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平成 30 年度●港区商店グランプリ

第361号
平成31年３月22日

1月30日（水）に東京プリンスホテル2階マグノリアホールにて「新年

賀詞交歓会」及び「平成30年度港区商店グランプリ表彰式」が開催され
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ました。各商店会から11店舗がエントリーした今回の『港区商店グラン
プリ』は、「個性が光るお店づくり」というテーマで行われました。
「港区長賞」は、ニュー新橋ビル一階商店会の「エルメ・ド・ボーテ新
橋店」が受賞しました。
港区商店グランプリは、顧客満足やサービス向上の為に、時代の要請
に即応しながら、意欲的、積極的に商店経営に努めている区内商店を審

港区商業まつり観劇会レポート

査、表彰することにより、商店経営の改善発展を図り、区内商業の振興
に寄与することを目的としています。

エルメ・ド・ボーテ 新橋店

ニュー新橋ビル一階商店会

住所●港区新橋 2-16-1 ニュー新橋ビル 1 階 109 TEL●03-3501-4090

豊富なブランドから楽しく選べる化粧品専門店 おもてなしの心でトータルビューティを提案

港区長賞

住所●港区白金 1-6-14 白金 N ビル 101 TEL●03-5791-7370

体も心もほっこりするおむすび専門店 イートインスペースは自由な交流の場に
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住所●港区白金台 4-7-12 TEL●03-3446-4591

プラチナヒルズ商栄会

日々の暮らしをほんのちょっと温かく 自然素材にこだわったインテリアショップ
お店と工房が一体となったインテリアショップ。グ
ラフィックとインテリアのデザイナーが運営し、家
具の設計から販売までこなしています。自然素材を
利用した雑貨も人気です。購入した木製品には自身
で名入れも可能。作る人、贈る人、使う人、みんな
が温かくなる一品を日々生み出しています。
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B.Body.Balance

港区しんきん協議会賞

東京商工会議所 港支部会長賞
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Trattoria dello ZIO

住所●港区高輪 2-2-25 TEL●03-6721-6063

青山もっきんばーど

住所●港区南青山 1-9-2 TEL●03-6447-2536
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芝浦二丁目商店会

あらゆるシーンで楽しいひとときを提案 地域に根ざしたカフェ＆ダイニングバー
ソファやバーカウンター、VIPルームまで完備し、
さまざまなシーンに対応可能なカフェ＆ダイニン
グバー。音響やプロジェクター、スクリーンも完
備しているのでパーティーやセミナーにも利用で
きます。地域密着のお店を目指して、季節ごとに
イベントも開催しています。
六本木商店街振興組合

心安らぐ鹿児島の郷土料理 女将の気立ての良さに料理が進む

ホッと落ち着く九州の家庭料理を堪能できるお
店。食材の多くを薩摩や九州から直接取り寄せて
おり、鹿児島ならではの手づくり料理でもてなし
てくれます。店名の「薩摩おごじょ」は鹿児島の
女性を指す方言で「気立てがいい」というイメー
ジ。その名の通りの女将との会話も楽しめます。

住所●港区赤坂 8-11-27 TEL●03-3402-2181

優良賞

優良賞

創業当時から毎年40〜50種類の創作串焼きを開発
し、その中から厳選したものが現在のメニュー。
店名はご主人の石島さんが愛するカントリー曲
「Listen To The Mocking Bird」にちなんで、多
くの人に楽しんで欲しいという願いが込められて
います。

創業70年以上、純和風の空間で満ち足りた時間を過
ごせます。良質の水と栄養で育てられた上質なうなぎ
を使用し、創業から絶やすことなく使い込んだ秘伝の
タレを使用。素材本来の風味を存分に味わえます。備
長炭でじっくりと焼き上げたうなぎは、ふっくらとし
ていてとろけるような口当たりが魅力です。

乃木坂倶楽部

青山南一商振会

50 年以上前から進化を続ける創作串焼き 山盛りの大根おろしと一緒にさっぱりおいしく

創業から 70 年以上の老舗うなぎ店 本格和食でくつろぎのひと時を

住所●港区六本木 3-13-3 TEL●03-3403-9399

優良賞

優良賞

静かな高輪の住宅街にある本格派のイタリアンレ
ストランですが、店名には「大衆食堂のおじさ
ん」という意味が込められており、地域に根ざし
たお店を目指しています。ディナーの時間帯でも
乳幼児の来店を歓迎しているため、家族で気軽に
訪れることができます。

赤坂通り商店会

住所●港区赤坂 5-4-13 ホワイト赤坂ビル 1 階 TEL●03-3583-3136

薩摩おごじょ

メリーロード高輪

家族で気軽に楽しめる本格派のイタリアン 本場のドルチェとワインを隠れ家で満喫

赤坂宮川本廛

赤坂第一商店会

お客さまと共に歩むカフェ＆レストラン 開かれた空間で地域や社会の幸せに貢献
結婚式場・乃木會館に併設しているカフェ＆レス
トラン。地域交流にも力を入れており、子どもた
ちの作品展や合唱団によるコンサートなど、さま
ざまなイベントも開催。訪れるお客さまの気持ち
を豊かにすることで、身近な家族、さらには社会
全体を幸せにすることを目指しています。
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デ ェ ッ ロ

