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1 令和3年度 第13回 飲食部門 わらじや　京橋店 居酒屋 都島区 ウエストストリート京橋

2 令和3年度 第13回 飲食部門 luck　café 喫茶・雑貨 東成区 今里一番街商店街

3 令和3年度 第13回 飲食部門 焼肉　くろうど 南森町店 焼肉店 北区 天神橋筋一丁目商店街振興組合

4 令和3年度 第13回 飲食部門 ぷち食堂 けいちゃん 食堂 東淀川区 小松南商店会

5 令和3年度 第13回 飲食部門 ビストロとんとろすぶた そら ビストロ 北区 天神橋筋三丁目商店街振興組合

6 令和3年度 第13回 飲食部門 HAMON Café 喫茶店 阿倍野区 西田辺駅前商店会

7 令和3年度 第13回 飲食部門 狼煙 中華・立ち飲み 中央区 なんさん通り商店会

8 令和3年度 第13回 飲食部門 駄菓子 Bar  ぺんぎん堂 バー 浪速区 新世界本通商店会

9 令和3年度 第13回 飲食部門 Taj Mahal インド料理 西淀川区 出来島商店会

10 令和3年度 第13回 飲食部門 新世界　串かつ　おこま 串カツ 都島区 新京橋商店街振興組合

11 令和3年度 第13回 飲食部門 ごはん処　司 土佐料理 北区 阪急三番街商店会

12 令和3年度 第13回 飲食部門 喫茶　ビクター 喫茶店 北区 天神橋筋四番街商店街振興組合

13 令和3年度 第13回 飲食部門 華神 中華料理 北区 大阪駅前第一ビル振興会

14 令和3年度 第13回 物販・サービス部門 ＃ワークマン女子 衣料・雑貨小売 中央区 なんばCITY会

15 令和3年度 第13回 物販・サービス部門 リカーパーク L & G 酒類販売 浪速区 なんばパークス専門店会

16 令和3年度 第13回 物販・サービス部門 BOX　　 520 洋菓子販売 中央区 なんさん通り商店会

17 令和3年度 第13回 物販・サービス部門 DOU DOU 阪急三番街店 衣類・服飾雑貨販売 北区 阪急三番街商店会

18 令和3年度 第13回 物販・サービス部門 心斎橋　サンボウル ボウリング場 中央区 アメリカ村の会

19 令和3年度 第13回 物販・サービス部門 コミュニティフードホール 大阪日本橋 フードコート 浪速区 日本橋筋商店街振興組合

20 令和3年度 第13回 物販・サービス部門 きものと和の小物　みやもと 呉服・雑貨販売 中央区 黒門市場商店街振興組合

21 令和3年度 第13回 物販・サービス部門 きものイング 着物販売・レンタル 北区 天六商店街振興組合

22 令和3年度 第13回 物販・サービス部門 漆ギャラリー 舎林 漆食器販売 阿倍野区 阿倍野筋2丁目東商店会

23 令和3年度 第13回 物販・サービス部門 Enchanté 阪急17番街店 婦人服販売 北区 阪急17番街商店会

24 令和3年度 第13回 物販・サービス部門 アルバトロス ペットショップ 阿倍野区 ルシアス会

25 令和3年度 第13回 物販・サービス部門 アイリスメガネ 阪急三番街店 眼鏡販売 北区 阪急三番街商店会

26 令和3年度 第13回 物販・サービス部門 AIDA general store なんば店 ライフスタイルショップ 中央区 なんばCITY会

27 令和3年度 第13回 飲食部門 イルソーレ　TEN-3 西洋料理 北区 天神橋筋三丁目商店街振興組合

28 令和3年度 第13回 飲食部門 ニッカブロックパーク　天神橋店 BBQ店 北区 天神橋筋三丁目商店街振興組合

29 令和3年度 第13回 飲食部門 NEXT　□ ラーメン 中央区 千日前道具屋筋商店街振興組合

30 令和3年度 第13回 物販・サービス部門 りくろーおじさんの店 なんば本店 和洋菓子製造小売 中央区 戎橋筋商店街振興組合

31 令和3年度 第13回 物販・サービス部門 くらわんか餅の世界 和菓子製造販売 北区 天神橋筋四番街商店街振興組合

32 令和3年度 第13回 物販・サービス部門 ル・ピノー 洋菓子製造販売 西区 堀江の会

33 令和2年度 第12回 飲食部門 明石焼き　たこつぼ 飲食店 阿倍野区 阿倍野筋二丁目東商店会

34 令和2年度 第12回 飲食部門 炉ばた焼き　櫓屋 飲食店 阿倍野区 阿倍野筋一丁目東商店会

35 令和2年度 第12回 飲食部門 和み立ち呑処　六華 居酒屋 都島区 新京橋商店街振興組合

36 令和2年度 第12回 飲食部門 立呑専科　力雅 飲食業 都島区 京橋駅前商店会

37 令和2年度 第12回 飲食部門 京橋ミラージュ 創作串揚げ 都島区 好きやねん京橋商店会

38 令和2年度 第12回 飲食部門 串焼き創作酒場　DAINING 歌舞季 居酒屋 都島区 ウエストストリート京橋

