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１、事業の目的
• 地域に根ざした商店街の強みを発揮して、特徴のあるイベント
やサービスなどを提供している商店街を発掘する。

• 地域生活者から支持を得ている“きらりと光る”何かを持つ商
店街を表彰し、商店街の活性化に寄与する。

>>>事業の目的（詳細）
• 地域に自然発生的に生まれた昔ながらの商店街には厳しい時代となりま
した。郊外に乱立する大規模店舗、多様化する消費者ニーズ、後継者難に
よる個店の廃業など枚挙に暇がありません。しかしながら、その中でも
様々な工夫をして頑張っている商店街が数多く存在します。

• 東京販売士会では、平成12年度より販売士が推す!!「エネルギッシュ・タウ
ン－私の街－」発掘事業（Ｅ・Ｔ事業）を実施して来ました。本事業は、商店
街の強みを発揮したイベントやサービスを提供して地域生活者から支持を
得ている“きらりと光る”何かを持つ商店街を発掘して表彰し、商店街の活
性化に寄与する事を目的としています。

• 表彰された商店街の工夫を参考にされ、これから活性化に取り組まれる商
店街の皆様や商店街間の交流に少しでも役立てれば、実行委員一同に
とってこの上ない喜びです。
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２、審査対象商店街
• 東海道沿い（主に京浜急行線沿線が最寄り駅）に位置する商店
街を対象とした。

• 江戸を起点とする五街道の一つとして、過去の歴史・文化と交通
ｱｸｾｽの利便性をどのように活かしているかにｽﾎﾟｯﾄをあてた。

• 頑張る商店街を発掘するため、全国的に著名な商店街や過去に
表彰された商店街は除く事とした。

>>>審査対象商店街(詳細）

• 「東海道沿い（最寄の鉄道駅は主に京浜急行線、一部 都営浅草線）の商店
街」です。江戸を起点とした五街道のひとつ東海道は、日本経済流通の代表
的縮図で、歴史の変遷の中で伝統・文化の交流に大きな役割を果たしてきて
います。 東海道の沿線には、学校、宿場町跡、神社仏閣、史跡など、人々が

集うスポットがたくさんあります。一方、新しい商業集積も次々と誕生していま
す。過去の文化を共有する商店街が、交通アクセスの利点を活かし、ソフト
面・ハード面で独自性を発揮して未来志向で発展をめざす「エネルギッシュな
商店街」を選考いたしました。
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３、審査過程

コンセプト検討
審査日程の決定

実行委員推薦
一般会員推薦

視察・ヒアリング
一次審査実施

５月 ６月 ７月 ８月

６３商店街 ２１商店街

個人視察
二次審査実施

最終審査会
表彰式

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

９月 １０月 １１月
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>>>審査過程(補足）
・平成18年度は、昨年度に引き続き歴史ある街道をテーマに据え、「五街道」の中から東海道
を選択した。東海道沿いの商店街なので主に最寄沿線は京浜急行線（一部、都営浅草線）
とした。
・一般会員及び実行委員から推薦された約63の商店街を21に絞り込み、チームに分かれて
視察とヒアリングを実施。各チームの報告を元に6商店街を候補として選定した。
・委員が各個人で候補商店街を再度視察し、日本経済新聞社も交えた最終選考会にて
４商店街を選定した。
・「歴史や文化」を活用している事例も多く、地域との関わりや独自性、未来志向による今後
のさらなる活性化が感じられるなど、“きらりと光る”ものを持つ商店街が表彰対象となった。

６商店街 ４商店街
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４、平成１８年度

エネルギッシュ・タウン賞、、特別賞商店街

• 「エネルギッシュ・タウン賞」
大田区 梅屋敷梅交会協同組合

大田区 糀谷商店街振興組合

• 特別賞
「きたいしま賞」 大田区 ミハラ南商店街振興組合

「テーマ賞」 港区 新橋赤レンガ通り発展会

おめでとうございます！



５、エネルギッシュ・タウン賞・特別賞 商店街の位置

「テーマ賞」

港区 新橋赤レンガ通り発展会

賞名の理由：過去からの文化を生かしており、今回の
審査対象の東海道という街道の「歴史」を深く感じさせ
るため

「きたいしま賞」

大田区 ミハラ南商店街振興組合

賞名の理由：大森ふるさとの浜辺公園（来年４月オープ
ン）への通り道として商店街をアピール予定。さらによく
なっていくだろうとの期待を感じさせるため

「エネルギッシュ・タウン賞」

大田区 梅屋敷梅交会協同組合

「エネルギッシュ・タウン賞」

大田区 糀谷商店街振興組合
地図の出典：Ｍａｐｉｏｎ http://www.mapion.co.jp/
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６、梅屋敷梅交会協同組合