日本や世界各国の塩を豊富に取り揃える国内最大
級の塩の専門店。オリジナル商品を含む約600アイ
テムを販売。店内の塩はテイスティングコーナー
で試食することができ、実際の味わいを確かめら
れます。選び方で迷った時は「ソルトソムリエ」
がサポートしてくれるので安心です。

住所●港区芝浦 2-15-6 TEL●03-6459-4253

優良賞

優良賞

ト ラ ッ ト リ ア

何でも試せる国内最大級の塩の専門店 ソルトソムリエが “おいしい” 選び方を提案

シ

住所●港区新橋 2-16-1 ニュー新橋ビル 4 階 401 TEL●03-6206-6566

誰でも気兼ねなく立ち寄れるプライベート空間を
目指している整体サロン。一人ひとりの体に合わ
せ、無理のない施術を行なっています。日々の生
活に原因がある慢性的な悩みに対して、歩き方や
座り方、重心の取り方など、気付いたことをアド
バイスしてくれます。

麻布十番商店街振興組合

住所●港区麻布十番 1-7-3 藤原ビル 1 階 TEL●03-6447-4150

SHIBAURA GRILL

ニュー新橋ビル四階商店会

一人ひとりの体に寄りそう整体サロン 生活を見直しながら慢性的な悩みを改善

塩屋 麻布十番店
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「ソウルフードのおむすびで地域の皆様の心をほっ
こりさせたい」そんな思いで開店したおむすび専門
店。お客さま同士が自由に交流できるコミュニティ
の場として、イートインスペースも設置していま
す。日々精米したての米を使用し、昔ながらの羽釜
で炊くなど、米や炊き方にもこだわっています。

haaz

まーすやー

白金商店会

港区議会議長賞

港区商店街連合会 会長賞

白金こむすび庵 さんかく

みなと区商連ニュース

お客さまのお悩みに最適な化粧品と美容テクニックを
教えてくれるコスメショップ。化粧品だけでなく、各
種サプリメントやビューティーグッズまで豊富に取り
揃えています。最も力を入れているのは、接客におけ
るコミュニケーション。訪れたお客さまが気軽に悩み
を打ち明けられるように、おもてなしの心で接してく
れます。お客さまとのさまざまな会話も踏まえつつ、
一人ひとりの美しさをトータルでサポートしていま
す。専門の美容部員によるフェイシャルエステも好
評。エステルームも完備しており、より本格的な施術
を受けることもできます。気軽に訪れて「自分らしい
美しさ」を楽しく発見してみてはいかがでしょうか。

港区商業まつり観劇会を新橋演舞場にて開催！
女優の藤原紀香さんも花魁姿で登壇し抽選会は大盛況！
2月10日（日）、新橋演舞場にて「平成30年度港

交流を図りました。

区商業まつり観劇会」が開催されました「二月競

観劇では、今回が新派作品初出演となる藤原紀香

春名作喜劇公演」と題して「華の太夫道中」「お

さんが「華の太夫道中」に出演し、会場からはその

ばあちゃんの子守唄」の二本が上演されました。

美しい花魁姿に歓声があがっていました。

開場とともに港区の武井雅昭区長、港区商店街

休憩中に行われたお楽しみ抽選会には、波乃久里

連合会の須永達雄会長を

子さんと藤原紀香さんも登壇していただきました。

はじめ、執行部全員でお

スマイル商品券をはじめ、新橋演舞場の観劇券、特

客様をお出迎えし、ご挨

別賞には商店グランプリ港区長賞受賞の「エルメ・

拶とともに多くの方々と

ド・ボーテ新橋店」の豪華賞品などが多くの方々に

◀お楽しみ抽選会の様子

Column

当たり、会場はおおいに盛り上がりました。

▲会長賞：杉並区 菅野様

▲区長賞：足立区 大場様

●商店会会長コラム
新橋駅前ビル1号館のB1F〜２Fに入居する店舗のうち
60店ほどが加入しています。イベントを行うことはほ
とんどないのですが、会員同士の交流のため懇親会を開
催したり、区商連のレクリエーションに参加したりと、
親睦を深めています。お得なランチ・楽しいお酒・美味
しいグルメが楽しめるたくさんの飲食店と、文具店や洋
菓子店、チケット古銭販売店や洋品店、印刷屋がありま
す。ビルの竣工から50年以上、店は入れ替わりつつも
変わらぬ「昭和の香り」で親しまれています。常連のオ
ジサマ達に加え、最近は若い女性や外国からの観光客も
増えています。皆様も是非いらしてみてください。

川田 圭子 会長●新橋駅前ビル商店会

青山南一商振会は外苑東通りに位置する商店会で
す。当会は『地域のお客様と店舗の顔の見える出会
い』を基本理念に、毎年10月は「ウエスタンカーニバ
ル in AOYAMA ＆ 綱引き大会」、12月は「歳末餅つ
き大会」を開催しております。手作りの楽しい自由参
加・雨天決行のイベントです。店舗紹介・イベントの
詳細はホームページをご確認ください。たくさんのお
客様の参加をお待ちしております。
青山南一商振会ホームページ▶http://aoyama-nan1.com

大野 常雄 会長●青山南一商振会

