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「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「野田新橋筋１００縁笑店街」（１２回目） 

～野田・福島合体バルと連携して開催～ 
 
 
 
 

 【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 

 ２２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、福島区

の野田新橋筋商店街振興組合（理事長：山川謙治）と協働し、５月２５日（土）に同地

域では１２回目の１００円商店街を開催する。 

 
○今回の１００円商店街は、同日、同地域の１４２店舗が参加して開催する「野田・福島

合体バル」（主催：元気なお店創造委員会）と連携。商店街の１１店舗と商店街振興組合

による「新橋うまいもん屋台」（商店街の逸品の詰め合わせとドリンクのセット、５０セ

ット限定でバルチケット１枚と引き換え）が同バルに参加する。 
 
○「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１００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、平成２２

年４月以降、大阪市内２０地域５０商店街（実数）でのべ１０６回開催してきた。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、現在

確定しているだけで、２０地域５０商店街（実数）、のべ１１２回になる（平成２２年４

月～平成２５年７月予定まで。今回の開催を含む）。 

以 上 
 
   

添付資料：「野田新橋筋１００縁笑店街」（１２回目）の実施概要、同ＰＲちらし（資料１） 

「１００円商店街の開催状況について」（資料２） 

★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 

 



      「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「野田新橋筋１００縁笑店街」（１２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、野田新

橋筋商店街振興組合（理事長：山川謙治）との共催により同商店街で１２回目の「野田新橋

筋１００縁笑店街」を５月２５日（土）に実施する。 
 
２．名 称： 「野田新橋筋１００縁笑店街」 
 
３．構 成： （主催）大阪商工会議所、野田新橋筋商店街振興組合 
 
４．日 時：   平成２５年５月２５日（土） 午前１０時～ 
        ※１００円商品が売り切れた店舗は随時終了 
 
５．参加店舗： 店舗総数８３店舗（併催の「ポッキリ商品市」出店等含む） 

※「ポッキリ商品市」は、500円、1000円ポッキリ等、各店が独自単価でお買得商品を販売。 

    ※参加店舗名や商品については別添ちらし参照。 
 
６．１００円商品の事例： 
 
（食品・飲食店）：○りんごチーズたいやき、○びっくりするような甘い焼き芋、○うまい！厳選漬物、

○手作りケーキ、○ごま入り塩昆布、○米屋の玄米焼醤油だんご（２本）、○ソフトクリーム、○北海

道つぶあんパン（ふんわりジューシー）、○温泉とうふ、○黒五いわし（２尾入り）、○いなか巻寿司

（４切）、○持ち帰り限定ラーメンパック、○岩のり、○めはりずし、○なめらか仕立てマンゴージュ

ース、○一本釣り花かつお（国産）など 

（その他物販）：○お寿司の消しゴム（５個）、○貼るだけ楽チン耳つぼダイエット、○キンチャク袋、

○ファンデーションスポンジ（化粧品サンプル付）、○フォーマルネクタイ、○生地（１ｍ50 ㎝～２

ｍ）、○紳士服ハギレ、○トレーナー・ブラウス、○きものハンガー、○サングラス、○夏素材さらさ

ら枕パット、○花束、○証明写真、○中古ゲーム、○宇治煎茶（４０ｇ）、○ゲームボーイカセット、 

○固形洗濯せっけんウタマロ など 

（サービス）：○靴磨き１足（黒・茶のみ）、○足つぼマッサージ、○腰痛改善１０分体験、○無料足型

診断 など 
  
 
７．その他 
 
○今回の１００円商店街は、同日、同地域の１４２店舗が参加して開催する「野田・福島合

体バル」（主催：元気なお店創造委員会）と連携。商店街の１１店舗と商店街振興組合によ

る「新橋うまいもん屋台」（商店街の逸品の詰め合わせとドリンクのセット、５０セット限

定で午後１時からバルチケット１枚と引き換え）が同バルに参加する。 
○次回１３回目の１００縁笑店街は７月６日（土）に開催予定。 

 
８．参 考： 

野田新橋筋商店街振興組合： 理事長：山川謙治、住所 大阪市福島区吉野２－１１－２１、  

電話０６－６４４１－５２４１ 

                                      以 上 

資料１ 

平成２５年５月２２日 







         「商店街・賑わいプロジェクト」事業 

「１００円商店街」開催状況について 
 

＜開催終了・開催予定＞ ２０地域５０商店街（実数）、のべ１１２回 

 

