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大阪市

天神橋一丁目商店街振興組合

天神橋キャンドルナイト

12/11～12/12
昨年冬に開催して好評を得た「キャンドルナイト」をブラッシュアップし、ウィズコロナ時代に合わせた
※12/11～12/12「天神橋キャ 形で来街者が集う「にぎわいの場」として開催。商店街にキャンドル約700本を設置し、普段とは
ンドルナイト」
違う「特別な日」を演出。

大阪市

天神橋三丁目商店街振興組合

天三秋まつり2020

11/6～11/8
※11/6～11/8「天三秋まつり
2020」

コロナ禍のもと誰しもが抱えるストレスを和らげていただけるよう「癒し」をテーマとし、お客様に「癒し
https://www.tenjin123.com/
の秋」を楽しんでいただくよう、観て聴いて食べて体験していただき、さらに抽選会も実施。

大阪市

天神橋四丁目北商店会

「てくてく天満４北diary」プロモーションＶ制作配信

12/21～2/14

タレント出演の商店街プロモーションビデオを作成し、地域の大阪天満宮、扇町公園、大阪暮ら
しの今昔館などのスポットや商店街の老舗喫茶店などの魅力を動画で発信する番組風動画を作 http://ten4kita.net/
成し、YouTubeなどで配信。

大阪市

天六商店街振興組合

てんろくからの恩返し ＢＡＣＫ ＴＯ ＹＯＵ ＦＲＯＭ てんろく

12/1~12/21
※12/1~12/21「BACK TO
YOU FROM てんろく」開催

500円以上の買いものレシート３枚で懸賞に応募できる「BACK TO YOU FROM てんろく」を
http://www.tenrokuworld.com/
開催。また、商店街を大阪モード学園の学生が制作するクリスマスデコレーションで装飾。

大阪市

阪急東通第１商店会
阪急東中央商店街振興組合
アベニュー小松原商店会

GO TO EAST キャンペーン

12/12～２/14

商店街内にランドマークとなるイルミメーションを設置。その他、ポスター、リーフレットを作成、FM
COCOCRO、FM802を使用して広く情報を発信。

大阪市

京橋中央商店街振興組合
新京橋商店街振興組合

京橋GPSアートランニング ビギン寄席ライブ配信

2商店街が結束し専用アプリを活用し、走った軌道をスマホ等端末の地図上に反映し絵を完成さ
11/25～3/15
せることで各店で使える商品券がもらえる「ＧＰＳアートラン」を実施。また、新京橋商店街では
※1/10・2/14「GPSアートラン」
https://www.kyobashi.com/
25年間続いている「ビギン寄席」を今回はネットで配信。京橋中央商店街では「井戸端ステー
実施、1/21「ビギン寄席」配信
ション」を開設。

大阪市

千日前道具屋筋商店街振興組合

新春道具市2021 から よさこい大阪EXPO2025へ

11/2~2/14
※1/10「道具市」「よさこい踊り
大阪」開始

大阪市

黒門市場商店街振興組合

KUROMON ReBorn「再生プロジェクト」

11/21~1/31
個店ごとのyoutube動画を作成し、「くろもんチャンネル」で公開。「なにわの台所、ほんまもん」を
※12月「くろもんチャンネル」公
ＰＲ。また、恒例の歳末大売り出し・お買い物をしたレシートで、豪華賞品のあたるガラポン抽選 https://kuromon.com/jp/
開、12/18～12/20「歳末お売
会を実施。
り出し・ガラポン抽選会実施」

大阪市

九条駅前商店街振興組合

こどもまつり２０２０ ～GO TO こどもまつり！GO TO 商店
街！～

11/16～12/26
今年は断念した毎年夏に開催している「こどもまつり」を感染症対策を徹底したうえで「ＧｏＴｏ
※11/29「ＧｏＴｏ商店街こど 商店街こどもまつり」として開催。主役の子どもから大人まで楽しんでいただける歌、手品、特設ス http://kujoh.com/shop/station_area/index.html
もまつり」開催
テージでのフラダンス等や、イベントで使える「まつり無料券」も用意。

