Special

Close up

特集記事 ●バレンタインデー

大切な人や家族に贈ろう！
２月14 日「バレンタインデー」は、港区商店グランプリ受賞店でぜひ！

●チョコレートハウス モンロワール麻布十番店

クローズアップ ●港区商店グランプリ ●GoTo 商店街事業「新橋東西エモいビル商店街」

港区商店グランプリの受賞店舗が決定
港区長賞は「びのぐらーちぇ」

GoTo 商店街事業
「新橋東西エモいビル商店街」

平成28年度優良賞の「チョコレートハウスモンロワー
ル麻布十番店」。“日本人の味覚に合う”をテーマに滑
らかな口どけと口当たりの良い後味が特徴です。
生チョコトリュフ

・港区麻布十番1-8-13 1F／TEL.03-6229-2741
・麻布十番商店街振興組合

▲FILMS田町芝浦

●アラボンヌー

平成29年度優良賞の「アラボンヌー」。白を基調とし
たかわいいお店です。店名は「良い時間を過ごしてく
ださい」という意味です。
ハートのガトーショコラ & ガトーキャラメル

・港区赤坂4-3-13／TEL.03-3583-7665
・赤坂一ツ木通り商店街振興組合

●パッション ドゥ ローズ

平成29年度港区長賞の「パッションドゥローズ」。超
絶技巧を駆使し、丁寧な細工が施されたお菓子はま
るでアールヌーボーの芸術品にも通じる美しさです。

1年で1番チョコレートが売れる日といえば2月14日「バレンタイン
デー」。気になる人や恋人、大切な家族や友達にチョコレートをプレゼント

ケーク パッション ドゥ ローズ

する人も多いと思います。バレンタインデーにチョコレートを贈る習慣は日
るようです。
今回は港区商店街連合会に加盟しているスイーツショップ、しかもこれま
で港区商店グランプリを受賞した店舗に絞って、いくつかご紹介したいと思
います。本命チョコを考えている人も、義理チョコや友チョコを贈ろうとし
ている人も、ぜひ参考にしてみてください。

Attention

ガトー・オ・ブーケ『ロゼ』

FILMS 田町芝浦［サービス業］

●港区議会議長賞

松尾写真館［サービス業］

●東京商工会議所港支部会長賞

Lit COFFEE＆TEA STAND［飲食業］

平成30年度港区しんきん協議会賞の「beillevaire麻
布十番店」。フランス発のフロマージュリー。発酵バター
＆チーズを使った極上スイーツが味わえるお店です。

●港区しんきん協議会賞

Peʼ z magic［飲食業］

●優良賞

菓子工房キュドゥブルヴェア［製造業・小売業］

●優良賞

ふぐ割烹まさお［飲食業］

・港区元麻布3-11-8／TEL.03-6447-5471
・麻布十番商店街振興組合

●優良賞

東京ウォータータクシー株式会社［サービス業］

●優良賞

赤坂 いづみ［飲食業］

●優良賞

太平山［飲食業］

家庭内感染を予防するためのリーフレット

みんなと会食マナーガイド

クをつけないで、同じ空間で会話や共用物を触るなど、感染の可能性がある人）

安全に安心して港区のお店で食事を楽しむことができるよう、会食の場で取り組

の家族に対して積極的に検査をしていることも影響していますが、家庭内には、
マ

んでほしいことや、やらないように気をつけてほしいことを分かりやすくまとめた

スクをしない、空間が狭い、同じものを共有する

リーフレット「みんなと会食マナーガイド」を作成

ことが多いなど、感染症が広がりやすい特徴があ

しました。ぜひ、ご覧いただき、お店を利用される

ります。

際には、リーフレットに記載した取組を実践した

防止するために、普段から家庭で出来る感染防止

港区内共通商品券

プレミアム付スマイル商品券
合計10 億円分発行

プレミアム率

20%

共通券

プレミアム率

★https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/yobou.html

小規模事業者のみなさんへ

マル経融資のご案内
マル経

30%

限定券

融資限度額：2,000 万円
返 済 期 間：運転資金７年以内／設備資金 10 年以内
融 資 利 率：1.21％（2020 年 12 月 1 日現在）

※港区から支払利息の 30％を 3 年間補助されます !!

融資限度額：1,000 万円
（一般のマル経融資とは別枠）
返 済 期 間：運転資金７年以内／設備資金 10 年以内
融 資 利 率：当初３年間 融資利率 0.31％（2020 年 12 月 1 日現在）

