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定できる､ (3) ｢横浜Y. Y. 1 50円商店街｣というタイトルで､横
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浜ベイスターズ､横浜F ･マリノスの2球団の盛り上げも兼ねた企画と
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している｡以下､貴会の取り組み､成果と課題等について中間報告をする｡

を呼ぶ｡後は個々の店がどれだけ

考え方も共通する｡

工夫を凝らし努力するか｣という

宣伝､組織強化に活用

統一企画のほか'すでに独自に

実施している会も少なくない｡

戸塚区の戸塚東口商店会ととつ
か宿駅前商店会では'7月に地域
の子どもたちにも参加してもら
い､七夕飾りや遊山箱(昔の子ど

もたちの野遊び用弁当･菓子入れ)

らえる)

を共催した｡｢子どもた

のキット販売(当日'この箱を持
参して参加店を回るとお菓子がも

のpRに役立った｡このような機

ちの家族も多‑かけつけ'商店街

会をとらえて商店街をアピールLt

口商店会･青木陽会長)0

会員の一体感を高めたい｣ (戸塚東
アルタイムの動画配信(インター

る｡年2回の統一企画だけでは空

月と2月に独自企画を予定してい

港北区の大曽根商店街でも'9
ネットによるテレビ中継)

やリ

今年度は胡会が参加を申し込ん

店会がインターネットに流し､多

玉商品しか売れないという傾向は

は｢マスコミで大きく取り上げら

つ‑の商店街協組の高橋英昭理
事長'六角橋商連の石川活貴会長

長)｡

利用しない手はない｣ (小林尚之会

市商連や市が協力して‑れ'多少
でもお客さんが増えるのだから'

を両商
だ (7月末現在)｡

くの反応があったことも大きな特

自期間が長いので､盛り込んだ｡｢目

6月の150円商店街は'多く

徴だった｡
マスコミで最も多く取り上げら

れたことで'6月の150円商店

あるが､知名度のあるイベントで､

れたのは'鶴見区のつ‑の商店街

街はかなりの来街者があったLt
は続いた｣と口を揃える｡
ただ'｢各店の効果は､取り組

旭区の左近山商店連合会の野口

■課題
み方で差が出ている｡会としては'

明会長は､｢今回(6月の統一企画)

その後もしばらく来街者増の傾向

スの運行など話題性のある企画を

宣伝､イベントなどで商店街に人

告知不足
ビ朝日などで詳しく報道された｡

いだ2つの会の共催'多彩なイベ
ント'両商店街を結ぶシャトルバ

協同組合と神奈川区の六角橋商店
街連合会の共催企画だ｡区をまた

た｡

のマスコミが取り上げ､それらの

ツイッタ‑(ミニブログ)

特別に運行したシャトルバス(つくの商店街と六角橋商店街を
2日間各5往復程度運行)は予想以上に乗客が多かった

報道でかけつけた消費者も多‑い

共催と催しで集客に成功

■成果

eJ‑)i, kato@yokohama‑syoutengal･COm
制 作◆有限会社商店街情報センター

連ねた結果t NHKテレビやテレ
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.iI, ''l て
横浜Y.Y. 150円商店街
宣伝･品揃え･接客等々

商売を見直す機会としても活用を
昨年度は横浜開港1 5 0周年記念事業の一環として､ 6月から2月ま
で偶数月の第2土曜日に統一開催したが､今年度は､ (1)統一開催は6
月と11月の2回とする､ (2)各会は実情に合わせて開催日を自由に設

本号の主な内容◆ト2‑中間報告･横浜Y.Y.150円商店街 3‑ [必活!商店街仕掛け人]瀬谷区いちょう通り商店会･榊原茂会長&笹田高史副
会長 4‑5 ‑商店街経営実態調査報告 6 ‑ [FROM市商連]平成22年度第1回通常総会開催/岡野氏を会長に再任/他都市商店街視察研修会
/今年度の出演者は｢小林旭｣に決定l (ハートフルコンサート) [FROM市役所] ｢緊急借換支援貸金｣のご案内/外交官等に対する消費税･
揮発油税免税指定手続きのお願い 7‑市商連ホームページの活用を! /会員の売上アップに商店街メルマガサービスご活用を1 8‑[NEWS]