大阪市

八幡屋商店街振興組合
八幡屋市場商業協同組合

コロナに負けるな！GOTO八幡屋！！

1/23～2/14
※1/23「八幡屋マップ」の配布

大阪市

一般社団法人大正・港エリア空き家活用協議会
（三泉商店街）

のきさきあるこの実施によるエリアリノベーション

11/13～2/14
地域の若者等が商店街の空き店舗や店舗前の軒先の屋台に地元の美味しいフードや手作り雑
※11/13～11/14「のきさきある 貨、子どもたちも楽しめるゲームコーナーやワークショップなどを出店する期間限定マルシェ「のきさき
こ」開催
あるこ」を開催。また、空き物件ツアーや空家相談も開催。

大阪市

泉尾商店街振興組合
泉尾中通商店街振興組合
泉尾中央商店街振興組合

イズオ商店街ウェルカムイルミネーション

12/1～2/14
3商店街合同で、明るい未来をイメージしていただく、イズオ商店街初めての「イズオ・ウェルカム・
※12/1~12/25、2/1~2/14
イルミネーション」を開催。また、歳末から新春にかけてワゴンセール・抽選会等を実施予定。
「イズオ・ウェルカム・イルミネーショ
ン」開催

大阪市

生野本通中央商店街振興組合

コロナに負けるな！ GOTO生野本通中央商店街 地域・学生・商店街
の協働イベント「子ども物産展、SNS子ども広報体験＆商店街Web構
築」

11/1～1/31
※12/5「子ども物産展」開催

大阪市

千林商店街振興組合

せんばやし歳末ガラポン抽選会＆３密回避イベントとオンライン商品券販
売

11/24～1/16
豪華賞品や商品券が当たる歳末抽選会を開催。
※12/16～21「歳末抽選会」
その他、商店街内に隠された謎を解きイベント「ふうわファミリーを探せ」や「大魔王コロナを倒せ」と https://www.senbayashi.com/
「ふうわファミリーを探せ」、12/19
銘打った同様の懸賞クイズを開催予定。
～20「大魔王コロナを倒せ」開催

大阪市

森小路京かい道商店会

森小路京かい道商店街の歳末・新春イベント

11/30~1/17
※11/30～1/17「歳末・新春
セール開催」

大阪市

森小路商店会

「ブラックフライデー2020」

11/20～11/24
※11/20～11/24「ＢＬＡＣ 各店舗とも新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、お客様の笑顔とにぎわいを取り戻すべく、
https://www.facebook.com/team.morisyouji/
Ｋ ＦＲＩＤＡＹ スーパーセー 「ＢＬＡＣＫ ＦＲＩＤＡＹ スーパーセール＆大抽選会」を商店会一丸となり盛り上げ実施。
ル」開催

https://www.tenjin123.com/

https://www.higashidori.jp/

十日戒の日に合わせ商店街全体で、お得商品の売出し、アウトレット商品の競り売りなどの催し
を開催。また、約50団体ある大阪よさこい連からの選抜10チームが、よしもとYES Theaterで演 https://www.doguyasuji.or.jp/
舞＆You Tubeライブ配信を実施。

商店街の店舗と地域の情報を分かりやすくまとめた冊子「八幡屋マップ」を発行。また、若者向け
にホームページやYouTubeで商店街の魅力を発信。

https://www.facebook.com/yahataya.syoutengai

https://www.facebook.com/izuosyoutengai/

地元の小学生・高校生がチームを組み、自分たちが仕入れた地域の物産品の商店街で販売、
売上げ・利益を競う「子ども物産展」イベントを開催。また、子どもが広報担当となり、お店の魅力 http://ikunochuo.jacklist.jp/
を取材、Ｗｅｂサイトやフリーペーパー、パンフレット等で紹介。

歳末・新春セールを商店街で開催。また、この期間中に「イルミネーションフェス」で特大クリスマス
ツリーの設置や、「抽選会」「お子様イベント・みんなでウイルスをやっつけよう」「開運餅つきパフォー https://www.facebook.com/kyokaidoushoutengai/
マンス」など様々な年齢層が楽しめるイベントを実施。
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12/15~2/14
スマートフォンを使ったネットスタンプと、応募券形式の「大スタンプラリー」を実施。
※1/5～2/13「大スタンプラリー」
また吹奏楽ステージや展示会、店舗やの一押し商品をだした「城東アーケードフェスタ2021」も実 https://joto-shotengai.com/
実施1/23、2/13「城東アーケー
施。
ドフェスタ2021」実施

