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　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２年度より対象設備の借用（リース）に要する経費も補助対象になります。

　令和２年度に国・都・区等が実施予定の各種支援制度を紹介する説明会を開催します。
　行政機関や支援機関の実施する補助金や各種支援制度の活用を検討している企業の方はぜひご参加ください。
　また、説明会終了後、希望者を対象に名刺交換会を行います。

　　　　 �令和２年３月25日水�
午後２時～４時30分

　　　　 �区民センター�
３-Ａ会議室�
（文京区本郷４-15-14）

　　　　　 �文京区内の中小企業・小
規模事業者

　　　　　 �100人（申込順・申込は
１社１名まで）

　　　　　 無料

日　　時

会　　場

対 象 者

定　　員

費　　用

　区ホームページから申
込書をダウンロードし、
必要事項を記入のうえ、
FAXまたはメールでお
申し込みください。
※�定員超過の場合のみご連絡
いたします。

◆名刺交換会について
　名刺交換会では参加者の会社名、業種、氏名を記載した「名刺交換会参加企
業一覧」を名刺交換会参加者に配付します。

経済課 産業振興係　TEL：03-5803-1173　FAX：03-5803-1936　b-kigyoshien@city.bunkyo.lg.jp

持続可能性向上支援補助事業

◆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 �
令和２年４月１日水～10月30日金（先着順）
予算額に達し次第、受付を終了します。

◆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、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
ア等の設備の導入

◆補助内容 �
費用の３分の２（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 �
令和２年４月１日水より先着順
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） 持続可能性向上支援補助金（生産性向上設備）

経済課 産業振興係　TEL：03-5803-1173　FAX：03-5803-1936　b-kigyoshien@city.bunkyo.lg.jp
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　実験用動物を飼養・保管する際に使用するプラスチックケージの清
掃は、研究者の労力や時間がとられるだけでなく、臭いやアレルゲン
への暴露などのリスクを伴い、また多くの水や電力を必要とします。
当製品は、動物に必要なサイズ要件を満たしたケージの中にすっぽり
はめ込み、そのまま取り出して廃棄することができるインナーケージ
であり、研究者のリスクと身体及び環境負荷の軽減をし、研究者の基
礎研究への間接貢献の実現が期待されています。

株式会社夏目製作所
住所：文京区湯島２-18-６　湯島夏目ビル１F
HP：https://www.nazme.co.jp/

米国ILAR基準対応マウスプラスチックケージ用インナーケージ

　本製品はJIS K 0102：2019 工場排水試験方法に準拠した小型
蒸留装置です。JISの改正にあわせ、かねてより販売していた大型蒸
留装置の使い勝手はそのままに、装置・ガラス器具を小型化しました。
　小型化に伴い操作部・ヒーター部を同心円状に４セット配置してお
りますが、270°回転させることによりそれぞれ正面で操作できます。
また、ヒーターの構造を大幅に変更したことにより消費電力量の削減
を実現しました。

株式会社スギヤマゲン
住所：東京都文京区本郷２-34-９
お問合せ先：mail@sugiyama-gen.co.jp

回転式小型蒸留装置

文京区新製品・新技術開発費補助事業認定企業のご紹介

経済課 産業振興係　TEL：03-5803-1173　FAX：03-5803-1936　b-kigyoshien@city.bunkyo.lg.jp

　区内中小企業者が新製品・新技術等の開発で、技術力の向上、経営基盤強化に資する事業を行う場合、事業に要す
る経費の一部を補助します。（補助対象者は審査の上決定します。）

～新製品・新技術等の開発による経営基盤の強化をお考えの方へ～
令和２年度　新製品・新技術開発費補助事業

補助対象経費 令和２年４月１日から令和４年２月28日までの間に補助対象事業に支出した経費の２分の１かつ
上限100万円（Society5.0の実現を推進する事業＊1に該当する場合は上限200万円）

申 請 期 間 令和２年４月１日（水）～６月30日（火）

＊1… ＜Society5.0の実現を推進する事業＞ 
Ⅰot、ロボット、AI等の先端技術を導入し、経済発展と社会的課題の解決
を両立していく新たな社会Society5.0の実現を推進する事業のこと

※補助金の申請には、要件があります。
※詳細は、３月下旬に区ホームページにてご案内いたします。
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【お問い合わせ先】　第一勧業信用組合 未来開発部　TEL：03-3358-9433

