平成２３年３月９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

「此花１００円商店街」（２回目）の開催について
～四貫島中央通商店街、グッディー此花が新たに参加し、規模拡大～
【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
９日および開催当日のみ：０８０－１４３２－８５５３

○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、
３月１２日（土）四貫島地区の下記４商店街との共催で、「此花１００円商店街」
（２回目）を開催する。
四貫島商店街振興組合（四貫島本通商店街）
此花住吉商店会協同組合（住吉商店街）
四貫島中央通商店街振興組合（四貫島中央商店街）
此花公設協同組合（グッディー此花）

２回目
２回目
初開催
初開催

○４商店街のうち四貫島商店街振興組合と此花住吉商店会協同組合は、昨年１２月１８
日（土）に初めて「１００円商店街」を開催。大変好評だったことから、今回は、四
貫島中央通商店街振興組合と此花公設協同組合が新たに参加し、規模を拡大して実施
することになった。
○「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６０の
市町村で実施されている。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協働
し、昨年４月以降、大阪市内１８地域４２商店街（実数）、３６地域７９商店街（の
べ）で開催してきた。
○また、今年３月末までに本所が大阪市内商店街と実施する「１００円商店街」は、
１９地域４５商店街（実数）、４２地域９３商店街（のべ）となる見込み（昨年４～
３月末まで、開催予定含む）。
以 上

添付資料：「此花１００円商店街」（２回目）の実施概要について（資料１）
同ＰＲちらし
「１００円商店街の開催状況について」（資料２）

資料１
平成２３年３月９日
「商店街・賑わいプロジェクト」事業

「此花１００円商店街」（２回目）の実施概要について
～四貫島中央通商店街、グッディー此花が新たに参加し、規模拡大～
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、
四貫島地区の４商店街との共催による「此花１００円商店街」を３月１２日（土）に開催
する。四貫島地区では、１２月に２商店街の共催で１回目を開催したが、今回は四貫島中
央通商店街とグッディー此花が新たに参加し、規模を拡大して開催する。
２．名

称：

「此花１００円商店街」

３．構

成：

（主催）大阪商工会議所
四貫島商店街振興組合（四貫島本通商店街）
２回目
此花住吉商店会協同組合（住吉商店街）
２回目
四貫島中央通商店街振興組合（四貫島中央通商店街）初開催
此花公設協同組合（グッディー此花）
初開催

４．日

時：

平成２３年３月１２日（土）午前１０時～
※グッディー此花は９時３０分から。また、１００円商品が売り切れた店舗は随時終了。

５．参加店舗：参加総数８３店舗（四貫島商店街３８、住吉商店街１５、四貫島中央商店街２７、
グッディー此花１、組合出店２）
※具体的な店舗名や商品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）○カラアゲ串、ジューシーメンチカツ、○手作りケーキ、○ふぐヒレ（４～５枚）、
○みたらし団子２本、いちご大福１個、おはぎ２個、○国産豚ロース１枚、○ワカサギ１Ｐ、
サクサクコロッケ２個、○ふるさと赤たまご（１０玉入） 他
（その他物販）○手作りカタタタキ棒２本よりどり、○超極細メガネふき、○中古自転車、
○作業ズボン、○さいふ、○遊戯王カード１パック、○子供ジグソーパズル、○中古まんが、
ＤＶＤ、○おにぎり用ランチボックス、○和風手作り小物 他
（サービス関連）○６０分エステ、○くじ引き、○１階店舗家賃１カ月、○サイコロゲーム 他

７．同時開催イベント：
「どんどこ！巨大紙相撲」
（ダンボールで作った身長 180cm の本物サイズの紙相撲大会）の表彰式を
商店街内にて当日１６時より開催。各商店街がタニマチとなり、各商店街より各賞を授与。
（巨大紙相撲についての問い合わせ：同此花場所実行委員会 電話０６－６１１０－８６３０）

８．参

考：

四貫島商店街振興組合：理事長：中尾広志、住所：大阪市此花区四貫島１－５－１９、
電話：０６－６４６１－５６０１、現在５１店舗
此花住吉商店会協同組合：理事長：藤田清吾、住所：大阪市此花区梅香３－２０－１３、
電話：０６－６４６４－２３３５、現在３３店舗
四貫島中央通商店街振興組合：理事長：大西勝重、住所：大阪市此花区四貫島２－８－１５、
電話：０６－６４６１－３８０１、現在３６店舗
此花公設協同組合（グッディー此花）：理事長：小川一俊、住所：大阪市此花区梅香３－２１－１３、
電話：０６－６４６２－４３８１

