
【京都市】３３店舗 （令和４年２月２５日確定）

商店街
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ

施設名称 施設種類 施設市区町村

御薗橋801商店街振興組合 藤本鍼灸整骨院 鍼灸整骨院 京都市北区

御薗橋801商店街振興組合 モンシャン 美容室 美容院 京都市北区

北大路商店街振興組合 BARBER北陽 理容店 京都市北区

北大路商店街振興組合 ひきだ歯科医院 歯科医院 京都市北区

新大宮商店街振興組合 ヘアーサロンNew moon 理容店 京都市北区

京都三条会商店街振興組合 きもの朱雀 衣料品店、古物商 京都市中京区

京都三条会商店街振興組合 有限会社 山田モーター商会 二輪専門店 京都市中京区

寺町京極商店街振興組合 株式会社 寺村牡丹堂 家庭用品雑貨店(タオル等) 京都市中京区

寺町京極商店街 REGALSHOES 京都四条寺町店 靴小売店 京都市中京区

天神御旅商店会 池田モータース商会 自転車・オートバイ 販売・修理 京都市中京区

天神御旅商店会 文具のナカツカ 文具店 京都市中京区

天神御旅商店会 有限会社 白數薬局京都店 薬局(薬品及び住宅用雑貨) 京都市中京区

七西甲子会 おかず屋 コシムラ 総菜製造販売 京都市下京区

七条センター商店街 株式会社電化チェリー 電化製品店 京都市下京区

嵐山商店街 STUDIO 心 変身写真館 京都市右京区

嵐山商店街 いしかわ竹乃店 竹工芸品店 京都市右京区

嵐山商店街 京嵯峨野竹路庵 菓子販売 京都市右京区

嵐山商店街 川勝總本家 嵐山店 京漬物販売店 京都市右京区

嵐山商店街 洛楽 土産品店 京都市右京区

大映通り商店街振興組合 たばこフジイ 煙草小売業 京都市右京区

大映通り商店街振興組合 ベルツ 製パン小売り 喫茶 京都市右京区

大映通り商店街振興組合 ゑみや 化粧品店 京都市右京区

大映通り商店街振興組合 株式会社 たぬき堂 本屋 京都市右京区

大映通り商店街振興組合 株式会社嵯峨ガスセンター 大阪ガスサービスショップ 京都市右京区

大映通り商店街振興組合 中川デンキ 電化製品器具販売 京都市右京区

嵯峨商店街 花芳有限会社 生花店 京都市右京区

深草商店街振興組合 coco・kirari パン屋 京都市伏見区

深草商店街振興組合 ブーランジェ・ジュリコのお店 パン・菓子製造販売 京都市伏見区

深草商店街振興組合 有限会社松鶴園茶舗 日本茶販売店・喫茶併設 京都市伏見区

伏見大手筋商店街振興組合 ムラカミビジネス 文具店 京都市伏見区

伏見大手筋商店街振興組合 メンズショップ フクヤ 衣料品店 京都市伏見区

伏見大手筋商店街振興組合 生活空館ASANOYA 家具・インテリア小物店 京都市伏見区

竜馬通り商店街 かつおか呉服店 呉服店 京都市伏見区

【山城】２１店舗

商店街
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ

施設名称 施設種類 施設市区町村

ロクモール商店街振興会 理容ナイス 理容店 宇治市

向日市商店会 株式会社マルナカ薬局 薬局 向日市

向日市商店会 神﨑屋季節店 スーパーマーケット 向日市

セブン商店会 MINTHOUSE ネイルサロン・化粧品販売 長岡京市

セブン商店会 Space7 貸しスペース 長岡京市

セブン商店会 こいけ鍼灸整骨院 鍼灸整骨院 長岡京市

セブン商店会 菓子処 喜久春 和菓子製造小売 長岡京市

セブン商店会 脱毛サロンswancalla エステ 長岡京市

セブン商店会 長岡天神駅前店 リサイクルショップ買取専門店 長岡京市

セブン商店会 土井医院 病院 長岡京市

長岡中央商店街 パナムジカ音楽教室 音楽教室 長岡京市

長岡中央商店街 モードショップスギノ 婦人服衣料店 長岡京市

長岡中央商店街振興組合 サイクルショップ ミキ 自転車商　自転車店 長岡京市

長岡中央商店街振興組合 テクノピア長岡サービスステーション 燃料油販売 長岡京市

長岡中央商店街振興組合 理容ヤスイ 理容店 長岡京市

長岡中央商店街振興組合 ANTENA コミュニティスペース 長岡京市



レンガ通り商店街 リーブル パン製造販売 八幡市

男山商店街 田中接骨院 接骨院 八幡市

男山竹園商店街 菊屋酒店 菊屋酒店 八幡市

男山中央ｾﾝﾀｰ商店街 ナカムラ 衣料、化粧品店 八幡市

男山中央センター商店街 はちぼう整骨院 整骨院 八幡市

【南丹】６店舗

商店街
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ

施設名称 施設種類 施設市区町村

H商店街 カワモト鍼灸整骨院 鍼灸整骨院 亀岡市

H商店街 有限会社かたやま 呉服店 亀岡市

北町商店街 嶋村歯科医院 医療 亀岡市

協同組合亀岡ショッピングセンター 協同組合亀岡ショッピングセンターアミティ ショッピングセンター 亀岡市

協同組合平和堂友店会アルプラザ亀岡支部 カルチャースタジオ ビオス カルチャー教室 亀岡市

本町繁栄会 山下牛乳店 牛乳、食品小売店 南丹市

【中丹】１３店舗

商店街
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ

施設名称 施設種類 施設市区町村

イオンリテール（株）イオン福知山店 安田接骨院 接骨院 福知山市

土師商友会 デイサービス プラトー 介護予防・生活支援サービス 福知山市

新世界商店街振興組合 MITOMAN goodworks 衣料品店 舞鶴市

竹屋町商店街 有限会社ウメダデンキ 電化製品店 舞鶴市

中央商店会 若の湯 公衆浴場(銭湯) 舞鶴市

八島商店街商業協同組合 ミシンプラザ舞鶴 ミシン販売・修理店 舞鶴市

三条商店街 アイシンクス不動産有限会社 不動産会社 舞鶴市

八島商店街 有限会社リカーショップサカイ 酒屋 舞鶴市

平野屋商店街 中西洋服店 衣料品店 舞鶴市

Aカード会 仁丹堂薬局 薬局 綾部市

Aカード会 村上時計店 時計・めがね店 綾部市

北西町商店街協同組合 有限会社佐々木酒店 酒類販売店 綾部市

南西町商店街協同組合 宝石・時計・メガネ フジムラ 宝飾店、眼鏡店 綾部市

【丹後】７店舗

商店街
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ

施設名称 施設種類 施設市区町村

宮津中町商店街協同組合 清香堂漢方薬局 薬局 宮津市

宮津中町商店街 有限会社トネット 電化製品店 宮津市

魚屋栄伸会 磯野開化堂 本店 独立した小売店舗(日本茶販売・アイスクリーム販売) 宮津市

あみのポイントサービス店会 稲千代商店 商店 京丹後市

久美浜スタンプ振興組合 ファッションプラザ モア 衣料品店 京丹後市

久美浜スタンプ振興組合 河清商店 食料品店 京丹後市

弥栄商友会 メガネショップ ウメダ 眼鏡・補聴器販売 京丹後市