第２回文京区地域クラウド交流会を開催します‼
～つながる。広がる。うまれる。起業家の応援を通じて地域活性化～

　区内で起業する方をクラウドファンディングにより応援する交流会型のイベント（地域クラウド交流会）を開催し
ます。５人の起業家によるプレゼンテーションを聞いた後、参加者が応援したいプレゼンターに投票を行い、参加費
の一部がプレゼンターに賞品として提供されます。
　交流会の前にクラウド勉強会も開催します。

日　時１ 令和２年３月５日（木）
午後６時～午後６時45分（勉強会）／午後７時～午後９時（交流会）

場　所２ 文京区民センター　３－Ｃ会議室（勉強会）／３－Ａ会議室（交流会）

対　象４ 起業家、起業を目指す方、起業家を応援したい方、地域を活性化させたい方等、どなたでも参加可

定　員５ 勉強会：60名、交流会：200名

内　容３ ⑴クラウド勉強会（参加費：無料）
　内容：�副業で始める小さな起業
　講師：�パーソルイノベーション株式会社　山口　順平 氏
⑵地域クラウド交流会（参加費：1,000円）
　①アイスブレイク「大人の本気のラジオ体操第１」
　②起業家プレゼン＋クラウド交流タイム＋応援投票
　③「応援し隊」のご紹介・PR
　④応援投票結果発表、賞品授与式など
　　※アフター交流会もあります（自由開催・自由参加　※会費別）
　　　その日出会って意気投合したメンバーと文京区の街へくり出しましょう！

※事前の申し込みは不要です。名刺を２枚ご用意の上、当日直接会場へお越しください。
※参加される方は、ぜひFacebookイベントページで参加表明をお願いします！
　https://www.facebook.com/events/462392941281825

　茶房松緒は日本古来の伝統文化“茶道”をコンセプトとした和のくつろぎ処です。茶道の精神と伝統を重んじつつ、新しい
形で現代の日常に息づかせていきたいと考えており、和の美しさ、可愛らしさ、季節と共に生きる風流な贅沢を表現して、“和
のくつろぎ”のひとときをご提供できる空間を目指しております。

　懐石料理の始まりは、お茶事の時に亭主がお客様をもてなすために作った茶懐石です。
　洗練された料理のかたちですが、亭主が一人で客をもてなすために作っていた茶懐石は、特別な料理ではなく、究極の手料理
と言えます。茶房松緒のお食事と甘味はその精神を胸に、お越しいただくお客様を想いながら、心を込めて調理いたしております。
　季節を感じ、茶を楽しみ、和む、心も身体もほっと温まりくつろげる、そんな和みのひとときをお過ごしいただきたいと思っ
ております。

　その昔、湯島は花街としては華やいだ場所であり、その地で和の雅を感じて一服、一献傾けて頂きたく思います。今後も天
神さまの門前の茶店として、天神さまを訪れた折には必ず寄ろうと思っていただけるような、居心地の良いお店を目指してい
きます。また、参拝された清々しい気持ちのまま、さらに幸せな気持ちを感じていた
だけるようなおもてなしを心掛けてまいります。

文京区チャレンジショップ支援事業で認定され、その後も活躍されているお店をご紹介します！
今回は平成26年度のチャレンジショップ支援事業で認定された「茶房松緒」さんです!!

【住　　所】文京区湯島２-33-11�岡田ビル１階
【Ｔ Ｅ Ｌ】03-3834-3883
【営業時間】月曜日～金曜日　�11：30～16：30（L.O16：00）�

／夜咄まつ緒17：30～22：00（20：30最終入店）�
　　　　　 土曜日・日曜日・祝日　11：30～18：00（L.O�17：30）
【定 休 日】年中無休（夏季・年末年始・特別休暇を除く）
【ホームページ】https：//sabomatsuo.com/

湯島天神前の“和のくつろぎ”茶店「茶房松緒」区内のお店が
活躍しています!!
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　文京博覧会（ぶんぱく）2019では、「あめ細工吉原」さんと「日本薬科大学」
さんが共同製作した「こはぜ飴」が限定販売されました。「こはぜ飴」は、昨年の
ぶんぱくでの出会いがきっかけとなり、産学連携
により開発・商品化されました。
　こはぜとは、ブルーベリーの仲間で、アントシ
アニンをはじめとするポリフェノールがブルーベ
リーの２～３倍含まれており、目の疲れ、視力低下、
老化防止などに効果的といわれ、近年では、抗イ
ンフルエンザウィルス作用も報告されています。

