
商店街名 店舗名 店舗住所 業種・業態

IMMロード商店会 のらや　伊丹店 瑞穂町1-9 飲食店

IMMロード商店会 伊丹ミートセンター 瑞穂町1-40 飲食店

IMMロード商店会 食料品　石橋商店 大鹿2-13 飲食料品店

IMMロード商店会 入江電友社 桜ケ丘8丁目2-15 家電店

IMMロード商店会 有限会社正栄住建 大野2丁目6 その他業種

IMMロード商店会 伊丹ユーズドカーセンター 瑞穂1丁目18 その他業種

IMMロード商店会 Car　Quest（カークエスト） 瑞ケ丘3-25-1 その他小売業

IMMロード商店会 山中育樹園株式会社 大野3丁目26番地 その他小売業

アリオ名店会 カフェ・トーク 伊丹1丁目10-15　アリオ1 飲食店

アリオ名店会 味処 八代 伊丹2丁目5-17 アリオ2 飲食店

アリオ名店会 やきとり大吉JR伊丹店 伊丹2-5-8  アリオ２ 107号 飲食店

アリオ名店会 ぎょうざの尚ちゃん 伊丹1丁目10-15-112　アリオ1 飲食店

アリオ名店会 一汁三菜 咲菜 伊丹1-10アリオ1内 飲食料品店

アリオ名店会 リカーハウス モリオカ 伊丹1丁目10-15-108 飲食料品店

アリオ名店会 乃が美　はなれ　ＪＲ伊丹駅前店 伊丹1-10-15-105 飲食料品店

アリオ名店会 CASUAL FASHION TONTON 伊丹1-10-15-1-1-119 衣料・身の回り品取扱店

アリオ名店会 ブックランドフレンズ 伊丹2-5-10　アリオ２ 書籍文房具小売店

アリオ名店会 OLUOLU nail 伊丹1-10-15　アリオ1　1F 理容・美容店

アリオ名店会 バラエティ100 伊丹1-10-1 100円・ディスカウントショップ

アリオ名店会 ブティック　SONO 伊丹1丁目10-15-117　アリオ1 衣料・身の回り品取扱店　雑貨店

アリオ名店会 花くみ 伊丹1-10-103　アリオ1 その他小売業

アリオ名店会 8P's BALLOON 伊丹1丁目10-15-103　アリオ1F その他小売業

アリオ名店会 癒し処 Raku 伊丹1丁目10-15　アリオ1-121 その他サービス業

伊丹酒蔵通り協議会 芦屋串の助kura伊丹店 中央3-1-28 1F 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 白雪ブルワリ-ビレッジ長寿蔵レストラン 中央3-4-15 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 もてなしつつ井 伊丹2丁目3-20-104 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 地中海バルsakaguraBODEGA 伊丹2丁目2-18コンフォート中喜1F 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 料理家　六 伊丹2-1-17 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 カフェバー108 伊丹2丁目3-20-108 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 ダイニングバルオンズ。 伊丹2丁目3-20和音102 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 クロスロードカフェ 中央3-2-4 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 串かつ　やんなか 伊丹2-2-12-1 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 カフェダイニングメロウ伊丹店 伊丹2丁目3-20和音103 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 鉄板DINING 十一 伊丹1-8-22-4 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 カレー専門店ナゴミヤ 伊丹1-8-22-2 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 奥出雲そば処 一福伊丹店 伊丹1-8-22-3 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 タリーズコーヒー伊丹店 中央3-5-1 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 こまちん家 伊丹2-1-17 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 西洋懐石アンシャンテ 中央3-2-27 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 創作中華扇 伊丹1-8-25-1 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 創作和食厨 伊丹1-8-22-1 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 ワインショップ＆デリバルDosBODEGAS 伊丹2－3－20　和音107 飲食店

