平成２２年１１月１６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・秋の１００円商店街月間」

桃谷の商店街が連携「ももだに１００円商店街」の開催について
【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
１６日のみ：０９０-３０３０-２２１６

○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、
１１月２０日（土）に桃谷本通東商店街振興組合（理事長：長江喜一郎）と桃谷本通
商店街振興組合（理事長：的場清隆）との共催で、「ももだに１００円商店街」を開
催する。
○桃谷本通東商店街での「１００円商店街」は、７月３日に続く２回目。前回は単独開
催で、参加２２店舗による「大阪で一番小さい１００円商店街」となったが、今回は、
隣接する桃谷本通商店街との共催により４９店舗が参加する。
○「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４０ヵ
所以上で実施されている。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の共
催で、４月から８月にかけ、大阪市内６地域１１商店街（実数）、９地域１４商店街
（のべ）で開催してきた。
○また、開催を希望する商店街が急増したことから、
「大阪・秋の１００円商店街月間」
として、９月２５日～１１月２７日の１０週間連続で、
「１００円商店街」を大阪市
内商店街で開催中。今年１１月末時点で、本所が大阪市内商店街と実施する「１０
０円商店街」は、１５地域３８商店街（実数）、２４地域５２商店街（のべ）となる
見込み（今年４～１１月末まで、開催予定含む）。

添付資料：
「ももだに１００円商店街」の実施概要について（資料１）、同ＰＲちらし
「大阪・秋の１００円商店街月間について」（資料２）

資料１
平成２２年１１月１６日
「商店街・賑わいプロジェクト」事業

「大阪・秋の１００円商店街月間」
「ももだに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：

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、
「大阪・秋の１００円商店街月間」の一環として、桃谷本通東商店街振興組合（理事長：
長江喜一郎）と桃谷本通商店街振興組合（理事長：的場清隆）との共催により、「ももだ
に１００円商店街」を４９店舗の参加のもと１１月２０日（土）に開催する。
２．名

称：

「ももだに１００円商店街」

３．構

成：

（主催）大阪商工会議所
桃谷本通東商店街振興組合、桃谷本通商店街振興組合

４．日

時：

平成２２年１１月２０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４９店舗（桃谷本通東 １８、桃谷本通 ２９、その他 ２）
○参加店のうち、大阪市信用金庫生野支店は無料のイベントでの参加。
○上記店以外に、特設会場でのしょうゆ販売やビンゴゲーム、踊りのイベントがある。
※総組合員(５７店)の８５％以上の店舗が参加。
※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
（食品関連）○キムチモヤシ、○動物キャラクターパン、○ソフトクリーム、○５種野菜入り
チヂミ、○ポニー焼き、○春雨、○トッポキ、○自家製スイートポテト、○濃厚ミニパウンド
ケーキ、○細巻寿司、○ミルクキャラメル、ハイチュウ、○くずきり、○茶碗蒸し、○豆腐、
○濃縮ウコン一番、○みかん、○イカ焼き（玉子入）、○しょうが湯、○こいさん「おむすび」
、
○森の水だより２Ｌ、○浅漬け白菜、紀ノ川漬、○唐揚げセット 他
（その他物販）○手作り雑貨、○押し花葉書、○フラワーアレンジ作品、○プレイステーション
ゲームソフト、○あったか帽子、○タオル、はんかち、ソックス、○ネックレス、ピアス、
○ディズニーひざかけ、○ショーツ、○手作り袋物、きんちゃく、○ミニ花束、○エチケット・
ブラシ、○徳利・ぐい飲みセット、○様式トイレ用ふたカバー、○熊の弁当箱、○マスク、
○貼るカイロ、○室内用ボア付きスリッパ、○子供服、○防臭くつ下、○キーホルダー、
ストラップ、○ブラジャー、○名札、刷毛 他
（サービス関連）○あてもの、○時計電池交換、○ネクタイのクリーニング、○前髪カット、
○子供ドレス３泊４日レンタル、○骨盤診断、○眉のスタイリング、○パーマ前のシャンプー 他
（飲食店）○ランチご利用の方に生ビール小、ソフトドリンク

７．参

考：

桃谷本通東商店街振興組合：昭和５８年組合設立。営業店舗数２２店舗。
（理事長：長江喜一郎、
住所：大阪市生野区桃谷２－２１－３０、電話：０６－６７４１－３６３２）