が必要だった｣と言う｡同会では､若

りだけでお客さんが来ると思えば大間

応えはよくなかった｡ポスターやのぼ

初めて参加したが､準備不足もあり手

いるが､150円商店街という名前に

150円でなくてもいい'と聞いては

が､150円商店街はいまいちだった｡

の厚浦信夫会長は､｢縁日はよかった

を実施した中区･山元町二丁目商栄会
をすればいいのでは｣と言う｡

各店がそれぞれの事情に応じた品揃え

が点在Lt

しかも小売店が少ないので

戸塚東口商店会の青木会長は'｢商店

のイベントです｣という位置づけで

られそうです｡還元セールもかねて

さまを持ちまして開店‑週年を迎え

リー通商店会に開店した'科学玩具
と雑貨の店､﹃未来図鑑﹄ は､｢お陰

しい﹄となる｣｡

また'新庄など100円商店街の先

などをして､次につなげる仕掛けをし

共催した150円商店街で､遊山箱を使ったラリーを

実施､親子連れが多く参加した

店HPでもその告知をしている｡

以下はその抜粋｡

｢横浜ワイワイ150円商店街｣

6月12日'13日に開催される

横浜ワイワイ150円商店街の商
材が､本日揃いました｡当店は当

ます｡

日'150円でスピードくじをし

A賞からE賞はこんな感じです｡

面白くて変ったモノということ

で'恐竜の噛みつきアームや'ク

ネクネ歩‑ワニ｡女のお子さんも

OKなように'可動する動物消し
ゴムや文具を組み合わせます｡

10本に1本の高確率で特賞がで

J I I ,

O

ますので､ガンガン当ててくださ

i

*この結果ですが'｢殆どのお得意さ
んが来て‑れたほか､シャトルバス
で'つ‑の方面から来ていただいた

お客さんもいた｣とのこと｡

2
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開店‑周年の還元セールに活用
自店HPでも告知

難しい面はある｡7月に七夕と遊山箱

昨年夏､神奈川区の六角橋ファミ

を行ったのも､回遊性を高め'各店を

こだわる消費者'会員も多‑､それで﹃難

六角橋商連の石川会長は｢うちの店

立地や業種構成
今後につながる仕掛け

違い｡折り込みチラシなどもっと宣伝
手を中心に今後の企画を練っている｡

このほかにも｢どうすれば消費者に
知ってもらえるか｣が問題になってい

1050円の枕を並べてみたが'売り

つ‑の商店街協組の高橋理事長も､

たり'｢売れっこない｣と自分で思って

戸塚東口商店会ととつか宿駅前商店会は7月3日に

6月の150円商店街に臨んだ｡同

(寝具) では店頭の目玉商品はいくつ

知ってもらう狙いがあった｣と言う｡

値付けと品揃え
切れだった｡150円商品だけを目当

る会は多い｡

かの値段設定をしている｡今回初めて
r何でも4eり｣の精神で!

進地では､自動車ディーラー､歯医者
が歩道上で洗車券の販売'簡単な診察

の悩みの1つは'｢うちには150円

｢150円以外の価格で勝負するという

いたガリが完売して評判を呼んだ寿司

てのお客さんばかりではない｣｡

で売る商品はない｣､｢赤字にしてまで

発想もあるはず｡また'一定額までは

屋の例もある｡

各会の役員さんが参加店を募る場合

売‑出しはできない｣という声が多い

宣伝費と割り切る考え方もあるだろう｡

1050円のまくら

こと｡7月末に縁日と150円商店街

六角橋商店街･いしかわやの店頭に並べられた

横浜Y.Y. 1 5 0円商店街
中間報告

瀬谷区･いちょう通り商店会

叫

(

(

が担う｡

歳｡ソフィア洋菓子店) ら少数の役員

会の事業について榊原茂会長(聖成｡

(夏まつりや秋まつり等)〜

炉ばた焼き･大関) は､｢物販店が少
ないこともあり'住民との交流を深め
るイベント

通りの美化(いちょうの木の手入れや
清掃等)'安全･安心のまち､づ‑りな
どに力を入れている｣と述べ､｢安全

に歩ける歩道とくつろげる並木がある
こと､飲食関係の店が多いという特性

を生かし､地域のオアシス的なグルメ
の商店街を目指す｣と抱負を語る｡
会員数31人'会費は一律月3千円と
いう規模なので'事務局を設置する余
裕はなく'文書作成や関係者との折衝

