
（別表４）
府内商店街数 （２０２1（R3)．5．31現在）

153 8 33 43 43 25

北区 中京区 下京区 西京区 向日市 宇治市 亀岡市 福知山市 宮津市

▪北大路商店街 ▪河原町商店街 ▪四条繁栄会商店街 ▪ﾗｸｾｰﾇ商店会 ▪京都向日市激辛商店街 ▪宇治橋通商店街 ▪亀岡一番街専門店会 ▪ゆらのｶﾞｰﾃﾞﾝ出店者協議会 ▪天橋立文殊繁栄会

▪新大宮商店街 ▪京都三条会商店街 ▪京都駅前豊栄会 ▪嵐山西の会 ▪向日市商店会 ▪平等院表参道商店会 ▪馬堀駅前商店会 ▪新町商店街 ▪府中観光会

▪御薗橋801商店街 ▪三条名店街商店街 ▪七条商店街 ▪福西商店連合会 ▪向日えきえきｽﾄﾘｰﾄ ▪宇治源氏ﾀｳﾝ銘店会 ▪馬堀西部商店会 ▪福知山広小路商店街 ▪宮津本町商店街

▪北山街協同組合 ▪三条小橋商店街 ▪四条大宮商店街 ▪境谷商店連合会 3 ▪ﾛｸﾓｰﾙ商店街 ▪亀岡駅前商店街 ▪福知山駅正面通商店街 ▪宮津中町商店街

▪新町商店街 ▪新京極商店街 ▪河原町ｸﾞﾘｰﾝ商店街 ▪新林商店連合会 長岡京市 ▪御蔵山商店街振興会 ▪亀岡安町商店街 ▪ききょう通り商店街（福知山駅前商店街） ▪宮津駅前商店会

▪船岡共栄会 ▪寺町会 ▪東本願寺前商店会 ▪竹の里ｾﾝﾀｰ管理組合 ▪長岡中央商店街 ・宇治観光塔の島会 ▪北町商店街 ▪おおえ駅前商店街 ▪魚屋栄伸会

▪鞍馬口商店連盟会 ▪寺町京極商店街 ▪木屋町会 6 ▪ｾﾌﾞﾝ商店会 ▪小倉駅前商店会 ▪Ｈ商店街 ▪西中筋商工会振興会 ▪白柏白栄会

▪新大宮紫竹ｻｰﾋﾞｽﾁｪｰﾝ ▪寺町専門店会商店街 ▪新京都駅頭会 伏見区 ▪神足商店会 ▪西大久保繁栄会 ▪ｸﾆｯﾃﾙ商店街 ▪内記新町商店街 ▪由良実業会

▪紫明商店会 ▪ﾊﾟﾚｯﾄ河原町商店街 ▪京都駅近鉄名店街商店街 ▪稲荷繁栄会 ▪長岡天神駅前相互会 ▪ﾀｳﾝ100番街商店会 ▪大井町商栄会 ▪土師商友会 ▪宮津商業協同組合

▪西一条商店街 ▪河原町蛸薬師商店街 ▪松原京極商店街 ▪納屋町商店街 4 ▪こはタウン ▪亀岡ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・ｱﾐﾃｨ ▪川口商友会 9

▪協同組合烏丸マート ▪花遊小路商店街 ▪七条中央ｻｰﾋﾞｽ会 ▪伏見大手筋商店街 大山崎町 ▪宇治・小倉商店ネットワーク ▪西友専門店ﾃﾅﾝﾄ会 ▪下六人部商友会 京丹後市

