
          
平成２３年１０月１２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 

四貫島の「此花１００円商店街」および 

粉浜の「住吉っさん門前町１００えん商店街」の開催について 
 

 【お問合せ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 

流通担当（松澤・堤） 

Tel：０６－６９４４－６４４０ 

  １２日および開催当日：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）は、   

１０月１４日（金）、１５日（土）に下記２カ所でそれぞれの地域商店街と、１００

円商店街を開催する。 
  

１０月１４日（金）開催 ＜此花１００円商店街（３回目）＞ 

開催地域＝此花区四貫島の隣接する４商店街（四貫島商店街振興組合、此花住吉商

店会協同組合、四貫島中央通商店街振興組合、此花公設協同組合 
特  徴＝台風１２号の被災地・熊野地方を支援するチャリティー募金を実施 

 １０月１５日（土）開催 ＜住吉っさん門前町１００えん商店街（３回目）＞ 

開催地域＝住之江区粉浜の隣接する３商店街（粉浜商店街振興組合、粉浜駅前商店

街商業協同組合、粉浜本通商店街振興組合） 
特  徴＝商店街内の様々な店舗でゲリラ的にオークションを開催（全国初の試み） 

 
○「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７０を超

える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１９地域４６商店街（実数）、５７地域１２７商店

街（のべ）で開催してきた。これまでに本所が大阪市内商店街と実施済みまたは実

施予定の「１００円商店街」は、確定しているだけで、２０地域４７商店街（実数）、

６６地域１５５商店街（のべ）となる（昨年４月～今年１１月予定まで。今回の開

催を含む）。                                                          

 

以 上 
添付資料： 
「此花１００円商店街」の実施概要について、同ＰＲちらし（資料１） 

「住吉っさん門前町１００えん商店街」の実施概要について、同ＰＲちらし（資料２） 

「１００円商店街の開催状況について」（資料３） 

 

★ＰＲちらしは「商店街・賑わいプロジェクト」ホームページの「報道発表資料」にデータ掲載： 

http://www.osaka.cci.or.jp/nigiwai/ 



           
 「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「此花１００円商店街」（３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、 
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１０月１４日（金）に開

催する。同地域での開催は、昨年１２月、今年３月に続き３回目。 
 

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）     
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（四貫島中央通商店街） 
此花公設協同組合（グッディー此花）        

 
４．日 時： 平成２３年１０月１４日（金）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６６店舗（四貫島本通商店街２５、住吉商店街１５、四貫島中央商店街２５、 

グッディー此花１）他に組合での出店あり。 

※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 
 ○訳あり靴、○和紙の手作りオブジェ、○手作りケーキとパン、○東レ作業着、○野菜色々、 

○ブーツキーパー、○１０分間のハンドマッサージ、○遊戯王カード、○秋・冬物スリッパ、 

○甘口サンマ、○子供ジグソーパズル、○子供キャラクター財布、○お肌のエステ、 

○帽子、○あんみつどらやき、○あさりつかみどり、○とん足、○オムソバ（ミニ）、 

○フラワーパック・鉢もの、○ipod 型キッチンタイマー、○秋・冬物布地１ｍ、他 
 

７．同時開催イベント： 
   「物産展」（和歌山県、三重県、長崎県、鹿児島県、沖縄県、トルコ） 
   台風被災地熊野地方支援チャリティー募金 

 

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 

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 

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 

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１ 

平成２３年１０月１２日 







           
「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「住吉っさん門前町１００えん商店街」（3 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、住之江 
区の粉浜地域３商店街（粉浜商店街振興組合、粉浜駅前商店街商業協同組合、粉浜本通 
商店街振興組合）との共催により、３回目の「住吉っさん門前町１００えん商店街」を 
１０月１５日（土）に開催する。   

