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第143号　令和３年２月（季刊）

　文京区融資あっせん制度における〈新型コロナウイルス対策緊急資金〉及び〈新型コロナウイルス対策事業多角化・
業態転換資〉の利息は、区が全額利子補給しております。さらに、本資金で融資を受けられた方に対して、信用保証協
会へ支払われた信用保証料の一部を補助いたします。

〈新型コロナウイルス対策緊急資金〉
〈新型コロナウイルス対策事業多角化・業態転換資金〉

融資名 新型コロナウイルス対策緊急資金 新型コロナウイルス対策事業多角化・業態転換資金
使途 運転 運転、設備

融資限度額 1,000万円以内
運転 1,000万円以内

代表者が区民の場合は1,200万円以内

設備 1,500万円以内
代表者が区民の場合は1,800万円以内

返済期間 ８年以内
元金据置24か月以内を含む

運転 ６年（72か月）以内
元金据置６か月以内を含む

設備 ７年（84か月）以内
元金据置６か月以内を含む

利率
（％）

契約利率 1.7
利子補給 1.7
本人負担 0

信用保証料補助
東京信用保証協会に支払った信用保証料の実額（上限30万円）
※１事業者につき１回のみ申請可
※申請方法は郵送のみ受付

 ● 対 象
①申込日を基準とした直前１か月間の売上高または営業利益が前年同期又は令和元年同期に比べ減少していること
② 区内で創業して１年未満の場合、申込日を基準とした直前１か月間の売上高または営業利益が直前１か月間を含む直
前３か月間の平均に比べ減少していること。

※新型コロナウイルス対策事業多角化・業態転換資金の場合、事業多角化または業態転換を計画するものであること。
※｢直前」とは、「前月」又は「前々月」のことをいいます。

 ● 申請方法について
　令和３年１月18日（月）以降、文京区融資あっせん制度申請およびセーフティネット認定の申請方法は、当面の間、
原則郵送受付となっております。
※ 融資あっせん及び信用保証料補助金の申請方法等の詳細については、区ホームページやご案内パンフレット等をご確
認ください。

＜融資あっせん申込み・問い合わせ先＞
　〒112-0003　文京区春日1-16-21　文京シビックセンター地下２階
　東京商工会議所文京支部
　月曜日～金曜日　10：30～16：30　（最終受付；16：00）　☎03-5842-6731
　※令和３年１月12日（火）以降、当面の間、受付時間を変更しております。

＜信用保証料補助金申込み・問い合わせ先＞
　〒112-8555　文京区春日1-16-21　文京シビックセンター地下２階
　文京区 経済課 産業振興係　☎03-5803-1173／FAX　03-5803-1936
　月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く）　8：30～17：15
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【お問合わせ】経済課 産業振興係　☎03-5803-1173　FAX 03-5803-1936

　区内中小企業の企業力向上を図るため、省エネや生産性向上につながる設備投資について補助を行います。令和３年
度は、補助対象事業が高機能換気設備の更新に該当する場合または補助対象事業に係る先端設備等が高機能換気設備に
該当する場合の補助率が５分の４になります。

　異業種交流、市場開拓または販路拡大を目的として、国内外の展示会等へ出展する際にかかる出展料等

の一部を補助します。※オンライン上で開催する展示会等も対象となりました。

対 象 者 　文京区内に登記上の本店所在地（法人）、主たる事業所（個人事業主）がある中小企業者
対象事業 　異業種交流、市場開拓又は販路拡大を目的とする展示会等に出展する事業。
補助内容 　国内　出展料の２分の１（上限10万円）
　　　　　　国外　出展料等、現地通訳費、輸送費の２分の１（上限30万円）

