
商店街が所在する商工会・
商工会議所の名称

商店街の名称

新潟 新潟中心商店街協同組合

新潟 本町中央市場商店街協同組合

新潟 協同組合新潟古町商店街

新潟 サンクプロム石山商店街協同組合

新潟 協同組合北新潟商工振興会

新潟 新潟市古町七番町商店街振興組合

新潟 本町六商店街振興組合

新潟 新潟市古町８商店街振興組合

新潟 柾谷小路商店街振興組合

新潟 古町通六番町商店街振興組合

新潟 古町通五番町商店街振興組合

新潟 万代シティ商工連合会商店街振興組合

新潟 新潟市古町九番町商店街振興組合

新潟 新潟駅前弁天通商店街振興組合

新潟 新潟市上古町商店街振興組合

新潟 浦山町商店街

新潟 白栄会

新潟 東堀六商店会

新潟 西堀ローサ振興会

新潟 金比羅通商店街

新潟 下本町商店会

新潟 万代通振興会

新潟 山木戸商栄会

新潟 山木戸国道商店会

新潟 木戸地区サービス業及び商店街振興会

新潟 石山商工協議会

新潟 新潟駅前花園１丁目商工振興会

新潟 古町一番町商店街白新会

新潟 古町二番町商店街二楽会

新潟 古町三振興会

新潟 沼垂上四共栄会

新潟 沼垂東横町商店会

新潟 沼垂七ノ丁商店会

新潟 山の下三栄会

新潟 中山はちのす商店街

新潟 関屋分水商店連合会

新潟 営二寄居地区商店街

新潟 かじ小路商店会

新潟 万代中央商店街

新潟 空港前商工振興会

新潟 本町市場通商店街
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商店街が所在する商工会・
商工会議所の名称

