
中之町（なかのちょう）商店会とは

表町商店街の中で最大規模（店舗数）を誇り、１日約 7,000 人が往来する中之町は、

岡山城の外堀の中にある城下町として誕生し、

多くの商人が集い、商いを営んできた 400 年の歴史がある場所です。

私たち中之町商店会は現代の商人達が集まり、商店街のこれからを考えながら、

商人たちが活躍できる環境を創造してまいります。

いっしょに

をつくりませんか？

入 会 の ご 案 内

En r o l lm e n t  g u i d e



出資金と会費

注１：アーケードは市道上に当組合が設置している設備となり、「道路占有費・電気代・定期点検・修繕・保険等」

維持管理コストを受益者負担によって捻出しております。尚、受益者とはアーケード面に物件を所有する大家様

（地権者）となります。管理費については大家様もしくは事業者様（テナント）の何れかより徴収させて頂きます。

中之町商店会は中小企業等協同組合法に基づき、入会時については出資金として 4,000 円をお預かり

しており、退会時には返還をさせて頂きます。

月会費は健全な商店街活動のために徴収し、「集客、情報配信、装飾等の販売促進」「事務局委託費」

「インフラの整備」「コミュニティの創造」「アーケード維持管理注 1」等に使用しています。不動産

募集時に表記されている組合費とはこちらになります。

毎年 5月の総会にて、集金した会費の決算書を作成し配布しております。

アーケードに面している店舗

一般管理 (注１)  2,400 円＋事業費 { ( 間口ポイント× 800 円 )＋( 売場面積ポイント× 800 円 ) }

＋アーケード維持管理費 ( 全体費用の実績平均値 ) ÷間口

＋道路清掃費 ( 全体の清掃費÷間口 )

＋町内会費 500 円

アーケードに面していない店舗
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一般管理費 (注１)  2,400 円＋事業費 (１F 800 円、２F 400 円 )

＋町内会費 500 円

月会費は開業時に算出した金額を、毎月下記口座の何れかにお振込み、もしくは自動引き落としと
なります。お振込の手数料はご負担を頂きますが、引落手数料は当会にて負担致します。現金での
集金をご要望の際は、別途ご相談ください。

協同組合中之町商店会　理事長　片山  進平（かたやま  しんぺい）

・おかやま信用金庫　内山下支店　普通預金　0401727

・トマト銀行 　　　中山下支店　普通預金　5881151

・中国銀行 　　　本店営業部　普通預金　2949110

口座名義人



イベント時や町内の福利厚生等で発券され、

券面の100％にて手数料はかからず現金と

引換させて頂きます。

中之町商店会発行の
商品券

(中之町とくとく商品券)

様々なアクション！

中之町オリジナル
ショッピングバッグの購入
（ 4色1セット400円 ）

楽天市場「中之町商店会」
への出店

https://www.rakuten.co.jp/okayama/

テラス営業
GoToトラベル/ GoToイート

の代理申請

大型産業ゴミの
廃棄補助

中之町商店街リブランド講演会
勉強会への参加

中之町割引への参加
例：「ONSAYA COFFEE」珈琲50円引 等
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「ゴールデンフェスタ岡山」大ワゴンセール 「無印良品つながる市」
マルシェイベント

「岡山クリスマスマーケット」
イルミネーション

「備前岡山ええじゃないか大誓文払い」
大ワゴンセール

ビッグバーゲン

新春初売り

※岡山市商店会連合会主催

年間イベントへの参加

ホームページやSNSによる情報発信

1その

2その

5月

11月 12月 1月

6月
9月

各特集チラシ発行や、ファッション　グルメ　美と健康　ギフト　等のwebページ作成も！

中之町公式HP

公式 LINE（登録者約 700 人）

公式 Facebook（フォロワー約 600 人）

表町商店街ツイッター（フォロワー約 2500 人）

町内会 120 件への回覧配布による告知等

公式ホームページ「商人リスト」掲載

中之町 facebook

3その 4その

7月

主な活動内容
中之町の



内装施工について

大型産業ごみの廃棄補助

アーケードから吊り下げられている統一看板の変更費用として、25,000 円のご負担をお願い致します。
（自社施工可）

近隣店舗への配慮および班長、理事長、事務局への工期の共有をお願いします。

吸排気を商店街側に設置することは原則禁止となっています。

事業ゴミや大型産業ゴミの廃棄を不定期で無料回収しております。
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（協）中之町商店会 事務局代行
特定非営利活動法人岡山 NPO センター　担当：正分
TEL : 086-224-0995　メール : npokayama.shobun@gmail.com

