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文京博覧会（ぶんぱく）2018開催日決定!!

BUNレンジャー今年も出動予定 区民ひろば（物産展）

　文京博覧会（通称：ぶんぱく）では、区内
の産業について広く文京区内外に情報発信す
るために、区内の中小企業や産業団体等が一
堂に会して展示、実演、研究発表、販売を行
います。
　区内の産業・商業・伝統工芸等に触れながら、
文京区の新しい魅力を再発見することができ
るチャンスです。文京区の産業をまるごと体
験してください。皆様のご来場をお待ちして
おります！
　詳細につきましては、今後掲示されるポス
ターやパンフレットをご覧ください。

経済課 産業振興係
TEL：03-5803-1173お問い合わせ

11月16日（金）　午前10時～午後 6時
11月17日（土）　午前10時～午後 5時

文京シビックセンター（地下 2階、 1階他）会場

生産性向上につながる新規設備年投資の
固定資産税が３年間ゼロになります！

　平成30年６月に施行された生産性向上特別措置法により先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資
については、固定資産税０％の特例を受けることができます。
　なお、先端設備等導入計画の申請には、工業会等が発行する「証明書」及び認定経営革新等支援機関（東京商工
会議所等）が発行する「確認書」が必要となります。

対象設備

要件

商品の生産若しくは販売又は役務の
提供の用に供する設備であって、生
産性向上に資する指標が旧モデル比
で年平均1%以上向上する設備への投
資で、導入により労働生産性が3％以
上向上するもの

減価償却資産の種類
（最低取得価額／

販売開始時期）

機械装置　160万円以上／10年以内
測定工具及び検査工具　30万円以上
／5年以内
器具備品　30万円以上／6年以内
建物附属設備（償却資産として課税
されるものに限る）60万円以上／
14年以内

※�上記のほか、先端設備等導入基本計画の認定を受けた企業は各種補
助金に関する特例等を受けることができます。

③確認書
　発行依頼④確認書発行①証明書

発行依頼②証明書入手

工業会等
設備メーカー等

認定経営革新等
支援機関
（商工会議所等）

中小企業※
（先端設備等導入計画の作成）

文京区
（導入促進基本計画）

⑤計画申請 ⑥計画認定
⑦設備取得後
税務申告

都税事務所

※中小企業基本法上の中小企業が対象。ただし、固定資産税の特
例を利用できるのは、資本金１億円以下の法人等（大企業の子
会社を除く）に限ります。

固定資産税の特例制度の概要
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各種認証取得費補助金
～今年度より各種認証取得に対する補助事業を開始しました～
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、各種認証取得に対する補助事業を開始しました。

　区内に主たる事業所（法人事業者は本店登記も）を有
し、申請時において引き続き１年以上区内で事業を営ん
でいる中小企業者

対象者

◉ISO9001  （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基準適合マーク）

補助対象事業

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

補助額

受付中（先着順）
※予算額に達し次第、受付は終了いたします。

申請期間

詳細は、区ホームページにてご案内しております。
お問い合わせ 経済課 産業振興係　☎03-5803-1173

コンサルタント委託料
審査登録費用　　　等
平成30年４月１日から平成32年２月29日までの
期間に支出した経費

補助対象経費

大学発ベンチャー支援事業を実施します！
大学発ベンチャー企業が新製品又は新技術の開発等に取り組む場合に必要な経費の一部を補助します。

対 象 者
　設立10年未満の大学発ベンチャー企業

　平成30年４月１日から平成32年２月29日までの
期間に支出した経費

対 象 経 費

補 助 率
　３分の２（限度額100万円）

　平成30年９月３日（月）から平成30年10月31日
（水）まで

募 集 期 間

※大学発ベンチャー企業の要件
（下記のいずれかに該当するもの）

①　 大学が有する研究成果又は特許をもとに設
立に至った企業

②　 会社を設立した後、５年以内に大学が有す
る研究成果や特許を取得し、又は共同研究
等を行った企業

③　 大学の教職員又は学生が設立した企業のう
ち、事業の内容が大学における研究内容等
と関連がある企業

④　 設立に当たり、大学が出資し、又は技術移
転機関等が関与した企業

⑤　 現役の大学生又は大学院生が経営している
企業

経済課 産業振興係　TEL：03-5803-1173
お問い合わせ

◦薬品（医薬品、農薬等）、口に入れるもの、化粧品など肌に塗るもの
◦すでに開発が終了しているもの
◦ 文京区新製品・新技術開発費補助金、他の行政機関による同種の補助金等の交付
を受け、又は受ける予定であるもの