伊丹酒蔵通り協議会 老松直売所 中央3-1-8 飲食料品店

伊丹酒蔵通り協議会 白雪奈良漬 長寿蔵売店 中央3-4-15 飲食料品店

伊丹酒蔵通り協議会 白雪ﾌﾞﾙﾜﾘｰﾋﾞﾚｯｼﾞ長寿蔵ショップ 中央3-4-15 飲食料品店

伊丹酒蔵通り協議会 ベーカーショップ サンブレッド　伊丹店 伊丹2丁目2-12-3 飲食料品店

伊丹酒蔵通り協議会 キツネイロ 伊丹2-3-20　和音101 飲食料品店

伊丹酒蔵通り協議会 絵子ＪＲ伊丹店 伊丹2－3－20　和音106 衣料・身の回り品取扱店

伊丹酒蔵通り協議会 ソフトバンク伊丹中央ショップ 中央3-5-1 その他小売業

伊丹郷町商業会 GANDHI Palace 伊丹店 中央6丁目1-6-1F 飲食店

伊丹郷町商業会 伊丹直球酒場 吉田 中央1丁目9-22パールハイツ1F 飲食店

伊丹郷町商業会 すし楽 伊丹1-8-24 飲食店

伊丹郷町商業会 いな乃 中央6丁目2番33号本館4階 飲食店

伊丹郷町商業会 ミナレット 中央6丁目2番33号本館11階 飲食店

伊丹郷町商業会 パサージュ 中央6丁目2番33号本館1階 飲食店

伊丹郷町商業会 四川 中央6丁目2番33号本館1階 飲食店

伊丹郷町商業会 ルフラン 中央6丁目2番33号本館1階 飲食店

伊丹郷町商業会 希望新風R171伊丹店 昆陽1-236-3 飲食店

伊丹郷町商業会 きて屋 伊丹店 中央1-6-4 飲食店

伊丹郷町商業会 おばんざい処 きう家 中央1-5-18伊丹中央プラザビル3階 飲食店



商店街名 店舗名 店舗住所 業種・業態

伊丹郷町商業会 Pasta＆Pizzeria Creo 中央2-9-29パセオ三軒寺通201 飲食店

伊丹郷町商業会 土鍋鯛めしと炙り淡路鶏 たいがええねん 西台1-2-6山本不動産第二ビルB1 飲食店

伊丹郷町商業会 日本料理 まつ井358 西台3-1-1 飲食店

伊丹郷町商業会 大分中津からあげ たんでん 西台2-5-13 飲食店

伊丹郷町商業会 おとめスタンド 中央6-1-30 魚里ビル 飲食店

伊丹郷町商業会 WINDWARＤ GRILL 西台2-5-9 飲食店

伊丹郷町商業会 和風創作 拓味 中央4-6-3 飲食店

伊丹郷町商業会 もんじゃ焼き弓場 中央5-2-6山脇ビル103号 飲食店

伊丹郷町商業会 ほこ～魚菜と地酒～ 中央2-4-12 飲食店

伊丹郷町商業会 餃子酒家 金GOLD 西台2-4-8星和ビル1F 飲食店

伊丹郷町商業会 玄品 伊丹 中央1-8-17 飲食店

伊丹郷町商業会 だんらん処 一 中央3-1-28 飲食店

伊丹郷町商業会 団楽酒場あぐら 中央2-2-16 飲食店

伊丹郷町商業会 madam雅 中央1-9-11池信第2ビル4F 飲食店

伊丹郷町商業会 肉バル２９やねん！ 中央2-2-29パセオ三軒寺通り102 飲食店

伊丹郷町商業会 野乃鳥備丹蔵 西台1-2-6山本不動産第二ビル1F-A 飲食店

伊丹郷町商業会 すし善 中央2-9-12 飲食店

伊丹郷町商業会 Taverna Pecorino（タベルナ　ペコリーノ） 西台3-1-1 飲食店

伊丹郷町商業会 BURGER SHOP LAND 西台1-7-12 飲食店

伊丹郷町商業会 大衆串カツ　からす屋 西台1-6-22 飲食店

伊丹郷町商業会 海鮮居酒屋　王者 西台3-1-1-2F 飲食店

伊丹郷町商業会 WADO 中央1-2-5 グランドハイツコーワ１F 飲食店

伊丹郷町商業会 kappo むら井 西台1-5-10 飲食店

伊丹郷町商業会 木下商店 昆陽南3-14-33 飲食店

伊丹郷町商業会 CASUAL BAR　BEENS 西台1-2-6　山本不動産第二ビル2F 飲食店

伊丹郷町商業会 まつもと食道 伊丹市中央４丁目3-20-202 飲食店

伊丹郷町商業会 韓国厨房　尚州本店 中央2-9-29 1F 飲食店

伊丹郷町商業会 KITCHENあっちゃん 昆陽東6-8-47-103 飲食店

伊丹郷町商業会 アジアン雑貨ショップ ラフエイジア 東有岡2-35 雑貨店

伊丹郷町商業会 オクダ酒店 宮ノ前3丁目5-23 飲食料品店

伊丹郷町商業会 中満 宮ノ前3丁目7-7 飲食料品店

伊丹郷町商業会 がおさん家のぱん屋 昆陽東1丁目5-6 飲食料品店

伊丹郷町商業会 株式会社パトナ 宮ノ前2-2-3 その他業種

伊丹郷町商業会 このはな酵素はる 中央1丁目6-19光栄堂ビル6F その他サービス業

伊丹郷町商業会 JACKPOT DANCE FACTORY 伊丹校 中央5丁目4番1号伊丹中央ビル1F その他サービス業

伊丹郷町商業会 健康倶楽部ルソワン 宮ノ前3-2-13-701 その他サービス業

伊丹郷町商業会 一日一組家族葬 さくらホール 松ヶ丘1丁目197番地 その他サービス業

伊丹ショッピングデパート café Mon 中央1-1-1 伊丹ショッピングデパート5F 飲食店

伊丹ショッピングデパート ミツワ 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート2F 飲食店

伊丹ショッピングデパート メイト 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート3F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹ショッピングデパート ツーハンズ　伊丹店 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート4F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹ショッピングデパート ソックス桃子 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート2F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹ショッピングデパート 京むらさき 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート2F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹ショッピングデパート シューズサロン　ナカガワ 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート2F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹ショッピングデパート うさぎや 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート3F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹ショッピングデパート 東京屋　伊丹店 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート2F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹ショッピングデパート メガネの三城　伊丹店 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート3F メガネ、コンタクトレンズ、補聴器

伊丹ショッピングデパート 文具コンパス　伊丹店 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート4F 書籍文房具小売店

伊丹ショッピングデパート マジックミシン阪急伊丹駅前店 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート3F その他業種

伊丹ショッピングデパート ペットサロンピッコロ 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート8F その他業種