梅屋敷公園
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出典：梅屋敷探検隊 http://lets-bb.com/umeyashiki/index.shtml

・全店が、「顧客志向」で行動
・業務用ゴミは、ゴミ収集の業者に委託。毎夜20時にゴミ
回収。その後、各店舗が清掃してから店を閉めることを
徹底。翌朝街路にゴミが散乱していない。
・年間10回のイベントを実施。夏の「納涼盆踊り大会」は
広域から来訪者が訪れるほどの盛況。
・共同でチラシの「ぷらもーる情報」を作成。
・商店街事務所とコミュニテイセンターが併設されている。
・食料品店が多く、化学調味料を使用しない自家製の惣菜店、
無農薬の手打ち麺店、焼き上がり時間を表示する手作りパン屋、
「梅屋敷」の清酒を売る酒屋等が並び、生鮮店の魚屋、
八百屋、肉屋とも庶民的で地域密着型の店作り。

清酒「梅屋敷」

梅屋敷商店街の看板



>>>梅屋敷梅交会協同組合(概要)
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• 訪問日：平成１８年８月１２日
• 理事長：友田 進氏
• 最寄駅：京浜急行線梅屋敷駅
• 加盟店：150店
• 連絡先：03-3761-4317（事務所）
• ＨＰ：http://www.umeyashiki.com/

• 国道15号線から西に京浜急行線梅屋敷駅前
を越えて東邦医大通りまでの全長560mの
一本道の街路の商店街

• 梅屋敷という江戸時代からの伝統的な名所を
有しており、東海道の休憩地として発展、昭和
59年には東京都ﾓﾃﾞﾙ商店街1号に指定される

• 「ぷらもーる情報」を月2～3回発行（12千部）
50円分のサービス券付

• ポイントカードの「ぷらもーるカード」を発行
（100円で１円還元、銀行預金も可能）

• チェーン店、銀行も全て商店街に加入

• 年間販売額の傾向は「変わらない」

• 空き店舗比率は０％、新規開店店舗はこの
一年間に２店舗

出典：ぷらもーる梅屋敷商店街HPより抜粋 http://www.umeyashiki.com/

ぷらもーるカード



ちょっとユニークな個店（梅屋敷梅交会協同組合）

化学調味料を使わない
お惣菜店

一見住宅、実は手打ち蕎麦屋
７種類のソース
の７色のパスタ
が看板商品の
カフェパスタ店

いろんな豆腐を売っている
かわいらしい豆腐屋

焼き上がり時間を表示する
手作りパン屋
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駄菓子店

無農薬の手打ち麺店

ご当地の「梅屋敷」の清酒を売る酒屋 トレビアーンなかまぼこ店

おや？
ダンボール箱が陳列台

酒
と
つ
ま
み
の
関
係

「
う
ま
い
！
」



７、糀谷商店街振興組合
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・「どうぞの声がひびく街 糀谷商店街」をキャッチフレーズ、「地域に根ざした商売を

する」取り組みを実施。

・年間９種（さくら祭、中元、阿波踊りセール、阿波踊り、もみじ祭、

感謝セール、歳末、大糀谷市、新春市）のイベントを実施。

商店街の発展のために３２年前から開催している「阿波踊り」

（８月第一の土・日に開催）は特に有名。

・毎月末に「糀谷市」を開催、チラシ配布（約15千枚）。

約千人（6.7％）が来店。チラシには割引券（50円）を添付。

イベント時に抽選会、阿波踊りが印刷された商品券を配布。

商店街の振興だけでなく、地域への還元も実施。

・もんぺタイプの服を売る洋服屋、自家製かまぼこを売る蒲鉾店、

つり銭をかごから出す鮮魚店とバラエテイに富んだ個性的な

店が多々あり。

出典：糀谷商店街振興組合HPより抜粋 http:// www.koujiya-shop.com/index.htm



>>>糀谷商店街振興組合(概要)
• 訪問日：平成１８年８月１７日
• 理事長：木崎 稔土氏
• 最寄駅：京浜急行線糀谷駅
• 加盟店：９５店
• 連絡先：03-3742-2405（事務所）
• ＨＰ://www.koujiya-shop.com/index.htm