補助対象事業と
ならないもの
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　文京区では、地域産業である医療機器産業を広く紹介するため、７月11日～
13日、東京ビッグサイトで開催された「国際モダンホスピタルショウ2018」
（主催：一般社団法人日本病院会、一般社団法人日本経営協会）に出展しました。
　国際モダンホスピタルショウは、健康・医療・福祉分野による安心社会の実
現を目指して毎年開催されている国内最大級の展示会で、開催３日間で約８万
人の来場者がありました。

　文京区は、平成25年度から商工組合日本医療機器協会の協力を得て、ブース
を開設しており、今年度は、大田区、川崎市などの他自治体と連携した「医療機器関連企業」と「ものづくり企業」
を結びつけるマッチング支援などを訪れた来場者にアピールしました。

国際モダンホスピタルショウ2018に出展しました

文京ウェルカム商店街事業補助金
～Wi-Fi環境整備の対象を拡大し、補助限度額を引き上げました！～

▼詳細は、区ホームページにてご案内しております。
【お問い合わせ】�文京区 経済課 産業振興係�

☎03-5803-1173

補助対象事業
①�ウェブサイト、施設内案内又はメニュー表示の多言語
化に係る事業
②�Wi-Fi環境整備に係る事業（初期費用のみ）
※�平成31年３月31日までに完了する見込みがある事業が対象と
なります。

補 助 額
補助対象経費の２分の１（千円未満切り捨て）
補助対象事業①は上限５万円、②は上限２万９千円

申 請 期 間
平成31年２月28日（木）まで（先着順）
※予算額に達し次第、受付は終了いたします。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、申請時において引き続き１年以上事業を営んでいる
中小企業者
※�Wi-Fi環境整備のみ区内商店会又は文京区商店街連合会に加入し
ている必要があります。

　ウェブサイトや看板など販促ツールの多言語対応または店舗内のWi-Fi環境整備に要する費用について、経費の一
部を補助します。
　Wi-Fi環境整備に係る事業については、補助金を活用しやすいよう対象を拡大し、補助限度額を最大29,000円に
引き上げました。

～経営者向け異業種交流事業を実施します～

ビジネス交流フォーラム2018
　ビジネスの拡大と経営に役立つヒントが見つかる異業種交流会です。自社の業種を越えたネットワーク等をつくるチャ
ンスなので、ぜひご参加ください。

日時 平成30年11月26日（月）
午後１時30分から午後４時30分まで

対象 文京区・台東区内の中小企業者・個人事業者の経営者ほか
※文京区・台東区以外の方もお申込み頂けます。

定員 72名（申込順）
※１社当たり経営者含め２名まで

会場 文京シビックセンター21階　会議室
（文京区春日１-16-21）

内容及び申込方法の詳細は決まり次第、区ホームページ等でご案内します。
受付開始は９月上旬頃を予定しております。

第１部　講話　50分
第２部　グループミーティング　30分×２回
第３部　フリー交流（名刺交換）　30分程度

プログラム予定
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海外展開セミナーを開催します

日　時 平成30年９月４日（火）　午後２時から４時まで（午後１時30分より受付）

対象者 海外進出を検討中の
中小企業の方

定　員 40名（�先着順・定員になり�
次第締め切り）

受講料 無料

会　場
文京シビックセンター地下２階　産業とくらしプラザ内�研修室
（最寄駅：都営地下鉄大江戸線・三田線＝春日駅
　　　　　東京メトロ丸の内線・南北線＝後楽園駅　直結）

　海外進出を検討する中小企業様向けの支援事業として、独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部と共催し、
セミナーを開催いたします。医療機器関連企業の海外展開に向けて、米国・欧州の市場規模や規制関係（CEマー
ク・FDA認証等）の実情、情報収集の手法について解説します。
　海外市場に関心のある事業者の皆様、是非、本セミナーにご参加ください。