　　　　　　オンライン（国内）　展示会等出展料の２分の１（上限10万円）

　　　　　　オンライン（国外）　展示会等出展料の２分の１（上限30万円）

※オンライン展示会の場合、主催団体の運営事務局の所在地をもって国内・国外を判断します。

募集期間 　令和３年４月１日（木）～令和４年３月31日（木）

※詳細は、区ホームページにてご案内いたしております。

中小企業の企業力向上を支援します！

展示会等出展事業について
～ オンライン展示会も対象となりました ～

対 象 者： 区内に主たる事業所（法人事業者は本
店登記も）を有し、申請時において、
区内で１年以上同一事業を営んでいる
中小企業者

対象事業： 温室効果ガスと光熱水費の削減につな
がる空調設備、照明設備等の更新

補助内容： 更新費用の３分の２（上限50万円）
（補助対象事業が高機能換気設備の更
新に該当する場合は補助対象経費の５
分の４かつ上限50万円）

補助条件： 東京都地球温暖化防止活動推進センター
（クール・ネット東京）が実施する「省エ
ネ診断」を受診していること

募集期間：〈上半期〉  令和３年４月１日（木）より
先着順

　　　　　〈下半期〉  令和３年10月１日（金）より
先着順

　　　　　予算額に達し次第、受付を終了します。

持続可能性向上支援補助金（省エネ設備）

対 象 者： 区内に主たる事業所（法人事業者は本店
登記も）を有し、申請時において、区内で
１年以上同一事業を営んでいる中小企
業者

対象事業： 生産性向上に資する機械、装置、器具、備
品、ソフトウェア、建物、構築物等の設備
の導入

補助内容： 補助対象経費の３分の２かつ上限50万
円（補助対象事業に係る先端設備等が高
機能換気設備に該当する場合は補助対
象経費の５分の４かつ上限50万円）

補助条件： 生産性向上特別措置法に基づいて「先端
設備等導入計画」を作成し、文京区の認
定を受けていること

 募集期間：〈上半期〉  令和３年４月１日（木）より
先着順

　　　　　〈下半期〉  令和３年10月１日（金）より
先着順

　　　　　予算額に達し次第、受付を終了します。

持続可能性向上支援補助金（生産性向上設備）
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【お問合わせ先】
新・文京ソコヂカラ宅配プロジェクト事務局
☎080-7233-2172　平日10時～19時

～ 2021.３.31まで期間限定で実施中！～
商店街から無料でお届け！『新・文京ソコヂカラ宅配プロジェクト』

　文京区商店街連合会では、弁当・惣菜から日用品・食材・医薬品まで幅広い商品を無料でお届けする宅配支援事業を
2021年３月31日まで期間限定で実施しています。
　まだまだ寒いこの季節、おウチにいながらお気に入りのお店の宅配をお楽しみください！

新・文京ソコヂカラ　ウェブサイト

https://shop.bunkyosokojikara.com/
検 索文ソコ

購入・配送依頼はこちらから

【お問合わせ】文京区 経済課 産業振興係　☎03-5803-1173

中小企業の海外進出支援及び経営基盤の強化を目的として、各種認証取得に係る経費を補助します。

対 象 者 区内に主たる事業所（法人事業者は本店登記も）を有し、申請時において1以上区内で事業を営んで
いる中小企業者

申請期間 令和３年４月１日（木）より先着順
予算額に達し次第、受付を終了します。

各種認証取得費補助金について

補助対象事業 補助額

・ISO19001（品質マネジメントシステム）
・ISO13485（医療機器の品質マネジメントシステム）
・ISO14001（環境マネジメントシステム）
・ISO27001（情報セキュリティシステム）
・ISO22301（事業継続マネジメントシステム）
・ CEマーク（欧州連合域等で販売される指定の製品に貼付が義務
付けられる適合基準マーク）

・ FDA認証（米国食品医薬品局による米国の医療機器登録証）

補助対象経費の３分の１（千円未満切り捨て）
補助上限額50万円

・ Ｐマーク（個人情報保護マネジメントシステムへの適合マーク）
・各種ISO更新費用（上記ISOに限る）

補助対象経費の３分の１（千円未満切り捨て）
補助上限額30万円

～ 終了迫る！2021.３.31まで ～
LINE Pay で支払って 最大10％ポイント還元！キャンペーン

文京区の商店街を元気に！

【お問合せ先】 LINE Payポイント還元キャンペーン事務局　☎03-6737-9319　平日10時～16時

　キャンペーン期間中に、対象店舗において「LINE Pay残高」※で支払
うと、利用額の10％または２％のLINEポイントを利用者に還元しま
す！キャンペーンは2021年３月31日までです。この機会に、LINE 
Payを使って“おトク”で“安全”なお買物をお楽しみください！
　※  「LINE」または「LINE Pay」アプリ内において、コード支払いの際