桃谷本通商店街振興組合：昭和３８年組合設立。営業店舗数３５店舗。（理事長：的場清隆、
住所：大阪市生野区桃谷２－２３－３５、電話：０６－６７１７－４６７１）

以

上

資料２
平成２２年１１月１６日
「商店街・賑わいプロジェクト」事業

「大阪・秋の１００円商店街月間」について
大阪商工会議所 流通活性化委員会

１．趣

旨：

○商店街全体をひとつの１００円ショップに見立て、各店が選り抜きの１００円商品を
用意する「１００円商店街」は、大阪市内で初めて開催された今年４月の千林商店街
以降、８月７日までに市内６地域１１商店街（実数、のべ９地域１４商店街）におい
て実施するなど、新たな商店街活性化策として注目を集め、活用されている。
○現在、９月２５日～１１月２７日の１０週間にわたり、毎週末、市内１５地域３８商
店街（のべ）にて「大阪・秋の１００円商店街月間」と称し、大阪市内商店街と本所
の共催による「１００円商店街」を連続して開催中。
２．開催内容：２０１０年９月２５日(土)～１１月２７日(土)の毎週末、１０週間連続で、市
内計１５地域３８商店街（のべ）にて「１００円商店街」を開催中。
① ９月２５日（土） 黒門市場商店街(振)（中央区）【２回目】 開催済み
② ９月２５日（土） 大阪鶴橋卸売市場(協)（生野区） 開催済み
③１０月

２日（土）

天保山商店会(港区) 開催済み

④１０月 ９日（土） 千日前道具屋筋商店街(振)（中央区） 開催済み
１０日（日）
⑤１０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） 開催済み
⑥１０月１６日（土） 文の里商店街(協)（阿倍野区） 開催済み
⑦１０月１７日（日） 粉浜地域４商店街（粉浜商店街(振)、粉浜駅前商店街商業（協）、粉浜本通商店
（住之江区） 開催済み
街（振）
、メルシーこはまテナント会）
⑧１０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】
開催済み
⑨１０月２９日（金） みこし活祭連合会（生野地域６商店街：生野本通商店街(振)、栄通商店街、
３０日（土） 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）【２回目】
開催済み
⑩１１月

６日（土） 今里地域６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）開催済み
⑪１１月 ６日（土） 野田新橋筋商店街(振)【３回目】 開催済み
⑫１１月 ６日（土） 黒門市場商店街(振)【３回目】 開催済み
⑬１１月１３日（土）

地下鉄あびこ中央商店街(振)（住吉区）

開催済み

桃谷地域２商店街（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】
⑮１１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
⑭１１月２０日（土）

(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）

※これにより、開催済、開催予定の「１００円商店街」は、1５地域 3８商店街（実数）、
2４地域５２商店街（のべ）となる。
※このほかにも、多くの商店街が実施に向けて検討・準備を進めている。
以
上

（ご参考）
「大阪・秋の１００円商店街月間」開催前までの内容について
１．開催内容
「大阪・秋の１００円商店街月間」がスタートする迄に、下記の６地域１１商店街
（実数）、９地域１４商店街（のべ）にて１００円商店街を大阪市内商店街と本所
の共催で実施した。
①４月 ３日（土） 千林商店街(振)（旭区）
②４月１０日（土） 京橋中央商店街(振)（都島区）
③５月２８日（金） みこし活祭連合会（生野ミナミ地区６商店街）
２９日（土） 生野本通商店街(振)、栄通商店街、生野本通中央商店街(振)、生野本通センター街商店
街(振)、ベルロード中銀座商店会、生野銀座商店街(振) （生野区）
④５月２９日（土） 野田新橋筋商店街(振)（福島区）
⑤６月２６日（土）

京橋中央商店街(振)（都島区）【２回目】

⑥７月

桃谷本通東商店街(振)（生野区）

３日（土）

⑦７月１７日（土）

千林商店街(振)（旭区）
【２回目】

⑧７月３１日（土）

黒門市場商店街(振)（中央区）

⑨８月

野田新橋筋商店街(振)（福島区）【２回目】

７日（土）

２．開催による効果
これまで開催した「１００円商店街」のうち、４カ所（千林、京橋中央、生野ミナ
ミ地区、野田新橋筋）で実施した、店主へのアンケート調査及び通行量調査の概要
は下記の通り。
千林
開催日

４月３日（土）

京橋中央
４月１０日（土）

生野ミナミ

野田新橋筋

５月２８日（土）

５月２９日（土）

平 均

２９日（日）

参加店舗数

202 店舗

58 店舗

203 店舗

103 店舗

―

参加率

８９％

７０％

８９％

８７％

８４％

売上が増加

８４％

６５％

４７％

４８％

６１％

100 円商品以外

４３％

２９％

２２％

３０％

３１％

９５％

９１％

８６％

８９％

９０％

会期前

11,123 人

6,926 人

3,345 人

4,646 人

―

当日

26,927 人

16,149 人

6,344 人

13,236 人

―

２．４倍

２．３倍

１．９倍

２．８倍

２．４倍

の売上が増加

新規客の来店
があった

通行量

増加率

※通行量の「会期前」は開催日２週間前の調査値。

