Grand Prix

令和３年度●港区商店グランプリ
御菓子司 塩野

赤坂通り商店会

「美味しい餡子の和菓子」を作っています。
港区長賞

東京メトロ千代田線赤坂駅付近に店を構える御菓子
司「塩野」は、長く地元で愛されてきた創業74年の和
菓子製造販売店です。餡子にこだわり、味も見た目も
鮮やかな焼菓子・最中・羊羹・生菓子・干菓子が人気
です。「塩野」のおもてなしの心は、“余情残心”。常に
大切なお客様のことを考え続ける姿勢は、2代目女将
による銘板・垂れ幕紙や、店舗内の工場での製造、毎
朝の掃除での店内美化にも表れています。

港区商店街連合会会長賞

住所●港区赤坂 2-13-2 TEL●03-3582-1881

時間●月～金 9:00 ～ 18:00 ／土・祝 9:00 ～ 17:00
休み●日 HP●https://www.shiono.net/

赤坂一ツ木通り商店街振興組合

住所●港区赤坂 3 丁目 17-7 赤坂門田ビル 1 階 TEL●070-8585-2299（予約）

【発行・編集】港区商店街連合会
【発行人】須永 達雄
【所在地】港区芝公園1-5-25
港区役所3階
【電話】3578-2555

食べて、歌って、愛して、イタリアピエモンテの味をどうぞ
本格イタリア料理の店リストランテ ラ・チャウでは、４
年間修業を積んだ馬渡シェフが心を込めてつくるロー
ストした玉葱の詰め物ピエモンテ風チーズのソースや、
ランゲ地方のラビオリ、バーニャカウダーと、白・赤・
スパークリングのおいしいワインを楽しめます。食事
を、人生の最も大 切なものの一つとして大いに楽し
む、そんな陽気なイタリアの雰囲気を存分に楽しめる
お店です。

“赤坂弁当”は、石井社長のアイディアに賛同した8つの
名店が作った弁当が揃う販売所のことです。バラエティ
に富んだ味と値段の弁当を選ぶワクワクは、ランチ時
を楽しいものにし、またその気持ちをお客さんに味わっ
てもらうことこそが石井社長が赤坂弁当を始めたきっ
かけでもあります。コロナ禍の不況打開策でもあるた
め、石井社長は、お店やお弁当の種類を増やし、赤坂
のまちの更なる活性化に繋げたい、と話しています。

芝浦スポーツ整骨院・はり治療院

住所●港区芝浦 3-14-3 芝浦 SS ビル１階 TEL●03-6722-0424

プロアスリートへの施術を皆様に 鍼治療超音波エコー、痛み・しびれの専門治療
芝浦スポーツ整骨院・はり治療院の特色は、サッカー
の中村俊輔選手の専属トレーナーを長年務め、プロ
アスリートへの施術で定評がある新盛代表が、彼らに
行っている治療法等を一般の方々にも施すことです。
スポーツをする子どもや大人が怪我に苦しまずに楽し
めること、そのために日々徹底的な原因探究と、それ
に適したマッサージや関節（骨盤）調整、PN Fスト
レッチ、鍼等の治療といった専門治療を行います。
時間●月～金 10:00 ～ 20:00 ／土 10:00 ～ 18:00
休み●日・祝日 HP●https://shibaura-seikotsuin.com/

寺パン 弘法寺

rhythm

三田商店街振興組合

世界初！紫色に変わる不思議食パンお寺がプロデュース

花のラッピング 心に響く演出を！

地下鉄白金台から徒歩１分、プラチナ通りにある
rhythmは全面ガラス張りの店内に季節の花や
珍しい花が並んでいます。一番人気は季節の花
束（3,300 円税込・価格によってアレンジメント
可能）で、大波多社長自ら花が渡されるシーンに
合わせて、例えどんな納期が間に合わない等難
しいオーダーを受けても柔軟な対応でアレンジ
メントをします。

時間●月～土・祝 10:00 ～ 18:00（売切次第終了）
休み●日 HP●https://terapan.jp/

時間●11:00 ～ 19:00
休み●木 HP●https://www.rhythm-inc.co.jp/

ラ・メゾン白金グラン本店

デックス東京ビーチテナント会

住所●港区台場 1-6-1 デックス東京ビーチ TEL●03-3599-3755

早業 10 秒の “返し” トロトロのたこ焼き誕生

地下鉄白金高輪駅付近にあるラ・メゾン白金グラン本
店は、上質なカジュアルをテーマに様々なシーンに対
応した季節感にこだわったスイーツを定期的に変えた
りしながら提供しています。一番人気は季節ごとの最
高の素材を使ったモンブランとショートケーキです。ま
たおすすめ商品のアンペリアルはシャンパンをイメージ
したもので、フランポワーズソースをかけるとシャンパ
ンとフランポワーズのカクテルのイメージになります。
時間●10:00 ～ 19:00
休み●不定休 HP●https://lamaisonshirokane.jp/