39 令和2年度 第12回 飲食部門 双月 飲食店 北区 天神橋三丁目商店街振興組合

40 令和2年度 第12回 飲食部門 一品居  蘭州 牛肉麺 飲食店 北区 天神橋三丁目商店街振興組合

41 令和2年度 第12回 飲食部門 喫茶　Natural 喫茶店 旭区 森小路京かい道商店会

42 令和2年度 第12回 飲食部門 わらじや　上本町店 創作料理 天王寺区 近鉄上本町駅南商店会

43 令和2年度 第12回 飲食部門 焼肉　松お 飲食業 淀川区 十三本町商店街振興組合

44 令和2年度 第12回 飲食部門 くれおーる 道頓堀店 飲食業 中央区 道頓堀商店会

45 令和2年度 第12回 飲食部門 お好み焼き　ゆかり お好み焼き 中央区 ミナミ千日前商店会

46 令和2年度 第12回 飲食部門 アメリカ物語 バー 東淀川区 小松南商店会

47 令和2年度 第12回 物販・サービス部門 BOSTON CLUB あべのHoop店 衣料・雑貨販売 阿倍野区 あべの巴通り商店会

48 令和2年度 第12回 物販・サービス部門 ビアンシュール パン販売 阿倍野区 阿倍野筋二丁目東商店会

49 令和2年度 第12回 物販・サービス部門 福 商会　計量器店 計量・計測機器販売 浪速区 なんさん通り商店会

50 令和2年度 第12回 物販・サービス部門 朝日劇場・シアター朝日 娯楽・サービス業 浪速区 新世界本通商店会

51 令和2年度 第12回 物販・サービス部門 よーり　よーり 雑貨店 旭区 今市商店街振興組合

52 令和2年度 第12回 物販・サービス部門 Pres de fleur（プレドフルール） 生花店 西淀川区 御幣島商店会

53 令和2年度 第12回 物販・サービス部門 株式会社　魚丸商店 マグロ小売業 中央区 黒門市場商店街振興組合
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54 令和2年度 第12回 物販・サービス部門 MUKUCLIMB（ムクライム） 衣料・雑貨小売業 中央区 なんばCITY会

55 令和2年度 第12回 物販・サービス部門 大起水産　街のみなと 針中野店 水産物販売 東住吉区 駒川通り商店会？

56 令和2年度 第12回 物販・サービス部門 くわの薬局 駒川 調剤薬局 東住吉区 駒川日之出商店会

57 令和2年度 第12回 物販・サービス部門 Daily  Special  Market  arch（デイリースペシャルマーケットアルヒ) レンタルスペース 都島区 大東商店街

58 令和2年度 第12回 物販・サービス部門 株式会社 アトリエスイッチ 一級建築士事務所 建築設計 旭区 今市商店街振興組合

59 令和2年度 第12回 飲食部門 季節料理　選（セン） 飲食店 北区 天神橋筋四番街商店街振興組合

60 令和2年度 第12回 飲食部門 甘党　まえだ 飲食業 中央区 なんばウォーク商店会

61 令和2年度 第12回 物販・サービス部門 マミのお菓子 洋菓子販売 旭区 千林商店街振興組合

62 令和元年度 第11回 飲食部門 わら焼鉄板焼　いやさか　福島本店 飲食業 福島区 福島聖天通商店街振興組合

63 令和元年度 第11回 飲食部門 和羊・和牛　牛田羊 焼肉・ジンギスカン 福島区 福島聖天通商店街振興組合

64 令和元年度 第11回 飲食部門 ボスタードルン カフェ 平野区 平野宮町商店会

65 令和元年度 第11回 飲食部門 HATSUTATSU 天六店 パン製造販売 北区 天六商店街振興組合

66 令和元年度 第11回 飲食部門 初かすみ酒房 居酒屋 中央区 なんばウォーク商店会

67 令和元年度 第11回 飲食部門 馬刺しと豚料理とお酒　Bar BATON ダイニングバー 都島区 ウエストストリート京橋

68 令和元年度 第11回 飲食部門 coffee kissa パールズ 喫茶店 阿倍野区 阿倍野筋一丁目東商店会

69 令和元年度 第11回 飲食部門 健康豚 焼肉 豚元 焼肉 東淀川区 東淡路商店街振興組合

70 令和元年度 第11回 飲食部門 CRAFT BEER HOUSE molto!! イタリアン・クラフトビール 北区 阪急32番街商店会

71 令和元年度 第11回 飲食部門 Kira Kira セブン 居酒屋 西淀川区 出来島商店会

72 令和元年度 第11回 飲食部門 Orange Fields Tea Garden カフェ 北区 天神橋三丁目商店街振興組合

73 令和元年度 第11回 飲食部門 オステリア ガウダンテ 大阪駅前第4ビル店 イタリアンレストラン 北区 大阪駅前第四ビル振興会

74 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 池田精肉店 食肉販売業 西区 九条新道二丁目商店街振興組合