大阪市

城東商店街振興組合
城東中央商店会

城東アーケードフェスタ2021＆がもよん大スタンプラリープロジェクト

大阪市

あべのベルタ商店街振興組合

建築を通して、新たな地域住民と新たな生活様式を取り込む「リ・ブランディ
11/10～2/12
ング」事業

バブル期に建築された面影を残す商業施設を活用し、その魅力のトークイベントをオンライン配
信、館内オンラインツアーやフォトコンテストも開催。新しい生活様式に対応したマイクロツーリズム https://abeno-belta.com/
的な要素も取り入れたＨＰを作成、店主による個店の魅力のオンライン配信も予定。

大阪市

西田辺駅前商店会

地域マップの作成やホームページで地域の魅力を動画配信し、商店会が地
12/14~2/14
域のハブ機能を担う

西田辺周辺の歴史や便利で魅力のある店舗、店主の一言コメントなど、伝えたい情報が一目瞭
然でわかる地域マップを作成。またHPや動画チャンネルを開設し、商店街の魅力を発信。

大阪市

地下鉄あびこ中央商店街振興組合
我孫子町商店会

「あびこコロナ負けるな！大作戦」

11/1~2/14
※11/27～12/６「歳末大売り
出し」、２/11～14「スタンプラ
リー」「100円商店街」開催

感染症対策に十二分に配慮、またイベントの期間を長めに設定し来街者の分散を図ることで
「蜜」を回避。11月から2月まで４ヶ月連続で「コロナ撲滅売出しキャンペーン」を月初に実施。
http://abinko.jp/
「コロナに負けるな 歳末大売り出し」や、2月には２商店街を回遊出来る「スタンプラリー」＆恒例
の「100円商店街」も開催。

堺市

堺東商店街連合会
堺東中瓦町商店街振興組合
堺銀座商店街組合
堺銀座西商店街振興組合
堺東駅前商店街振興組合
堺銀座北商店街組合
堺銀座南商店街

ＧｏＴｏ商店街フードコート！～ニューノーマルへの対応開始～

12/1～2/14
※12/25フラッシュモブ
1/14～2/5アーケードマッピング
1/30～2/5フードフェス

4つのアプローチで飲食店来店客の「平準化」の試み、商店街としての「ニューノーマルへの対応」
を実施。「堺東フードフェス」商店街にフィードコートが出現。各飲食店が当日限定の”テイクアウト https://sakaihigashi-shoren.com/
メニュー”を用意。その他、「商店街フラッシュモブ！？」、「アーケードマッピング」も開催。

堺市

堺山之口連合商店街振興組合
堺山之口まちづくり合同会社

12/18～2/14
鬼は外(コロナ)、福は内(お客様)！ 山之口の絆伝承＆新生活様式への
関わりが深い神社の「節分祭、豆撒き」を活用し、「参道イルミネーション事業」「新生活様式対
※1/16～2/3参道イルミネーショ
挑戦 事業
応、地域の逸品事業」「山之口の絆伝承事業」他を実施。
ン

堺市

堺駅前商店会

商店会アプリからの各店PRによる来店者数増加事業

11/2～2/12
タイムリーにキャンペーン情報を常連へ発信する商店街アプリを導入。「タイム割引セール」「”密”に
※1月中旬頃～商店街アプリ運 ならない時間帯」などのお知らせを各店から個別に通知し、安心感のある環境でお得に買い物が https://www.facebook.com/sakaiekimaeshoutenkai
用開始予定
できる情報を提供。

堺市

深井プラザ商店会

深井プラザ クリスマス～新しい生活様式でのクリスマスに祈りを込めて～

11/21~12/25
※12/1～25「スタンプラリー」開
催、12/25「ハンドベル演奏など
のステージ」実施

抽選会場とステージの分離や感染症対策を徹底して、「新しい生活様式」での商店街イベントと
して、クリスマス「イルミネーション」「スタンプラリー」「抽選会」を開催。また、「ハンドベル演奏ステー
ジなどのステージ」を実施。

