平成２５年１１月６日

記者発表資料
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

「文の里商店街ポスター総選挙」の実施について
～人気投票で商店街ポスター展を盛り上げ～
【お問合せ先】大阪商工会議所
流通・ｻｰﾋﾞｽ産業部 流通担当（松澤・堤）
Tel：０６－６９４４－６４４０
６日・９日のみ：０９０-５１５１-８００４

○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）と文の里商
店街協同組合（理事長：江藤明）は、株式会社電通関西支社の協力のもと、１１月９日か
ら１２月３１日まで、
「文の里商店街ポスター総選挙」を実施する。あわせて、同総選挙
のキックオフ・イベントとして、１１月９日には同商店街で７回目の「１００円商店街」
を開催する。
○大阪商工会議所と文の里商店街は、８月２８日から１２月３１日まで、同商店街に於い
て「文の里商店街ポスター展」を開催している。同展では、電通の若手コピーライター
とデザイナーなど総勢６０名が社員研修の一環としてボランティアで制作した５２店
舗２００点を超えるＰＲポスターを商店街内に掲示し、商店街の話題作りや賑わいに結
びつけている。
○今回の総選挙は、商店街での現地投票とフェイスブックによるネット投票などによるポ
スターの人気投票を行うことで同ポスター展の更なる盛り上げを図るとともに、来街者
の拡大や個店の売り上げ増加を目指す。獲得投票数などに応じて各賞を店舗及び制作者
に進呈する。また、現地で買い物をし、投票した先着１，５００名には、ポスター全作
品を掲載した「商店街・賑わい読本 特別号『文の里商店街ポスター全集』」（Ｂ５版、
カラー６４ページ）を贈呈する。
○商店街ポスター展は、昨年７月に電通が中心になり新世界市場で第１回目を実施。今年
３月に本所が開催した「商店街フォーラム・大阪」で同事業を紹介したことをきっかけ
として、８月より、電通の協力のもと第２回目を大阪商工会議所と文の里商店街の協働
で実施している。
以 上
添付資料：
（１）
「文の里商店街ポスター総選挙」の実施について
（２）
「商店街・賑わい読本 特別号『文の里商店街ポスター全集』
」の作成について
（３）
「文の里商店街ポスター展」の実施について
（４）
「文の里百圓商店街」
（７回目）の実施概要について、同ＰＲちらし
★本資料のデータは、大阪商工会議所の「商店街・賑わいプロジェクト」ホームページ
（http://www.osaka.cci.or.jp/nigiwai/）の「報道発表資料」にも掲載

資料１
平成２５年１１月６日
「商店街・賑わいプロジェクト」事業

「文の里商店街ポスター総選挙」の実施について
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：江藤明）との協働により、株式会社電
通関西支社の協力のもと、「文の里商店街ポスター展」の盛り上げを図ると
ともに、更なる来街者の拡大や個店の売り上げ増加を目指し、「文の里商店
街ポスター総選挙」を実施する。

２．名

称：

「文の里商店街ポスター総選挙」

３．構

成：

主催：大阪商工会議所、文の里商店街協同組合
協力：株式会社電通関西支社

４．投票期間：

１１月９日（土）～１２月３１日（火）

５．投票対象：

ポスター展参加の商店街の店舗（５２店）

６．投票方法：

（１）文の里商店街での現地投票
実施期間に同商店街の店舗で買い物をした来街者に配布する「投票用
紙」を商店街事務所もしくは指定店舗に提出する。
投票者先着１，５００名にポスター全集（資料２参照）を贈呈。
（２）文の里商店街ポスター展のネット投票
ＵＲＬ：http://www.osaka.cci.or.jp/nigiwai/postar/
上記アドレスを経由してFacebookにログインし、「いいね！」により
投票する。

７．表

彰：

（１）投票結果による大賞、ネット大賞などの他、本所会頭、流通活性化委
員長が選定する各賞などを設ける予定。各賞、賞品などについては今
後決定する。
（２）表彰式は、２月頃に開催予定の「商店街フォーラム・大阪」にて実施
予定。同フォーラムの詳細は後日発表する。
以

上

資料２
平成２５年１１月６日
「商店街・賑わいプロジェクト」事業

商店街・賑わい読本 特別号
「文の里商店街ポスター全集」の作成について
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：江藤明）との協働により開催する「文の
里商店街ポスター総選挙」の開催にあたり、株式会社電通関西支社の協力のも
と「商店街・賑わい読本 特別号『文の里商店街ポスター全集』」を作成する。