伊丹ショッピングデパート TSUTAYA阪急伊丹駅前店 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパートB1F その他小売業

伊丹ショッピングデパート 花ファクトリー 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート1F その他小売業

伊丹ショッピングデパート 本松葉屋　伊丹店 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート1F その他小売業

伊丹ショッピングデパート タダヤ化粧品店 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート2F その他小売業

伊丹ショッピングデパート 手芸の丸十　阪急伊丹店 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート3F その他小売業

伊丹ショッピングデパート JOYFiT 阪急伊丹 中央1-1-1　伊丹ショッピングデパート6F その他サービス業

伊丹中央サンロード商店街振興組合 浜焼き処 一 中央5丁目1-3 飲食店

伊丹中央サンロード商店街振興組合 呑み処 一 中央6丁目1-2 飲食店

伊丹中央サンロード商店街振興組合 あんず食堂 by my café 2015 中央6丁目1-6　伊丹ビル1F 飲食店

伊丹中央サンロード商店街振興組合 千成家 中央4丁目475-2 飲食店



商店街名 店舗名 店舗住所 業種・業態

伊丹中央サンロード商店街振興組合 ～美酒と旬菜～莉庵 中央4丁目3-8　 飲食店

伊丹中央サンロード商店街振興組合 千舟屋 中央5丁目2-18 飲食店

伊丹中央サンロード商店街振興組合 ガチャガチャ 中央4丁目3-14　セリバテール伊丹 飲食店

伊丹中央サンロード商店街振興組合 伊丹酒家　神龍（シェンロン） 中央5丁目1-18 飲食店

伊丹中央サンロード商店街振興組合 都そば　サンロード伊丹店 中央5丁目1-1 飲食店

伊丹中央サンロード商店街振興組合 日進食品 中央4丁目2-9 飲食店

伊丹中央サンロード商店街振興組合 茶道　香島園 中央5丁目3-40 飲食料品店

伊丹中央サンロード商店街振興組合 工場直売のパン屋　伊丹店 中央5丁目3-39 飲食料品店

伊丹中央サンロード商店街振興組合 とろり天使のわらびもち　伊丹店 中央5丁目4-7 飲食料品店

伊丹中央サンロード商店街振興組合 モトミ 中央6丁目1-2 衣料・身の回り品取扱店

伊丹中央サンロード商店街振興組合 ル・パルタージュ 中央4丁目5-11 衣料・身の回り品取扱店、雑貨店

伊丹中央サンロード商店街振興組合 日新電器 中央4丁目2-8 家電店

伊丹中央サンロード商店街振興組合 メガネの三愛 中央6丁目1-2 メガネ

伊丹中央サンロード商店街振興組合 ReP（リプ） 中央4丁目3-8　2F 理容・美容店

伊丹中央サンロード商店街振興組合 リサイクルうさぎ 中央5丁目3-1 その他業種

伊丹中央サンロード商店街振興組合 松村写真館 中央6丁目1-1 その他業種

伊丹中央サンロード商店街振興組合 伊丹印判店 中央6丁目1-1 その他業種

伊丹中央サンロード商店街振興組合 宮野道場　伊丹支部 中央5丁目1-14 その他業種

伊丹中央サンロード商店街振興組合 今石蒲鉾店 中央4丁目3-10 その他小売業

伊丹中央サンロード商店街振興組合 野菜の店　キタノ 中央5丁目2-26 その他小売業

伊丹中央サンロード商店街振興組合 二葉屋果実店 中央4丁目2-5 その他小売業

伊丹中央サンロード商店街振興組合 カワイ寝具店 中央5丁目3-39 その他小売業

伊丹中央サンロード商店街振興組合 カワイ化粧品 中央4丁目5-14 その他小売業

伊丹中央サンロード商店街振興組合 佐々木鮮魚店 中央5丁目3-1 その他小売業

伊丹中央サンロード商店街振興組合 あさひ漬物店 中央5丁目3-1 その他小売業

伊丹中央サンロード商店街振興組合 辰巳商店 中央5丁目3-1 その他小売業

伊丹西台商店会 とりしげ 西台2丁目4-8 飲食店

伊丹西台商店会 Dish＆Bar Cheerz 西台3-1-3 飲食店

伊丹西台商店会 Tandoori Delights 西台1-6-10-1F 飲食店

伊丹西台商店会 Cafe Champroo 西台2-3-5的場ビル1F 飲食店

伊丹西台商店会 立呑処てら蔵 西台2-2-2 飲食店

伊丹西台商店会 スタンドダイニング海豚 西台1-7-4 飲食店

伊丹西台商店会 Indian palace 西台4-6-32 飲食店

伊丹西台商店会 居酒家 今日平 西台1-6-22 飲食店

伊丹西台商店会 鉄板バル まつだ屋 西台5-1-12 飲食店

伊丹西台商店会 開華亭 西台1-6-24 飲食店

伊丹西台商店会 コリアンダイニング ちゅん亭 西台2丁目1-10山村ビル1F 飲食店

伊丹西台商店会 旨し酒 風丹 西台4-1-1古東ビル1F 飲食店

伊丹西台商店会 イタリアンレストランアントン 西台3丁目1-12 飲食店

伊丹西台商店会 本家かまどや　伊丹西台店 西台1丁目5-10 飲食店

伊丹西台商店会 スナック絆 西台2丁目6-5　イスズハイツベル伊丹B1F 飲食店

伊丹西台商店会 炭火串焼き　えびす 西台5丁目1-16　モアビル1F 飲食店

伊丹西台商店会 炭火串焼き　えびす with カラオケ 西台5丁目1-16　モアビル2F 飲食店

伊丹西台商店会 割烹うしお 西台2-2-17 飲食店

伊丹西台商店会 手工芸の店 ゆーかり 西台2丁目5-11 雑貨店

伊丹西台商店会 メガネのタマキ 西台1-7-8 メガネ・補聴器

伊丹西台商店会 フランク伊丹店 西台1-7-8 理容・美容店

伊丹西台商店会 理容ハマダ 西台1-5-12 理容・美容店