に「残高」を選択する必要があります。

▼ 文京区商店街
連合会
　 キャンペーン
特設サイト

▼ LINE公式アカ
ウントで対象
店舗を検索！

▼ このポスター掲示
店舗が対象です！

【お問合わせ先】 文京区飲食店テイクアウト・デリバリー支援事業コールセンター　☎03-5803-1972　平日９時～17時

区内飲食店の皆様へ
飲食店テイクアウト・デリバリー支援事業補助金について
　緊急事態宣言下、テイクアウト・デリバリーの利用を促し、飲食店への支援につなげるため、テイクアウ
ト・デリバリー（出前）商品に割引等の特典をつける消費者還元サービスを実施する区内飲食店に対して、
その経費を補助します。
　補助対象期間は３月７日（日）まで、申請期間は３月15日（月）までです。
　対象及び補助金額など、詳しくは区ホームページをご覧ください。
　https://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/coronakinkyukeizaitaisaku/takeout-delivery.html

▼ QRコード
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【お問合わせ先】
東京信用保証協会　経営支援部　企業サポート推進チーム　☎03-3272-2357

日　　時 　令和３年３月４日（木）14：00～15：45
内　　容 　テーマ①　リモートワーク実現に向けたオンラインツールの活用術
　　　　　　 時　間 　14：00～14：45
　　　　　　 講　師 　細野 和彦　氏
　　　　　　テーマ②　コロナ禍における業務改革とDX
　　　　　　 時　間 　15：00～15：45
　　　　　　 講　師 　宮川 雅明　氏
対　　象 　文京区または台東区の中小企業者・個人事業者の経営者ほか
開催方法 　オンライン開催（ZOOMにより実施）
参 加 費 　無料
定　　員 　100名　※先着順。参加券は発行いたしません。
　　　　　　　　　　 ※定員を超える場合のみご連絡いたします。
申込方法 　右記QRコードか下記URLより申込みフォームにアクセスし、
　　　　　　必要事項をご入力のうえお申し込みください。
　　　　　　https://forms.gle/7x4JMt2pDnacJJ5R7
主　　催 　文京区
共　　催 　台東区、公益財団法人台東区産業振興事業団、東京商工会議所文京支部

　区内中小企業者や個人事業者に向けて、コロナ禍における企業経営をテーマに、ZOOMを活用したオンラ
インセミナーを開催します。

　東京信用保証協会では、着実な経営改善を外部の専門家とともにサポートします。お客さまの費用負担はござい
ませんので、経営課題の解決にご活用ください。
※ご利用には、当協会のご利用があるなど一定の条件がございます。

当協会にお申し込み後は、以下の流れとなります。※カッコ内の回数は専門家の派遣回数の目安です。

以下はご希望に応じてご提供いたします。

【お問合わせ】ヒューマンアカデミー株式会社　☎03-5348-2039

▲宮川 雅明　氏

▲細野 和彦　氏

コロナ禍における企業経営を考える
中小企業向けオンラインセミナー

東京信用保証協会の「専門家派遣」

専門家とともにイメージを具体化
コーディネイトサポート（１～２回）
経営改善のポイントがどこにあるのか、専門家との対話を通じてイメージを具体化し、お客さまに合った支援
内容をコーディネイトします。

課題を絞り込み解決を支援
ピンポイントサポート（３回）
新規顧客獲得など、課題を絞り込み解決を支援します。

専門家によるアフターフォロー
フォローアップサポート（１～２回）
各種サポートを利用された後も、希望されるお客さまには専門家によるアフターフォローを提供します。

長期計画の策定を支援
トータルサポート（５回）
経営改善などの中長期計画策定を支援します。

ま
た
は

▲申込みフォーム
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　不忍通りふれあい館で「来て見て体験」文京の伝統工芸イベントを毎月２日間、開催します。イベントでは、伝統工芸者
による作品展示や、制作過程の実演がご覧いただけるほか、制作体験ができます。ぜひ、ご来館ください。

　　　　　不忍通りふれあい館１階（根津2-20-7）
　　　　　東京メトロ千代田線「根津」駅より徒歩２分または「千駄木駅」より徒歩10分
　　　　　午前10時～正午、午後１時～４時※