堺市

諏訪森商店会

GOTO諏訪森商店会

12/12～2/14
※12/19～2/14イルミネーショ
ン、2/5～2/14バレンタインスク
ラッチ抽選会

商店街初となるイルミネーションを実施し、フォトスポットを提供。
新型コロナウイルス感染症対策として抽選会は非接触型となるスクラッチ抽選を実施。

堺市

鳳本通商店街振興組合

商店街オリジナル地域産品の開発とGoToプレミアム商品券の発行による
鳳地域魅力発信プロジェクト

12/21～2/14

商店街でオリジナルの地域産品を開発し、リニューアルする商店街ホームページ上で人気投票を
http://www.hondoori.com/
開催。商店街で使えるプレミアム商品券の発行に併せて、購入者に人気投票1位のオリジナル地
域産品を進呈。

https://www.facebook.com/sakaiyamanokuchi

1/23~1/24
※1/23~1/24「セレッソ大阪ス セレッソ大阪主催出張サッカースクールをtonarie栂・美木多の近くで開催。スクール参加者へ
ポーツクラブ出張サッカースクール」 tonarie栂・美木多で使用できる飲食券、施設情報を配布。同日、tonarie栂・美木多施設 http://www.tonarie.jp/togamikita/
「tonarie栂・美木多HAPPY抽 内でセレッソ大阪応援グッズなどがあたるHAPPY抽選会を開催。
選会」
毎年恒例で30年以上続いているイベントを新型コロナウイルス感染症への対策を徹底したうえで
11/8
開催。中百舌鳥駅前広場の特設ステージで地元の小中校生や大学生、地域のサークルメン
※11/8「なかもずフェスティバル
https://www.facebook.com/nakamozulove/
バーらが歌唱、ダンス、ものまねなどを披露。地域のお店等を紹介する情報誌「なかもずマップ」も
2020」開催
配布。

堺市

トナリエ栂・美木多テナント会

セレッソ大阪 堺市商業団体tonarie栂・美木多応援プロジェクト

堺市

中百舌鳥駅前商店街振興組合

なかもずフェスティバル2020

堺市

美原本通り商店街振興組合
美原商店街

美原区商店街魅力発信事業

11/1～2/14

石橋ねばぎばっキャンペーン

11/17~2/14
※12/5「おつかいデビューin石橋 「はじめてのおつかい」に感染症対策の取り組みを混ぜ、SNS等に投稿する「おつかいデビユーin
商店街」12/12~1/16「石橋
石橋商店街」を実施。また、商店街オリジナルエコバッグの配布や、ガチャガチャチャレンジ、歳末大 http://www.ss-ishibashi.jp/
しょぼナリエ」12/14~12/19「歳 売り出し、イルミネーション企画なども実施。
末大売り出し」

豊能地域

石橋商店会

商店街や地域の個人商店を始め地域の歴史、名所、特産品等の魅力を伝えるガイドブックを制
作し、地元の方に配布。あわせて徒歩や自転車で行くことのできる近場を楽しむマイクロツーリズム
入門的なスタンプラリーも開催。
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三島地域

茨木市阪急本通商店街振興組合

歳末大売り出しイベント（抽選付き）の実施及びプロモーション

12/1～2/14
※12/7～12/12

歳末大売り出しのイベントや抽選会を３密を避けて、安全・安心な形で実施することで、コロナ禍
https://www.facebook.com/ibaraki.honmatitori/
においても、頑張って取り組んでいる各店舗の魅力を発信。

三島地域

吹田市旭通商店街協同組合

GO TO 吹田市旭通商店街

11/1～2/14

健康に良い安全な食品や商品が揃う商店街の魅力SNS等で情報発信。また、スマホを利用し
たスタンプラリーなどの回遊イベント等も開催。

豊能地域

箕面市商店会連合会
商店街振興組合 みのおサンプラザ名店会

商店街オンラインテレビショッピング事業

12/14~2/23
※1/5「PR動画配信」2/23「オ
ンラインショッピング（ライブコマー
ス）」

商店街地下にライブ放送ができる設備を準備し、動画配信サービス（ライブコマース）で商店街
http://www.akindoclub.net/
店舗の魅力を発信、オンラインで商品販売も実施。