伊丹西台商店会 ポーラ　ザ　ビュ―ティ　伊丹駅前店 西台1丁目6-7 理容・美容店

伊丹西台商店会 リカーショップおくたに 西台2丁目6-11 飲食料品店

伊丹西台商店会 macca des massés（echo fields) 西台1-6-7西台ビル3F その他小売業

伊丹西台商店会 みどり園本店 西台1丁目8-3 その他小売業

伊丹西台商店会 まるやすのお弁当 西台2-5-22-101 その他小売業

伊丹西台商店会 阪神スポーツ 伊丹市西台3-9-17 その他小売業

伊丹西台商店会 Glanz 西台4-6-3 その他サービス業

伊丹西台商店会 フォトスタジオStarLove 西台1-6-5 その他サービス業

伊丹西台商店会 シラトリダンススクール 西台3-9-20   アシビル4F その他サービス業

伊丹阪急駅東商店会 丸美食堂 中央1丁目8-3 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 ビストロ36 中央2-1-1-101 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 Suu 中央2丁目1-1-201 飲食店



商店街名 店舗名 店舗住所 業種・業態

伊丹阪急駅東商店会 伊丹肉酒場 肉ばっかやん ～肉baccaやん～ 中央1-5-5吉野ビル1F 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 尚州2号店（焼肉と韓国料理） 中央1丁目7-10 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 ごはんと晩酌 紀屋 中央1丁目7-13 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 焼肉いちりき 中央1丁目6-4 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 憩 中央1丁目6-3尾仲ビル1F 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 純白そば月山 中央1-7-18 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 喫茶エリート 中央1丁目6-4 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 おとめ食堂 中央1-7-13田中ビル1F-3 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 魚政しばせん 中央1丁目5-5オイコス𠮷野ビル1階 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 焼肉・鍋・肉のスター　 中央1-6-1尾伸ビル2F 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 焼肉ホルモンちんぐ 中央1-6-1尾伸ビル1F 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 ハンバーグ＆ステーキ　ログ 中央1-6-1尾伸ビル1F 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 じゃんぼ総本店 阪急伊丹駅前店 中央1-4-1 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 立呑み処 丸美 中央1丁目8-5 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 てっぱん竹家 中央2-2-2 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 てっぱん松 中央1丁目7-14田中ビル1F 飲食店

伊丹阪急駅東商店会 セレクトショップしおん 中央1-7-14 衣料・身の回り品取扱店

伊丹阪急駅東商店会 コクリコ 中央1丁目7-15 衣料・身の回り品取扱店

伊丹阪急駅東商店会 GO！ＤＯＮ 中央1-4-12-1F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹阪急駅東商店会 まつげｴｸｽﾃ・まつげﾊﾟｰﾏ専門ｻﾛﾝ MADEMORE 中央1-8-1マルシェビル2F 理容・美容店

伊丹阪急駅東商店会 NAILILY 中央1-7-13-2F 理容・美容店

伊丹阪急駅東商店会 セーヌドゥー 中央1丁目7-13田中ビル2F 理容・美容店

伊丹阪急駅東商店会 la★muse 中央1-8-2 理容・美容店

伊丹阪急駅東商店会 美容室ＲＵＮ 中央1丁目4-2くらすと伊丹2F 理容・美容店

伊丹阪急駅東商店会 アトリエMOVE美容院 中央1丁目8-1伊丹レントショップ1F 理容・美容店

伊丹阪急駅東商店会 シンネイル 中央1-8-1-3F 理容・美容店

伊丹阪急駅東商店会 PLATINUM 中央1-4-25 理容・美容店

伊丹阪急駅東商店会 らいおんコンタクト 中央1-5-1 コンタクトレンズ

伊丹阪急駅東商店会 永長園芸 中央1丁目7-1 その他小売業

鴻池商工会 すし処味彩 鴻池3-14-9 飲食店

鴻池商工会 かに道楽伊丹店 鴻池5-9-41 飲食店

鴻池商工会 炭火焼き鳥ほむら 鴻池6-16-45-105 飲食店

鴻池商工会 カフェテラス　アウル 鴻池4-8-18 飲食店

鴻池商工会 株式会社グリーンスタイル伊丹店 鴻池6丁目16-45-102 花屋

鴻池商工会 福永屋ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ鴻池店 鴻池5丁目5-13 クリーニング