75 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 Little Nuts day 食品・小売業 阿倍野区 あべの巴通り商店会

76 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 山の川　鍼灸整骨院 療術業 旭区 森小路京かい道商店会

77 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 めいてる　姿勢整骨院 整骨院・鍼灸院 旭区 森小路京かい道商店会

78 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 株式会社　蓬莱本館 中華点心小売 中央区 戎橋筋商店街振興組合

79 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 古着屋JAM　アメリカ村店 アパレル（古着） 中央区 アメリカ村の会

80 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 フラワーショップ　Bambino 生花店 都島区 新京橋商店街振興組合

81 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 はしもとたばこ店 たばこ小売 淀川区 三国新道商店街振興組合

82 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 白十字薬店 医薬品・部外品小売 東淀川区 小松南商店会

83 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 トゥールズ　大阪梅田店 画材小売 北区 阪急三番街商店会

84 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 デリカ　天寅 惣菜製造小売業 東住吉区 針中野駅前通商店会

85 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 ダイワ果園　黒門本店 フルーツケーキ小売業 中央区 黒門市場商店街振興組合

86 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 SPAKUL 介護（デイサービス） 住之江区 加賀屋商店街協同組合

87 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 glass工房　ココロイロ ガラス教室 生野区 生野本通商店街振興組合

88 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 株式会社　ノアロード 靴下販売 此花区 四貫島商店街振興組合

89 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 エチュードハウス コスメ販売 北区 エストテナント会

90 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 ウォーキング専門店 異邦人 インソール専門店 北区 大阪駅前第一ビル振興会

91 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 伊勢屋商店 野菜漬物製造業 中央区 黒門市場商店街振興組合

92 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 ＠ほぉ～むカフェ　大阪本店 飲食・サービス業 浪速区 日本橋筋商店街振興組合

93 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 陶芸教室　山本製陶所 陶芸教室 西区 九条新道三丁目商店街振興組合

94 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 新世界人力車　俥天力 観光サービス業 浪速区 新世界公園本通り商店会

95 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 告季菓匠　本松葉屋 和菓子 天王寺区 五条商店会

96 令和元年度 第11回 飲食部門 鶏料理　pao 鶏料理 福島区 福島聖天通商店街振興組合

97 令和元年度 第11回 物販・サービス部門 ココモよってぇ屋　新世界店 雑貨・菓子小売業 浪速区 新世界本通商店会

98 平成30年度 第10回 ルーキー部門 MIC ランゲージスクール 教育 淀川区 三国新三商店街振興組合

99 平成30年度 第10回 ルーキー部門 ちょい呑み　のすけ 飲食業 東成区 今里一番街商店会

100 平成30年度 第10回 ルーキー部門 Ｏｓａｋａ　コロミツ堂 飲食物小売店（コロッケ・かき氷） 西淀川区 柏里本通商店街振興組合

101 平成30年度 第10回 ハートフル部門 カラオケステージ　Ｇちゃん＆Ｂちゃん カラオケ 此花区 此花住吉商店会協同組合

102 平成30年度 第10回 ハートフル部門 有限会社　学之友社 書店 西区 九条新道二丁目商店街振興組合

103 平成30年度 第10回 ハートフル部門 池川薬局 薬局 住之江区 加賀屋商店街協同組合

104 平成30年度 第10回 ハートフル部門 株式会社　チャンピオン　 食肉小売業 大正区 千島商店会

105 平成30年度 第10回 ハートフル部門 ねこの木　 飲食業 淀川区 十三本町商店街振興組合

106 平成30年度 第10回 店舗デザイン部門 Trois par escargot　 婦人服小売 北区 天神橋三丁目商店街振興組合

107 平成30年度 第10回 店舗デザイン部門 甘党喫茶　菊水　 喫茶店 北区 天神橋三丁目商店街振興組合

108 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 株式会社　オカノ酒店 酒類販売業 都島区 新京橋商店街振興組合
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109 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 韓国バル　ハラペコ 飲食業 都島区 好きやねん京橋商店会

110 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 有限会社　京屋本店 居酒屋 都島区 京橋駅前商店会

111 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 黒毛和牛焼肉　龍　 飲食業（焼肉店） 東淀川区 東淡路商店街振興組合

112 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 東京屋　 婦人服小売 生野区 生野本通商店街振興組合

113 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 エルマーズ グリーン カフェ インザパーク カフェ 浪速区 なんばパークス専門店会

114 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 Luscious 小売業（紳士肌着） 浪速区 なんばパークス専門店会

115 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 ホビーランドぽち 日本橋 1号店２号店 中古鉄道模型・プラモデル・フィギュア買取販売 浪速区 日本橋筋商店街振興組合

116 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 SABAR+ サバ料理専門店 中央区 なんばCITY会