２．名 称： 「住吉っさん門前町１００えん商店街」 
 
３．構 成： （主催）大阪商工会議所、粉浜地域３商店街（粉浜商店街振興組合、粉浜駅前商 
                     店街商業協同組合、粉浜本通商店街振興組合） 
 
４．日 時： 平成２３年１０月１５日（土）午前１０時から 
       ※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５８店舗（粉浜商店街（振）５１、粉浜駅前商店街商業（協）３、 

粉浜本通商店街（振）４） 

※具体的な店舗名や商品については添付ちらし参照。 
 
６．１００円商品の事例 

 ○こだわり備長炭焼きあられから厳選１６品種、○手作りゆず味噌、○のれん、 

○下駄屋でフルーツドーナツ、○熊本産艶ポーク豚ヘレカツ、○手作り五目いなり、 

○まぐろ目玉、○認印、○しあわせの鈴、○すくい豆腐、○本革製小銭入れ、○切花、 

○とろろ昆布、○レンタル衣装で変身して記念撮影、○香り豊かな抹茶そば（生）、 

○豆腐ドーナツ、○にぎり２貫、○イカ焼き、○ミンチカツ２個、○創作どらやき「あまた」、 

○新米丹波産こしひかり２合、○ドリンク全品１００円、○枕パッド、枕カバー、 

○アボカド・オレンジ・グレープフルーツ、○わんちゃんのＴシャツ、など 

 

７．同時開催イベント： 
○ゲリラオークション（13時～17時） 
 ㈱ビズパワーズと㈱ルート・シーの共同事業。ゲリラのように商店街内あちこちの 
店舗で突然オークションが開催される。事前に登録された人にのみ開催情報が直前に 
メールされる仕組み。今回の粉浜商店街が全国初開催。 
詳細は㈱ビズパワーズ（電話：０６－６９４８－８８５５）へ。 

 

８．参 考：粉浜地区の３商店街について 
(1)粉浜商店街振興組合：住吉大社の門前町の商店街。南海本線住吉大社駅と粉浜駅を結ぶよう

に商店が並ぶ。大正初期に店が並び始めたのが始まりとされ、大阪市内でも歴史ある商店街の一

つ。住吉大社と連携して毎月「はったつ市」を行っており、中小企業庁の「第一回元気な商店街

７７選」に選ばれる。昭和５５年組合設立。理事長：富永高文、住所：大阪市住之江区粉浜３－

１０－４、電話：０６－６６７１－５３２４ 

(2)粉浜駅前商店街商業協同組合：昭和６０年組合設立。理事長：磯田忠良、住所：大阪市住之

江区粉浜２－１１－４、電話：０６－６６７８－４９１５ 

(3)粉浜本通商店街振興組合：昭和６０年組合設立。理事長：竹内隆夫、住所：大阪市住之江区

粉浜２－１１－１７、電話：０６－６６７１－３５４８ 

 
                                       以 上 

      

資料２ 

平成２３年１０月１２日 







       「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 
 

＜開催済み・開催予定＞ ２０地域４７商店街（実数）、６６地域１５５商店街（のべ） 

 

今後の開催予定（日程決定分）  １地域１商店街（実数）、９地域２８商店街（のべ） 

①１０月１４日（金）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）【３回目】 

②１０月１５日（土）粉浜商店街(振)、粉浜駅前商店街商業（協）、粉浜本通商店街（振）（住之江区）【３回目】 

③１０月２２日（土）京橋中央商店街(振)、新京橋商店街(振)（都島区）【７回目】 

④１０月２２日（土） 文の里商店街(協)（阿倍野区）【３回目】 

⑤１０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）【４回目】 

⑥１０月２９日（土）柏里本通商店街(振)（西淀川区）【初】 

⑦１１月５日（土） 野田新橋筋商店街(振)（福島区）【７回目】 

⑧１１月５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）【５回目】 

⑨１１月２６日（土）キララ九条商店街（九条新道駅前商店街(振),九条新道二丁目西商店街(振), 

九条新道三丁目商店街(振)，九条新道第四商店街（協））（西区）【３回目】 

 