• 京浜急行線糀谷駅から環状八号線を越えて
約３００ｍの長さの商店街

• 阿波踊りの図柄が入った商品券（500円、100
円、50円）を発行、イベント時に活用

• チェーン店は１０店舗、商店街に加入

• 半径300ｍが一次商圏
• 年間販売額の傾向は「減少した」

• 空き店舗比率約2％
• 新規開店店舗はこの１年間に３店舗
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出典：糀谷商店街振興組合HPより抜粋 http:// www.koujiya-shop.com/index.htm



ちょっとユニークな個店（糀谷商店街振興組合）
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看板娘は101歳（！）の
おばあちゃん。いつまでも
お元気で！お店の豆類は
量り売りをしてくれる。

つり銭は軒先に
ぶら下がった
「かご」から出てくる
昔ながらの威勢の
いい魚屋

「くつ」の看板のくつ屋

もんぺタイプの服も売る洋服屋

生の魚しか使わない自家製の蒲鉾屋
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８、ミハラ南商店街振興組合

街路樹の横に東海道
のおもかげを記念した
タイルがついた石あり
（座ることも出来る）

・「旧東海道」「海苔のまち」がコンセプト。
キャッチフレーズは「ミハラッコセールと旧東海道の商店街」。
キャラクターはラッコ（公募）。
「商店街として生き残る」ことがビジョン。
安全な街を目指し「防犯カメラ」の設置を検討中 。

・ミハラ通りの他商店街（ミハラ通り北商店街、ミハラ通り仲町商店街）
と合同で「旧東海道ふる里まつり」（年１回）を開催。
毎月の「ミハラッコセール」（チラシも配布）、年3～4回の
「フリーマーケット」、年２回のスタンプ商品交換セールも実施。
・チラシには、商店街情報、地域イベント情報、警察の情報も
載せ地域情報誌的な意味合いをもたせている。
・来年４月に大森ふるさとの浜辺公園の人口海浜がオープン。
人口海浜への通り道の商店街として事前PRをして
人の動員と活性化を計画中。
・海苔店、ねじ屋、提灯店等の特徴のある店が目を引く。

提灯店
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>>>ミハラ南商店街振興組合(概要)

• 訪問日：平成１８年８月26日
• 理事長：鈴木 久之氏
• 最寄駅：京浜急行線平和島駅
• 加盟店：77店
• 連絡先：03-3761-8805
• ＨＰ：http://www.miharaminami.com/

• 第一京浜国道に合流していた旧東海道は、平
和島付近で、現在の美原通りへ入る。そのミハ
ラ通り沿いの南に位置する商店街

• バリアフリーを大田区で２番目に導入

• スタンプによる交換セールを年２回実施

• 商圏は約500mの近隣型、地域密着の商店街
• 年間販売額の傾向は「変わらない」

• 空き店舗比率0％。

商店街マップ

出典：ﾐﾊﾗ南商店街振興組合HPより抜粋 http://www.miharaminami.com/ ミハラ通りの石塚



９、新橋赤レンガ通り発展会

新正堂の切腹の最中

・憲章として「環境整備」「文化の香り」「秩序ある商店街」を定めて
いる。
・レデイス会員（25名）が歩道のタバコの吸殻拾い、清掃、花壇の
手入れを実施。
・街路樹（花水木）、赤レンガ通りの地図、鉄道車輪を模した街路灯、
広いカラー塗装の道路は都会の商店街。
・浅野内匠頭終焉の地や愛宕神社に因んだ銘菓店、工夫を凝ら
したきれいな店が多い。歴史的建築物で国指定の有形文化財
「堀商店ビル」などは観光面のスポットとして、街の文化の香り
に一役買っている。

堀商店ビル
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鳥肉専門店

自家製麺
の蕎麦屋



>>>新橋赤レンガ通り発展会(概要)

• 訪問日：平成１８年８月１日
• 会長 ：高木 正夫氏
• 最寄駅：都営浅草線新橋駅orＪＲ新橋駅
• 加盟店：９７店
• 連絡先：０３－３４３１－０５３４（事務所）
• ＨＰ：http://www.shinbashi.net/top/area/index.php?sid=10
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• 新橋２丁目から６丁目まで約８８０ｍにある商
店街、レンガ造りの建物が多かったことから
「レンガ通り」と命名