会　　場

開催時間

【令和３年４月～６月イベントスケジュール】
開催日 伝統工芸者（敬称略）・品目 制作体験内容・参加費

4/17（土）、18（日）
①三塚晴司（貴金属アクセサリー）
②笠原信雄（東京銀器）

①パールとビーズのストラップ（1,000円）
②銀の指輪（2,000円）

5/15（土）、16（日）
①小嶋須美子（フラワーデザイナー）
②杉崎信雄（バッグ・カバン製造）

①花てまり（2,000円）
②革製品小物入れ（２種類）（1,000円／2,300円）

6/12（土）、13（日）
①岡内太郎（貴金属アクセサリー）
②高山正巳（ガラス工芸）

①パールと銀線の指輪（2,000円）
②ガラス彫刻（1,500円）

※制作体験の内容及び開催日程は変更になることがあります。

「来て見て体験」
文京の伝統工芸イベントを開催します！

令和２年度　文京区技能名匠者を認定しました

　区では、区内の優れた技術の継承と後継者の確

保によって、区内産業の振興と発展を図ることを

目的として、区内に在住または在勤の方で、永く

同一職業に従事し、物を造る技術が非常に優れ、

後進の指導及び育成に積極的な方を、「文京区技

能名匠者」として認定しています。

　今年度は２名の方を認定しました。 ▲杉山氏 ▲木内氏

令和２年度　文京区技能名匠者（敬称略）

杉山 浩一 （ペン画家）
木内 秀樹 （東京籐工芸）

▲杉山氏作品 ▲木内氏作品
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　製造業の業況は悪化幅が非常に大きく縮小しています。小売業の業況も悪化幅が非常に大きく縮小
し、サービス業の業況は前期同様の厳しさが続いています。卸売業の業況も前期同様の厳しさが続
き、不動産業の業況は悪化幅がかなり縮小しています。

文京区今期の特徴点
令和２年10月～12月
調査時期　２年12月中旬
調査方法　面接聴取

【製造業】
前期 －61.2 　製造業の業況は悪化幅が非常に大きく縮小しています。DI値は、文京区で

は21.3ポイント増の－39.9、全都では1ポイント減の－50です。文京区
の各項目をみると、売上額は11.9ポイント増の－49.6と大幅に改善してい
ます。受注残は18.3ポイント増の－44.3と大きく持ち直し、収益も16.6
ポイント増の－40.2と減少幅が大きく縮小しています。来期の業況は悪化
幅がわずかに縮小すると予測されます。売上額は大幅に改善し、受注残・収
益ともに大きく持ち直す見込みです。今後もコロナ禍の影響は継続すると予
想されます。

今期 －39.9

来期 －35.7

【小売業】
前期 －61.2 　小売業の業況は悪化幅が非常に大きく縮小しています。DI値は、文京区で

は21.7ポイント増の－39.5、全都では1ポイント増の－48です。文京区
の各項目をみると、売上額は25.6ポイント増の－43.9と非常に大きく改善
しています。収益も20.1ポイント増の－34.1と減少幅が非常に大きく縮小
しています。来期の業況は悪化幅が拡大すると予測されます。売上額は減少
幅がやや拡大し、収益も減少を強める見込みです。今後もコロナ禍の影響は
継続すると予想されます。

今期 －39.5

来期 －48.0

【サービス業】
前期 －44.3 　サービス業の業況は前期同様の厳しさが続いています。DI値は、文京区で

は0.2ポイント減の－44.5、全都では1ポイント増の－46です。文京区の各
項目をみると、売上額は8.3ポイント増の－37.8と改善しています。収益も
11.0ポイント増の－25.5と減少幅が大きく縮小しています。来期の業況は悪
化幅がかなり拡大すると予測されます。売上額・収益ともに減少幅が拡大す
る見込みです。今後もコロナ禍の影響は継続すると予想されます。

今期 －44.5

来期 －55.9

【卸売業】 【不動産業】
前期 －24.5

今期 －25.6

来期 －14.9

前期 －37.2

今期 －22.8

来期 －14.1

スポット君
景気予報

好調 普通 不調
製 造 業 20以上 19～10 9～0 －1～－10 －11～－20 －21～－30 －31以下
小 売 業 10以上 9～0 －1～－10 －11～－20 －21～－30 －31～－40 －41以下
サービス業 15以上 14～5 4～－5 －6～－15 －16～－25 －26～－35 －36以下
卸 売 業 20以上 19～10 9～0 －1～－10 －11～－20 －21～－30 －31以上
不 動 産 業 10以上 9～0 －1～－10 －11～－20 －21～－30 －31～－40 －41以下

有効回答事業所数
製造業　　　66
小売業　　　24
サ－ビス業　29
卸売業　　　20
不動産業　　13
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特別調査「2021年（令和3年）の経営見通し」

本調査結果の特徴
  ①2021年（令和３年）の景気見通しについては、「やや悪い」が39.5％で１位、「悪い」が35.0％で２位、「普通」が14.6％で３位となっている。
②2021年の自社の業況（景気）見通しについては、「やや悪い」が41.1％で１位、「普通」が32.9％で２位、「悪い」が16.5％で３位となっている。
③ 2021年の売上額伸び率見通しについては、「変わらない」が27.8％で１位、「10％未満の減少」が25.3％で２位、「10～19％の減少」が16.5％で３
位となっている。

