Pick up

ピックアップ ●プレミアム付き港区共通電子商品券／取扱希望店舗向け説明会

Close up

クローズアップ ●電子スマイル商品券の加盟店を募集中 ●全国連携マルシェ in 芝浦

令和４年２月にプレミアム付き区内共通商品券を発行。電子化に伴う店舗向け説明会を実施。
［麻布地区］
麻布区民センター（区民ホール）
／港区六本木5-16-45
●店 員：200名
●日にち：11月1日
（月）
●時 間：15:00〜16:00／16:30〜17:30／18:00〜19:00

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言等により影響を受ける区内商

店会加盟店舗を強力に支援するとともに区民生活を支援するため、令和4年2月に
プレミアム付き区内共通商品券（スマイル商品券）が発行されます。今回は商品券
を一部電子化して発行することとなりました。

電子商品券は、スマートフォンひとつで商品券の購入から取り扱い店舗での決
済まで可能で、現在の残高や利用履歴の確認、利用可能な店舗のマップ検索も ［赤坂地区］
できます。取扱店になるには、港区商店街連合会に加盟している商店会の会員に 赤坂区民センター（多目的室）／港区赤坂4-18-13
●店 員：90名
なること、また近隣に商店会がない地域の店舗は、港区商店街連合会の賛助会
●日にち：11月4日
（木）
員になることで、取扱店になることができます。加盟店募集期間は10月21日（木） ●時 間：10:30〜11:30／14:30〜15:30／16:00〜17:00
〜11月30日（火）。
初めてキャッシュレス決済を導入する店舗でも安心して導入できるよう、対面・ ［芝浦港南地区］
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
オンラインで店舗向け説明会を実施してサポートしていきます。説明会は、申込不
●店 員：200名
要・参加費無料で、下記の会場で実施いたします。また説明会動画をインターネッ
●日にち：11月5日
（金）
トでもご覧いただけます（10月30日以降配信
●時 間：10:30〜11:30／14:30〜15:30／16:00〜17:00
予定）。
［港区役所本庁舎（休日説明会会場）］
911会議室（９階）／港区芝公園1-5-25
●店 員：40名
●日にち：11月14日
（日）
●時 間：10:30〜11:30／14:30〜15:30／16:00〜17:00
※各会場の定員に達した場合は、
ご参加いただけないことがあります。
※この説明会は電子商品券取扱店舗向け説明会です
（購入希望者向け
説明会ではありません）。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況で、各会場の定員数が変更に
なる場合がございます。

説明会動画はインターネットでも
ご覧になれます

プレミアム付き！
電子スマイル商品券の加盟店を募集中

来年２月に発行される電子スマイル商品券の加盟店を募集しています。加盟店登

「全国連携マルシェ in 芝浦」
区立プラタナス公園で開催

港区の全国連携の一環として、生鮮食品を取り扱う小売店が少ない芝浦地域に

録資格としては、東京都港区に店舗を有する以下の条件を満たす小売店・飲食店・医

おいて、
「全国各地域との連携の力」を活用したマルシェ（生鮮野菜や各地の特産

療機関となります。

品等の販売）を7月から毎月1回程度開催しています。

●港区商店街連合会に加盟している商店会会員

●港区商店街連合会の賛助会員
（商店会が無いエリアの場合）

※電子スマイル商品券の取り扱いにあたっては、港区商店街連合会への加盟必須です。

加盟店登録申請期間は
2021年10月21日
（木）10:00〜11月30日
（火）23:59（予定）
となっております。

お問い合わせ

プレミアム付き区内共通商品券（スマイル商品券）専用コールセンター

0120-769-578

お問い合わせ●プレミアム付き電子商品券取扱店舗専用コールセンター：0120-769-578（令和３年11月１日
（月）以降開設）

時間：9:00〜18:00（土日・祝日・年末年始を除く）

全国連携マルシェは、区民の利便性の向上や地域の賑わいを創出するととも
に、全国各地域との交流を深めることを目的として実施しています。全国の連携自
治体が、自慢の特産品などを販売しています。
開催回