鴻池商工会 福永屋ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ伊丹店 船原2-3-1 クリーニング

鴻池商工会 株式会社松原組 鴻池6-22-10 リフォーム業

鴻池商工会 こうの池のつどい場なないろカフェ 鴻池1丁目2-16 その他サービス業（コミュニティカフェ）

鴻池商工会 酒くらぶ田中 鴻池6丁目8-1 その他小売業

鴻池商工会 すみれ家 鴻池5-2-11 その他小売業

鴻池商工会 株式会社ヱビス 鴻池6丁目11番23号 その他小売業

鴻池商工会 中﨑木材株式会社 鴻池3丁目13-7 その他小売業・業種

桜台商店会 大阪王将　西野バス停前店 中野西4丁目74番地 飲食店

桜台商店会 焼肉　大福 西野2-10　工藤ビル1F 飲食店

桜台商店会 いこいの場　イヌイ 西野2丁目8番地 飲食店

桜台商店会 肉のポパイ 中野北2丁目7-19 飲食料品店

桜台商店会 サンクス　バラ公園店 荒牧7-11-7 書籍文房具小売店

桜台商店会 西野ハート薬局 西野2-3 調剤薬局・身の回り取扱店

桜台商店会 井上整形外科 西野1丁目75番地 その他業種

サンストア商店会 ピザ・コーヒー茉茹莉茄 池尻1-27 飲食店

寺本新商店街 フードセンターイシダ 寺本4丁目10 飲食料品店

ボントン名店会 鉄板TENMEI 中央1-5-5ボントンビルB1F 飲食店

ボントン名店会 居酒屋 阿吽 中央1-5-5ボントンビルB1F 飲食店

ボントン名店会 ホルモン酒場ずぼら 中央1-5-5ボントンビル1F 飲食店

ボントン名店会 海鮮炉端 将 中央1-5-5ボントンビル1F 飲食店

ボントン名店会 DABADA 中央1-5-5ボントンビル1F 飲食店

ボントン名店会 三代目鳥メロ阪急伊丹店 中央1-5-5ボントンビルB1F 飲食店

ボントン名店会 PIAA hairs 中央1-5-5ボントンビル2F 理容・美容店

ボントン名店会 フレクシー伊丹 中央1丁目5-5　ボントンビル4F、5F その他業種

ボントン名店会 ジャンボカラオケ広場 阪急伊丹店 中央1-5-5　ボントンビル3F その他業種



商店街名 店舗名 店舗住所 業種・業態

宮ノ前商店会 古書みつづみ書房 宮ノ前3丁目1-3浅岡ビル１階 書店

みやのまち 蒸musunん（ムスン） 宮ノ前2-1-2　伊丹みやのまち4号館1F 飲食店

みやのまち Dining　Bar　Garden 宮ノ前2-1-11伊丹みやのまち4号館107 飲食店

みやのまち クラージュ 宮ノ前2-1-5　伊丹みやのまち4号館105 その他小売業

リータ商店会 野菜とつぶつぶ　アプサラカフェ伊丹店 西台1-1-1　阪急伊丹リータ4F 飲食店

リータ商店会 出石皿そば　花水木 西台1-1-1　阪急伊丹リータ4F 飲食店

リータ商店会 大阪王将　阪急伊丹店 西台1-1-1　阪急伊丹リータ4F 飲食店

リータ商店会 みどり園リータ店 西台1-1-1　阪急伊丹リータ１F 飲食料品店

リータ商店会 bag＆wacoalshop matuya 西台1-1-1　阪急伊丹リータ１F 衣料・身の回り品取扱店

リータ商店会 BELLEDONNA BellePLus 西台1-1-1　阪急伊丹リータ１F 衣料・身の回り品取扱店

リータ商店会 パフ 西台1-1-1　阪急伊丹リータ1F 衣料・身の回り品取扱店

リータ商店会 M２ by sensounico  伊丹リータ店 西台1-1-1　阪急伊丹リータ1F 衣料・身の回り品取扱店

リータ商店会 MARUSHO 西台1-1-1　阪急伊丹リータ1F 衣料・身の回り品取扱店

リータ商店会 FORTUNA 西台1-1-1　阪急伊丹リータ1F 衣料・身の回り品取扱店

リータ商店会 タミー　フジヤ 西台1-1-1　阪急伊丹リータ1F 衣料・身の回り品取扱店

リータ商店会 だるまや 西台1-1-1　阪急伊丹リータ1F 衣料・身の回り品取扱店

リータ商店会 オララ伊丹店 西台1-1-1　阪急伊丹リータ1F 衣料・身の回り品取扱店

リータ商店会 西尾呉服　伊丹店 西台1-1-1　阪急伊丹リータ3F 衣料・身の回り品取扱店

リータ商店会 クリーニング　TAMURA 西台1-1-1　阪急伊丹リータ1F クリーニング

リータ商店会 文学館　伊丹ターミナル店 西台1-1-1　阪急伊丹リータ3F 書籍文房具小売店

リータ商店会 ビューティフェイス・ビューティアイラッシュ 西台1-1-1　阪急伊丹リータ3F 理容・美容店

リータ商店会 サクラ薬局　タミー店 西台1-1-1　阪急伊丹リータ1F 調剤薬局・身の回り取扱店

リータ商店会 メガネの丹尚堂 西台1-1-1　阪急伊丹リータ3F メガネ・補聴器・その他小売業

リータ商店会 株式会社阪神自動車学院 池尻7丁目193番地 その他業種

リータ商店会 えすぽツーリスト　伊丹営業所 西台1-1-1　阪急伊丹リータ3F その他業種（旅行）

リータ商店会 プレシャス丹尚堂 西台1-1-1 その他小売業

リータ商店会 ドコモショップ　阪急伊丹店 西台1-1-1　阪急伊丹リータ1F その他小売業

リータ商店会 コスメティックサロン　アンズ 西台1-1-1　阪急伊丹リータ2F その他小売業

リータ商店会 フローリストはなかご 西台1-1-1　阪急伊丹リータ1F その他小売業