④自社の業況が上向く転換点の見通しについては、「２年後」が21.7％で１位、「１年後」が21.0％で２位、「３年後」が14.6％で３位となっている。
⑤ 地域金融機関に求めること（資金繰り以外）については、「各種補助金・助成金等の活用支援」が58.0％で１位、「ビジネスマッチング・顧客紹介」が
26.6％で２位、「事業承継・Ｍ＆Ａ支援」が11.2％で３位となっている。

（特別調査データ）
【問１】 貴社では、2021年の日本の景気をどのように見通していますか。次の中から１つ選んでお答えください。 単位：％

項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業
１．非常に良い 0.6 － 5.0 － － － －
２．良い 1.3 1.5 5.0 － － － －
３．やや良い 1.9 － 5.0 － 6.9 － －
４．普通 14.6 12.1 35.0 4.3 6.9 33.3 23.1
５．やや悪い 39.5 39.4 20.0 34.8 51.7 50.0 46.2
６．悪い 35.0 40.9 20.0 47.8 31.0 16.7 23.1
７．非常に悪い 7.0 6.1 10.0 13.0 3.4 － 7.7

【問２】 貴社では、2021年の自社の業況（景気）をどのように見通していますか。次の中から１つ選んでお答え下さい。 単位：％
項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

１．非常に良い － － － － － － －
２．良い 1.9 1.5 10.0 － － － －
３．やや良い 3.8 4.5 5.0 － 3.4 － 7.7
４．普通 32.9 27.3 45.0 25.0 37.9 33.3 46.2
５．やや悪い 41.1 43.9 30.0 54.2 37.9 50.0 23.1
６．悪い 16.5 19.7 10.0 12.5 13.8 16.7 23.1
７．非常に悪い 3.8 3.0 － 8.3 6.9 － －

【問３】 2021年において貴社の売上額の伸び率は、2020年に比べておおよそどのくらいになると見通していますか。次の中から１つ選んでお答え下さい。 
 単位：％

項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業
１．30％以上の増加 1.3 － 5.0 4.2 － － －
２．20～29％の増加 1.9 － 5.0 － 3.4 16.7 －
３．10～19％の増加 6.3 6.1 10.0 4.2 6.9 － 7.7
４．10％未満の増加 10.8 9.1 20.0 4.2 13.8 － 15.4
５．変わらない 27.8 27.3 30.0 33.3 20.7 16.7 38.5
６．10％未満の減少 25.3 27.3 20.0 20.8 31.0 － 30.8
７．10～19％の減少 16.5 19.7 － 20.8 20.7 33.3 －
８．20～29％の減少 6.3 9.1 5.0 8.3 － － 7.7
９．30％以上の減少 3.8 1.5 5.0 4.2 3.4 33.3 －

【問４】 貴社では、自社の業況が上向く転換点をいつ頃になると見通していますか。次の中から１つ選んでお答え下さい。 単位：％
項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

１．すでに上向いている 10.8 10.6 30.0 4.2 － － 23.1
２．６か月以内 14.0 6.1 30.0 12.5 21.4 33.3 7.7
３．１年後 21.0 21.2 15.0 20.8 21.4 16.7 30.8
４．２年後 21.7 30.3 5.0 12.5 17.9 33.3 23.1
５．３年後 14.6 15.2 10.0 25.0 14.3 16.7 －
６．３年超 3.8 1.5 5.0 8.3 7.1 － －
７．業況改善の見通しは立たない 14.0 15.2 5.0 16.7 17.9 － 15.4

【問５】 現下のコロナ禍において、貴社では、資金繰り以外の事業計画・戦略等の策定・実行支援として、地域金融機関に求めることはありますか。求めること
がある方は、１～９の中から３つまで選んでお答えください。 単位：％