11 ▪京都錦市場商店街 ▪嶋原商店街 ▪竜馬通り商店街 ▪大山崎ゆめつむぎ商店街 ▪大阪屋マーケット ▪ﾏﾂﾓﾄ千代川専門店会 ▪三栄会 ▪はごろも商店会

上京区 ▪京・寺町会商店街 ▪七条ｾﾝﾀｰ商店街 ▪稲栄会(深草稲荷保勝会） 1 12 ▪ｲｵﾝ亀岡店同友会 12 ▪峰山町御旅商店会

▪上七軒匠会 ▪鴨川納涼床協同組合 ▪七西甲子会 ▪伏見稲荷参道商店会稲青会 城陽市 ▪平和堂同友会ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ亀岡支部 舞鶴市 ▪ｻﾝﾛｰﾄﾞｴｲﾄ

▪大将軍商店街 ▪ゼスト御池会 ▪西七繁栄会 ▪深草商店街 ▪城陽市役所前商店街 ▪篠八幡商工繁栄会 ▪大門商店街 ▪金刀比羅商店会

▪北野商店街 ▪京都大宮商業振興会 ▪京都駅前東栄会 ▪向島ﾆｭｰﾀｳﾝｾﾝﾀ－商店会 ▪ｱｸﾃｨ城陽商店街 ▪ﾊｰﾄﾌﾙｱﾍﾞﾆｭｰﾌﾟﾗｯﾂ商人会 ▪八島商店街 ▪野中地区商店街

▪ウエル北野 ▪夷川会 ▪正面会 ▪丹波橋繁栄会 ▪JR城陽駅前商店街会 ▪内丸町繁栄会 ▪七条商店街 ▪間人商店連盟

▪千本商店街 朱雀大路の街 ▪朱雀二条商店街 ▪七条千本繁栄会 ▪墨染ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ街 ▪長池商店会 ▪河原町繁栄会 ▪三条商店街 ▪あみのﾎﾟｲﾝﾄｻｰﾋﾞｽ会

▪出町商店街 ▪西新道錦会商店街 ▪植松会 ▪伏見風呂屋町商店街 ▪東富野商店会 ▪ﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞ共栄会 ▪ﾏﾅｲ商店街 ▪京丹後ｴﾑｽﾞｶｰﾄﾞ会

▪西陣千本商店街 ▪壬生京極会 ▪京都エビスク七条協同組合 ▪淀本町商店街 ▪近鉄寺田駅前通商店会 ▪余部町商栄会 ▪平野屋商店街 ▪久美浜町ｽﾀﾝﾌﾟ振興組合

▪堀川商店街 ▪河原町御所表繁栄会 20 ▪油掛商店会 ▪近鉄寺田駅前商店会 ▪稗田野商工会 ▪新世界商店街 ▪弥栄ﾗｯｷｰｼｰﾙ会

▪西陣京極会 ▪二条繁栄会 南区 ▪淀・納所商工ｸﾗﾌﾞ 7 ▪本梅・畑野繁栄会 ▪中央商店会 ▪御旅市場ｱｰｹｰﾄﾞ管理組合

▪桝形事業協同組合 ▪NPO法人えんえんたうん ▪ｱｽﾃｨ京都共栄会 ▪中書島繁栄会 八幡市 ▪亀岡商業協同組合 ▪竹屋商店会 ▪弥栄商友会

▪出町通商業協同組合 ▪木屋町共栄会 ▪ｱﾊﾞﾝﾃｨ専門店会 ▪丹波橋共進会 ▪男山北ｾﾝﾀｰ商店街 ▪宮前町商店会 ▪舞鶴南実業会 ▪弥栄町商店連盟

▪協同組合上千本会ｸｰﾎﾟﾝ ▪上木屋町会 ▪吉祥院商店会 ▪中書島柳町繁栄会 ▪男山中央ｾﾝﾀｰ商店街 24 ▪港栄会 13

▪千本昭栄会 ▪三専会 ▪九条商店街 ▪深草有名専門店会 ▪男山商店街 南丹市 ▪舞鶴実業会

▪北野下ﾉ森協同組合 ▪天神御旅商店会 ▪唐橋商店会 ▪稲荷山共栄会 ▪男山竹園商店街 ▪宮町商栄会 ▪中舞鶴実業会 与謝野町

▪春日商店街連合 ▪丸太町ｻｰﾋﾞｽ会 5 ▪向島新生連合商店街 ▪ﾚﾝｶﾞ通り商店街 ▪上本町共栄会 ▪舞鶴さかなセンター協同組合 ▪加悦谷ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