リータ商店会 ネイルケアサロン　マイディア 西台1-1-1　阪急伊丹リータ3F その他サービス業

伊丹商工会議所 お好み焼き　おかん 野間北4-2-23 飲食店

伊丹商工会議所 MiLDA Café(ミルダカフェ） 西台3-5-21 飲食店

伊丹商工会議所 立ち飲み処「松」 中央1-9-2　パールハイツ1F 飲食店

伊丹商工会議所 得得うどん　伊丹店 船原２丁目3-12 飲食店

伊丹商工会議所 今宵たまり場 北本町1-155 飲食店

伊丹商工会議所 Cafe Cuore 南野北5-3-24 飲食店

伊丹商工会議所 お好み焼きはここやねん　伊丹山田店 山田4-8-43 飲食店

伊丹商工会議所 犇屋　伊丹店 瑞ケ丘1丁目41番地 飲食店

伊丹商工会議所 釜飯と串焼き　とりでん　伊丹瑞ケ丘店 瑞ケ丘1-17 飲食店

伊丹商工会議所 Roast　Coffee　Padinton 大野3-3 飲食店

伊丹商工会議所 お好み焼き工房　いさ 北野5-3 飲食店

伊丹商工会議所 お食事処・居酒屋　笑幸　笑幸 千僧4丁目245番地2F 飲食店

伊丹商工会議所 創作料理　かんな月 伊丹4丁目1-20 飲食店

伊丹商工会議所 居酒屋さくら 西台3丁目2-36 飲食店

伊丹商工会議所 いっ時あん 荒牧5-8-2 飲食店

伊丹商工会議所 あじまる 西台2丁目5-13 飲食店

伊丹商工会議所 PIZZERIA HIRO 西台5-7-22-102 飲食店

伊丹商工会議所 カスウドン　ガチンコ伊丹店 中央1-5-18-103 飲食店

伊丹商工会議所 炭焼　雄星 中央1-4-7　ワタナベビル102号 飲食店

伊丹商工会議所 HEAVEN’S　KITCHEN ひがしのたまご 瑞穂町5丁目8番地 飲食店

伊丹商工会議所 マルミ 行基町3-1　太田ビル1F 飲食店

伊丹商工会議所 常喜和 山田4丁目6-64 飲食店

伊丹商工会議所 旬采料理　心ち 宮ノ前2丁目2-3　株式会社パトナ 飲食店

伊丹商工会議所 飲茶カフェ　ジャスミン 北野3-4　シャドー水野102 飲食店

伊丹商工会議所 かまどのうた伊丹店 伊丹1丁目2-8 弁当屋

伊丹商工会議所 MEN-YA KOTOHOGI 昆陽6-129　高島ビル1F 飲食店

伊丹商工会議所 創作居酒屋　彩華 行基町2-58-3 飲食店

伊丹商工会議所 伊丹　うまか家　山厨 西台3丁目8-3　伊丹グリーンハイツ１階D号室 飲食店

伊丹商工会議所 お好み焼き・鉄板焼き　じゅんぺい 桜ケ丘2丁目1-14 飲食店

伊丹商工会議所 中華こまめや 昆陽３丁目248-1 飲食店



商店街名 店舗名 店舗住所 業種・業態

伊丹商工会議所 Make One's Choice 中央４丁目5-10　GREENJAM BUILING 2F 飲食店

伊丹商工会議所 濱鮓 西台１丁目2-6　山本第二ビル2Ｆ 飲食店

伊丹商工会議所 麺屋　巧 行基町3-16-9　花川ビル1F 飲食店

伊丹商工会議所 うめ家 宮ノ前1-2-34 飲食店

伊丹商工会議所 幸珈琲 宮ノ前1-3-7 飲食店

伊丹商工会議所 ビーフ飯店 萩野8-48 飲食店

伊丹商工会議所 ほっこり家うさぎ 東野1-25-101 飲食店

伊丹商工会議所 CAFEもこ 東有岡1-18-1　サン伊丹駅前ハイツG号室 飲食店

伊丹商工会議所 サンブレッド（関西スーパー稲野店内） 安堂寺町3丁目3-1 飲食料品店

伊丹商工会議所 マシューのチョコレート工場直売所 口酒井1-3-3 飲食料品店

伊丹商工会議所 酒の茶碗屋 荒牧南3-3-1 飲食料品店

伊丹商工会議所 石橋儀酒店 広畑2丁目6番地 飲食料品店

伊丹商工会議所 肉のさかもと 昆陽3-134-1　レジデンス昆陽1F 飲食料品店

伊丹商工会議所 パティスリー・アンテ・プリマ 荒牧6-6-16 飲食料品店

伊丹商工会議所 おかず倶楽部 桑津2丁目1-10 飲食料品店

伊丹商工会議所 嶋本食品 美鈴町2-71-4 飲食料品店

伊丹商工会議所 かねひろ米穀店 行基町2丁目79 飲食料品店

伊丹商工会議所 惣菜漁品 野間北2-10-21 飲食料品店

伊丹商工会議所 道岡商店　 美鈴町3丁目6-2 飲食料品店

伊丹商工会議所 フレッシュベーカリー　クランツ 昆陽泉町1丁目2-15 飲食料品店

伊丹商工会議所 肉の小川屋 中央４丁目1-4 飲食料品店

伊丹商工会議所 ハンドニット　ユキコ 昆陽南１丁目2-1 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所 ｓｔｒato 西台2-5-11　第2松屋ビル1F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所 レディスすぎむら 中央５丁目2番8号 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所 うさぎや 中央5丁目1-18　サンロード商店街店 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所 Fricot　伊丹店 中央2丁目9-11 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所 美容室ファミリー　 安堂寺町1-1　さらきマンション102 美容院