開催日

開催場所

第7回

2021年11月13日（土） 区立プラタナス公園

第8回

2021年11月14日（日） 区立プラタナス公園

第9回

2021年12月11日（土） 区立プラタナス公園

第10回

2021年12月12日（日） 区立プラタナス公園

第11回

2022年2月26日（日）

区立プラタナス公園

第12回

2022年2月27日（日）

区立プラタナス公園

●開催時間：11:00〜16:00／※荒天等により中止になる場合がございます。

Attention
11 月

中旬〜

Topix

注目記事

商店街の魅力や地域における役割を広く伝える
「大東京商店街まつり」をオンラインで開催

キャッシュレスで「トキメク、ミナトク。」
PayPay 地元応援キャンペーン

トピックス

週末の夜はホテルでワクチン接種
週末ミッドナイト接種

商店街の魅力や地域における役割を、
コロナ禍という状

地方自治体と共同で実施している
「あなたのまちを応

働き盛り世代や学生の接種を促進するため、毎週金曜日に午前0時まで接種が

況を踏まえ、
デジタルの力を活用して都民に広く伝えていく

援プロジェクト」において、PayPayが港区にてキャン

できる「週末ミッドナイト接種」が行われています。集団接種会場での接種終了

「大東京商店街まつり」
がオンラインで開催されます。各商

ペーンを実施。期間中に対象店舗でPayPayで支払う

１回目接種日（金曜日）

事前予約枠（人）

時間（18:30）では間に合わず、土日も都合がつかなくて接種ができなかった区民

11月5日（金）

100人

50人

11月12日（金）

300人

100人

11月19日（金）

300人

100人

11月26日（金）

300人

100人

店街の活動を紹介するとともに、商店街の逸品を購入でき

と、最大30％のPayPayボーナスが付与されます。
また対

に対し、週末の仕事や学校の帰りに余裕をもって接種できる機会を新たに提供。

るＥＣサイトなど、既存の来訪者に加え、次世代の商店街

象の店舗で事前注文サービス
「PayPayピックアップ」
を

接種による副反応が生じた場合でも土日を静養に充てることができるため、仕事

ファンの創出に向けて、商店街の魅力や楽しみ方を認知・

利用した場合も、同様に本キャンペーンにおけるPayPay

や学業への影響を最小限に抑えることが可能です。当日予約枠も設けています。

体験してもらうため、特設サイトを通じてさまざまなコンテン

ボーナス付与の対象となります。キャンペーン期間は

ツを展開します。
▶運営事務局：050-3623-0751

2021年10月21日
（木）から12月26日
（日）
までです。

●時間：19:00-24:00 ●対象：18歳以上の港区民（21:00以降は在勤者も接種可能）
●場所：東京グランドホテル
（港区芝2-5-2）

港区テイクアウト・デリバリー・通信販売導入

商店街店 舗 応 援 補 助 金

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、区内商店
会加盟店舗が新たに取り組む「テイクアウト・デリ
バリー・通信販売事業」に要する費用の4/5（80
万円限度）を助成します。詳しくは下記まで。

詳細はこちら▶https://paypay.ne.jp/event/tokyo-minato-city/

小規模事業者のみなさんへ

マル経融資のご案内
マル経融資

商工会議所の推薦に基づき、日本政策金融公庫が無担保・保証人不要
（保証協会の保証も不要）で融資を行う制度です。

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％（2021年 10 月 1 日現在）

※港区から支払利息の 30％を 3 年間補助（条件あり）

「Demae-can」のお得なキャンペーン実施中
地域の人気店からチェーン店まで35,000店舗以
上が利用する日本最大級の出前注文サイト「出前
館」が、
「初期費用無料」「月額固定費なし」など
の特典が付いた港区商店街連合会加盟店舗限定
のキャンペーンを引き続き実施中。
お 申し込 み は 港 区 商 店 街 連 合 会まで F A X
（03-3578-1242）にて受付中です。

新型コロナウイルス対策マル経融資
※取扱期間は、2021 年 12 月末日まで

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％（2021年 10 月 1 日現在）

※特別利子補給制度により、売上が急減した事業者は当初３年間実質無利子
※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ディング南館５階

★港区新型コロナワクチン接種コールセンター：0120-252-237

「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
しばしん港区の支店
本店営業部

新橋 6-23-1

赤坂オフィス

赤坂 6-14-15-１階 TEL（6277）
7130

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

（融資特化型オフィス）

TEL（3432）3261

天王洲 ATMコーナー 港南 4-6-7 ワールドシティタワーズ キャピタルタワー 1 階

（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

当日予約枠（人）

（令和３年 10 月 1 日現在）