「米国・欧州の医療機器業界における海外進出（基礎編）」

講　師 山本　雅暁（やまもと　まさあき）
大手音響映像機器メーカーにて、海外販
売会社の立ち上げ、卸・小売店網の開拓、
在庫管理や物流網の構築を行い、アメリ
カ、イギリス、香港等で延べ10年以上
海外業務に携わる。2007年にメーカー
退職後、経営コンサルタントとして海外
での自社販売拠点及び海外工場立ち上げ
時のプロジェクト支援を行う。
2013年４月より、中小機構国際化支援アドバイザーとし
て、中小企業の海外事業展開を幅広くサポートしている。
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【お問い合わせ】パーソルテンプスタッフ株式会社　TEL：03-5439-6197

　区では、今年度から、中小企業における人材の確保・定着に向けた取組みを支援するため、「中小企業人材確保・
定着支援事業」を実施します。この事業は以下の２つの内容を行います。

中小企業人材確保・定着支援事業を実施します！

　本事業は区報８月25日号でお知らせしています。
　また、別途、事業チラシを発行・配布しますので、あわせてご覧ください。
　区内中小企業へ就職を希望される方、人材の採用・定着力を強化したい企業の方のご参加をお待ちしております。
※本事業の運営は、本区から委託を受けたパーソルテンプスタッフ株式会社が実施いたします。

　区内の中小企業に就職を希望する女性・39歳以
下の若年者を対象に研修（セミナー）を行った後、
企業とのマッチングを支援します。

　●求職者向けセミナー（各１回、定員各10名）
　　①女性向け（３日間）
　　②39歳以下の若年者向け（３日間）

　●�セミナー参加者に対しては、個別カウンセリ
ングなど、就職に結びつくまで継続的にサポー
トします。

◆労働力確保事業
　区内中小企業向けに「人材の採用・定着」、「働
き方改革」に関するセミナーを実施します。また、
希望する企業には、各企業が抱える課題を抽出・
分析した上でアドバイス支援を行います。

　●�企業向けセミナー（各１回、定員各20社）
　　①人材の採用・定着
　　②働き方改革・ワークライフバランス

　●�企業向けアドバイス支援
　　�セミナー参加企業を中心に10社程度を支援対

象とし、４回程度企業を訪問します。

◆処遇改善事業

　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、２業種
の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。

【平成30年10月～12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

10/13（土）、14（日） ①杉山浩一（ペン画）
②渡辺みゆき（陶芸）

①絵はがき、ポストカード� 1,500円
②小皿� 1,500円

11/24（土）、25（日） ①岡内太郎（貴金属アクセサリー）
②高山正巳（ガラス）

①パールと銀線の指輪� 2,000円
②ガラス彫刻� 1,500円

12/15（土）、16（日） ①加藤鞆美（江戸甲冑）
②柴田慶一（江戸手描提灯）

①ひも結び� 1,000円
②ミニ提灯� 2,200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。

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

「来て見て体験」
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文京区今期の特徴点 平成30年４月～６月
調査時期　30年６月中旬
調査方法　面接聴取

　製造業の業況はやや低調感を強めています、小売業の業況は大きく後退し、深刻さを増してい
ます、サービス業の業況は前期並みで堅調です。卸売業の業況は前期を下回っています、不動産
業の業況は大きく後退し、悪化に転じています。

【製造業】
前期 －4.7 　製造業の業況は低調感を強めています。DI値は、文京区では5.7ポイ

ント減の－10.4、全都では２ポイント減の－４です。文京区の各項目を
みると、売上額は3.0ポイント減の－5.8とやや低迷しています。受注残
は0.9ポイント減の－2.3と前期並みで減少となっています。収益は6.0
ポイント減の－12.9と減少幅が拡大しています。来期の業況は悪化幅が
やや縮小することが予測されます。売上高は変化なく、受注残は今期並
みで、収益は多少改善する見込みです。