伊丹商工会議所 らん美容室 中野北4-1-41 美容院

伊丹商工会議所 ビューティーサロン　アリス 高台１丁目126 美容院

伊丹商工会議所 hair salon senda 大野1-49 理容・美容店

伊丹商工会議所 サロン・ド・イーグル 船原2丁目3-8 理容・美容店

伊丹商工会議所 ヘアーコレクション　ミュージアム 西台3丁目9-20 理容・美容店

伊丹商工会議所 そり処　オオヤマ 中央2-8-17 理容・美容店

伊丹商工会議所 わんこのサロンyume&fairy 北河原1丁目8-13 理容・美容店

伊丹商工会議所 TUNAGU HANDMADE STORE 中央１丁目4-8-102 雑貨店

伊丹商工会議所 水野楽器 宮ノ前2丁目2-5 楽器店

伊丹商工会議所 シンワ電器 南野2丁目1-2 家電店

伊丹商工会議所 松田ナショナル電気　伊丹店 昆陽池2-166 家電店

伊丹商工会議所 ライフクリーナー（関西スーパー荒牧店内） 荒牧7丁目12番15号 クリーニング

伊丹商工会議所 毎日自動車整備工場 森本3丁目17 ガソリンスタンド

伊丹商工会議所 株式会社アコースティックホーム 南町4-5-21 リフォーム業

伊丹商工会議所 バラエティⅡ（関西スーパー荒牧店内） 荒牧7丁目12番15号 100円・ディスカウントショップ

伊丹商工会議所 メガネのマトバ 中央1-9-11 メガネ・補聴器・その他小売業

伊丹商工会議所 大治鍼灸整骨院 行基町1-12-2　リーソンズコート101 その他業種

伊丹商工会議所 大西商店 昆陽3-49 その他業種

伊丹商工会議所 ほづみ整骨院・針灸院 中央5丁目1-17 その他業種

伊丹商工会議所 北伊丹ダイハツ販売 広畑2丁目16番地 その他小売業

伊丹商工会議所 PCコンフル　伊丹店 鋳物師5-57-2 その他小売業

伊丹商工会議所 株式会社中井家具 梅ノ木1-1-4 その他小売業

伊丹商工会議所 鉱物＆カフェ　Mineral Muru 稲野町1-85-1　TMプラザ101 その他小売業

伊丹商工会議所 東京靴流通センター　伊丹中野店 中野北3-1-3 その他小売業

伊丹商工会議所 東京靴流通センター　北伊丹店 北園3-2-1 その他小売業

伊丹商工会議所 アートホール蔵 伊丹1-10-15-111　アリオ1 その他小売業

伊丹商工会議所 有限会社オートボックスアルファ 森本1-1 その他小売業

伊丹商工会議所 まつやま税理士事務所 千僧6-211-10 その他サービス業

伊丹商工会議所 Photo efy 伊丹店 野間北3-1-2 その他サービス業

伊丹商工会議所 フクユ　タクシー 池尻7丁目181番地 その他サービス業

伊丹商工会議所 ボディケアサロン２do１　セルフ脱毛とタイ古式のお店 千僧6-190-2　グランコート伊丹302 その他サービス業

伊丹商工会議所 CLstudio 森本2丁目3-1-13　1F その他サービス業

伊丹商工会議所 北川パリスオートサービス株式会社 桑津2丁目3-6-13 その他サービス業



商店街名 店舗名 店舗住所 業種・業態

伊丹商工会議所 健康エステサロン　ル・ポン 稲野町8-37-3 その他サービス業

伊丹商工会議所 おそうじ本舗　伊丹駅前店 藤ノ木3-7-1　レスタージュ伊丹318 その他サービス業

伊丹商工会議所 バイクショップ　イナガキ 桜ケ丘2丁目1-12 その他業種

伊丹商工会議所 どうもと音楽教室 西野7-77 その他業種

伊丹商工会議所(イオン伊丹) 馳走酒房まいど 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹３階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) ロンフーダイニング　イオンモール伊丹店 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹３階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) 鎌倉パスタ 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹３階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) 龍神丸　イオンモール伊丹店 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹３階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) しゃぶしゃぶ美山 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹３階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) ミスタードーナツ　イオンモール伊丹ショップ 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹１階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) nana's green tea イオンモール伊丹店 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹３階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) コメダ珈琲店　イオンモール伊丹店 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) ぼてぢゅう屋台　イオンモール伊丹店 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹３階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) ポムの樹Jr. 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹３階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) マクドナルド　イオンモール伊丹店 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹３階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) クレープドラゴン 藤ノ木1-1-1-1019　イオンモール伊丹３階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) ハンチェ 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹フードコート３階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) 笑たこ 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹３階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) タピオカドリンク専門店ORO 藤ノ木1-1-1ｰ1019　イオンモール伊丹1階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) ミャムミャム 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹１階 飲食料品店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) ゴンチャロフ 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹１階 飲食料品店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) ビアードパパの作りたて工房 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹１階 飲食料品店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) ゴディバ 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹１階 飲食料品店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) ハートブレッドアンティーク伊丹店 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹１階 飲食料品店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) 喜八洲総本舗 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹１階 飲食料品店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) サーティーワンアイスクリーム　イオンモール伊丹店 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹３階 飲食料品店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) Edge line 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) 7BRIDGE イオンモール伊丹店 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) 靴下屋 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) BABYDOLL 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹１階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) MIX-O 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) LASUD 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) グレディ　ブリリアン 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) グラニフ 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹１階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) 14+（イオンモール伊丹） 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) LUCA 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) ハイダウェイ 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) SPINNS 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) any FAM 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹１階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) BREEZE（イオンモール伊丹） 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹１階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) ビースリー 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹１階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) aimerfeel　イオンモール伊丹店 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹３階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) アナヒータ　