ぶんぱくからコラボ商品が誕生しました！

日本薬科大学さんのコメント

　ぶんぱくに出店させていただいている
ご縁であめ細工吉原さんと出会い、「薬科
大学としての知見を活かし、文京区に貢
献したい」思いから、今までにない健康
に良い飴作りを提案、共同開発すること
になりました。当初、素材の選定に紆余
曲折があり、さらにお子さんにも安心・
安全で食べられる飴にこだわった吉原さ
んが試行錯誤を繰り返し、８か月。口腔
ケアの第一人者である本学の千葉良子特
任教授の監修を経て、ついにサクサクと
した甘酸っぱい“こはぜ飴”が誕生しま
した。

お茶の水キャンパス：
住　　所：東京都文京区湯島３-15-９
電話番号：03-5812-9011

あめ細工吉原さんのコメント

　文京区博覧会2018に出店した際、日本薬科大学
さんから漢方の研究に力を入れられている事、研究
の成果を商品に取り入れている事を伺いました。
　飴菓子では薬草を取り入れるものも多くありま
すので、東洋の漢方の専門知識と飴菓子の結びつ
きに興味を持ち、このお話を進めさせて頂きました。
　弊社は「江戸より続く伝統的な日本の飴細工」
という意匠重視の飴菓子専門ですが、他にも自然
の美味しさを活かし、安心して食べられるような
添加物を使わない飴菓子の製造もしており、今回
のコラボレーションは、商品開発の良い機会となりました。
　こちらは、2020年春頃より販売を開始する予定となっておりますの
で、是非、皆様にご賞味いただければと思います。

住　　所：文京区千駄木１-23-５巴ビル１F
電話番号：03-6323-3319

あめ細工吉原
吉原　孝洋さん

中小企業の資金調達を力強くサポートします︕

東京信用保証協会は、中小企業の皆さまが金融機関から事業資金を借入する際に、「保証人」となることで、
資金調達をスムーズにする役割を担う公的機関です。信用保証協会ご利用のメリットをご紹介いたします。

■お問い合せ 東京信用保証協会 上野支店
台東区元浅草 マタイビル 階
電話︓

お客さまからの
直接のご相談も承っています。
お気軽にご来店ください。

１．無担保でご利用いただけます

２．ニーズに応じた資金調達をお手伝いいたします

３．さまざまな経営支援メニューをご利用いただけます

保証協会をご利用いただいた９割以上の方が無担保でのご利用です。また、原則として代表者以外の連帯
保証人も不要です。

事業目的や経営方針に合わせて、協会独自の保証制度のほか、文京区・東京都の「制度融資」をご利用
いただけます。短期資金から最長 年の設備資金まで豊富なメニューをご用意しています。

信用保証による金融支援のほか、経営に関するご相談、ビジネスフェアや公開講座の開催など、経営支援に
も取り組んでいます。

まるガモ応援隊
がんばる中小企業を応援する

【ぶんぱく販売の様子】
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「来て見て体験」文京の伝統工芸イベントを開催します！

　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」駅より徒歩約３分または「千駄木駅」より徒歩約10分

　　　　　午前10時～正午、午後１時～４時※

会　　場

開催時間

【令和２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

４/４（土）、５（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

５/16（土）、17（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

６/13（土）、14（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時間帯は決まり次第、区ホームページにてご案内します。
※開催日程は変更になることがあります。

令和元年度 文京区技能名匠者を認定しました
　区では、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。

令和元年度 文京区技能名匠者（敬称略）

池田 功（和菓子製造）
高橋 由貴子（江戸木版画）

▲認定式の様子（前列左から２番目が高橋氏、４番目が池田氏）
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文京区今期の特徴点 令和元年10月～12月
調査時期　元年12月中旬
調査方法　面接聴取

　製造業の業況は悪化幅がわずかに拡大しています。小売業の業況は横這いで前期同様の厳しさが続
き、サ－ビス業の業況は好調に転じています。卸売業・不動産業の業況はともに良好感が強まってい
ます。

【製造業】
前期 －7.5 　製造業の業況は悪化幅がわずかに拡大しています。DI値は、文京区では4.9

ポイント減の－12.4、全都では３ポイント減の－９です。文京区の各項目を
みると、売上額は3.8ポイント減の－6.9と減少幅がやや拡大しています。受
注残は1.2ポイント増の－0.7と横這いで前期同様の水準です。収益は1.9ポ
イント増の－5.2と横這いで前期並の減少が続いています。来期の業況は横這
いで今期同様の厳しさが続くことが予測されます。売上額は減少幅が拡大し、
受注残は横這いで今期同様の水準で、収益は減少幅が幾分拡大する見込みです。