２．作 成 物：

「商店街・賑わい読本 特別号『文の里商店街ポスター全集』」

３．発

行：

大阪商工会議所

４．協

力：

株式会社電通関西支社

５．体

裁：

Ｂ５版、カラー６４ページ
電通関西支社の協力により作成した２００点を超える文の里商店街５２
店舗のＰＲポスター全作品を掲載している。

６．発行部数：

２，０００部

７．配

文の里商店街ポスター総選挙に商店街で投票した先着１，５００名に贈呈す
る。また、同データは「商店街・賑わいプロジェクト」のホームページにも
掲載する。（ＵＲＬ http://www.osaka.cci.or.jp/nigiwai/dokuhon/）

布：

８．「商店街・賑わい読本」について：
「商店街・賑わい読本」は商店街で役立つ活性化ノウハウの提供を目的に、これまで
５年間で８号発行した。

以

上

資料３
平成２５年１１月６日
「商店街・賑わいプロジェクト」事業

「文の里商店街ポスター展」の実施について
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）と文の里
商店街協同組合（理事長：江藤明）は、株式会社電通関西支社（支社長：服部一史）の協
力のもと８月２８日から１２月３１日まで「文の里商店街ポスター展」を実施する。同事
業は、電通の若手コピーライター／デザイナーなど総勢６０名が同商店街内５２店のＰＲ
ポスターをボランティアで作成、それを商店街に掲示することで商店街の賑わい創りや活
性化を目指すもので、ポスター総数は２００点を超える。
２．名

称：

３．構

成： （主催）大阪商工会議所、文の里商店街協同組合
ｸﾛｽ
（協力）株式会社 電通関西支社、株式会社 電通クリエーティブＸ

４．開催日：

「文の里商店街ポスター展」

平成２５年８月２８日（水）～１２月３１日（火）

５．参加店舗・制作者：

６．ポスター数：

（参加店舗）５２店舗
（制作者） 総勢６０名
（主として若手コピーライターとデザイナー）

２０１点

７．事業概要：
（１）商店街ポスター展とは
ｸﾛｽ

①商店街ポスター展は、電通と電通クリエーティブＸの若手社員が商店街の個店のポス
ターを無償で作成するというもの。各個店の店頭にインパクトのあるポスターを掲示
し、個店のＰＲを行うことを通じて、商店街の賑わい創りや個店の新たな顧客獲得を
目指す事業。
②昨年７月に新世界市場において第１回を実施。「おもろいポスターのある商店街」と
してテレビ、新聞等メディア１２社がこれをとりあげ、大きな注目を集めた。
ポスターを見に来るためだけに新世界市場を訪れた人も多く、ポスター展期間中の同
市場の来場者はそれ以前と比較して２倍になり、商店街再生のきっかけとなっている。
③電通は、社員教育・研修の機会としてもとらえ、若手社員を無償ボランティアで派遣
している。
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（２）実施先の決定について
①大商と電通では、市内約２０の商店街をリストアップし、視察やヒアリングを重ね、
商店街の規模やロケーション、役員・組合員の意欲などの事項を総合的に検討した結
果、文の里商店街を「商店街ポスター展」の実施先として決定した。
②同商店街は、地域密着型商店街として「古き良き商店街」の雰囲気を守りつつ、
１００円商店街の実施などを通じて商店街の活性化に積極的に取り組んでいる。
（３） これまでの経過
３月２５日（月）

大阪商工会議所主催「商店街フォーラム・大阪」で、新世界市場ポ
スター展を実施した日下慶太氏（㈱電通関西支社）が「ポスターで
商店街を元気に～新世界市場ポスター展～」を講演
４月上旬
大商、電通でポスター展実施先商店街の選定をスタート
５月２２日（水） 文の里商店街総会にて「商店街ポスター展」開催決定
６月１９日（水） ポスター展記者発表。同日、ポスター制作作業スタート
コピーライターとデザイナーの２人１組のペア２９チームが、
１組１～２店舗を担当し、各店に複数のポスターを制作。
８月２２日（木）～２６日（月） ポスター完成。各店にプレゼンテーションし、提出。
８月２６日（月） ポスター展２回目の記者発表
８月２８日（水） 文の里商店街「夜市」開催にあわせ、「ポスター展」スタート
１１月９日（土） 文の里１００円商店街にあわせ、「ポスター総選挙」スタート
１２月３１日（火）ポスター展およびポスター総選挙終了
８．関連作成物・事業等：
（１）ポスター展記念セールの開催
８月２９日（木）～９月３日（火）
文の里商店街で、ポスター展記念セールを開催した。
（２）商店街マップの作成
ポスターデザインを利用した商店街マップを作成した。部数：１０，０００部
（３）ポスター総選挙
ポスターの人気投票を実施し、ポスター展を盛上るとともに、制作者他を表彰する。
（４）ポスター全集の作成
各店の全ポスターを掲載したポスター全集を作成した。部数：２，０００部
９．参