117 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 テーブルあじと 飲食業 中央区 なんさん通り商店会

118 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 千田硝子食器 食器・厨房用品販売 中央区 千日前道具屋筋商店街振興組合

119 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 株式会社　クロモン コスメティック ヘルス＆ビューティ 中央区 黒門市場商店街振興組合

120 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 foodscape!　STORE ベーカリーカフェ 北区 OAPプラザテナント会

121 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 蜜香屋 飲食業 北区 中崎商店会

122 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 焼肉食堂　かど家 飲食業 阿倍野区 西田辺駅前商店会

123 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 神崎 飲食業 阿倍野区 西田辺駅前商店会

124 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 茶房　かのん カフェ・ギャラリー 住之江区 安立本通商店街振興組合

125 平成30年度 第10回 店舗デザイン部門 Kazario ジュエリーショップ・カルチャースクール 北区 天六商店街振興組合

126 平成30年度 第10回 店舗デザイン部門 白梅堂 昆布小売店 旭区 千林商店街振興組合

127 平成30年度 第10回 商品・サービス部門 天満天神MAIDO屋 大阪の食品・雑貨・酒類・工芸品等の販売 北区 天神橋二丁目商店街事業協同組合

128 平成29年度 第9回 ルーキー部門 いか焼き　きむら商店 飲食業 平野区 平野本通商店街振興組合

129 平成29年度 第9回 ルーキー部門 炭火焼鳥　大和肉鶏　匠 飲食業 旭区 千林商店街振興組合

130 平成29年度 第9回 ルーキー部門 Bar　絆 飲食業 中央区 南地中筋商店街振興組合

131 平成29年度 第9回 ルーキー部門 café　OTO 飲食業 旭区 森小路商店会

132 平成29年度 第9回 ルーキー部門 HOME HOSTEL OSAKA 宿泊施設 浪速区 新世界本通商店会

133 平成29年度 第9回 ハートフル部門 たこ焼き　ZIPANG 飲食業 旭区 森小路京かい道商店会

134 平成29年度 第9回 ハートフル部門 株式会社 うさぎや 子供服の販売 生野区 生野中銀座商店会（ベルロード）

135 平成29年度 第9回 ハートフル部門 ばあちゃんコロッケ 飲食業 港区 繁栄商店街振興組合

136 平成29年度 第9回 店舗デザイン部門 ＬＯＣＡ　ｃｏｆｆｅｅ 飲食業 東淀川区 東淡路商店街振興組合

137 平成29年度 第9回 店舗デザイン部門 Keats　And　Company 古本屋 旭区 森小路商店会

138 平成29年度 第9回 店舗デザイン部門 マヅラ 飲食業 北区 大阪駅前第一ビル振興会

139 平成29年度 第9回 店舗デザイン部門 森の焼菓子　ぽこまろん 菓子製造・販売 旭区 今市商店街振興組合

140 平成29年度 第9回 商品・サービス部門 炭火焼鳥専門店　きたやま 飲食業 東淀川区 上新庄南商店会

141 平成29年度 第9回 商品・サービス部門 株式会社　西秀家具店 家具・雑貨小売業 中央区 なんさん通り商店会

142 平成29年度 第9回 商品・サービス部門 エイティズ 服飾小売 北区 エストテナント会

143 平成29年度 第9回 商品・サービス部門 RAMEN　風見鶏 飲食業 阿倍野区 西田辺駅前商店会

144 平成29年度 第9回 商品・サービス部門 インド料理　ガンガマハル淡路店 飲食業 東淀川区 東淡路商店街振興組合

145 平成29年度 第9回 商品・サービス部門 ＯＪ+　 宝石・貴金属・時計の小売業 北区 阪急三番街商店会

146 平成29年度 第9回 商品・サービス部門 株式会社 大阪サンセイ 手芸材料販売・文化教室 北区 大阪駅前第四ビル振興会

147 平成29年度 第9回 商品・サービス部門 小田米穀店 米穀小売店 西淀川区 柏里本通商店街振興組合

148 平成29年度 第9回 商品・サービス部門 フリーク 飲食業 西区 九条千日通振興組合

149 平成29年度 第9回 商品・サービス部門 花月堂 和菓子製造販売 淀川区 十三本町商店街振興組合

