
 内容詳細   福島聖天通商店街振興組合    なにわ商人体験 資料① 2018 fall   

は福沢諭吉翁生誕地に因み、福島聖天通商店街(振)が 2004年より大阪観光局とリンクして開催している小中高生対象の 

ユニークな実販売体験学習です。当街スタッフはプロも交え習熟しています。安心してご参加ください。 

は貴校地元の特産品の販売を通してお金の大切さ、先生、家族との絆、生産者への感謝、郷土愛を育みます。 

はお客さんへの対面販売を通して“物”より“心”、コミニケィションの大切さを実感していただきます。 

は特産品販売・観光パンフ配布・のぼり・ハッピ・CD・POP等で観光誘致、郷土への再評価に繋がります。 

は“占い教室”で自己を見つめ直し目標・進路・自信・自己責任等を育みます。 

は文科省、教育委員会等より高い評価をいただいているキャリア教育内容です。平成 23年実施校が文部科学大臣表彰されました。 

 

進行例 １１：００ 当街レクチャー会場に到着                  降車地点にて、のぼり旗で迎車します 

         １１：１０ 挨拶・レクチャー・注意点         なにわ商人講話・タイムスケジュール 

         １１：３０ 産直品販売・（当街路・３ヶ所に分かれて）   多人数の場合は前後半 2 回に分けて実施 ３ヶ所共販売テーブル１台＋番重２台       

１３：００ 昼食（当街内の数店にてお好み焼き定食）  多人数の場合は前後半 2回に分けて実施   

         １４：００ 手相教室 （当街登録プロ鑑定師）     多人数の場合は前後半 2 回に分けて実施 手相鑑定師は宗教色の無い安心指南です 

        １５：００ 修了式                  総評・あいさつ・修了証 
 

 ご注意  ※ 販売品無き場合はお受け入れができません。特産品・産直品に限らず何でも販売可。販売品は前日までに必着でお願いします。 

※  修了証として個人鑑定書を作成致します。別紙にて参加者名簿を FAX して下さい。名簿の情報は決して流用致しません。ご安心ください。 

参加者の姓名・ふりがな・男女・生年月日・血液型（太字は必須） を FAX して下さい。名簿無き場合修了証（鑑定書）は発行出来ません。 

※ 販売予定品名を別紙にて FAX して下さい（数量、価格は不要）。当街にてポスターを作り予告ＰＲさせていただきます。 

※ 参加者名簿・販売品名は 10日前必着でお願いします。販売品は前日までに必着でお願いします。クール便も OKです。 

※ すべての送付先 〒553-0003大阪市福島区福島 7-6-5草野洋服店 草野則一宛 電話０６-6451-0467 fax 06-6451-0468  

※  mobile 090-3859-7875  メール boku-chan298@sky.plala.or.jp  参考に当街 HP“占い商店街”もご覧下さい 

受入日時  平日 10時～17 時（日・祝・第４金曜は不可）（雨天決行）           多少の時間変更可 

受入人数  ２０～１6０人                                最小催行 20名様より 最大要相談 

体験時間    3時間～4時間（昼食付き）  下見をお勧めします是非ともお越し下さい。    多少の時間変更可  

体験内容※ 特産品販売９０分（露店販売 3ヶ所・行商）手相教室６０分・なにわ商人講話   多人数の場合前後半 2回に分けて実施        

体験場所  販売体験（商店街 330ｍ周辺）・その他（集会場）               雨天時要雨具 テントは準備可      

体験料金  生徒実数分、先生は不要                           料金はツーリスト様にお尋ねください                  

記 念 品※ 修了証（姓名判断書）・商人訓（福沢諭吉書）                  参加者名簿を別紙にてお送りください（秘密厳守します） 

昼    食  （オプション）お好み焼き定食                        食アレルギー対応一部可能 

お申込み  大阪観光局 ☎06－6282-5900  FAX 06-6282-5915         大阪観光局へお申し込み後当街に引き継がれます。 

mailto:メールboku-chan298@sky.plala.or.jp
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体験”よくある質問に替えて   なにわ商人体験 資料②   2018 Spriｎg 