始めること｣などを会員や来街者に知
らせる体制をつ‑つていることが会員

のまとまり'地域住民とのコミュニケ

その結果として'夏まつりや150

ーションづくりにつながっている｡

をきっかけに連携を深め､今年の夏ま

ベントを予告すると､率先して参加す

円商店街でフリーマーケットなどのイ

る住民も少な‑ない｡

同会では､夏まつりなどイベントを

◆警察とも顔馴染みに

当者は顔を見ただけで'｢あ〜 'あれで

ベントなどの届けで警察に行‑と'担

年に数回実施しているが､警察署等へ
手続きに行くのは笹田副会長の仕事｡
劫年近くこの役を務めているので'イ
役員会は毎月第一金曜日の午後3時
から開催しているが､毎回結果を文書

すね｣とすぐに警備や交通整理などの

(商店

会の仕事は)｣ と

感じますよ

｢プレッシャー

とっている｡

また､区から連
絡のあった排御老
人を見つけたら区
に連絡する体制も

る｡

めるようにしてい

子どもの安全確保'見守りにも会と
して協力｡何かあれば'各店にかけこ

手続きを進めて‑れると言う｡

にまとめ会員に報告する｡ユニークな

このように｢商店街で起こったこと'

書を掲示していること｡

のは商店街の両端にある2カ所の掲示
板に､箇条書きにまとめた役員会報告

長が作成する｡

◆掲示板に役口曇H報告
役員会の資料やイベントの企画書､
タイムスケジュール'地域の各種団体
や行政などへの案内文書は主に榊原会

とになっている｡

つり(8月21日)

でも同日開催するこ

年10月の横浜開港150円商店街事業

隣接の瀬谷銀座通り商店会とは'昨

半数以上に増加'サービス業や医療関
商店街花壇の前で(左が榊原会長､右が笹田副会長)

◆地域蜜着の事業が主体

強を占める｡

係などを含めると非物販店が3分の2

｢目指すは地域のオアシス&グルメの商店街｣

◆いちょう並木のミニ商店街

墜＼､霊芝J

などは榊原会長'笹田高史副会長(tg

いう商店街通りとアーチ

地域のオアシスを目指すと

由に飲食できるようにして好評を得た

相鉄線瀬谷駅南口から2'訓メート
ルほど歩‑と｢いちょう通り商店街｣

㌔.

:
.I
,
3
黒
川
J
ly
r
;'
.'
･
'
言
⁝
.
E
>
.
街はここから100メート

ル余り続‑｡歩道には商店

街名の由来となった'いち
ょうの木が並び'ちょっと

したいやしの空間となって
いる｡

商店会の設立は1973

いうお2人だが､

まだまだ頑張って

くれそうだ｡
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3

午(昭和鳩年)｡会員数は
31名｡以前は物販店が多か
ったが､近年は物販店が3
分の‑弱に減り'飲食店が

昨年10月の横浜開港150円商店街では､
通りを車止めにし､テーブルを並べ､自

会長榊原茂さん 副会長笹円高史さん

R

11%

都蘭

迭R

9%

購買行動意識の各調査｡

消費者と経営者の受け止め方にギャップがある｡

(業種と店舗配置)｣

｢商店街を利用する理由｣のトップは､ (1) ｢自宅の近

くにあり便利｣が商店街､来街着､消費者の各調査

顔なじみ｣､ ｢店に信用がある｣などの選択肢では､消

費者､来街者は経営者に比べ厳しい評価が目立つ｡

4

ような店舗の構成

は､店舗が減少傾向にある多くの商店
街にとっては'すぐに解決できる問題
しかし'商店街での不足業種･施設'