開催終了分  ２０地域５０商店街（実数）、のべ 10６回 

平成２２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)  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） 

(12)１０月 2 日（土） 天保山商店会（港区） 

(13)１０月 ９日（土）・１０日（日） 千日前道具屋筋商店街（振）（中央区） 

(14)１０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） 

(15)１０月１６日（土）  文の里商店街（協）（阿倍野区） 

(16)１０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） 

(17)１０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】 

(18)１０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】 

(19)１１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）  

(20)１１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） 

(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)１２月１８日（土）  四貫島商店街(振)、此花住吉商店会（協）（此花区） 

(28)１２月１８日（土）  王子連合（４商店街）（阿倍野区）【２回目】 

 

平成２３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】 

(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】 

資料２

 

 

 



(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（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】 

(37) 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、四貫島中央と此花公設は初めて】 

(38) ３月２６日（土） 文の里商店街(協)（阿倍野区）【２回目】 

(39) ３月２６日（土） 千林商店街(振)（旭区）【４回目】 

(40) 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】 

(41) ３月２６日（土） 黒門市場商店街（振）（中央区）【５回目】 

(42) ４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】 

(43) ４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】 

(44) ４月２３日（土） 平尾本通商店街（振）（大正区）【２回目】 

(45) ４月３０日（土） 野田新橋筋商店街（振）（福島区）【５回目】 

(46) ５月１４日（土） 今市商店街（振）（旭区） 

(47) ５月２１日（土） 王子連合（４商店街）（阿倍野区）【３回目】 

(48) ５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】 

(49) ６月 ４日（土） 地下鉄あびこ中央商店街（振）（住吉区）【３回目】 

(50) 7 月１６日（土） 野田新橋筋商店街(振)（福島区）【６回目】 

(51) ７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】 

(52) ７月３０日（土） 千林商店街(振)（旭区）【５回目】 

(53) ７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】 

(54) ８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】 

(55) 9 月 ３日（土） 東成しんみちロード商店街（６商店街）（東成区）【４回目】 

(56) ９月 ３日（土） 地下鉄あびこ中央商店街（振）（住吉区）【４回目】 

(57) 9 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】 

(58)１０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】 

(59)１０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】 

(60)１０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】 

(61)１０月２２日（土）  文の里商店街(協)（阿倍野区）【３回目】 

(62)１０月２８日（金）・２９日（土） みこし活祭連合会（６商店街）（生野区）【４回目】 

(63)１０月２９日（土）  柏里本通商店街(振)（西淀川区） 

(64)１１月 ５日（土） 野田新橋筋商店街(振)（福島区）【７回目】 

(65)１１月 ５日（土） 東成しんみちロード商店街（６商店街）（東成区）【５回目】 
(66)11 月２６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））（西区）【３回目】 

(67)１１月２６日（土）  地下鉄あびこ中央商店街（振）（住吉区）【５回目】 

 

平成２４年 

(68) １月２１日（土）  京橋中央商店街(振)、新京橋商店街(振)（都島区）【８回目】 

(69) ２月 ４日（土） 野田新橋筋商店街(振)（福島区）【８回目】 

(70) 2 月１７日（金） キララ九条・西連合商店街（５商店街）（西区）【４回目】 

(71) ２月１８日（土） 平尾本通商店街（振）（大正区）【３回目】 

(72) ３月 ３日（土） 千林商店街(振)、今市商店街(振)、千三商店会（旭区） 

【千林６回目、今市２回目、千三は初】 

(73) ３月 ３日（土）  東成しんみちロード商店街（６商店街）（東成区）【６回目】  

(74) ３月 ３日（土） 駒川商店街(振)、駒川中通商店会（東住吉区）【３回目】 

(75) 3 月 31 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） 

【４回目】 

(76) ４月 ７日（土） 京橋中央商店街(振)、新京橋商店街(振)（都島区）【９回目】 



(77) ４月１３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）、四貫島森巣橋筋商店街（此花区）【４回目、森巣橋は初】 