理事長　片山進平
TEL : 090-9392-5278　メール : info@katayamas.jp

お問い合わせ先

日常業務及び安心・安全について

当組合では、10 グループに分けた班制度を導入しており、それぞれ班長が選任されています。

照明、看板、ワゴン、商品等のはみ出しは、警察署の通達により緑の柱までとなっております。
それ以上のはみ出しは撤去して頂くことになりますので、よろしくお願い致します。

アーケードや商店街設備等に関しての問い合わせ　岡山ラジオ　086-222-8785 村川

火災、けが人、不審者など有事の際は班長、理事長、事務局まで連絡お願いします。
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役員のご案内

理 事 長 　　　　　　 片山　進平 　　　 コレクションズカタヤマ

副理事長 　　　　　　 三宅　直人 　　　　　　紳士服　Koka

副理事長 　　　　　　 中塚　博晶 　　　　　　アサノカメラ

専務理事 　　　　　　岡村　由香里 　　　　　キモノものがたり

　　　　　　　　　　　　　 山田　寛之 　　　　　料理道具　山田屋

 理　事 　　　　　　 河竹　恵美 　　　　　　　　凛　空

 理　事 　　　　　　 畑中　啓司 　　　　　和カフェ　Kapai

 理　事 　　　　　　 中村　和也 　　　  パスタ食堂　アントロワ

 理　事 　　　　　　 白石　浩範 　　　　　　豆腐処　おかべ

 理　事 　　　　　　海老原　孝人 　　　　　　　無印良品

 監　事 　　　　　　 横山　卓司 　　　　　　 プロスワイ

 監　事 　　　　　　  松井　聰 　　　　　　 松井時計店

役　職　　 　　　　　　　　氏　名 　　　　　　　　お　店

（青年部部長兼任）
常務理事

( 2020 年 7 月現在 )

当組合の役員は、下記の通りになります。



１．クレジット・デビットカード・電子マネーカード事業

VISA, MASTER, JCB, AMEX, Diners, 銀聯 , nanaco, Edy 等のクレジット決済、デビット決済、
電子マネー決済の端末をご提供しております。天満屋モアカードポイントがつきます。
詳細につきましては、岡山市表町商店街連盟までお問い合わせ下さい。TEL: 086-226-2290

「アーケードに面している店舗」・・・・・無 料
「アーケードに面していない店舗」・・・・月額 1,000 円　（2021 年 4 月 1 日以降改定）

２．駐車券事業

３．商品券事業

５.　加盟費用

換金方法

下記との契約により、便宜を図っています。

４．「ホームページ掲載」「まちゼミ」「表町おもぶら！」「天満屋特招会」への参加

※A、Bは駐車券を前渡し、利用分を集金に伺います。
※Cは、5枚から販売致します。
※Dは、直接お買い求め下さい。(「中之町商店会の◯◯です」とお伝え下さい )

A　天満屋表町パーキング   後払い　＠240 円
B　天満屋パーキング　　   後払い　＠280 円
C　城下地下駐車場　　　　前払い　＠260 円
D　日東パーキング　　　　前払い　＠260 円

・中国銀行 本店
・おかやま信用金庫 内山下支店
・トマト銀行 中山下支店
・百十四銀行 岡山支店

表町商店街連盟発行の商品券（500 円券，天満屋にて使用可）があり、販売代理店での販売の他に、
イベントの景品にもよく使われています。 手数料がかかります。

左記のいずれかに口座を作って頂き、受けとった商品
券の裏に店名印を押して、通帳と一緒に銀行窓口へ。
額面の96％にて口座へ入金。
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岡山市表町商店街連盟への加盟