 

開催終了分    １９地域４６商店街（実数）、５７地域１2７商店街（のべ） 

2010 年 

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）・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） 

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 ３日（土） 桃谷本通東商店街(振)（生野区） 

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  ７日（土）  野田新橋筋商店街(振)（福島区）【２回目】 

⑩９月２５日（土）  黒門市場商店街（振）（中央区）【２回目】 

⑪９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）（都島区）【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（６商店街）（生野区）【２回目】 

資料３ 

 



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】 

○21１１月６日（土） 黒門市場商店街（振）（中央区）【３回目】 

○22１１月１３日（土） 地下鉄あびこ中央商店街(振)（住吉区） 

○23１１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】 

○24１１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） 

○25１２月４日（土） 千林商店街(振)（旭区）【３回目】 

○26１２月４日（土） 大阪鶴橋卸売市場（協）（生野区）【２回目】 

○27１２月１８日（土）四貫島商店街(振)、此花住吉商店会（協）（此花区） 

○28１２月１８日（土）王子連合（４商店街）（阿倍野区）【２回目】 

2011 年 

○29  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】 

○302 月５日（土）  黒門市場商店街（振）（中央区）【４回目】 

○31２月５日（土）  野田新橋筋商店街（振）（福島区）【４回目】 

○32２月５日（土）  地下鉄あびこ中央商店街（振）（住吉区）【２回目】 

○332 月１９日（土） 駒川商店街（振）（東住吉区） 

○34２月１９日（土） 平尾本通商店街（振）（大正区） 

○35２月２６日（土） 東成しんみちロード商店街（６商店街）（東成区）【２回目】 

○36３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】 

○37３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、四貫島中央と此花公設は初めて】 

○38３月２６日（土） 文の里商店街(協)（阿倍野区）【２回目】 

○39３月２６日（土） 千林商店街(振)（旭区）【４回目】 

○40３月２６日（土） キララ九条・西連合商店街（６商店街）（西区）【２回目】 

○41３月２６日（土） 黒門市場商店街（振）（中央区）【５回目】 

○42４月２日（土）  京橋中央商店街（振）、新京橋商店街（振）（都島区）【５回目】 

○43４月２日（土）  粉浜商店街(振)、粉浜駅前商店街商業(協)、粉浜本通商店街(振)（住之江区）【２回目】 

○44４月２３日（土） 平尾本通商店街（振）（大正区）【２回目】 

○45４月３０日（土） 野田新橋筋商店街（振）（福島区）【５回目】 

○46５月１４日（土） 今市商店街（振）（旭区） 

○47５月２１日（土） 王子連合（４商店街）（阿倍野区）【３回目】 

○48５月２８日（土） 東成しんみちロード商店街（６商店街）（東成区）【３回目】 

○49６月 ４日（土） 地下鉄あびこ中央商店街（振）（住吉区）【３回目】 

○507 月１６日（土） 野田新橋筋商店街(振)（福島区）【６回目】 

○51７月２３日（土） 京橋中央商店街(振)、新京橋商店街(振)（都島区）【６回目】 

○52７月３０日（土） 千林商店街(振)（旭区）【５回目】 

○53７月３０日（土） 桃谷本通東商店街(振)、桃谷本通商店街(振)（生野区）【３回目】 

○54８月２６日（金）・２７日（土）  黒門市場商店街(振)（中央区）【６回目、100円 200円 300 円セール】 

○559 月 ３日（土） 東成しんみちロード商店街（上記６商店街）（東成区）【４回目】 

○56９月 ３日（土） 地下鉄あびこ中央商店街（振）（住吉区）【４回目】 

○579 月２４日（土） 駒川商店街(振)、駒川中通商店会（東住吉区）【２回目、駒川中通商店会を追加】 
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