ではない｡

空き店舗の状況'各店の事業継続意思､
出店希望者などについて'将来に備え
た調査をすることはできるはずだ｡
また'個々の店舗の魅力向上のため'

市や商工会議所'県などの支援機関の
協力を得て'希望者には専門家を派遣
するなどの方法も考えられる｡全店は

無理でも､｢1割の店舗が元気になれ
ば商店街にも活気が出て‑る｣((秩)

* 1は商店街実態､ 2は経営実態､ 3は来街者､ 4は消費者

よこはま市商連156号●2010.8

平成2 1年度商店街経営実態調査報告書にみる
｢横浜市の商店街の現状と期待される方向｣

課題は個店の充実と魅力ある商業環境
横浜市経済観光局では昨年度､商店街実態調査､経営実態調査(店舗の)､来
街者調査､消費者購買行動意識調査の4調査を｢商店街経営実態調査｣として
一体的に実施した｡この調査では商店会の事業､問題点､会員の経営状況､消
費者の商店街利用状況､商店街への期待･不満などが明らかにされている｡こ

･チラシが入らない

商店街を利用しない理由のトップ

する場なのだから当然ともいえる｡

商店街は商品や飲食･サービスを提供

れらの結果から､今後の方向性を探ってみた｡

方向‑消費者に応える

表1商店街を利用しない理由(複数回答)

た店舗誘致が'商店街･経営者･来街

商店街活性化センター)0
｢商店街が今後取り組むべき事業｣

8%

(表3) では'｢消費者ニーズに適合し

23%

R

次いで､品揃えや価格など (衣‑)｡

17%

は'｢一カ所で用事が済まない｣こと｡

R

7%
R
9%
R
･駐車場がある

13%

個店の魅力向上と擢論判で楽しい
商業環境づくりへ踏み出す

479yo

7%
rR

10%
･店に信用がある

RR

19%

5G薬

6%
釘R
･チラシが入る

5%
釘R
･特売がある

20%
ﾆﾆﾂ
･品質/鮮度が良い 湯R

11%
s蘭
24%
bR
･店の人が親切

36%
･昔からの顔なじみ 田2R

15%
2R
17%
途R
･品揃えが良い

35%
bR
21%
途R
･価格が安い

6%
･雰囲気の良い店がない 途R

72%

しかし'｢1回の買い物で用が済む

商店街 佝

R
40% 都
･自宅の近くにあり便利 都BR

18%
R
･夜遅くまで営業していない

ﾘ
1‑来街者

釘ﾒ
3‑
ﾒ
1‑

来街着 傲

多‑の消費者は'個々の店舗の品揃

･駐車場がない.狭い

えや価格'接客などを意識している｡
では70%以上だが､経営者調査では40%｡ ｢昔からの

′ヽ

商店街を利用する理由(複数回答)
｢自宅近く｣が突出
表2

●ll●
･‑カ所で用事が済まない 鼎３

8%
迭R
･品質.鮮度が悪い

24%
湯R
･価格が高い

31%
BR
･品揃えが悪い

R
･イベントやポイント サービスがある

商店街経営実態調査報告

商店街経営実接調査報告
者調査のいずれも'トップとな
っているのも'魅力ある店舗づ

くりの重要性を示している｡

人材は商店街以外にも!

地域の生活を楽し‑'豊か

にするイベント'安全･安心な
地域づくりのための活動'子育
て世代や独居高齢者などの支援

等々を商店会がやるならスタッ

(消費者行動意

フとして参加もするという人が

8‑知%もいる

識調査)0

自分たちの暮らす地域を何と
かしたいという人はどこにもい

る｡商店会が受け入れ態勢をつ

くれば意外な人材が結集する可

能性もある｡

1.調査の種類
1 )商店街実態調査

･調査対象(社)横浜市商店街総連合会(以下､市商
連と略)加盟317商店街
･有効封収数(回収率) 272件(86%)

2)経営(個店)実態調査
･調査対象

市商連加盟317商店街の中の11,649店

･有効回収数

8332件(72%)