今期 －12.4

来期 －11.7

【小売業】
前期 －21.3 　小売業の業況は横這いで前期同様の厳しさが続いています。DI値は、文京

区では0.8ポイント減の－22.1、全都では変化なく－19です。文京区の各
項目をみると、売上額は20.1ポイント減の－24.8と減少幅が非常に大きく
拡大しています。収益は18.1ポイント減の－22.6とかなり低迷しています。
来期の業況は悪化幅がかなり縮小すると予測されます。売上額、収益ともに
大きく持ち直す見込みです。

今期 －22.1

来期 －12.5

【サービス業】
前期 －3.7 　サ－ビス業の業況は好調に転じています。DI値は、文京区では8.0ポイン

ト増の4.3、全都では変化なく－３です。文京区の各項目をみると、売上額
は8.9ポイント増の2.4と増加傾向に転じています。収益も10.9ポイント増
の5.3と大幅に良化しています。来期の業況は横這いで今期並の良好感が続
くと予測されます。売上額は増加幅がわずかに拡大し、収益は横這いで今期
並の増益になる見込みです。

今期 4.3

来期 6.0

【卸売業】
前期 4.8

今期 10.3

来期 6.4

【不動産業】
前期 1.2

今期 8.7

来期 －3.9

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　　　87
小売業　　　35
サ－ビス業　36
卸売業　　　30
不動産業　　17
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特別調査 「2020年（令和２年）の経営見通し」
本調査結果の特徴
①�2020年（令和２年）の景気見通しについては、「普通」が46.0％で１位、「やや悪い」が28.4％で２位、「やや良い」が12.6％で３位となっている。
②�2020年の自社の業況見通しについては、「普通」が50.2％で１位、「やや悪い」が27.4％で２位、「やや良い」が12.1％で３位となっている。
③�2020年の売上額伸び率見通しについては、「変わらない」が46.7％で１位、「10％未満の減少」が18.2％で２位、「10％未満の増加」が16.4％で３位となっている。
④�自社の業況が上向く転換点見通しについては、「業況改善の見通しは立たない」が39.7％で１位、「すでに上向いている」が14.4％で２位、「３年後」が
13.4％で３位となっている。

⑤�見通しと比べ消費税率引上げ後に受けた影響については、「変わらない」が72.9％で１位、「売上の減少」が13.1％で２位、「利幅の縮小」が7.0％で３位となっている。

（特別調査データ）
【問１】　貴社では、2020年の日本の景気をどのように見通していますか。� 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 2.3 2.3 3.3 5.9 － － －
３．やや良い 12.6 10.5 20.0 8.8 16.7 8.3 11.8
４．普通 46.0 48.8 40.0 35.3 41.7 75.0 52.9
５．やや悪い 28.4 25.6 30.0 41.2 27.8 8.3 29.4
６．悪い 8.4 10.5 6.7 5.9 8.3 8.3 5.9
７．非常に悪い 2.3 2.3 － 2.9 5.6 － －

【問２】　貴社では、2020年の自社の業況（景気）をどのように見通していますか。� 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 2.3 1.2 3.3 5.9 2.8 － －
３．やや良い 12.1 12.8 16.7 8.8 8.3 16.7 11.8
４．普通 50.2 46.5 53.3 35.3 58.3 66.7 64.7
５．やや悪い 27.4 29.1 23.3 35.3 27.8 16.7 17.6
６．悪い 7.4 9.3 3.3 14.7 2.8 － 5.9
７．非常に悪い 0.5 1.2 － － － － －

【問３】　2020年において貴社の売上の伸び率は、2019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。� 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 0.5 － － － 2.8 － －
２．20～29％の増加 0.9 － － 2.9 2.8 － －
３．10～19％の増加 6.5 4.7 6.9 8.8 11.1 － 5.9
４．10％未満の増加 16.4 12.8 31.0 11.8 16.7 8.3 23.5
５．変わらない 46.7 45.3 31.0 50.0 52.8 75.0 41.2
６．10％未満の減少 18.2 23.3 20.7 17.6 5.6 8.3 23.5
７．10～19％の減少 9.3 11.6 10.3 5.9 8.3 8.3 5.9
８．20～29％の減少 0.9 1.2 － 2.9 － － －
９．30％以上の減少 0.5 1.2 － － － － －