• プレミアム（１０％）つきスマイル商品券を発行

• 「新橋こいちまつり」に協賛

• 年間販売額の傾向は「変わらない」

• 空き店舗比率0％

出典：MINATOあらかるとhttp://www.minato-ala.net/

車輪を模した街路灯

http://www.shinbashi.net/top/area/index.php?sid=10
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１０、総括
• 昔ながらの街道の姿と再開発等で失われる変化に対応
する商店街の様々な取り組みに学ぶところが多々あっ
た。

• 今回残念ながら選に漏れたが、「未来志向」への取り組
みは、重要なキーワード。

• 進出するチェーン店を会員として取り込む事も重要。
• 歴史や文化だけでなく、イベント等の実施による「地域と
のコミュニケーション」、地元のお客様層に対する「魅力
ある個店の存在」、そして商店街の会員の結束を図る
「役員の方々」が商店街の活力源となっていた。

エネルギッシュな商店街
だわ。すばらしい！



>>>総括(詳細）
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• 東京販売士協会が実施している、販売士が推す!!「エネルギッシュタウン－私の街－」発掘事業（Ｅ・Ｔ事
業）も今年で７回目となりました。

• このＥ・Ｔ事業は、マスコミに頻繁に登場するという事は無いものの「きらりと光る何か」を持つ商店街を販
売士が消費者の視点から探し出そうという事業です。一昨年の平成１６年度は東京に残る路面電車「都
電荒川線」がテーマでした。昨年の平成１７年度は五街道のひとつ｢甲州街道」がテーマでした。

• 本年度も、「街道沿い」をテーマとして東海道沿いの商店街を取り上げました。江戸を起点とした五街道の
ひとつ東海道は、日本経済流通の代表的縮図で、歴史の変遷の中で伝統・文化の交流に大きな役割を
果たして来ています。 東海道の沿線には、学校、宿場町跡、神社仏閣、史跡など、人々が集うスポットが
たくさんあり、歴史と文化をうまく活用して発展している商店街を発掘する事が狙いでした。

• 調査の結果、歴史や文化をうまく活用している商店街が多々あり、「ユニークな個店が存在する」「地域と
のコミュニケーションが活発」といったような商店街らしい商店街が表彰対象になりました。また、役員の
方々のリーダーシップや「未来志向」による今後のさらなる活性化への取り組み、ここに商店街を活性化し
ていく上での大きなヒントが隠れているような気もします。

• 都市の発展に伴い、再開発も進み、昔ながらの街道の姿は失われつつあります。そのような時代の変遷
と共に姿を変えて適応していこうとする商店街、様々な素晴らしい商店街との出会いの中から私たちも多
くの事を学ばせて頂きました。

• 私たちも消費者として日々生活しています。今後もＥ・Ｔ事業を通じて街を見つめ、新たな発見をし、魅力
ある街づくりの創造に少しでもお役に立てれば幸いです。

• 最後に、お忙しい中を時間を割いて事業にご協力頂きました商店街の皆様、本年も本事業に共催し、
Ｅ・T事業及び表彰商店街を取材して「日経ＭＪ」紙面に掲載していただけます日本経済新聞社様、
Ｅ・Ｔ事業に積極的に関わり、素晴らしい商店街の発掘にご尽力頂きました実行委員ならびに事務局の皆
様に深く感謝しお礼を申し上げます。

平成１８年１１月７日 東京販売士協会副会長／Ｅ・Ｔ事業実行委員会委員長 八木田鶴子

「きらりと光るもの」
があるわ。ステキ！
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実行委員会 名簿

（順不同・敬称略）

• 東京販売士協会会長

大島 博

• 東京販売士協会副会長／Ｅ・Ｔ事業実行委員会委員長

八木 田鶴子

・ 東京販売士協会副会長
松崎 香澄

• 東京販売士協会常任理事／Ｅ・Ｔ事業実行委員会委員
池田 章、上野 擴、加藤 真由美、柄沢 明久、財津 永量、菅原 資子、松原 宏行、
安則 久雄、鈴木 佳文

• 東京販売士協会会員／Ｅ・Ｔ事業実行委員会委員
齋藤 利行、堀川 雅弘、太田 靖敏、金井 勉、小林 正之、神藤浩治、吉田 成穂、

茂垣 光昌、大橋 秀通

• 共催

日本経済新聞社
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