
Ｎｏ． エリア名 市区町村名 商店街名 Ｎｏ． エリア名 市区町村名 商店街名 Ｎｏ． エリア名 市区町村名 商店街名
1 新京橋商店街振興組合 51 天神橋筋４丁目北商店街振興組合 101 香里駅前通商店街
2 京橋中央商店街振興組合 52 天神橋筋五丁目商店街振興組合 102 香里新町商店街
3 ウエストストリート京橋 53 天六商店街振興組合 103 大東市 野崎参道商店街振興組合
4 福島区 野田新橋筋商店街振興組合 54 曾根崎お初天神通り商店街会 104 門真市 古川橋本通商店街振興組合
5 堀江の会 55 千日前道具屋筋商店街振興組合 105 四條畷市 四條畷商店会
6 九条駅前商店街振興組合（ナインモール九条） 56 せんば心斎橋筋協同組合 106 交野市 星田駅前商店会
7 九条中央商店街振興組合（ナインモール九条） 57 心斎橋筋北商店街振興組合 107 八尾市商業協同組合（ファミリーロード）
8 九条東商店街振興組合（ナインモール九条） 58 道頓堀商店会 108 北本町中央通商店会
9 八幡屋商店街振興組合 59 ⿊⾨市場商店街振興組合 109 柏原市 国分⻄駅前商店会

10 八幡屋市場商業協同組合 60 戎橋筋商店街振興組合 110 瓢箪山中央商店街振興組合
11 天保山商店会 61 船場センタービル連盟 111 ジンジャモール瓢箪山商店街振興組合
12 三泉商店街 62 アメリカ村の会 112 瓢箪山駅前東商店会
13 泉尾商店街振興組合 63 南地中筋商店街振興組合 113 石切参道商店街振興組合
14 泉尾中通商店街振興組合 64 難波センター街商店街振興組合 114 布施商店街事業協同組合
15 泉尾中央商店街振興組合 65 なんば南海通商店会 115 泉大津市 北助松商店街振興組合
16 浪速区 日本橋筋商店街振興組合 66 ミナミ千日前商店会 116 高石市 羽衣商栄会
17 柏里本通商店街振興組合 67 堺東中瓦町商店街振興組合 117 岸和田市 岸和田駅前通商店街振興組合
18 出来島商店会 68 堺銀座⻄商店街振興組合 118 泉佐野市 泉佐野商業会連合会
19 淡路本町商店街振興組合 69 堺東駅前商店街振興組合 119 泉南市 砂川駅前商店会
20 東淡路商店街振興組合 70 堺銀座商店街組合 120 阪南市 阪南市商業会連合会
21 上新庄南商店会 71 堺銀座南商店街 121 金剛銀座街商店会
22 生野銀座商店街振興組合 72 堺銀座北商店街組合 122 富⽥林⻄⼝商店会
23 桃谷駅前商店街振興組合 73 堺山之口連合商店街振興組合 123 河内⻑野市 ⻄商栄通り商店街
24 生野本通商店街振興組合 74 堺駅前商店会 124 松原市 天美駅前東商店会
25 生野本通中央商店街振興組合 75 中区 深井プラザ商店会 125 道明寺天神通り商店街
26 ベルロード中銀座商店会 76 東区 ベルヒル北野田店主会 126 ハートフル９１商店街振興組合
27 千林商店街振興組合 77 諏訪森商店会 127 藤井寺一番街商店街振興組
28 今市商店街振興組合 78 鳳本通商店街振興組合 128 藤井寺駅前北商店街振興組合
29 森小路京かい道商店会 79 泉北光明池専門店事業協同組合
30 森小路商店会 80 トナリエ栂・美木多テナント会 ※重点商店街は網掛け
31 城東区 城東商店街振興組合 81 北区 中百舌鳥駅前通商店街振興組合
32 阿倍野区 ⻄⽥辺駅前商店会 82 美原区 美原本通り商店街振興組合
33 住吉区 地下鉄あびこ中央商店街振興組合 83 岡町商店街振興組合
34 東住吉区 駒川商店街振興組合 84 豊中駅前一番街商店街振興組合
35 ⻄成区 飛田本通商店街振興組合 85 池田市 石橋商店会
36 三津屋商店街振興組合 86 吹田市 吹田市旭通商店街協同組合
37 十三フレンドリー商店街振興組合 87 高槻市 芥川商店街事業協同組合
38 十三本町商店街振興組合 88 茨木阪急本通商店街振興組合
39 十三元今里商店街振興組合 89 茨木ショップタウン会
40 三国新三商店街振興組合 90 島本町 水無瀬駅前商店会
41 粉浜商店街振興組合 91 新開地商店街振興組合（橋波商店連合会）
42 加賀屋商店街協同組合 92 京阪商店街振興組合
43 加賀屋本通商店街振興組合 93 旭通商店街振興組合
44 中加賀屋商店街振興組合 94 土居商店街振興組合
45 加賀屋一番街商店街振興組合 95 宮之阪中央商店街振興組合
46 安立中央商店街振興組合 96 枚方市川原町商店会
47 安立本通商店街振興組合 97 大利商店街振興組合
48 天神橋一丁目商店街振興組合 98 寝屋川一番街商店街振興組合
49 天神橋三丁目商店街振興組合 99 香里中央商店会
50 天神橋筋四番街商店街振興組合 100 香里ダイエー本通商店街
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