150 平成29年度 第9回 商品・サービス部門 カワチ　阪急三番街店 画材・額縁・文具の販売 北区 阪急三番街商店会

151 平成29年度 第9回 商品・サービス部門 カドヤ キムチ製造・販売 旭区 千林商店街振興組合

152 平成29年度 第9回 商品・サービス部門 寺浦生花 生花店 都島区 新京橋商店街振興組合

153 平成29年度 第9回 ハートフル部門 Gallery　cafe　*Kirin* ギャラリーカフェ 浪速区 新世界本通商店会

154 平成29年度 第9回 商品・サービス部門 赤白 飲食業 北区 阪急三番街商店会

155 平成29年度 第9回 ルーキー部門 PATISSERIE　SIMMON 洋菓子販売 阿倍野区 西田辺駅前商店会

156 平成29年度 第9回 商品・サービス部門 赤松種苗株式会社 種苗小売業 天王寺区 天王寺駅前商店街振興組合

157 平成28年度 第8回 ルーキー部門 CYCLE SHOP HAPPY RIDE 自転車販売 住之江区 加賀屋商店街協同組合

158 平成28年度 第8回 ルーキー部門 Ｂeer's HOUSE and's 飲食業 東住吉区 鷹合商店会

159 平成28年度 第8回 ルーキー部門 うどん処　松 飲食業 東淀川区 東淡路商店街振興組合

160 平成28年度 第8回 ルーキー部門 お好み焼　じんべえ 飲食業 西淀川区 御幣島商店会

161 平成28年度 第8回 ルーキー部門 ミドリヤ　Be-style 婦人服小売 福島区 野田新橋筋商店街振興組合

162 平成28年度 第8回 ハートフル部門 部屋サポ 不動産業 東住吉区 駒川ギンザ商店会

163 平成28年度 第8回 ハートフル部門 Alte.27 足の改善用具・製造販売業 阿倍野区 第一昭和本通商店会



№ 年度 受賞回 部門 店舗名 業種 区名 商店会名

164 平成28年度 第8回 ハートフル部門 あもや　南春日 和菓子の製造販売 生野区 生野中銀座商店会（ベルロード）

165 平成28年度 第8回 ハートフル部門 靴のマヤナギ 靴小売販売 此花区 此花住吉商店会協同組合

166 平成28年度 第8回 店舗デザイン部門 カフェ　マリキータ　 洋菓子販売 阿倍野区 阿倍野筋二丁目東商店会

167 平成28年度 第8回 店舗デザイン部門 ﾓﾝﾙｰｼﾞｭ　ﾐﾂﾔ阪急三番街店 洋食・喫茶 北区 阪急三番街商店会

168 平成28年度 第8回 店舗デザイン部門 Cafe＆Bar　りんどうの花 飲食業 阿倍野区 第一昭和本通商店会

169 平成28年度 第8回 店舗デザイン部門 ファッションハウス　MoMo ブテック 西区 九条新道第四商店街協同組合

170 平成28年度 第8回 店舗デザイン部門 串かつ キャメルクラッチ 京橋らくだや 飲食業 都島区 ウエストストリート京橋

171 平成28年度 第8回 商品・サービス部門 HIMALAYAN Nepalese Restaurant 飲食業 東住吉区 駒川日之出商店会

172 平成28年度 第8回 商品・サービス部門 お好み焼　花まる 飲食業 東住吉区 駒川南商店会

173 平成28年度 第8回 商品・サービス部門 家庭料理のお店　おおきに 飲食業 東淀川区 上新庄南商店会

174 平成28年度 第8回 商品・サービス部門 Concept　hair design 美容室 東淀川区 東淡路商店街振興組合

175 平成28年度 第8回 商品・サービス部門 株式会社宇治園 お茶の販売・喫茶 中央区 心斎橋筋商店街振興組合

176 平成28年度 第8回 商品・サービス部門 大阪陳列株式会社 陳列ケース製作販売 中央区 なんさん通り商店会

177 平成28年度 第8回 商品・サービス部門 大阪ステーキ　かうぼーい 飲食業 中央区 法善寺前本通り商店会

178 平成28年度 第8回 商品・サービス部門 株式会社服部電気商会 電化製品販売業・リフォーム 此花区 此花住吉商店会協同組合

179 平成28年度 第8回 商品・サービス部門 京橋　京すし 飲食業 都島区 京阪京橋商店街振興組合

180 平成28年度 第8回 商品・サービス部門 はまぐり庵 飲食業 北区 阪急32番街商店会

181 平成28年度 第8回 店舗デザイン部門 kaico　café カフェと暮らしの道具 北区 天神橋一丁目商店街振興組合

182 平成28年度 第8回 店舗デザイン部門 CANDY ・A・GO・GO 心斎橋161店 お菓子の量り売り 中央区 心斎橋筋商店街振興組合

183 平成28年度 第8回 店舗デザイン部門 株式会社油谷高正堂 食品サンプル・提灯小売業 中央区 千日前道具屋筋商店街振興組合

184 平成28年度 第8回 商品・サービス部門 町の小さな魚屋さん　千林江山 鮮魚店 旭区 今市商店街振興組合