3)来街者調査
･調査対象

市商連加盟の317商店街の中から選定した

129エリアの来街者
･有効回収数

26,咲垢件

薪が2.見る

調査によると'会員のOLL'%は､

商店会内部で新たな人材を発
掘する可能性もある｡経営実態

商店街の必要性を感じている｡

ただ'現状の商店街活動や運
営に満足している会員は15%に

ていない'不満｣が3%｡｢普通｣

とどまっている｡｢あまり満足し

活動の内容'会の運営方法'

が41%｡

会費の使い方などに不満を持つ
会員がそれぞれ劫%以上いる｡

情報の風通しをよ‑すること
でそれらの多くは解消されるは

ずだ｡

<棚､時期>

表3

商店街が今後取り組むべき事業(複数回答)

商店街 佝
･消費者ニーズに適 合した店舗誘致
2R

･商店街施設の改善

坦

･まち全体の再開発
･駐車.駐輪場整備
･まち周辺道路整備

ー共同売り出し

３
RR
RR

RR

･大型店の出店規制

"R

･宅配.交流施設など 高齢者対策

15%

迭R

来街者
2R

2R

20% 張
22%
10%

R
rR

6% 湯R
10% 張"

"R

･集客力ある公共施 設誘致.建設 湯R

･情報誌発行

25%

6%

9% 唐R

14% 湯R

釘R

* 1.2は設問なし｡

表4商店街の必要性と満足度について(経営実態調査) ′ヽ
[必要性]大いに必要160/0､必要43%､どちらで
も良い200/0､あまり必要ではない90/0､不要4%○

[満足度]普通41%､わからない16%､あまり満
足していない15%､満足13%､不満8%､大い
に満足2%､無回答6%o

表5

商店会活動への参加状況

参加31%､あまり参加していない30%､参加して
いない24%､率先参加8%o
表6

不参加の理由(複数回答)

時間がない48%､人手がない23%､売り上げにな
らない13%､参加できる内容でない12%､他の人
が十分やつてくれる8%o
表7

商店街の悩み(複数回答､商店街実態調査)

4 )消費者購買行動意識調査

経営者の高齢化47%､後継者の不在350/0､魅力あ

･調査対象

る店舗の不足280/0､業種のアンバランス250/0､店

20歳以上の市民3,CKX)人

･有効回収数(回収率) 1398件(47%)

2.調査の時期
平成21年10月〜平成22年2月

5
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舗の老朽化21%､会員の商店街活動意欲の低下.
退会者の増加21%､大型店との競合17%､経営者
の意欲低下15%､非会員店舗の増加14%の順

川月2 1‑22日､

員

(定員に達し次第､

横谷峡温泉･横谷温泉
40名

支援資金｣のご案内
は厳しい経営環境に
おかれている市内中小企業の皆

援資金｣を設けています｡

様の資金繰りを支援するため'既
存の借入金を借り換え､月々の返
済負担の軽減を図る｢緊急借換支
借り換えにあたっては'借換額

と同額までの新規資金を借入れ

外交官等に対する消費税･揮発油税免税指定手続きのお願い

11月7‑14日は2010日本APEC首脳会議等が開

催され'在日外交官等の多くが会場であるパシフィコ横
浜をはじめ会場付近の店舗･給油所を利用することが見
込まれます｡在日外交官等は日本と各国の｢相互主義｣

の下'日本国内で免税での取引を行うことができること

になっており'横浜市としても'国際都市としての名に

免税指定の取得のためには'最寄りの税務署への指定

ふさわしい対応を行っていきたいと考えております｡

中請手続きを行う必要があり'各店舗におかれましては､

国税庁のH弓をご参照頂き(消費税⁚hq)⁚＼＼W.nta.go.jp＼

撹‑http://www.nta.gojp＼tetsuzukiJshinseiJannaiJkhatsu＼

tetsuzukiJshinseiJamaiJshohiJarndJ23120)84.hhn'揮発油

ることも可能となっています｡

また本資金をより1層ご利用

外務省日本APEC準備事務局03･550)･8461担当‑板場

︻本件記事に係わる問い合わせ︼

amai[23)2暮89.hh)手続きのほどお願いいたしますo

しやすくするため､横浜市が保証
料の半額助成を行っています｡

付融資となります｡詳しいご利用

※借換の対象となる資金は本市
制度融資及び市保証協会の保証

///‑

条件は本市ホームページをご覧
ください｡

(借換資金及び新規資金)