項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業
１．各種補助金・助成金等の活用支援 58.0 57.4 41.2 66.7 63.0 80.0 50.0
２．ビジネスマッチング・顧客紹介 26.6 24.6 11.8 23.8 22.2 40.0 66.7
３．各種専門家や専門機関との連携支援 7.7 9.8 － 4.8 7.4 － 16.7
４．人材獲得育成・人材派遣の支援 7.7 3.3 11.8 9.5 14.8 20.0 －
５．IT化・デジタル化への支援 9.1 14.8 － 9.5 7.4 － －
６．新分野進出・業態転換の支援 4.2 3.3 17.6 － － 20.0 －
７．事業継続計画（BCP）の策定支援 4.2 3.3 17.6 － 3.7 － －
８．事業承継・M&A支援 11.2 13.1 11.8 4.8 14.8 20.0 －
９．円滑な廃業へ向けての支援 2.8 4.9 － 4.8 － － －
０．資金繰り支援以外に求めるものはない 19.6 18.0 35.3 14.3 18.5 － 25.0
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お買い物は文京区で！！ 文京区印刷物番号 C0220003

第143号　令和３年２月（季刊）

　区内商店街の空き店舗で創業される方等を、家賃補助や経営相談等によりサポートいたします。

1  支援対象者  
①区内商店街の空き店舗において創業する方
②文京区創業支援セミナーを受講後に区内で創業する方
※ 令和２年５月１日から令和３年４月30日までに創業さ
れた方が対象になります。

2  支援対象事業  
① 飲食業、小売業、サービス業等、来街者の増加を促進
する事業

② 子育て支援、高齢者支援等、地域住民の生活の利便性
を高める事業

③その他区長が地域の活性化に資すると認めた事業

3  支援内容  
①家賃補助
　 店舗賃借料の２分の１（※月額50,000円を限度とし
ます。）×12か月分

チャレンジショップ支援事業のご案内令和３年度

②経営相談及び指導
　 中小企業診断士を３年間無料で派遣します。（※計10
回以内）
③地域貢献事業補助
　 チャレンジショップ認定者が、地域の魅力や価値の向
上につながるイベントの実施又は新商品を開発した場
合にその経費を補助します。（※認定１件あたり上限
額10万円）

4  募集期間  
　上記３①②の申請：
　令和３年４月１日木～５月21日金 ※１

　上記３③の申請：
　令和３年４月１日木～令和４年２月28日月 ※２

　※１　支援対象者は審査の上決定します。
　※２　予算額に達し次第、受付は終了します。

【担当・お問い合わせ】経済課 産業振興係　TEL：03-5803-1173

区内で創業する方を応援します！

　生活雑貨の店hibiは令和元年９月、「日々を彩るみんなのクローゼット」
をコンセプトにオープンいたしました。
　茗荷谷駅から裏通りの小日向の住宅街へ抜ける小道にあります。
　教会を通り過ぎ、美味しいフレンチレストランや人気のパン屋さん、お隣
はセンスの良い小さなお花屋さん。その先には縛られ地蔵で有名な林泉寺さ
んというちょっと楽しい通りです。毎日挨拶が飛び交う昔ながらの光景が残
るほのぼのとした環境で、当店に居合わせた方々が心打ち解ける光景もよく
見られます。
　生活雑貨の店hibiでは取り扱う商品へのこだわりを大切にしております。
　例えば杏ジャムなど地方から取り寄せている加工食品やちょっとしたプレ
ゼントにご利用いただける品。キッチン、家庭雑貨、花瓶、器などの作家
物、地元のクラフト作家のアクセサリーやワンちゃんの衣服。さらには、上
質なリネンシャツのお取り扱いやインポート服のディスカウント販売など豊
富な商品を取り揃えております。当店に来てくださるお客様に宝物探しのよ
うなワクワク感を味わっていただきたいとの思いから、店主も日々楽しんで
新しい物を探しています。
　信用金庫にご紹介いただきましたチャレンジショップ支援事業において、
家賃補助は、先行きの見えないコロナ禍で大変心強くありがたい支援となり
ました。また、中小企業診断士による経営相談では、未熟な新規事業者に
とって今後の経営の根幹となる指導をいただいております。
　生活雑貨の店hibiでは、２か月に１度、クラフト作家展や写真展などさまざまな企画展を開催していく予定です。
「日々を彩るみんなのクローゼット」をコンセプトに、小売店ではありますがこの場を物と人だけでなく人と人のつ
ながりができるような場所にしていきたいと思っています。
　この界隈に普段いらっしゃる機会がない方もお散歩がてらお立ち寄りいただけますと幸いです。みなさまのご来店
を心よりお待ちしております。

令和２年度チャレンジショップ認定店舗のご紹介

生活雑貨の店 hibi
所 在 地：文京区大塚1-1-21
営 業時間：11：00～18：00
ネットショップ ：https:hibitokyo.thebase.in/