北河内地域

宮之阪中央商店街振興組合

11/25～1/31
～Withコロナ～ICT商店街活性化「多世代を結ぶ『ふれあいスマイルカー
商店街ＱＲカードを導入。ＱＲカードへ買物ポイントや商店街活動へ協力いただいた地域の方
※12/19「夕市」＆「ＱＲカード
ド 』 」でスマート化
へボランティアポイントも付与。また、ＱＲカードを活用した非接触型抽選会も実施。
導入予定」

北河内地域

川原町商店会

イルミネーションとスタンプラリーで頑張る川原町商店会へGOGO！

11/20～2/14
※11/28～1/17「スタンプラ
リー」開催

感染症対策の啓発も行いながら川原商店会で使用できる金券が抽選で当たる安心で楽しい
https://www.kawahara-st.jp/
「スタンプラリー」を開催。また、商店街の「天の川ストリート」などにイルミネーションイベントも実施。

北河内地域

四條畷商店会

コロナに負けるな！年末恒例！スタンプラリー連動 歳末大売出抽選会

準備中

準備中

http://suita-asahidori.com/

https://miyanosaka.top/

http://shijounawate.com/

北河内地域

大利商店街振興組合

感染防止対策を徹底！WEBも活用！安心で楽しいGoToベル大利商
店街

11/6～2/3
※11/28「100円商店街」、
「感染防止対策の徹底」、「ＷＥＢやＳＮＳ等を利用した告知・コミュニケーションの拡充」の2つ
12/5～12/13「歳末大売り出し
の施策を講じたうえで、従来より実施している催しをより多くの周辺地域の皆さんに安心して来て http://bellotoshi.e5.valueserver.jp/wordpress/
ガラガラ抽選会」１月中旬「餅つ
いただけるよう開催。
き大会」1/23「ウォ―キングスタン
プラリー」2/3「節分祭り」

北河内地域

寝屋川一番街商店街振興組合

いい店さがそうスタンプラリー～きっと見つかる、あなたのいちばん～

11/16～12/28
※11/16～12/28「スタンプラ
リー」「クイズラリー」開催

商店街の「いいとこ」を再発見してもらう各店舗にちなんだクイズラリーや地域の特産品の景品も
用意するビンゴ形式のスタンプラリーを開催。クイズを通して商店街や地域の情報を知り、魅力を
再発見。また、ＳＮＳを通して、今後のイベントの積極的な情報も発信。

https://twitter.com/neya1bangai?ref_src=twsrc%5Egoog
le%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

北河内地域

香里中央商店会

香里中央 歳末アーケードフェス

11/30～12/15【中止】

毎年恒例のアーケードフェスを開催。
来街者になじみのある本イベントを通じ、「新しい日常」の啓発と浸透を図る。

https://www.facebook.com/kouri.chuou/

北河内地域

橋波商店連合会
西郷通商店会

やる気！元気！ララはしばのJOYFUL クリスマス

12/1～12/12
※12/10~12「クリスマスイベン
ト」開催

「クリスマスイベント」を開催。ビニールシートでの飛沫対策等や来街者の皆様にも検温も実施し
「検温済」シールを貼らせていただき、安心・安全をアピール。

https://www.lala-hashiba.com/

北河内地域

守口市桜通商店街振興組合
エル守口名店会
テルプラザ専門店会

守口市桜通商店街ほか Go To スタンプラリー＆商店街の情報発信

1/30~2/14
守口市内の６つの商店街を巡る「スタンプラリー」を実施、各店舗で利用できるおクーポンも発
※11/30～2/14「商店街スタン
行。また、各商店街の情報や各店舗の魅力紹介する「守口商店街マガジン」を発行。
プラリー」実施