ストーンズ 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹３階　3002 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) カレット　伊丹店 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) GRAVIE 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) カラーフィールド　イオンモール伊丹 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) P.R.S　カトレアサックス 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 衣料・身の回り品取扱店、雑貨店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) ダブルデイ　イオンモール伊丹店 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 衣料・身の回り品取扱店、雑貨店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) グリンストア 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 雑貨店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) Candy pop 伊丹店 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹１階 雑貨店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) Abstore 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹３階 雑貨店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) NATURAL KITCHEN 伊丹店 藤ノ木1-1-1-2017　イオンモール伊丹２階 雑貨店

伊丹商工会議所(イオン伊丹) トイざらス・ベビーざらス　伊丹店 藤ノ木1-1-1-127　イオンモール伊丹１階 おもちゃ・ベビー用品

伊丹商工会議所(イオン伊丹) スマートクール　イオンモール伊丹店 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 その他サービス業

伊丹商工会議所(イオン伊丹) ラフィネ　イオンモール伊丹店 藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹２階 その他サービス業

伊丹商工会議所(イオン昆陽) サーティワンアイスクリーム　イオンモール伊丹昆陽店 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽3F 飲食店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) 肉まる商店　イオンモール伊丹昆陽店 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽3F 飲食店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) どんぶりミュージアム　イオンモール伊丹昆陽 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽３階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) とり専門店　鳥さく　伊丹昆陽店 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽４階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) かつ楽　伊丹店 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽４階 飲食店



商店街名 店舗名 店舗住所 業種・業態

伊丹商工会議所(イオン昆陽) BISHNU 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽４階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) ケンタッキーフライドチキン 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽３階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) コーヒーギャラリーヒロ　イオンモール伊丹昆陽店 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽２階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) 清修庵 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽４階 飲食店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) わくわく広場　イオンモール伊丹昆陽店 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽１階 飲食料品店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) 静屋　イオンモール伊丹昆陽店 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽3F 飲食料品店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) アグランクール 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽1F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) CHELSEA New York　伊丹昆陽 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽1F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) 14+(イオンモール伊丹昆陽） 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽1F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) LUNA EARTH 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽1F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) Champs ORIENTAL GARDEN 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽2F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) BARNS soho street イオンモール伊丹昆陽店 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽2F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) イオンモール伊丹昆陽シューラルー 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽2F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) BOOGIE・WOOGIE 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽2F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) ジュエリーカンダ　伊丹昆陽店 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽2F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) ピンクダイアモンド　昆陽店 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽2F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) 蔵之助　イオンモール伊丹昆陽店 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽3F 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) ブランシェス 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽３階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) SM2　keittio 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽１階 衣料・身の回り品取扱店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) BREEZE(イオンモール伊丹昆陽） 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽3F 衣料・身の回り品取扱店、おもちゃ・ベビー用品

伊丹商工会議所(イオン昆陽) 大貫堂印房 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽3F 雑貨店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) ハックルベリー 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽3F 雑貨店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) ゲンキ・キッズプラス 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽３階 雑貨店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) ABstore　イオンモール伊丹昆陽3F 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽３階 雑貨店

伊丹商工会議所(イオン昆陽) HOME VILLAGE 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽1F その他小売業

伊丹商工会議所(イオン昆陽) ミヤコ　イオンモール伊丹昆陽店（CDショップ） 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽1F その他小売業

伊丹商工会議所(イオン昆陽) 手芸センタードリーム 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽3F その他小売業

伊丹商工会議所(イオン昆陽) FURISODE efy イオンモール伊丹昆陽店 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽2F その他サービス業

伊丹商工会議所(イオン昆陽) Photo efy イオンモール伊丹昆陽店 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽4F その他サービス業

伊丹商工会議所(イオン昆陽) リラクゼーションスペース　ラフィネ　イオンモール伊丹昆陽店 池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽１F その他サービス業