185 平成28年度 第8回 優秀賞《ルーキー部門》 錢屋カフヱー カフェ 天王寺区 近鉄上本町駅南商店会

186 平成27年度 第7回 ルーキー部門 源兵衛自転車店 自転車修理・販売 西区 九条新道二丁目商店街振興組合

187 平成27年度 第7回 ルーキー部門 ＦＵＮＫＹ　ＦＲＵＩＴ 衣類・雑貨小売業 中央区 アメリカ村の会

188 平成27年度 第7回 ハートフル部門 塚本鍼灸整骨院 鍼灸整骨 西淀川区 柏里三丁目商店街振興組合

189 平成27年度 第7回 ハートフル部門 プリントメイツココス 印刷・写真業 住吉区 地下鉄あびこ中央商店街振興組合

190 平成27年度 第7回 ハートフル部門 ヘアーサロン　トクハラ 理容業 西区 九条新道二丁目商店街振興組合

191 平成27年度 第7回 ハートフル部門 周文堂 自然食品・ｱﾛﾏﾃﾗﾋﾟｰ教室 都島区 新京橋商店街振興組合

192 平成27年度 第7回 ハートフル部門 有限会社　あこや楽器店 ＣＤ・楽器販売 北区 天神橋筋四番街商店街振興組合

193 平成27年度 第7回 店舗デザイン部門 Ｚｅｌｅ 飲食業 阿倍野区 あべの巴通り商店会

194 平成27年度 第7回 店舗デザイン部門 デザインポケット 小売業 中央区 千日前道具屋筋商店街振興組合

195 平成27年度 第7回 商品・サービス部門 かいたにや酒店 酒販業 東住吉区 鷹宮南商店会

196 平成27年度 第7回 商品・サービス部門 精米番長 米穀卸小売販売 淀川区 十三元今里商店街振興組合

197 平成27年度 第7回 商品・サービス部門 Bar Soleil Luna オーセンティックバー 中央区 法善寺前本通り商店会

198 平成27年度 第7回 商品・サービス部門 ステーキ＆ワイン　オクソン 飲食業 中央区 久左衛門商店街事業協同組合

199 平成27年度 第7回 店舗デザイン部門 上方浮世絵館 美術館・ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ 中央区 南地中筋商店街振興組合

200 平成27年度 第7回 ルーキー部門 ロックカフェＵＳＡＧＩ ショットバー 中央区 道頓堀商店連盟

201 平成27年度 第7回 商品・サービス部門 ケーキ工房　フローレンス 洋菓子製造・小売 住吉区 地下鉄あびこ中央商店街振興組合

202 平成27年度 第7回 商品・サービス部門 ｃｏｒｏｍｏ 洋服布雑受注販売 阿倍野区 第一昭和本通商店会

203 平成27年度 第7回 優秀賞《店舗デザイン部門》 月の輪 焼菓子カフェ・アトリエ 阿倍野区 第一昭和本通商店会

204 平成26年度 第6回 売れ筋商品・逸品部門 嶋屋 芋菓子 阿倍野区 阿倍野筋二丁目東商店会

205 平成26年度 第6回 売れ筋商品・逸品部門 ケーキ&スイーツ SHOGETSU 和・洋菓子製造販売 福島区 浄生橋筋商店連盟

206 平成26年度 第6回 新店舗部門 ビッグボーン 阿倍野Ⅱ 子ども服・雑貨 阿倍野区 あべの巴通り商店会

207 平成26年度 第6回 新店舗部門 どうとんぼり ぜん 日本料理 中央区 道頓堀商店会

208 平成26年度 第6回 新店舗部門 鉄板居酒屋 てつめがね 飲食店 福島区 野田阪神駅前通商店会

209 平成26年度 第6回 地域貢献部門 心斎橋ミツヤ　心斎橋本店 喫茶・洋食 中央区 心斎橋筋商店街振興組合

210 平成26年度 第6回 地域貢献部門 ステージ 美容室 福島区 野田新橋筋商店街振興組合

211 平成26年度 第6回 店舗部門 珈琲苑 水車 飲食業 阿倍野区 西田辺駅前商店会

212 平成26年度 第6回 店舗部門 Itarian bar Genya イタリアンバール 都島区 京阪京橋商店街振興組合

213 平成26年度 第6回 マーケティング部門 Tailor KATSURA ｵｰﾀﾞｰｽｰｽ・ｼｬﾂ作製 中央区 心斎橋筋商店街振興組合

214 平成26年度 第6回 マーケティング部門 八百鮮 生鮮食品小売 福島区 野田新橋筋商店街振興組合

215 平成26年度 第6回 マーケティング部門 カワチ 画材・額縁・文具小売 北区 阪急三番街商店会

216 平成26年度 第6回 新店舗部門 株式会社 梅田東米穀店 白 haku 米穀・雑品・雑貨小売 北区 芝田商店会

217 平成26年度 第6回 売れ筋商品・逸品部門 フラワーショップ PHOENIX 三番街店 生花・植物小売業 北区 阪急三番街商店会

218 平成26年度 第6回 店舗部門 株式会社 桑島写真スタジオ 写真撮影業 生野区 桃谷駅前商店街振興組合
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219 平成25年度 第5回 売れ筋商品・逸品部門 KUA`AINA グルメバーガー・サンドイッチ 浪速区 なんばパークス専門店会