(78) ４月２８日（土） 文の里商店街(協)（阿倍野区）【４回目】 

(79) ５月２５日（金）・２６日（土）みこし活祭連合会（６商店街）（生野区）【５回目】 

(80) ５月２６日（土） 野田新橋筋商店街（振）（福島区）【９回目】 

(81) ６月 ２日（土） 東成しんみちロード商店街（６商店街）（東成区）【７回目】 

(82) ６月 ２日（土） 地下鉄あびこ中央商店街（振）（住吉区）【６回目】 

(83) ７月 ７日（土） キララ九条・西連合商店街（５商店街）（西区）【５回目】 

(84) ７月２１日（土） 京橋中央商店街(振)、新京橋商店街(振)（都島区）【１０回目】 

(85) ９月２９日（土） 千林商店街(振)（旭区）【７回目】 

(86) ９月２９日（土） 野田新橋筋商店街（振）（福島区）【１０回目】 

(87) ９月２９日（土）  東成しんみちロード商店街（６商店街）（東成区）【８回目】 

(88)１０月１３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） 

【５回目】 

(89)１０月１５日（月）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）、四貫島森巣橋筋商店街（此花区）【５回目】 
(90)１０月２０日（土）京橋中央商店街(振)、新京橋商店街(振)（都島区）【１１回目】 

(91)１０月２０日（土）桃谷本通東商店街(振)、桃谷本通商店街(振)（生野区）【４回目】 

(92)１０月２０日（土）地下鉄あびこ中央商店街（振）（住吉区）【７回目】 

(93)１０月２６日（金）・２７日（土） みこし活祭連合会（６商店街）（生野区）【６回目】 

(94)１０月２７日（土） 文の里商店街（協）（阿倍野区）【５回目】 

(95)１１月 ３日（土・祝）  駒川商店街(振)、駒川中通商店会（東住吉区）【４回目】 

(96)１１月１０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)）（西区）【６回目】 

(97)12 月 ８日（土） 東成しんみちロード商店街（６商店街）（東成区）【９回目】 

 

平成２５年 

(98) １月２６日（土） 京橋中央商店街(振)、新京橋商店街(振)（都島区）【１２回目】 

(99) １月２６日（土） 野田新橋筋商店街（振）（福島区）【１１回目】 

(100) ２月 ９日（土） 千林商店街(振)、今市商店街(振)、千三商店会、森小路京かい道商店会 

（旭区）【８回目、森小路京かい道商店会は初】  

(101) ２月１６日（土） 地下鉄あびこ中央商店街（振）（住吉区）【８回目】 

(102) ２月１６日（土） 平尾本通商店街（振）（大正区）【４回目】 

(103) ３月 ９日（土） 東成しんみちロード商店街（東成区）【１０回目】 

(104) 3 月 31 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) 

（住之江区）【６回目】 

(105) ４月２７日（土） 京橋中央商店街(振)、新京橋商店街(振)（都島区）【１３回目】 

(106) ４月２７日（土） 文の里商店街（協）（阿倍野区）【６回目】 
 

今後の開催予定  のべ 6 回 

(107) ５月２５日（土） 野田新橋筋商店街（振）（福島区）【１２回目】 

(108) ６月 １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）【１１回目】 

(109) ６月 15 日（土） 地下鉄あびこ中央商店街（振）（住吉区）【９回目】 

(110) ６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）【７回目】 

(111) ７月 ６日（土） 野田新橋筋商店街（振）（福島区）【１３回目】 

(112)  ７月２７日（土） 京橋中央商店街(振)、新京橋商店街(振)（都島区）【１４回目】   以上 
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