▽資金使途‑運転資金

6
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庇2 2年度第1回通常総会開催

合です｡

(いわむらだほんまち)商店街振興組

今年度の他都市商店街視察先
は'長野県佐久市の岩村田本町

年虎事業報告及び収支決算を承認 岩村田本町商店街へ
他都市商店街視察研修会

市商連では平成22年度通常稔
5月2 7日午後3時から明

生命ラジオ日本ビルで開

/催'2 1年度事業報告･収支決算'

理事･監事選出'定款変更の各
同組合は'空き店舗を活用し､

お惣菜店｢本町おかず市腸｣や

議案を承認しました｡

定款の主な変更事項は､り理
チャレンジショップ｢手仕事村｣'

定

宿泊先
旅館
締め切り)

R

開..閉店時刻ほか 買##

学習塾｢岩村田寺子屋塾｣ など
を運営'全国的に注目を集めて

全行程バス

程

組合は1億円以内(ただし新規

▽融資額=8000万円以内

資金は借換額と同額までとす

三井アウトレットパーク横浜 忠(
8ｸ5 駐車場の位置及び収容台 買#"纉#r
ベイサイドA.C街区(金沢区) 剪vほか

事の定数を15名以上25名以内に
縮小'偽通常総会を年1回 (従
来は年2回) とし､事業計画案

行

1人3万円
(電話662･0874)

る)

▽利率=年‑･8%以内
(据置2年以内含む)

▽融資期間=10年以内

(本市o･4%助成後)

▽保証料‑o･4%

東新ビルニト1)横浜鶴見店僧見区) 宙ｩB
ｨ6x8｢
開.閉店時刻ほか 買#"c
R
ニトリ港北ニュータウン店(都筑区) 宙ｧﾈ6ｨ6x8｢ 開.閉店時刻ほか 買#(ｨ R

いる組合です｡

及び収支予算案は理事会で決議'
総会で報告する事項とする､伶
非営利型法人を目指すため'剰
余金の分配を行わなわず'解散
等に伴う残余財産については国
や地方公共団体'その他 疋の
公益的な団体に贈与する旨を規
参加費
市商連

◆お問い合わせ･申し込み

今年度の出演者は

平成S3年2月訪日(土)

ー
サ

第割回ハ1‑フルコン

｢小林旭｣に決定!
事業名
時

ｯｨﾌ

開催日 10月2 1日(木)〜22日(金)

定する等々｡

変更時期は'1般社団法人移
行 (来年度予定) 後｡

岡野氏を会長に再任
市商連の今期役員を6月の市
商連理事会で選出しました｡

日

◆届け出の内容
･新設(新設のみ店舗所在区の各区役所区政推進課でも見ることができます) 劍 9yxｯｨｭB闕2

田､

正副会長は次の方々｡
会長 岡野誠一(鶴見区商連)

企業経営支援部金融課金融係

◆問合せ先‑横浜市経済観光局
電話045･671･2592

ホームページ

開.閉店時刻ほか 謀ﾅ｣"貳ﾄ"

ｸ5ｸ92斡

ｩ588ﾘ

そうてつローゼン釜利谷店(金沢区)

ｸ5ｸ92斡

ｩ588ﾘ

曙ビル(神奈川区)

r

#

､

三井アウトレットパーク横浜
H ｸ5ｨ984X5H4ﾒ
駐車場の位置及び収容台
ベイサイドD街区(金沢区) 剞狽ﾙか

#$$"

C

R

s

)

F

R

H22.9遜6.020平米 買#"綯

B

駐車場の位置及び収容台 買##偵

MEGAドン.キホーテ一山 忠K 6 84ﾈ7ｨ ｸ6R
下公園店(中区)
剞

9yxｯｨｭB闕2

･大規模小売店舗の施設の配置及び運営に関する変更 劍

/

主な変更点 侈傚

大規模小売店舗の名称(所在区) 偃X,淫ﾉHHｼh

紕

H23.1211,671平米 謀U｣"