配布中！
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港区商店街連合会の情報はこちらから▶

みなと区商連ニュースに掲載希望の方は
港区商店街連合会 事務局まで
（TEL：3578-2555）

※新型コロナウイルス感染拡大により、営業時間・定休日が記載と異なる場合がございます。ご来店時は事前に店舗にご確認ください。

【発行・編集】港区商店街連合会 【発行人】須永 達雄
【所在地】港区芝公園1-5-25 港区役所3階 【電話】3578-2555

時間●11:00 ～ 21:00
休み●なし HP●https://takoyaki-yamachan.net/

ケーキや焼き菓子など、大人の味わいで “上質なカジュアル” を！
優良賞

優良賞

ゆりかもめお台場海浜公園駅から徒歩2分、お台場の
フードテーマパークお台場たこ焼きミュージアムにある
天王寺アベノタコヤキやまチャンのたこ焼きは、アツア
ツな鉄板の上に鶏ガラと10種の野菜、果物を煮込んだ
スープと昆布、鰹をブレンドした生地を流し込み、32
個10秒の速さでひっくり返して作るというのが特徴で
す。一番人気は8個入り680円のもので、6種のソースを
楽しめます。他にもイカ天ネギマヨも人気です。

白金プラザ会

住所●港区白金 1-27-6 白金高輪ステーションビル１階 TEL●03-6277-1115

第373号●令和４年3月31日

「寺パン」とは店の裏手にある、ご本尊に弘法大師を
まつる「弘法寺」がプロデュースしたものです。「黒ク
コ」の実を全粒粉に加え焼いたもので、トーストすると
きれいな紫色に変わる、という特徴があります。味も
食感も良く、健康的な成分が豊富なため、健康食パン
の評判もあります。全国的にお寺の存続が厳しくなっ
ている中、お寺の繁栄につながることを考えた結果、
ご利益のあるこの食パンが誕生しました。

プラチナヒルズ商栄会

住所●港区白金台 4-9-10 白金台グリーンリーブス１階 TEL●03-6409-6423

優良賞

港区しんきん協議会賞

時間●月～金 11:30 ～ 15:00（売切次第終了）
休み●土・日・祝 HP●https://randgﬁne.com/akasaka-bento-menu

住所●港区三田 2-11-7-１階 TEL●03-5931-0448

芝浦商店会

みなと区商連ニュース

港区議会議長賞

駅弁ならぬ まち弁「赤坂弁当」でコロナ不況を吹っ飛ばせ！

天王寺アベノタコヤキやまちゃんお台場店

芝浦二丁目商店会

住所●港区芝浦 2-16-7 中野第３ビル B1 階 TEL●03-3451-3725

時間●ランチ 11:30 ～ 15:00（L.O.14:00）／ディナー 18:00 ～ 23:00（L.O.22:00）
休み●水・火曜 夜 HP●http://laciau.com/

東京商工会議所港支部会長賞

お弁当販売 赤坂弁当

リストランテ ラ・チャウ

第373号
令和４年3月31日

レシートを撮って送ると豪華商品が当たる「みな得レシートキャンペーン」が開催されました
2月1日（火）〜3月15日（火）の期間で、
「みな得レ

田町ペア宿泊券」「菊乃井（赤坂の料 亭）お食事券

を利用したことがわかる写真を投稿すると、抽選で

シートキャンペーン」が開催されました。キャンペーン

50,000円分」
「THANNサンクチュアリースパ赤坂ペ 港区内の商店会加盟 店舗の食事券（10,0 0 0円相

参加店舗を利用した際に受領した1,000円以上のレ

アギフトチケットANAインターコンチネンタルホテル東

シート、または電子決済での決済完了画面のスクリー

京6F」をはじめ、港区内の各商店会が厳選したお菓 われました。

ンショットを撮影して、キャンペーンサイトからアップ

子、お酒、文房具や店舗で使用できるお食事券港区内

ロード、または申込 専用

共通商品券等、豪華賞品が当たるというもの。キャン

は が きに 貼 付 しキ ャン

ペーンには500名の方に豪華賞品が当選しました。

ペーン事務局に応募する

また連 動 企 画として、港区商店街 連合 会の公式

と、抽選で「プルマン東京

S N Sアカウントをフォローした 上で、ハッシュタグ

◀プルマン東京田町ペア宿泊券

Column

「＃みな得レシートキャンペーン」をつけて、参加店舗

●商店会会長コラム
現在、44店舗が加盟している商店会です。毎年5月4日・5
日に清正公のお祭りと同時開催している「高輪のれんノ市」
は、商店会の屋台が出店するとともに、パフォーマンス集
団・寶船による阿波踊りなどが披露されます。10月には白金
高輪ブロックの複数の商店会による「T8ハロウィンプロジェ
クト」が行われ、街に仮装した子どもたちで溢れかえりま
す。12月の「クリスマス感謝セール」では、特賞の観劇券を
はじめ、スマイル商品券などの豪華賞品が当たります。
まだまだコロナ禍による影響で、商店会の活気を完全に
は取り戻せてはいませんが、商店会一丸となって取り組んで
いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

大駒 敏 会長●メリーロード高輪

当）が10名様に当たるハッシュタグキャンペーンも行

▲（左）菊乃井（赤坂の料亭）お食事券 50,000 円分
（右）THANN サンクチュアリースパ赤坂ペアギフトチケット
ANA インターコンチネンタルホテル東京 6F

●商店会会長コラム
2022年3月に港区商店街連合会に加盟した汐留イタリ
ア街商店会は、飲食店、物販店、金融業など10店舗が加
盟しています。
今年は8月末に汐留西公園で、ビアガーデンのような夏
まつりを計画しています（コロナの状況により、お子様向
けのイベントに変更の可能性あり）。
イタリア街はイタリアをイメージして作られたとても景
観の良い街並みです。少しずつ加盟店を増やし、もっとた
くさんの方々にお越しいただけるよう、街づくり団体の特
定非営利活動法人コムーネ汐留や近隣町会と連携し、街
の賑わい創出に取り組んでいきたいと思っています。

村松 旺宜 会長●汐留イタリア街商店会