以

上

資料２
平成２３年３月９日現在

「１００円商店街」の開催状況について
開催終了分

１８地域４２商店街（実数）、３６地域７９商店街（のべ）

２０１０年
① ４月 ３日（土） 千林商店街(振)（旭区）
② ４月１０日（土） 京橋中央商店街(振)（都島区）
③ ５月２８日（金）
・２９日（土）みこし活祭連合会（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
（生野区）
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)）
④ ５月２９日（土） 野田新橋筋商店街(振)（福島区）
⑤ ６月２６日（土） 京橋中央商店街(振)（都島区）【２回目】
⑥ ７月 ３日（土） 桃谷本通東商店街(振)（生野区）
⑦ ７月１７日（土） 千林商店街(振)（旭区）
【２回目】
⑧ ７月３１日（土） 黒門市場商店街(振)（中央区）
⑨ ８月 ７日（土） 野田新橋筋商店街(振)（福島区）【２回目】
⑩ ９月２５日（土） 黒門市場商店街（振）
（中央区）【２回目】
⑪ ９月２５日（土） 大阪鶴橋卸売市場（協）
（生野区）
⑫１０月 2 日（土） 天保山商店会（港区）
⑬１０月 ９日（土）
・１０日（日） 千日前道具屋筋商店街（振）（中央区）
⑭１０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）

⑮１０月１６日（土） 文の里商店街（協）
（阿倍野区）
⑯１０月１７日（日） 粉浜商店街(振)、粉浜駅前商店街商業（協）、粉浜本通商店街（振）、メルシーこはま
テナント会（住之江区）
⑰１０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】
⑱１０月２９日（金）
・３０日（土） みこし活祭連合会（生野区）【２回目】（上記６商店街）
⑲１１月 ６日（土） 東成しんみちロード商店街（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）
⑳１１月 ６日（土） 野田新橋筋商店街（振）
（福島区）【３回目】
21 １１月
６日（土） 黒門市場商店街（振）
（中央区）【３回目】
○
22 １１月１３日（土） 地下鉄あびこ中央商店街(振)（住吉区）
○
23 １１月２０日（土） 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】
○
24 １１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(振),九条新道三丁
○
（西区）
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）
25 １２月
○
４日（土） 千林商店街(振)（旭区）
【３回目】
26 １２月
４日（土） 大阪鶴橋卸売市場（協）
（生野区）【２回目】
○
27
（此花区）
○１２月１８日（土） 四貫島商店街(振)、此花住吉商店会（協）
28 １２月１８日（土） 王子連合（上記４商店街）
（阿倍野区）【２回目】
○
29 ２０１１年１月２２日（土） 京橋中央商店街（振）
、新京橋商店街（振）（都島区）
【４回目】
○
30
2 月 ５日（土） 黒門市場商店街（振）
（中央区）【４回目】
○
31
２月 ５日（土） 野田新橋筋商店街（振）
（福島区）【４回目】
○
32
２月 ５日（土） 地下鉄あびこ中央商店街（振）（住吉区）
【２回目】
○
33
2 月１９日（土） 駒川商店街（振）
（東住吉区）
○
34
２月１９日（土） 平尾本通商店街（振）
（大正区）
○
35
２月２６日（土） 東成しんみちロード商店街（上記６商店街）（東成区）【２回目】
○
36
3 月 4 日（金）
・５日（土） みこし活祭連合会（６商店街）
（生野区）
【３回目】
○

開催決定

１地域３商店街（初開催実数）、６地域１４商店街（のべ）

２０１１年
① ３月１２日（土）

四貫島商店街(振),此花住吉商店会(協),四貫島中央通商店街(振),此花公設(協)(此花区)

【２回目、中央通と此花公設は初】

② ３月２１日（祝） 日本橋筋商店街（振）
（浪速区）
③ ３月２６日（土） 文の里商店街（協）
（阿倍野区）【２回目】
④ ３月２６日（土） 千林商店街（振）
（旭区）
【４回目】
⑤ ３月２６日（土） キララ九条・西連合商店街（６商店街）
（西区）
【２回目】
⑥ ３月２６日（土） 黒門市場商店街（振）
（中央区）【５回目】

※【開催済み・開催決定】 １９地域４５商店街（実数）、４２地域９３商店街（のべ）
以

上