詳しくは下記ホームページをご参照ください
▶https://www.smile-minatoku.jp

購入期間：２月１日
（月）〜２月13 日（土）

三田商店街振興組合
芝浦商店会

麻布十番商店街振興組合
芝商店会
六本木商店街振興組合
白金北里通り商店会
新橋柳通商店会
芝浦二丁目商店会
赤坂通り商店会

GoTo商店街事業とは、３密対策等の感染拡大防止対策を徹底し
ながら、商店街がイベント等を実施することにより、周辺地域で暮ら
す消費者や生産者等が「地元」や「商店街」の良さを再認識するきっ
かけとなる取組を国が支援するものです。
10月中旬より先行募集が開始され、全国から多くの商店街が応募
しましたが、港区からは、ニュー新橋ビル商店会（一階〜四階）と新橋
駅前ビル商店会の連動企画「新橋東西エモいビル商店街」が採択さ
れました。
若年層への発信強化と来街のきっかけづくりを目的とした企画で、2
つのビルの商店街の雰囲気やお店を紹介したチャート作成、インスタ
グラマーや著名人による情報拡散、両ビルをはしごして楽しむ様子を
生配信するオンライン飲み会、
「＃ニュー新橋ビル」または「＃新橋駅
前ビル」のハッシュタグをつけて投稿するハッシュタグキャンペーン、
新橋の未来を考えるアンケート実施など、盛りだくさんの内容となって
います。実施は1月中旬から。ぜひご注目ください。

芝浦一丁目商店会

トピックス

テイクアウト・デリバリー・通信販売を
始めたお店は補助金を活用しましょう

3/26 3/27

（金） （土）

港区ものづくり・商業観光フェア
港区立芝公園で開催

港区商店街連合会ホームページでは、加盟店でテイクアウトやデリバリー

2021年3月26日(金)・27日(土)の2日間、港区立芝公園

を行っているお店をご紹介しています。また港区では、テイクアウト・デリ

で「第8回港区ものづくり・商業観光フェア」が開催されま

バリー・通信販売を令和２年４月以降に始めたお店に対して、それにかかる

す。世界の最先端の技術と永い歴史に育まれた伝統が共

費用の5分の4を補助してくれる「商店街店舗

存するまち「港区」ものづくりや商業、観光の紹介を通し

応援補助金」を実施中。2021年3月31日までに

て、次世代へ受け継ぐ港区の魅力を再発見するイベントで

事業及び支払いが完了することが条件ですの

す。今回は新型コロナウイルスの影響により、リモート参加

で、まだ間に合います。ぜひご活用ください。

などを検討しています。人気の「子ども菓子店」も開催予

補助金の申請書は産業振興課 HP「MINATO あらかると」
http://www.minato-ala.net/ からダウンロード

▲区商連HPでは店舗を紹介中

定です。

子ども菓子店の参加者に与えられる修了証
（前回のもの）
▶

「買い物するなら地元の商店街で」

芝信用金庫
この街の“ホームドクター”

商店街のさらなる活性化を目指して
作られたロゴです。
シンプルで目に留まりやすい
デザインとなっております。
商店会のイベントポスターやチラシに
ぜひご活用ください。

しばしんが豊かな暮らしを応援します

無担保・無保証人（保証協会の保証も不要）
の国の低金利資金を活用し経営改善を !!

（新型コロナウイルス感染症対策マル経）

事前申し込みをした方のみ購入可能
（事前申し込みは 2020 年 12 月 5 日（土）〜12 月 24 日（木）で終了）

Topix

港区は、年末年始の会食の機会が一層増えることを想定し、区民の皆さんが、

上で、楽しい時間をお過ごしください。

対策をリーフレットにしてまとめました。
★https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/yobou.html

■令和２年度 港区商店グランプリ「お客様を大切にするお店づくり」
●港区商店街連合会会長賞

注目記事

そのため港区は、周囲へのさらなる感染拡大を

10月22日（木）の巡回審査及び審査委員会の結果、令和２年度の港区商店グランプリの
受賞店舗は下記のとおりとなりました。港区長賞には、三田商店街振興組合の「びのぐらー
ちぇ」が選ばれました。表彰式は令和３年１月20日（水）15:30〜16:30、港区立男女平等参
画センターリーブラホール（港区芝浦1-16-1みなとパーク芝浦1階）で行われます。
びのぐらーちぇ［飲食業］

※販売状況は各店にお問い合わせください。

最近、家庭内感染者数の増加が報告されています。無症状の濃厚接触者（マス

▲松尾写真館

●港区長賞

・港区白金1-13-12-1F／TEL.03-5422-7664
・白金プラザ会

●beillevaire 麻布十番店

本独自のもの。最近ではクッキーやマカロンをプレゼントする人も増えてい

▲びのぐらーちぇ

※特別利子補給制度により、売上高が急減した事業者については当初３年間は実質無利子

※上記の融資限度額、返済期間の取扱いは、2021 年 3 月 31 日の日本政策金融公庫
受付分までとなります。※審査の結果、ご希望に沿えないことがございます。
経営に関するお悩みをお持ちの方「窓口専門相談」をご利用ください。会員・非会員問わずご利用できます。

東京商工会議所 港支部 TEL.03-3435-4781
東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービル 5-E

しばしん港区の支店
本店営業部

新橋 6-23-1

TEL（3432）3261

新橋支店

西新橋 1-14-2

TEL（3502）3451

三田支店

芝 3-43-15

TEL（3453）1231

高輪支店

高輪 2-3-20

TEL（3441）8201

白金支店

白金 5-7-14

TEL（3447）2441

天王洲 ATMコーナー 港南 4-6-7

（窓口業務は行なっておりません。）

充実の51 店舗ネットワーク

（令和 3 年 1 月 4 日現在）