福島聖天通商店街振興組合  

学校地元の特産・地産品を大阪のおばちゃん相手に実販売する体験です。 

趣旨 特産品販売（真のキャリア教育）を通して地産品の認識。生産者、両親、先生への感謝。郷土愛、 

お金の大切さ、販売の喜び、人とのコミュニケーションの必要性、地域の活性化等を育む。 

◎対象   小中高生・修学旅行生・課外授業体験生・社会体験他 

◎受入人数 20～１6０人程度まで 

◎受入日時 平日 10時～17 時（日・祝・毎月第 4 金曜はお受入れ不可。）（見学・お下見も） 

 ◎お申込  大阪観光局 参加体験プログラム担当 電話 06-6282-5900(代表) FAX 06-6282-5915 

◎体験時間 3時間 （特産品販売 90分・手相教室 60 分・他）～ 4 時間(食事共） 

◎記念品  修了証（姓名判断個人鑑定書）・福沢諭吉翁「商人訓」 

◎体験内容 特産品販売・手相教室。体験内容はセットです。一部を除いたり、変更は原則不可です。 

特産品販売は必須。商店街スタッフが優しく指導致します。 

注 特産品販売無き場合はお受入れが出来ません。ご注意下さい。 

 ◎料金   旅行会社、教育旅行担当者様にお尋ね下さい。 
◎過去実績 平成 16年開始 150 校(H29 現在) 売上 5～３０万円／校 完売＞80％  

文部科学大臣賞受賞（三重県伊賀市立緑ヶ丘中学校様、キャリア教育部門、平成 23 年 11 月） 
 

☆送迎    最寄の到着場所に当街旗でお迎え。時間、場所を内容確認書にご記入下さい。 
☆あいさつ  最初にレクチャー・タイムスケジュール等の説明 

☆特産品販売 ●商店街指定の３ヶ所で持込商品を販売  ●売上金は全てお持ち帰り下さい。 

       ●販売商品は特に制限はありません。   ●品種 10～30 種類 

●単価 50～3000円          ●客層 主に大阪のおばちゃん 

       ●来客数 150～200 人         ●客単価 300～10000 円 

（好適品） ●米穀類・麵類・野菜・果物・魚介類・乾物・干物・練物・肉類・漬物・お茶 

      ●ジュース・飲物・花・菓子類・缶詰・調味料・加工食品・レトルト食品 

（目玉商品）●規格外品（サイズ、形、B 品）正規品同様に人気 

（いまいち品）△木工品・陶磁器・工芸品・書画・玩具・アクセサリー・贈答用詰合せ 

（販売スキル）●試食・試飲・百円均一・タイムサービス・くじ付き 

［配置、地割］3ヶ所（指定）（100ｍ間隔）・テーブル各 1 台・行商各 2（2～3 人 1組） 

       テーブル、行商用番重、予告ポスター、校名表示＝商店街にて準備 

［PR 放送］ 商店街全域にマイク放送で宣伝します。商品情報を地元弁でどうぞ。 

［当街準備］台車・のぼり用ポール・校名表示・予告ポスター・ハンドマイク・CD ラジカセ 

［学校準備品］釣銭・値札・POP・スーパー袋・電卓・試食品・観光誘致チラシ・のぼり・ 

ハッピ・CD・筆記具・領収書 

（販売サポート）ベテラン落語家＋当街スタッフは永年の経験で習熟しています。安心して 

        お越しください。𠮟咤激励を交えノウハウ、スキルをお伝え致します。 

（観光誘致 PR）地元の観光誘致パンフ、地図等もお配り下さい。観光協会に常備されています。 

（その他）   地元メディア、教育委員会、在阪県事務所、県人会、JA 等にも事前連絡下さい。 

     当街 HP“占い商店街”もご覧ください。『なにわ商人体験』コンテンツがあります。 

☆商人講話  福沢諭吉翁生誕の福島区ならではのお金の大切さ、教育の重要性、親のありがたみ、 

       先生への感謝、他人への気遣い等解りやすくお話し致します。 

☆手相教室 大人気の講座。当“占い商店街”のベテラン占い師が手相占いの手ほどきを致します。 

      兄弟姉妹を占えるよ。希望者（10人程）公開鑑定。質問に即答します。 

☆お好み焼き定食 粉文化発祥の地、大阪名物お好み焼き＋焼きそば＋ドリンクのセット(別途料金) 

☆修了式  終了証として、個人鑑定書をお渡し。商店街スタッフより総評、売上発表、まとめ。 

【事前送付】販売商品（クール便可） FAX⇒ 旅程表・販売商品名（予告ポスターをお作り致します。） 

参加者名簿『姓名、フリガナ、男女別、生年月日』（修了証の個人鑑定書をお作り致します。） 

販売商品の送り先 〒553-0003 大阪市福島区福島 7-6-5㈱草野洋服店 電話 06-6451-0467 

お問合せ・連絡  電話 06-6451-0467 FAX 06-6451-0468  mobile 090-3859-7875(草野) 