北河内地域

野崎参道商店街振興組合

令和2年度野崎参道商店街活性化プロジェクト

11/1~2/14
※12/11～12/15「ワークショッ
プ」、１/10～１/31「スタンプラ
リー」開催

中河内地域

瓢箪山活性化委員会
イナリ前商店街振興組合
瓢箪山駅前東商店会
瓢箪山中央商店街振興組合

瓢箪山音楽祭 瓢箪山商店街スタンプラリー ひょうたんクリスマスツリー

11/15～2/10
毎年恒例の「瓢箪山音楽祭」のライブ配信、「蜜」を回避し１ヶ月にわたる商店街スタンプラリーも
※11/15「瓢箪山音楽祭」、
実施。また、瓢箪噴水や川はイルミネーションで飾り、クリスマスツリーも設置し、オリジナルのひょう
11/15～12/15「スタンプラリー」 たんカードに願いを書くイベントも実施。

中河内地域

八尾新栄商店会

商店会ロゲイニング

1/23
商店街店舗やチェックポイントを回り、制限時間以内に得点を競う「商店街ロゲイニング」を実施。
※1/23「商店街ロゲイニング」実
http://www.on-do.net/index.php
また当日は、ラジオ大阪のタイアップ企画を放送。
施

岸和田駅前通商店街振興組合
岸和田中央商業協同組合
寿栄広商店街

歳末大売り出し「地元産品があたる巨大ガチャ抽選会」

12/13~12/20
※12/13~12/20歳末大売出
し12/18～12/20地元産品が
あたる巨大ガチャ抽選会

泉南地域

感染症対策をしたうえで近隣住民を対象に商店街にある様々な店舗を知り、利用していただくた
めのスタンプラリーと抽選を開催。商店街の一角を利用し、人数を制限し完全予約制にしたリー
https://nozaki.info/
ス・正月飾りのワークショップも実施。また、ＷＥＢサイトに全店舗の情報を掲載し商店街の魅力
を発信。

歳末大売出しの期間中、500円お買い物毎に抽選補助券を１枚配布し、６枚集めると岸和
田ブランド地元名産品や商店街で使えるクーポンが当たる「巨大ガチャ抽選会」を実施。

https://www.kishiwadashotengai.com/

エリア

商店街名

事業名

事業実施期間

事業概要

岡町商店街振興組合
桜塚商店街振興組合
桜塚商店街事業協同組合

おかまち・さくらづかテイクアウト・デリバリーフェア

11/6~2/14
※12/4～12/5「大売り出し」
※12/6「おかまち・さくらづかテイ
クアウト・デリバリーフェア」開催

新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている「飲食店」等の売上回復を目的に、「大売り
出し」「テイクアウト・デリバリー」で飲食メニューが食べられる催しを開催。また、高齢者を含む商店 https://okamachi.com/
街利商者の新たな購買手段として、テイクアウト・デリバリー注文を専用サイトで受付。

北河内地域

古川橋本通商店街振興組合

そうだ！幸福町へ行こう！～幸福さがし スタンプラリー～

1/9～2/７
※1/９～２/７スタンプラリー

スタンプラリーで地域特産品の景品が当たるイベントを実施。スタンプラリー期間を1か月間で設定
し、抽選会期間も9日間と通常より長く設定することで分散化をはかり、安心して楽しいスタンプラ
リーを実施。

北河内地域

星田駅前商店会

星田駅前商店会に行こう！
～地元の店と地域の魅力をビンゴスタンプラリーで再発見～

11/30~1/31
商店街の店舗をビンゴのマスに記載し、買い物をすることでスタンプ押印する、ビンゴスタンプラリー
※12/1～1/15「ビンゴスタンプラ
を実施。また、ＬＩＮＥを通して商店会のお得な情報や、星田の地元商店街の魅力を発信。
リー」実施

阪南市商店事業協同組合

はんなん商店魅力ＰＲイベント

12/21～2/7
飲食店等があつまった「まちバル」と、併設ステージで地元特産品が当たる「ビンゴゲーム大会」を
※2/7「まちバル」「ビンゴゲーム大
実施。また、商店をＰＲするホームページを立ち上げ魅力を発信。
会」実施

豊能地域

泉南地域

参考ＵＲＬ