220 平成25年度 第5回 売れ筋商品・逸品部門 宇治園 心斎橋本店 日本茶・喫茶 中央区 心斎橋筋商店街振興組合

221 平成25年度 第5回 売れ筋商品・逸品部門 あづま 飲食 浪速区 新世界公園本通り商店会

222 平成25年度 第5回 新店部門 播鳥 京橋店 焼鳥 都島区 ウエストストリート京橋

223 平成25年度 第5回 新店部門 みなと調剤薬局 薬局 港区 八幡屋商店街振興組合

224 平成25年度 第5回 新店部門 カリカチュア・ジャパン なんば店 カリカチュア（似顔絵） 中央区 戎橋筋商店街振興組合

225 平成25年度 第5回 新店部門 hair art lino 美容室 平野区 平野本町通商店街振興組合

226 平成25年度 第5回 地域貢献部門 森小路はり灸整骨院 はり灸・整骨 旭区 森小路商店会

227 平成25年度 第5回 地域貢献部門 株式会社 新光写真館 写真撮影・写真用品 東淀川区 東淡路商店街振興組合

228 平成25年度 第5回 地域貢献部門 御菓子司 栄屋 和菓子 西淀川区 花川市場商人会

229 平成25年度 第5回 店舗部門 PiEDRA スペインバルレストラン 阿倍野区 西田辺駅前商店会

230 平成25年度 第5回 店舗部門 DRESSLAVE　EST店 婦人服 北区 エストテナント会

231 平成25年度 第5回 マーケティング部門 海鮮スタンド ふじ 海鮮スタンド料理 阿倍野区 ルシアス会

232 平成25年度 第5回 マーケティング部門 Shot bar アメリカ物語 ショットバー 東淀川区 小松南商店会

233 平成25年度 第5回 売れ筋商品・逸品部門 Bike Works 回転木馬 スポーツバイク 旭区 森小路京かい道商店会

234 平成25年度 第5回 店舗部門 GARB DRESSING カフェレストラン 都島区 ウエストストリート京橋

235 平成24年度 第4回 売れ筋商品・逸品部門 焼きたてチーズタルト専門店 PABLO 菓子小売業 中央区 心斎橋筋商店街振興組合

236 平成24年度 第4回 売れ筋商品・逸品部門 平野郷 匠屋 木田呉服店 呉服・祭礼用品小売業 平野区 平野中央本通商店会

237 平成24年度 第4回 売れ筋商品・逸品部門 Kitchen Kitchen キッチン・インテリア雑貨小売業 北区 阪急三番街商店会

238 平成24年度 第4回 新店舗部門 La Bless Cubic 美容業 阿倍野区 阿倍野筋一丁目東商店会

239 平成24年度 第4回 新店舗部門 マーキーズ 子供・婦人・紳士服・服飾雑貨小売業 中央区 なんばCITY会（浪速区商店会連盟）

240 平成24年度 第4回 新店舗部門 近藤熱帯魚店 熱帯魚小売・カフェバー 北区 黒崎東商店会

241 平成24年度 第4回 地域貢献部門 わのわカフェ スタジオ、カフェ、雑貨小売業 阿倍野区 あべのベルタ商店街振興組合

242 平成24年度 第4回 地域貢献部門 たこ家 輝 たこ焼き小売業 西淀川区 出来島商店会

243 平成24年度 第4回 店舗部門 Ravijour 婦人服小売業 北区 エストテナント会

244 平成24年度 第4回 マーケティング部門 平八亭 京橋別館 飲食店／和風居酒屋 都島区 京阪京橋商店街振興組合

245 平成24年度 第4回 マーケティング部門 Hub hair service 理容/美容業 住吉区 沢ノ町駅前商店街

246 平成24年度 第4回 マーケティング部門 菓匠 あさだ 和菓子小売業 東淀川区 東淡路商店街振興組合

247 平成24年度 第4回 売れ筋商品・逸品部門 beans・poem コーヒー豆小売業 平野区 平野南海商店街振興組合

248 平成23年度 第3回 売れ筋商品・逸品部門 有限会社 上杉社寺匠芸 社寺建築・神仏具製造販売 阿倍野区 西田辺駅前商店会

249 平成23年度 第3回 売れ筋商品・逸品部門 松一生菓 和菓子製造販売 生野区 近鉄今里駅前通商店街

250 平成23年度 第3回 新店舗部門 京かい道 松くら 割烹 旭区 森小路京かい道商店会

251 平成23年度 第3回 新店舗部門 デザインポケット 食品サンプル企画製造販売 中央区 千日前道具屋筋商店街振興組合

252 平成23年度 第3回 新店舗部門 生姜料理 福島ぬくり 居酒屋／生姜料理専門店 福島区 福島聖天通商店街振興組合

253 平成23年度 第3回 新店舗部門 バル レスタウランテ リンコン カタルーニャ スペイン居酒屋 都島区 京阪京橋商店街振興組合