考

文の里商店街協同組合(理事長：江藤明)
住所：大阪市阿倍野区昭和町１－１６－８、電話：０６－６６２８－２２９４
最寄駅：地下鉄谷町線「文の里」、同御堂筋線「昭和町」
設立：昭和２６年１１月
現在の店舗数：６０店舗（食料品１６店、衣料品８店、その他小売１７店、飲食店３
店、その他サービス１６店）、組合員数：５０人
ホームページ http://fuminosato.web.fc2.com/
以 上
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資料 4
平成 25 年 11 月 6 日
「商店街・賑わいプロジェクト」事業

「文の里百圓商店街」（７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：江藤明）と共催で、「文の里百圓商店街」（７回目）を
１１月９日（土）に開催する。大阪商工会議所と文の里商店街協同組合は、同商店街で８
月２８日から「文の里商店街ポスター展」を開催しており、今回の１００円商店街は、同
ポスター展のポスターの人気投票「文の里商店街ポスター総選挙」のキックオフイベント
として実施する。
２．名

称：

「文の里百圓商店街」

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２５年１１月９日（土）午前１０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：

総数４４店舗（外部出店含む）
※ほかに、オリジナルバッヂ作り、物産展など。
※具体的な店舗名や商品については添付ちらし参照。

６．今回の特徴：
○午後１時からジャンケン大会を開催し、店主とのジャンケン大会の勝者２名に鳥の丸焼き１羽
を１００円で販売する。ジャンケン大会への参加は無料。
○和歌山県の物産展を開催、農家直送生鮮野菜・海鮮商品・特産品の販売を行う。
茶粥のふるまいも行う。
○尼崎信用金庫昭和町支店が、地域貢献活動の一環として、缶バッヂ制作（無料）を行う。来場
者が持参したイラスト、写真などがそのまま世界に一つだけのオリジナルバッジになる。

７．参

考

文の里商店街協同組合
理事長：江藤明
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

第七回

雨天
決行

マシュマロシール
きせかえシール
シャカシャカシール
一つ100円

是非お立ち寄り下さい

▲至 天王寺

文具たばこ

みどりや

国産小麦の自家製
クッキー・マフィン
各１袋 100円

20W 直管蛍光灯
１本
電気の事ならなんでも！

カフェ＆ランチ

下村電気

萌木星

﹂駅
の里
﹁文
町線
鉄谷
地下

5番街で開催！

１番街

他植木原価売りでご奉仕
生花・フラワーショップ

２番街

苗物 100円

大塚生花店

スカーフ・冬の耳カバー・ヘアカチューシャ・ブラシ
ひきもの・秋物レッグウォーマー
子供用腹巻・子供用リング・子供用はき物
お洒落婦人服 ブティック クロサワ

枕パッド

自家製おでん ２個入100円

数限定
100

各商品 格安！ ALL 100円

婦人衣料 寝装

オシャレな小物も

その他当日発表
お楽しみに♪

ウシダ

アクセサリーショップ９９９

じゅうそ鍼灸整骨院

健康の事なら御相談下さい

100円

文の里薬店

国産豚ロースカツ １枚100円

花びん・一輪挿・その他いろいろ
お茶の 山太園

!