【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。� 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 14.4 8.5 24.1 14.7 25.0 18.2 －
２．６か月以内 6.2 4.9 6.9 2.9 5.6 － 23.5
３．１年後 9.1 7.3 6.9 5.9 13.9 9.1 17.6
４．２年後 10.0 9.8 13.8 8.8 8.3 9.1 11.8
５．３年後 13.4 15.9 17.2 5.9 5.6 36.4 11.8
６．３年超 7.2 9.8 3.4 8.8 2.8 － 11.8
７．業況改善の見通しは立たない 39.7 43.9 27.6 52.9 38.9 27.3 23.5

【問５】　10月以降の貴社の経営は、消費税率引上げ前の見通しと比べて、どのような影響を受けていますか。� 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

【見通しより良い影響】
１．ポイント還元制度 2.3 1.2 － 8.8 2.9 － －
２．食品等の軽減税率 0.9 2.3 － － － － －
３．自動車・住宅等の各種税制優遇措置 － － － － － － －
４．特需の発生 0.5 1.2 － － － － －
５．その他 － － － － － － －
【見通しと変わらない】
６．変わらない 72.9 69.8 73.3 70.6 77.1 83.3 76.5
【見通しより悪い影響】
７．売上の減少 13.1 16.3 13.3 14.7 8.6 8.3 5.9
８．利幅の縮小 7.0 7.0 3.3 5.9 5.7 8.3 17.6
９．事務負担の増加 3.3 2.3 10.0 － 5.7 － －
０．その他 － － － － － － －
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令和元年度チャレンジショップ認定店舗のご紹介

　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
※�令和元年５月１日から令和２年４月30日までに創業さ
れた方が対象になります。

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

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

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）

上記３①②の申請：
令和２年４月１日水～５月22日金※１

上記３③の申請：
令和２年４月１日水～令和３年２月26日金※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

支援対象者 �1

支援対象事業 �2

支援内容 �3

募集期間 �4

　「日本酒に興味があるけれど……どれを頼めばいいの？」「日本酒大好き、い
ろいろな銘柄を呑んでみたい！」という方は、是非当店へお越しください。
　「坂ノ下ノ�オリゼ」は、根津二丁目、弥生坂と善光寺坂を下った先にある立
地と、日本酒醸造用の麹菌の学名「アスペルギルス・オリゼ」を屋号の由来と
しており、2018年８月にオープンした〈日本酒バル＆カフェ〉です。
　昼は、人気の「本日の魚のプレート」や「ローストビーフのプレート」「お肉
３品盛りプレート」他、８種類のメニューのランチをご提供。14時からは気軽
にお酒が飲める「昼呑み」とコーヒーをご提供しております。
　夜は、日本酒100銘柄を取り揃えるカジュアルな日本酒バル。気軽に日本酒
を楽しめるバルスタイルで、お気に入りの日本酒が見つかるように100銘柄を
取り揃えてお待ちしております。
　日本酒の呑み比べができる「唎酒セット」もご用意。定番メニューから３銘
柄選べる唎酒セットは￥980＋税～でご用意！100銘柄もあるのでちょっと
した宝探し感覚です！
　「油長酒造・風の森」「新政酒造・No.6（X-type・S-type・R-type）、カラー
ズ（ヴィリジアン・コスモス・ラピス・エクリュ）」の唎酒セットも人気です。
　お料理は、豊洲市場のマグロの刺身、まぐろのテールステーキ、ホタテのカ
ルパッチョ、ローストビーフ、オリゼ特製クリームコロッケなど多彩にご用意
しています。
　開業からこれまで、ご近所の皆様にもご利用いただけるようになりました。「お
料理＋日本酒30種類飲み放題コース」も人気で、近隣の大学、大学病院の皆様方にも楽しんでいただいております。

　今回のチャレンジショップ支援事業は開業してから間もなく、信用金庫さんよりご紹介いただき、活用いたしました。
家賃補助、中小企業診断士による経営相談の他、ケーブルテレビでの店舗紹介など、様々な支援をいただいております。

　今後とも、お客様の「くつろげる空間、おいしい、楽しい」をご提供できるようスタッフ一同励んでまいります。
皆様のご来店を心よりお待ち申し上げます。

区内で創業する方を応援します！

チャレンジショップ支援事業のご案内令和2年度

株式会社link with（坂ノ下ノ オリゼ）
所在地：根津２-12-４　儀間ビル１Ｆ
T E L：03-5834-7661
U R L：https://sakanoshitano-oryzae.owst.jp/
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