254 平成23年度 第3回 地域貢献部門 にじいろ整骨院 整骨院 旭区 森小路商店会

255 平成23年度 第3回 地域貢献部門 吉井たばこ店 煙草小売業 港区 八幡屋商店街振興組合

256 平成23年度 第3回 店舗部門 Creation dish 亜郎 日本料理 西淀川区 出来島商店会

257 平成23年度 第3回 店舗部門 ネパールキッチン カトマンドゥ ネパール料理 都島区 ウエストストリート京橋

258 平成23年度 第3回 マーケティング部門 ウーピー理容院 本店 理容業 西成区 飛田本通商店街振興組合

259 平成23年度 第3回 マーケティング部門 辻野米穀店 米穀店 平野区 長吉中央商店街振興組合

260 平成23年度 第3回 地域貢献部門 ゆうせい薬局 薬局 西淀川区 出来島商店会

261 平成23年度 第3回 店舗部門 黒門 なべじ 青果業 中央区 黒門市場商店街振興組合

262 平成22年度 第2回 売れ筋商品・逸品部門 Nuts DOM なんばパークス店 ナッツ・まめ専門店 浪速区 なんばパークス専門店会

263 平成22年度 第2回 売れ筋商品・逸品部門 加藤銘茶本舗 日本茶・茶道具販売 旭区 千林商店街振興組合

264 平成22年度 第2回 売れ筋商品・逸品部門 あもや　南春日 和菓子の製造販売 生野区 生野中銀座商店会（ベルロード）

265 平成22年度 第2回 新店舗部門 HAIR PRODUCE flux 美容サロン 西淀川区 出来島商店会

266 平成22年度 第2回 新店舗部門 カフェ バーンホーフ コーヒー豆販売・喫茶 北区 阪急三番街商店会

267 平成22年度 第2回 地域貢献部門 株式会社 ユーゴー書店 書籍販売 阿倍野区 阿倍野筋一丁目東商店会

268 平成22年度 第2回 地域貢献部門 宇治香園 心斎橋本店 日本茶販売・日本茶喫茶 中央区 心斎橋筋商店街振興組合

269 平成22年度 第2回 店舗部門 HAZE of hair 理容・美容店 平野区 長吉中央商店街振興組合

270 平成22年度 第2回 店舗部門 丹青堂戎橋本店 書道用品・日本画画材・和趣品創作販売 中央区 戎橋筋商店街振興組合

271 平成22年度 第2回 店舗部門 そば切り からに そば屋 福島区 聖天通商店街振興組合

272 平成22年度 第2回 店舗部門 四季 旬香 和食会席・一品、鍋料理 阿倍野区 あべの巴通り商店会

273 平成22年度 第2回 マーケティング部門 新世界 元祖 串かつ だるま 道頓堀店 串かつ店 中央区 道頓堀商店会



№ 年度 受賞回 部門 店舗名 業種 区名 商店会名

274 平成22年度 第2回 マーケティング部門 けむり屋＆フラワー 中華レストラン・バー 中央区 なんさん通り商店会

275 平成21年度 第1回 売り筋商品・逸品部門 松久 居酒屋 旭区 森小路商店会

276 平成21年度 第1回 売り筋商品・逸品部門 炭火焼と鴨鍋の店 おら鴨 鴨鍋店 中央区 南地中筋商店街振興組合

277 平成21年度 第1回 売り筋商品・逸品部門 株式会社永楽堂寿浩 和菓子店 淀川区 十三元今里商店街振興組合

278 平成21年度 第1回 新店舗部門 Tenerezza イタリア料理 福島区 聖天通商店街振興組合

279 平成21年度 第1回 新店舗部門 ヘア・メイク 想倶楽部 美容室 天王寺区 五条商店会

280 平成21年度 第1回 地域貢献部門 株式会社こうはら 天音屋本店 昆布・佃煮等販売 北区 天神橋筋五丁目商店街振興組合

281 平成21年度 第1回 地域貢献部門 オカノ 時計・宝飾・眼鏡店 淀川区 十三元今里商店街振興組合

282 平成21年度 第1回 地域貢献部門 しのぶ庵 そば屋 浪速区 なんばパークス専門店会

283 平成21年度 第1回 地域貢献部門 ヤマヨ青果 青果店 平野区 平野本町通商店街振興組合

284 平成21年度 第1回 店舗部門 駄菓子の扇屋 駄菓子・居酒屋 城東区 関目商店街振興組合

285 平成21年度 第1回 店舗部門 みどりや 婦人服店 生野区 生野本通商店街振興組合

286 平成21年度 第1回 店舗部門 三都屋 菓子・珍味販売 中央区 黒門市場商店街振興組合

287 平成21年度 第1回 マーケティング部門 MARCH COCO 桃谷店 美容室 生野区 桃谷駅前商店街振興組合

288 平成21年度 第1回 マーケティング部門 株式会社 大阪サンセイ 手芸材料販売・文化教室 北区 大阪駅前第四ビル振興会

289 平成21年度 第1回 店舗部門 六々々屋 うどん屋 平野区 平野本町通商店街振興組合