お菓子類詰合せ
地域のご楽場！

１袋 100円

つるたろうセブン

のどごし350ml
カップ焼酎 180ml
カップ日本酒 180ml

バック・小物
本の事なら 久保書店

）

各100円

酒・食料品・ギフト・業務用卸の店

をご持参下さい

精肉とフライの 大阪屋

お買い物袋・エコバッグ

救急絆創膏 Mサイズ100枚入り
その他イロイロ♪

３番街

主が
各店舗店
円商品を
激安
ります
揃えてお
1
0
0

雑貨品

オカジマヤ酒店

飲みやすい！体にオイシイ

黒米酢ドリンク
化粧品・専門店 ドリアン

鰹節の店

須崎屋

婦人くつ下 １足100円
レディースファッション

アミー

４番街

地下鉄御堂筋線﹁昭和町﹂駅

花カツオ 30ｇ 100円
煮干し 100ｇ 100円

阿倍野区
作業所連絡会
パン・クッキー
パン菓子・他作品
手作りワッフル
練物・天ぷらなど
自家製 イワシの煮付

ポスター総選挙
開催決定！
11/9〜12/31

鮮魚

魚ひろ

尼崎信用金庫
手作り缶バッジ

当日は混雑致しますので自転車の乗り入れはご遠慮下さい
最寄り駅：大阪市営地下鉄御堂筋線「昭和町駅」下車 1番出口 3番出口ともに東へ50m
大阪市営地下鉄谷町線「文の里駅」下車 7番出口 出てすぐ

主催/文の里商店街 協賛/尼崎信用金庫 昭和町支店・社会福祉協議会
お問合せ/文の里商店街協同組合 tel 06(6628)2294

心のこもった
作品・食品を
取り揃えております！
皆様ぜひ来てね

こちらの大きい円のサイズのイラストや
文字・写真をご持参ください。
無料でオリジナルバッジをお作りします

第七回

雨天決行

具だくさん茶碗蒸し
鰻・川魚・貝類の店
ジュエリーアーチ
ベンチフレーム

川庄 川魚店

マスク30枚入 トリプル調味料入
クーラーバック キッチンハカリ

雑貨・マエダ企画
白タオル手ぬぐい
和装呉服・小物の店

鰯きずし

みなとや呉服店
1パック

ソックス

他

服飾の事は

若葉服飾

赤地玉子

６個入1ケース 100円

かしわ・玉子専門店

鳥藤商店

岩のり佃煮・アジの開き・もずくスープなど 色々
地方発送もします

宮本塩干店
農家直送生鮮野菜 手作り金山寺みそ
梅干し
特 産 品
地場産くだものを
海鮮商品
使用した生ジャム

100円

近海鮮魚 魚心
缶チューハイ 350ml 色々
酒類全般小売・卸・調味料他

各100円

子供くつ下・子供用傘・子供服
洋傘・帽子・子供服

アリス

シップ 1袋

ふくとみ整骨院

地下鉄御堂筋線﹁昭和町﹂駅

一流メーカー
735円〜1365円の品

婦人ショーツ
婦人シャツィ
紳士ブリーフ
紳士トランクス

激安

洋品雑貨 エヒメヤ
大海老フライ250円→１匹100円
ジャンボとんかつ250円→100円

角煮入り
ちまき

サラダ類１パック100円
煮物１パック100円
しいたけ昆布１パック100円

当時価格発表

自家製惣菜の店

デリカショップ コバヤシ

うどん玉＋だし 100円
和そば＋だし 100円
中華そば・焼きそば用２玉 100円
手造り麺処が誇りの店

無料介

護相談

「和歌山粉河農家婦人会おばちゃん！
当日ふるまいお茶粥」

セラーズ かとう

あたごや

ポップコーン

あべの介護サービス野田鍼灸整骨院

小もち １袋３個入り210円→100円
（お一人様5袋まで）
おもち・和菓子の店

牛乳石鹸赤箱 ２個100円
財布（数に限りがございます） あとはお楽しみ♪
お薬の処方箋できます！

阪和薬局

お楽しみ！当日発表
家具インテリアの マルタカ

店頭にて発表！
乞うご期待！

今回もいろいろ取り揃えてます！
梅干・漬もの・その他いろいろ

元祖漬もんや

米と漬もん一式

背当て・座ぶとんに… クッション
（約40ｃｍ角）
熊成寝具店

自家手作り

マイクロファイバーカラー布巾 ２枚セット100円
介護用品レンタル

瀬戸物市

Ｙｏｕ マルタカ

マグカップ・お皿・茶碗など

家庭必需品なんでも

リビングショップ たかだ

ベーコン100ｇ100円※お一人様300ｇ限り
手作りサラダ（ポテト・マカロニ・スパゲティー）１パック100円
精肉店です！日々美味な特製サラダ有ます

鳥栄ツ精肉店

プチシュー（３種類）各100円

アルケミスト

自家製の手仕込みパンと美味しいスイーツのお店♪

Alchemist

韓国スイーツ

ホットク

不動産の事なら何でも！

1つ100円

エステート・マガジン

富士屋

催し告知
オークション大会開催
11月17日（日）11時〜
商店街4番街にて開催 乞うご期待！

午後１時店頭にて
若鶏もも肉から揚げ
100ｇ100円

チキンショップマルチク