“ 占い商店街 ® ”http://www.uretemouranai.com 福島聖天通商店街振興組合 理事長 草野則一 



FAX 専用紙  06-6451-0468 まで 

なにわ商人体験 “内容確認書” 福島聖天通商店街振興組合  なにわ商人体験 資料③   2018 fall 

本書に直接ご記入の上ＦＡＸ返送してください。FAX 専用 06-6451-0468（理事長 草野則一宛） 

この確認書は大阪観光局へ予約済みの団体様のみご利用ください。（未だの団体様は先ずは 06-6282-5900 へご予約下さい。） 

            実行日の 10 日前までに FAX 願います。（本書＋ ⑩ ⑪ ⑫）お手数ですがよろしくお願いいたします。 

① 学校名                             ② 実行日       年    月    日（  ） 

③ 到着時間     時    分ごろ        到着予定   ④ 出発時間      時    分ごろ出発予定  

バス会社             バス   台                 商人体験必要時間（3 時間～食事共約 4 時間） 

⑤ 参加人数  男    名＋女    名＝計      名    ⑥ ツーリスト名            ・      支店 

⑦ 食事   要     名 ・  不要                TC          ・携帯             

⑧ （要に○） ハンドマイク  台車  ＣＤプレイヤー  旗用ポール        可能な範囲で用意致します。 

⑨ 販売品の発送          運送便 （クール 含む なし ）  当日持込み  荷送りは前日必着でお願いします。 

 ⑩ 販売予定品名表 （別紙にて FAX でお願いします。）  当街で予告ポスター作成に必要。 

  ⑪ 旅程表      （別紙にて FAX でお願いします。）  

⑫ 商人体験参加者名簿 （別紙にて FAX でお願いします。）  姓名
フリガナ

 性別 生年月日(太字必須） 血液型  修了証(姓名判断)作成に必要 

    名簿情報は上記の目的以外決して使用致しません。安心してお送りください。参加者名簿無き場合は姓名判断鑑定書をお作りできません。 

ご注意！ 販売品無き場合はお受け入れできません。ご注意ください。 

以上本書＋ ⑩ ⑪ ⑫ の返送、宜しくお願い致します。実行日の 10 日前までに FAX 願います。  

FAX 先 06-6451-0468 福島聖天通商店街振興組合 理事長 草野則一 宛 

販売商品送り先〒553-0003 大阪市福島区福島 7-6-5 草野洋服店宛 電話 06-6451-0467  

お問い合わせも上記の電話、FAX にお願いします。          FAX 06-6451-0468 
“売れても占い商店街®” URL http://www.uretemouranai.com  福島聖天通商店街振興組合 〒553-0003大阪市福島区福島 7-5-19-503 

http://www.uretemouranai.com/


  なにわ商人体験  2 クール例（食事あり）    なにわ商人体験 資料 ⑥   2018 fall                   

 事 前 班 編 成 の お 願 い         福島聖天通商店街振興組合  占い商店街® 

〒553-0003大阪市福島区福島 7-5-19-503  

phone＆fax  06-6４５８-４０７０ 

商人体験は 70～80 名以上の場合下記の様に前半、後半２つのグループに分け、 

時間帯をずらして、物産販売、手相教室を 2 クール行います。 

下記例の様にグループ分け、班分けを事前にお願いいたします。 

 

班毎のタイムスケジュール例は以下のようになります。 

○例  生徒 140 名（先生共 150 名） 

    10:30  10:50             11: 50              13: 00                1430  1440 

        

前半 
グループ 

70 名 

 

あいさつ 

レクチャー 

 

 

手相教室約６0分 

 

A～C 班 70 名一緒に 

レクチャー会場で   

 

 

 

昼食（以下の 3店にて）  

①お福ちゃん 35名 

②はっちゃん 25名 

③絵美       15名 

 

 

 

物産販売約 70 分 

ABC 班 各班 23名 

3 か所に別れ  

 商店街で販売 片付け 

 

 

 

 

修了式 
前半 
グループ 

70 名 

物産販売約 70 分                   

ABC 班 各班 23 名 

3 か所に別れ  商店街で販売 

 

 

 

修了式 

 

   

 

 

   10;30     1120             12:30           13:30         14:30  1440 

  

 

後半 
グループ 

70 名 

 

あいさつ 

レクチャー 

 

 

 

 

 

 

販売準備  物産販売約 70 分 

DEF班 各班 23名 

3 か所に別れ  

 商店街で販売 

    

 

 

 

手相教室約 60 分 

 

DEF班 70 名一緒に 

レクチャー会場で 

 

 

 

 

昼食（以下の 3店にて）  

①お福ちゃん 35名 

②はっちゃん 25名 

③絵美       15名 

 

 

 

修了式 
後半 
グループ 

70 名 

  

 

修了式 

 

 

  前半のグループは 手相教室（60 分）➡昼食（６０分）➡物産販売(70 分)➡修了式 
  

  後半のループは 物産販売（70分）➡手相教室（60 分）➡昼食（６０分）➡修了式 の順です。お手数ですが上記の様に班分けをお願い致します。 

 

ご質問・ご不明の点等、何なりとお申し付けくだされば幸いです。  福島聖天通商店街(振) 理事長 草野則一（携）０９０－３８５９－７８７５ 

（電） 06-6451-0467 

（fax） 06-6451-0468 


