２６人の２．３倍）。 

 
 
７．参 考：商店街のホームページ： http://www.kyobashi.com/  

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）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 89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   

      



第 2回「京橋中央 100 円商店街」出品商品一覧表 
京橋中央商店街           ６月 26 日（土） 

佐々木商店 自然食品 みりんぼし   桜えび      
酒笑肴笑 いち味 割烹 野菜の天ぷら 
富味屋 お好み焼き 焼きそば   お茶 
ほのぼのでんきおおにし 電器 缶コーヒー3 本   CD ラジカセが当たる抽選券 1 枚 
京屋呉服店 呉服 ちりめん小袋   小風呂敷 
茶月 持ち帰り寿司 大学いも 4 ケ   サラダ巻き１/２本 
トクラ北店 婦人服 モノトーントートバック   ハワイロゴ・タオルハンカチ    

ディズニーファイバークロス 
京橋ドライクリーニング クリーニング 缶コーヒー2 本 
日下部硝子店 額縁 駄菓子詰め合わせ 60 ケ 
フルーツパーラーアワヤ 喫茶 フルーツ酢入りマフィン 
とっつあん 居酒屋 串天 
弁当小僧 弁当 コロッケ３個   わらび餅 1 パック    
マツヤ時計店 時計 アルカリ電池 LR44 1 個 LR４３ 1 個 
(有)みやこハウジング 不動産 ワンルームマンション仲介手数料   家賃（最初の 1 ケ月）    
ファッション工房トクラ 婦人服 雑貨   イラストポストカード 
きょうばし北整骨院 整骨院 骨盤検査 
京橋カメラ 写真 ナカバヤシ・アルバム「コレクターズ」    

フジフィルム・スクエアフォトフレーム 
雑貨(カメラアクセサリー、他) 

美容室プラスα 美容室 洋服、小物（アクセサリー等）のリサイクル商品 
インテリア京橋 インテリア ミッキー。ディズニー コースター2 枚   生ハルマキ 1 本 
LADY フジヤ 婦人服 レディース靴下（ストッキング、ソックス） 
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 
サイクルショップキムラ 自転車 プラベル   サイクルオイル   キーホルダー2 個 

キーホルダー＋虫ゴム、キャップセット 
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 ケ   プチ親子丼   おはぎ 2 ケ   
寿し・割烹たちばな 割烹 手巻寿司   巻き寿司   バラ寿司 
イタリアンキッチンマルココ レストラン マルココ特製カップケーキ 
からかさ 割烹 かにかま入りだしまき   天然羅臼昆布佃煮 
柴田眼鏡店 眼鏡 よごれ落とし（クリーナー） 
カワナミ 靴 おでん   生ジュース   ごはん 
祇園寿司 寿司 鯖のそぼろ寿司（丹後の味） 
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 70ｇ入 



鉄板焼その味 鉄板焼き 当日店頭発表 
大栄飯店 中華料理 えびせん 1 袋   その他 
田中酒販 酒・タバコ サンガリアウーロン茶 190ｇ２缶   レモンチューハイ 350ml１缶 
K・ONE シューズ 婦人靴 アクセサリー    
きものまるさ 呉服 あぶらとり紙   不思議しゃもじ  マイナスイオンブレスレット 
トトロ＆レインボー 子供服・たこ焼 くつ下（子供・大人）   クレープ   いか焼き 
トリーゴ パン つぶあんぱん 1 ケ 105 円を 2 ケ( 
ヘアーサロン クイン 理容 丸刈りカット 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    
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) 

紳士・婦人ソックス（１足 330 円）を２足 
リストバンド（330 円）を 3 個 

カイザーゼニヤ パン ラスク(通常 150 円ヲ)   プリン（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 アルビオン・コットン(40 枚・130 円相当)＋アルビオン・スキコンミ

ニボトル（12ml・300 円相当）   バッグチャーム（通常 500 円） 
バッグ   財布   その他 

ル・プリュ京橋店 100 均 雑貨   食品 
スノウチ薬局 薬局 ウェットティッシュ筒型 
高野たばこ店 タバコ サントリーペプシ 1.5Ｌ   三ツ矢サイダー1.5Ｌ 
鴨いち つけ麺 鴨おにぎり 
オリエンタル タイランド マッサージ 古着 
お食事処 都 食事処 だし巻き   幻の鯛めし   自家製ぬかづけ   ひじき   

糸こん煮   
フローリストたがや 生花 当日店頭発表 
京まる 割烹 焼き鳥   串揚   天ぷら 
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 タップリンバッグ 
友恵屋酒店 酒 贅沢ジュレ（桃，ぶどう、みかん、パイン、りんご）、 

ぷるシャリ マンゴープリン   さくらカップ 
暮らしの衣料 みちがみ 衣料 ベビーパジャマ   せともの   スポーツタオル（35×110cm） 
肉の末広 肉 レトルトカレー1 袋   ウインナー1 袋   テリヤキミートボー

ル 1 袋   カロリー０ウインナー3 本   シューマイ 10 個    
豚スライス 100g 

セブン 美容室 塩せっけん（定価 800 円）   その他 
サンアイワ 子供服 ベビー服   子供服   その他 
「K&T」アゲモノ 揚物 かきあげ 
森岡鮮魚店 鮮魚 珍味（くらげ）   UCC 缶コーヒー（250ml）2 缶 
大阪市信用金庫京橋支店 金融機関 無料  ジャンケン（１回勝負）に勝つと清水焼の湯呑み１個プレゼ

ント（先着 300 名限定） 
 



 
「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 

 

 

１．開催済み ４地域９商店街 
 

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）            

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） 

 

 

２．今後の開催決定分 ※下線商店街は第１回目開催分 
 

１地域１商店街（実数：２回目開催を除く）、４地域４商店街（のべ：２回目開催を含む） 
 

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】 

（後日プレス発表分） 

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】 

８月 ７日（土） 野田新橋筋商店街振興組合（福島区）【２回目の開催】 
                          

 

３．未発表であるが開催内定分  
 

６地域１５商店街（実数）、８地域２２商店街（のべ） 

 

※以上、開催済み及び開催予定総計 １１地域２５商店街（実数）  

１６地域３５商店街（のべ） 

 

（参考）その他開催を検討中 １６地域２６商店街 

                                        以 上 

平成２２年６月２３日 
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