今期 －10.4

来期 －6.7

【小売業】
前期 －13.9 　小売業の業況は大きく減少し、深刻さを増しています。DI値は、文京

区では12.0ポイント減の－25.9、全都では変化なく－20です。文京区
の各項目をみると、売上額は8.0ポイント減の－23.6と低迷しています。
収益は9.6ポイント減の－22.9と減少幅が大きく拡大しています。来期
の業況は水面下ながら大きく改善することが予測されます。売上額、収
益ともに大きく増加し、持ち直す見込みです。

今期 －25.9 

来期 －14.8

【サービス業】
前期 4.5 　サービス業の業況は前期並みで堅調です。DI値は、文京区では0.9ポ

イント増の5.4、全都では変化なく６です。文京区の各項目をみると、売
上額は11.1ポイント増の27.4と増加幅が大きく拡大しています。収益
は2.8ポイント減の－2.1とやや減少し、増加から減少に転じています。
来期の業況は好調感が強まることが予測されます。売上額はやや増加で
堅調に推移し、収益は水面下を脱する見込みです。

今期 5.4

来期 10.6 

【卸売業】
前期 21.6

今期 13.7

来期 27.1

【不動産業】
前期 14.6

今期 －4.3

来期 －1.9

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　　　70
小売業　　　25
サービス業　30
卸売業　　　20
不動産業　　14

第133号　平成30年８月（季刊） 6



特別調査「中小企業経営に関する各種支援制度の利用について」
本調査結果の特徴
①�役に立ったと考える補助金や助成金制度については、「自社にとって適当な補助金・助成金がない」が29.3％で１位、「そもそも知らない・関心がない」
が25.1％で２位、「手間や費用等がかかる・審査が厳しい」が23.4％で３位となっている。

②�役に立ったと考える商談会やビジネスフェアについては、「自社にとって適当な商談会等がない」が45.0％で１位、「そもそも知らない・関心がない」が
18.1％で２位、「手間や費用等がかかるため」が17.5％で３位となっている。

③�役に立ったと考える公的機関等のセミナーについては、「参加したことがない」が70.3％で１位、「事業承継・相談・M＆A支援」が9.5％で２位、「販路
拡大・マーケティング」、「補助金活用」が8.2％で３位となっている。

④�専門家派遣や相談窓口で役に立った分野については、「利用したことがない」が81.5％で１位、「税務・財務・会計」が7.0％で２位、「人事・労務」、「販
路開拓・営業支援」が5.7％で３位となっている。

⑤�各種支援制度の主な情報入手経路については、「いずれの支援制度も利用していない」が54.4％で１位、「メインバンク」が27.2％で２位、「メインバン
ク以外の金融機関」が13.9％で３位となっている。

（特別調査データ）
【問１】　国や都道府県等では、中小企業支援に係る補助金や助成金制度が用意されています。それらの中で貴社が特に役立ったとお考えのものはございますか。
� 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．経営改善・事業再生・M＆A 1.2 1.4 － 4.2 － － －
2．研究開発・設備投資（IT除く） 2.4 4.3 5.3 － － － －
3．IT投資 1.8 － － － 6.7 － 7.1
4．雇用・人材・健康 10.8 5.7 15.8 8.3 16.7 20.0 14.3
5．展示会出展・販路拡大 3.6 5.7 － 4.2 － 10.0 －
6．海外展開 1.2 1.4 5.3 － － － －
7．省エネルギー・環境 1.2 1.4 － － 3.3 － －
8．手間や費用等がかかる・審査が厳しい 23.4 18.6 31.6 29.2 16.7 30.0 35.7
9．自社にとって適当な補助金・助成金がない 29.3 32.9 26.3 25.0 36.7 20.0 14.3
0．そもそも知らない・関心がない 25.1 28.6 15.8 29.2 20.0 20.0 28.6