85

8

(6(4

(仮称)青葉区荏田北複合商業 施設計画(青葉区) 俐2

ｯｨﾌ

/

開店日店舗面積 侈傚

大境模小売店舗の名称(所在区) 偃X,淫ﾉHHｼh

6I

H7ﾘ5

ヤマダ電機テックランド横浜 戸塚店(戸塚区) 宙靑

問.閉店時刻ほか

ｨ6x8｢

ニトリ新横浜店(港北区) 乘B

開.閉店時刻//駐車場を 利用できる時間帯

ｸ5h8x92

ｸ7ﾈ8ﾈ

87H5(

高Elビル(鶴見区) 忠iR

昼の部午後1時開演
夜の部午後5時開演
横浜文化体育館

#

横浜市緊急借換支援資金

【横浜市経済観光局産業立地調整課】Tel.045‑671‑2598

安を

ノ
㌦//

/

同国

URLhttp://vw.city.yokohama.jp/me/keizai/jourei/rittihou.html

■!岳

副会長 石川活貴(神奈川区商
逮)'村上弘一(保土ヶ谷区商連｡

場

旭

(関内駅近く)

小林

大型小売店舗の計画と届出書類を市役所で見ることができます

･1‑frをJ〆〟 :

新任)石垣徳知(瀬谷区商連｡新任)0
会

出演者

(

横浜市内:問合せ先.縦覧場所.意見書提出先

一
一
■
一
一

一
､
一一日､
ー

(

ージということで､IDとパスワード
ています｡

るHPへの情報掲載のご希望にも応じ

･パスワードhamamise

IDshisyouren

｢
店のHPで掲載している場合は'市商
連のHPとリンクしていただくことも
(連絡先は本紙1ページ題字部分をご覧

を入力しないと中身を見ることができ

区商連や単会'そして加盟店のイベ
ントや売り出し等､人物紹介､会員が

(閲覧専用でページアップや編集はできません)

たメルマガ会員(消費者)

に対して'

1･区商連･単会及び個店は'集め

このサービスの特徴は'

ており'利用者を募集中です｡

ジン利用サービス｣を提供(有料) し

市商連では､メールマガジンの発行
を希望されている単会･区商連･個店
に｢横浜市商連･携帯電話メールマガ

メルマガサービスご活用を!

会員の売上アップに商店街

ください)｡

可能です｡

クにも応じます

一般消費者向けHPに掲載･リン

なるように努めます｡

*ここをクリックしてログイン

報収集に力を入れ､充実した情報源と

市商連ホームページの活用を!
市商連の会員用ホームページ(HP)
｢ロ

をご覧になったことはあるでしょうか‑

市商連HPトップページ右上の
をクリックすると'

グイン｣と赤地に白抜きで書かれてい
る部分(ボタン)

ない仕組みになっています｡

自信を持ってお薦めできる新製品やロ

市商連では､誰もが自由に閲覧でき

このページには'組織強化'商業集積'

ングセラー商品'ユニークなサービス

アクセスできます｡ただ､会員専用ペ

された情報が掲載されています｡

掲載料などはかかりません｡単会や

Eメールで情報を一斉配信できる｡
2･会員の登録項目は'原則として
Eメールアドレスのみ｡消費者は入会
しやすく､発行者は個人情報の管理が
非常に楽｡

(パソコンも可)

3･配信する情報はt m個店の売り
出しやお薦め商品･サービスの案内､
偽事業や新規店舗の紹介など商店街情
報'伶その他､という構成がl投的｡
4･携帯電話で受信する会員を主要
ターゲットとしている