商店街の名称

新潟 松浜本町商店街

新潟 坂井輪商工振興会

新潟 駅南けやき通り・まち活性化センター

新潟 大江山商工振興会

新潟 諏訪町商工振興組合

新潟 仲町街路灯組合

新潟 二之町商店街組合

新潟 大野町８区街路灯組合

新潟西 内野大通り商店会

新潟西 内野中央商店会

新潟西 内野駅前商店会

新潟西 西内野商工振興会

新津 新津駅前商店街協同組合

新津 新津新光商店街協同組合

新津 新津大橋通り商店街

新津 新伸商店街

新津 進栄商店街

新津 新津荻川商工会

新津 新津中央商店街

新津 新津二福商店街

新津 新津新町商店街

新津 新津金沢町商店街

豊栄 豊栄駅前通商店街振興組合

豊栄 他門通商工振興会

豊栄 上大口商工振興会

豊栄 中大口商工振興会

豊栄 白新町商工振興会

豊栄 中町商店会

豊栄 豊栄下町商店街振興会

白根 臼井商店街

白根 白根商店会連盟

白根 一の町商店街グループ

白根 二の町商店会

白根 三の町商店会

白根 四の町商店会

白根 五の町商店会

白根 魚町商店会

白根 桜町商店会

白根 庄瀬商店会

亀田 亀田町商業協同組合

亀田 本町商店会

亀田 中央商店会

亀田 三ツ又商店会



商店街が所在する商工会・
商工会議所の名称

商店街の名称

亀田 袋津商栄会

亀田 稲葉商店会

亀田 共栄商店会

巻 愛宕商店街

巻 ２区商店会

巻 ５区中央商店街

巻 二ノ丁商店街

巻 ８区商店街

巻 ９区商店街

巻 高校通り商店街

巻 下町商店街

巻 駅通り商店会

巻 駅南振興会

小須戸 二番町商店会

横越 よこごし商店会

長岡 長岡市大手通一丁目商店街協同組合

長岡 長岡市大手通二丁目商店街協同組合

長岡 長岡市大手通商店街振興組合

長岡 長岡市スズラン通商店街振興組合

長岡 長岡市東坂之上町一丁目商店街振興組合

長岡 長岡新天街商店連盟

長岡 宮内商店街

長岡 長岡駅前商店街組合

長岡 長岡市殿町通商店街組合

長岡 大島地域商工振興会

栃尾 栃尾本町商店会

栃尾 表町商栄会

栃尾 谷内１丁目商栄会

栃尾 谷内２丁目商友会

栃尾 滝の下町商誠会

栃尾 旭町商栄会

栃尾 金町金商会

与板町 北新町商店連盟

与板町 仲町共栄会

与板町 南新町商店会

寺泊町 竹森新道商店会

中之島町 中之島町商和会

越路町 グリーンライフ

三島町 三島町商店会

三条 協同組合一ノ木戸商店街

三条 昭栄通振興協同組合

三条 三条中央商店街振興組合

三条 東三条商店街



商店街が所在する商工会・
商工会議所の名称

商店街の名称

三条 三条四日町商店街

三条 昭栄通り商店街

柏崎 協同組合柏崎ニコニコ商店街

柏崎 協同組合柏崎東本町二丁目振興会

柏崎 柏崎市本町六丁目商店街振興組合

柏崎 柏崎駅前商店街振興組合

柏崎 柏崎市五中会商店街振興組合

柏崎 柏崎市三和商店街振興組合

柏崎 柏崎市諏訪町商店街振興組合

柏崎 柏崎駅仲商店街振興組合

柏崎 四谷振興会

柏崎 本町四丁目振興会

柏崎 本町五丁目振興会

高柳町 岡野町商業会

新発田 新発田市メーンストリート商店街振興組合

新発田 新発田市大栄商店街振興組合

新発田 新発田市駅前通り商店街振興組合

新発田 新発田市中央商店街振興組合

豊浦 月岡商店会協同組合

紫雲寺 紫雲寺レンギョウ街道商店街組合

小千谷 小千谷市平成商店街協同組合

小千谷 小千谷市本町商店街振興組合

小千谷 小千谷市中央通商店街振興組合

小千谷 小千谷市東大通商店街振興組合

小千谷 片貝商工振興会

小千谷 岩沢商工業会

小千谷 真人商工業会

加茂 加茂市商店街協同組合

加茂 加茂市五番町商店街振興組合

加茂 加茂駅前地区商店街振興組合

加茂 加茂穀町商店街振興組合

加茂 加茂本町商店街振興組合

加茂 加茂仲町商店街振興組合

加茂 加茂上町商店街振興組合

加茂 加茂新町雁木通り商店街振興組合

加茂 若宮商店会

加茂 新生商店会

十日町 十日町市高田町二丁目商店街協同組合

十日町 十日町市高田町三丁目商店街協同組合

十日町 十日町市昭和町通り商店街協同組合

十日町 十日町市本町三丁目商店街振興組合

十日町 十日町市本町一丁目商店街振興組合

十日町 十日町市本町二丁目商店街振興組合



商店街が所在する商工会・
商工会議所の名称
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十日町 十日町市駅通り商店街振興組合

十日町 十日町市本町四丁目商店街振興組合

十日町 十日町市高田町一丁目商店街振興組合

十日町 十日町市本町五・六丁目商店街振興組合

十日町 中条地区商店会

十日町 下条商工会

松之山 松之山商業会

見附 見附新町商店街協同組合

見附 見附市本町中央商店街協同組合

見附 上町商店街

見附 新町商店街

見附 本町商店街

見附 今町ホームスタンプ会

村上 村上市中央商店街振興組合

村上 村上駅前通り商店街振興組合

村上 肴町商工会

村上 片町サ－ビス店会

村上 小国町商工会

村上 安良町商工振興会

燕 協同組合燕市商店連合会

燕 燕市宮町商店街振興組合

燕 燕大通商店街振興組合

燕 小中川団地商店街

吉田 吉田中町商店街協同組合

吉田 旭町１丁目商店会

吉田 旭町２丁目商店会

吉田 吉田駅前通り商店会

分水 諏訪町共和会

分水 分水本町通り商店会

分水 新生会

糸魚川 糸魚川本町通り商店街振興組合

糸魚川 糸魚川駅前銀座商店街振興組合

糸魚川 押上・寺町商工連盟

糸魚川 広小路商店街

糸魚川 白馬通り商工発展会

糸魚川 中央通り協和会

糸魚川 上刈商工連合会

糸魚川 梶屋敷商工連盟

糸魚川 早川商業会

能生町 能生中央商店会

新井 中町商工振興会

新井 下町商工振興会

新井 朝日町商工振興会
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新井 田町商工振興会

新井 上町商工会

五泉 五泉商業協同組合

五泉 駅前商店街振興会

五泉 二番町商店街振興会

五泉 本町中央商店街振興会

五泉 本町三丁目商店街振興会

村松 村松本町一商店街協同組合

村松 村松仲町商店街協同組合

村松 村松共栄商店街協同組合

村松 村松上町商店街振興会

上越 上越市本町三丁目商店街振興組合

上越 上越市本町四丁目商店街振興組合

上越 上越市本町五丁目商店街振興組合

上越 上越市稲田二丁目商店街振興組合

上越 直江津中央商店街振興組合

上越 直江津駅前商店街振興組合

上越 南光会

上越 新土橋商工振興会

上越 和田地区商工振興会

上越 春日商工振興会

上越 直江津商店連合会

上越 直江津東部商工振興会

上越 直江津西部商工振興会

上越 港町商工振興会

上越 五智商工振興会

上越 長浜商工振興会

上越 直江津駅南商工会

上越 四ッ屋・旭商店街

板倉 針商店会

柿崎 柿崎区上下浜商業会

柿崎 住吉町商店会

柿崎 柿崎区川西商業会
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牧 落田・柳島商店会

水原 水原本町商店街協同組合

両津 両津夷本町商店街協同組合

両津 シータウン商店街

両津 両津湊商店会

相川町 相川町天領通り商店街協同組合

相川町 相川羽田町商店街

佐和田 河原田本町商店街協同組合

佐和田 諏訪町商店会

佐和田 佐高通商店会

佐和田 下町商店会

真野 新町商店会

小木町 小木町商工協同組合

小木町 町人文化の街おぎ振興組合

金井 尾花町商店街組合

新穂 新穂商店会

小出 小出本町商店街協同組合

小出 南本町商店街協同組合

小出 小出横町通り商店街協同組合

小出 小出浦町商店街協同組合

小出 小出羽根川商店街振興会

堀之内 本町一番街

堀之内 中央商店街売出し会

中条町 駅前商店会

中条町 本町ひまわり商店会

中条町 本町ふれ愛商店街

黒川 黒川中央商店会

黒川 黒川日の出商店会

六日町 六日町中央商店街協同組合

六日町 六日町駅前通商店街協同組合

六日町 商栄会

六日町 兼続通り商店街

塩沢 塩沢上町商店街協同組合

塩沢 牧之通り組合商店街

津川 仲町中央商店会

津川 原町商店街

津川 横町商店街

出雲崎町 営和会

湯沢町 湯沢町中央商店街協同組合

湯沢町 湯沢温泉通り事業協同組合

津南町 大割野商工協同組合

関川村 関川村商業協同組合