15 ▪京都二条城城下町振興会 右京区 ▪桜木商店会 5 ▪本町繁栄会 14 ▪くすぐるｶｰﾄﾞ会

左京区 ▪西四条商店会 ▪嵯峨商店街 ▪丸の内センター協同組合 京田辺市 ▪八木駅前会 綾部市 ▪算所商店会

▪神宮道商店街組合 ▪府庁前たちばな遊和会 ▪嵐山商店街 ▪協同組合黒染スーパー ▪ｷﾗﾗ商店街 ▪本町商店会 ▪南西町商店街 3

▪プラザ修学院 31 ▪嵐山中之島会 ▪協同組合小栗栖ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 1 ▪胡麻繁栄会 ▪北西町商店街

▪田中京極協同組合 東山区 ▪嵐山十軒会 24 久御山町 ▪殿田商友会 ▪綾部ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ協同組合

▪高野ｳｴｽﾄ商店街 ▪祇園商店街 ▪大映通り商店街 ▪久御山サービスカード会 ▪若松町商店街 ▪花の木商店街

▪聖護院ｸﾏﾉ繁栄会 ▪祇園縄手繁栄会 ▪龍安寺参道商店街 1 ▪新町商店街 ▪綾部駅前商店街

▪一乗寺ドットネット ▪五条坂陶栄会 ▪西京極商店街 井手町 ▪小桜会（ﾁﾛﾘﾝ村商店街） ▪大本通り商店街

▪仁王門繁栄会 ▪茶わん坂繁栄会 ▪木辻商店会 ▪やまぶきスタンプ会 ▪花のまち商店会 ▪本町四丁目繁栄会

▪出町柳駅前商店会 ▪清水寺門前会 ▪花園共栄会 ▪いでちょう百縁商店街 ▪中央街路灯会 ▪本町七丁目商工睦会

▪山端商店会街路灯維持会 ▪清水繁栄会 ▪周山商栄会 2 12 ▪Ａカード会

▪一乗寺商店街街灯維持会 ▪古都に燃える会 ▪新ときわ商店会 宇治田原町 ▪井倉町商工繁栄会

▪協同組合丸銀百貨店 ▪今熊野商店街 ▪三条太秦繁栄会 ▪宇治田原を食べつくせ実行委員会 京丹波町 ▪宮代町商工繁栄会

11 ▪七条鴨東商店街 12 ▪宇治田原町商業振興協同組合 ▪須知商店連盟 ▪豊里地区商工繁栄会

▪古川町商店街 2 ▪下山繁栄会 ▪吉美地区商工繁栄会

▪正面商盛会 笠置町 ▪みずほｻｰﾋﾞｽｶｰﾄﾞ会 ▪山家商工繁栄会

▪清水道商店街 ▪笠置駅前通商店街 ▪和知商栄会 ▪東八田商工繁栄会

▪建松商店街 1 ▪わちﾗｯｷｰｶｰﾄﾞ会 ▪月見町繁栄会

▪今熊市場協同組合 和束町 ▪桧山繁栄会 ▪並松商店会

14 ・茶源郷グルメ商店街 ▪まん丹ｶｰﾄﾞ会 17

山科区 1 7

▪山科商店会 精華町

▪山科三条街道商店会 ・精華町スイーツタウン協会

▪小金団地繁栄会 1

▪四ﾉ宮音羽を明るくする会
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京都府内商店街等一覧＜例示＞

京都市 乙訓 山城 南丹 中丹 丹後

＜注意＞

・この一覧は例示です。一覧に記載されていない商店街等については、

対象事業者になるか、コールセンターまでお問合せください。