5･配信する情報は'文字主体で'
レイアウトに気を使う必要はない｡必
などです｡

要なら文字入力も代行(有料)0
‑

◆お問い合わせ･お申し込みは市商連
へ｡

よこはま市商連156号●2010.8

7

宣伝･販促'個店支援など7つに分類

･市商連HPhttp仇….yokohama‑syoutengaj.com/

なども紹介していきます｡

要なlDとパスワ‑ド

まだ試行錯誤の段階で､蓄積されて
いる情報は少ないのですが､今後は情

市商連HPのアドレスと会員ページのログインに必

?;｢駕鞠

神奈川IJ‑F瓶式会融

電話046 (263) 5755 ㈹ FAX 046 (263) 5702

の独り言｣というブログの開設者たち

くU R L )http://www.lead.co.jp/

商店会でツイツクー
プロ野球や1リーグの球団がある都

もそんなファンの方々だ｡

市では'必ずといっていいぐらい地元
の商店会が'球団の応援と商店街のイ

の利用者

メージアップや若い客層の開拓などを

8
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ツイッタ‑(ミニブログ)

組合などが取り組み始めた｡

が急増している｡市内でも､鶴見区の
つ‑の商店街協同組合'神奈川区の六
角 橋 商 店 街 連 合 会 '大口通商店街協同

1月の横浜Y･Y･150円商店街

兼ねたイベントを開催している｡
1

ツイックーの特徴の‑つは､投稿字
数に140字以内という制限があるこ
などでもそのようなキャンペーンを期

大和市草柳1‑19‑2神奈川リードビル2階

〒242‑0026

確かな品質
で

m携帯メールでも見やすい'

とからt

90基

待したい｡

H22年1月LED

市商連でも今年度は'両球団を応援
することで'商店街の活性化にもつな
げる狙いで､｢横浜市商店街Y･Y･
クラブ｣を復活させた｡両球団の各種
グッズやポスター'割引入場券などを
希望される会は参加されてはいかがだ
ろう｡

ML悪運を開設
(M

商店会同士の情報交換を活発に
市商連では'メーリングリスト

街路灯営業部
ドブ板通り

伶思いついたことをつぶや‑ように投
稿できるというハードルの低さがあげ
られる｡このため'誰かが投稿すると'
それをきっかけに次から次に広がりや
すい特性を持つ｡

例えば'商店会役員らがイベント情
報を流すと､現場にいた消費者がそれ
を見て､｢A店ではこんな商品を150

円で売っていた｣と投稿｡すると｢B

店ではこんな商品も売っているよ｣な
どと流す人が出て来る､ということが
可能な仕組み｡

つくの商店街協組と六角橋商連は'

L=Eメールによる登録メンバー間の

商店街共同施設のご相談は

ふ⊥;‑▼一丁

6月に150円商店街を共催した際に

情報交換)

投稿された話題は'商店街のイベン

を開設しています｡

ツイックーを開設t

pRを兼ねて｢ツ

イッタ‑大賞｣を設け､大きな反響を

ト情報'150円商店街についての意
広告など多岐にわたっています｡

見'商業関係のセミナー､街路灯への

ソーラー型
防犯カメラ

慶のgT‑/三･ ･ ･

5基

H20年

塵⊇夢株式会il IJ‑ド
横須賀市

産みよい好

湘南台商店連合会

ソーラー電力併用型

呼んだ｡

ベイスターズ､F･マリノス!

頑張れ!

現在の登録メンバーは100人強｡
単会の代表者や事務局員が中心ですが
代表者のご了承があれば一般会員も参
加できます｡参加ご希望の方は市商連
へご連絡ください｡

･{TT)

(E‑mail)toshikai@lead.co.jp

寒川駅前中央通り

TEL 048‑529‑2731 FAX 048‑525‑5818

新設改装

〒360‑0802埼玉県熊谷市下奈良1816‑2
2灯式
18W

環境への配慮:;冒 12331
pl'T確㌢ wl書
(特許出願中)

浦賀駅前商店街
ソーラー型街灯
H21年 23基新設工辛

27基新設工事

H22年

地元横浜の球団'横浜ベイスターズ'
横浜F･マリノスの熱烈なファンは市
内商店街にも当然いる｡

｢大倉山HEART｣､｢竹家食堂店主

(

日吉通り会

2灯式
LED56W

安全
H22年ランプ交換

2灯式
LED33W

大倉山商店街(振)

H22年3月17基新設