【問２】　貴社では、これまで参加した公的機関や金融機関等が主催する商談会やビジネスフェアのなかで、役に立ったとお考えのものはありますか。� 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．ビジネスフェア（業者向け）に出展 4.4 3.0 10.5 － 6.7 12.5 －
2．ビジネスフェア（業者向け）に来場 3.1 3.0 10.5 4.3 － － －
3．消費者向けビジネスフェア・即売会に出展 1.9 1.5 5.3 4.3 － － －
4．バイヤーを招いた個別商談会 1.9 1.5 － 8.7 － － －
5．インターネット上でのビジネスマッチング 3.8 1.5 15.8 － 3.3 － 7.7
6．参加したが役に立たなかった 4.4 4.5 5.3 － 6.7 － 7.7
7．手間や費用等がかかるため 17.5 19.4 15.8 17.4 16.7 25.0 7.7
8．自社にとって適当な商談会等がない 45.0 44.8 31.6 43.5 53.3 37.5 53.8
9．そもそも知らない・関心がない 18.1 20.9 5.3 21.7 13.3 25.0 23.1

【問３】　貴社では、これまで公的機関等が主催するセミナーに参加したことがありますか。� 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．事業承継・相談・M＆A支援 9.5 8.6 16.7 9.1 14.3 － －
2．技術・サービス強化 3.2 2.9 5.6 － 7.1 － －
3．IT活用 5.1 4.3 11.1 9.1 3.6 － －
4．人材確保・育成 7.0 7.1 － 9.1 14.3 － －
5．販路拡大・マーケティング 8.2 10.0 16.7 4.5 3.6 － 9.1
6．海外進出 1.3 － 11.1 － － － －
7．業務改善・経費節減 7.0 8.6 5.6 13.6 － － 9.1
8．税務相談 4.4 5.7 － － 7.1 － 9.1
9．補助金活用 8.2 10.0 11.1 － 7.1 11.1 9.1
0．参加したことがない 70.3 70.0 50.0 72.7 71.4 88.9 81.8

【問４】貴社では、公的機関や金融機関が行っている専門家派遣や相談窓口を利用したことはありますか。� 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．法律 2.5 1.4 － － 10.7 － －
2．税務・財務・会計 7.0 2.9 11.8 8.7 14.3 － 9.1
3．輸出入・海外投資 1.9 1.4 11.8 － － － －
4．IT関連 2.5 1.4 5.9 － 7.1 － －
5．知的財産権 1.9 1.4 － 4.3 3.6 － －
6．設計・デザイン 1.3 2.9 － － － － －
7．人事・労務 5.7 2.9 5.9 8.7 7.1 11.1 9.1
8．技術・サービス開発 1.9 － 11.8 － 3.6 － －
9．販路開拓・営業支援 5.7 7.2 5.9 4.3 3.6 － 9.1
0．利用したことがない 81.5 87.0 64.7 82.6 71.4 88.9 90.9

【問５】上記の問１～４のような支援制度を利用するにあたり、それらの情報を主にどこから入手しましたか。� 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．メインバンク 27.2 27.5 50.0 27.3 25.0 10.0 9.1
2．メインバンク以外の金融機関 13.9 14.5 44.4 4.5 10.7 － －
3．公的機関（区市町村・中小機構等） 7.0 2.9 22.2 4.5 7.1 10.0 9.1
4．マスメディア 1.9 2.9 － － － － 9.1
5．各種専門家 3.8 4.3 － － 7.1 10.0 －
6．インターネット 5.1 5.8 11.1 4.5 － － 9.1
7．商工会議所・商工会 9.5 7.2 16.7 9.1 14.3 10.0 －
8．知人・同業者等 10.1 11.6 5.6 4.5 14.3 10.0 9.1
9．その他 3.2 2.9 5.6 － 3.6 － 9.1
0．いずれの支援制度も利用していない 54.4 56.5 27.8 54.5 57.1 60.0 72.7
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お買い物は文京区で !! 資源有効活用のため再生紙を使用しています
文京区印刷物番号 D0518009

平成30年度は６店舗が
チャレンジショップ支援事業の対象となりました

【住　　所】〒112-0015文京区目白台2-13-3
【T E L】03-6677-8580
【営業時間】�ランチ　　12：00～15：00（最終入店13：30）�

ディナー　18：00～23：00（最終入店20：30）
【定 休 日】不定休
【ホームページ】http://adosi2017.com/

Adosi　リストランテ アドジ
都会の喧騒から少し離れた隠れ家のよう
な店内は、オーナー夫妻のアイディアと
心遣いが溢れる落ち着いた空間です。
イタリア各地、日本各地から届いた厳選
食材をふんだんに使ったお料理は、生産
者さんの情熱をしっかりとお客様に伝え
られるように丁寧に丁寧に仕上げました。
さらに、ソムリエ夫妻が提案するワイン
のペアリングと香り高い中国茶のティー
ペアリングは、お料理に心地よいエッセ
ンスを加えより一層の幸福を運びます。
きっとまた、大切な人と来たくなる、そ
んなレストランです。

護国寺西 首
都
高
速
５
号

池
袋
線

東
京
メ
ト
ロ

有
楽
町
線

日本女子大学

高等学校・
中学校 護国寺駅 【住　　所】�東京都文京区水道2-19-14

【T E L】03-6801-6921
【営業時間】18：00～23：00
【定 休 日】不定休
【ホームページ】www.txoko.jp

TXOKO（チョコ）
“素材を重んじたコースで
魅せる密やかなイタリアン”
旬の素材を使った９～10
皿のコース料理をご用意し
ております。
その時にしか味わえない一
皿ずつに込めた想いを。
ご来店をお待ちしておりま
す。

印刷
博物館

国際仏教学
大学院大学

稱名寺
図書館

江戸川橋駅
首都高速５号池袋線東京メトロ有楽町線

【住　　所】東京都文京区本郷1-28-32-101
【T E L】03-5615-8258
【営業時間】�ランチ　　12：00～15：00（L.O13：30）�

ディナー　18：00～23：00（L.O21：00）
【定 休 日】日曜日、隔週月曜日
【ホームページ】www.clima-di-toscana.jp

クリマ ディ トスカーナ
イタリア、トスカーナの伝
統、風土、文化を愛する
chef佐藤の料理と、100
種類以上取りそろえたトス
カーナワインを堪能できる
空間。
楠の大木が目の前にある看
板のない隠れ家レストラン。

幼稚園

都
営
三
田
線

東洋学園大学

都営
大江戸線

本郷
三丁目駅

【住　　所】�文京区本駒込1-13-14�
タキモトビル２階

【T E L】03-5891-9868
【営業時間】9：00～20：00
【定 休 日】日曜日・祝日
【ホームページ】https://www.kosodate-labo.co.jp

（同）とうきょう子育て研究舎（子育てラボ）
『生きる力の基礎は土台作りか
ら』をコンセプトに、発達が気
になる、不登校ぎみであるなど
幼児から高校生まで様々なお子
様に向けて学びのプランを提供
する【ありそうでなかった教室】
です。
元保育園長と教員経験のあるス
タッフがご相談に応じます。お
気軽にお問い合わせください。

仙龍寺

本駒込駅

千石駅

都営三田線

東
京
メ
ト
ロ

南
北
線

【住　　所】�文京区水道2-４-1�
菱和パレス飯田橋108

【T E L】03-6801-5339
【営業時間】18：00～23：00（LO�22：00）昼営業は応相談
【定 休 日】月
【ホームページ】�https://www.facebook.com/

fukunomoto.wa/

【住　　所】�東京都文京区関口1-6-9�
カワダビル１F、２F

【T E L】0120-330-049
【営業時間】10：00～23：00
【定 休 日】無し
【ホームページ】https://www.studioendow.com

ふくのもと Studio Endow
神田川沿いの小さな割烹料
理店。『本格和食をコース
でリーズナブルに』をコン
セプトに８品5500円～
でご提供。
お料理に合わせ、お酒も豊
富にご用意。元公邸料理人
の店主と唎酒師の女将がお
待ちしております。

Studio Endowは 地 域 に 密 着
し、ダンスをより身近なものに
感じて頂くためのお店です。
HIP HOPはもちろん、リトミッ
クやデトックスなどといった小
さいお子様や、健康になりたい
方々のためのレッスンも充実し
ており、幅広く色々な方に楽し
んで頂けるダンススタジオとな
ります。もし、興味をもった方
はお気軽にお問合せください！

印刷
博物館

江戸川橋駅 東京メトロ有楽町線

首都高速５号
池袋線

江戸川橋駅

東京メトロ有楽町線

首都高速５号池袋線

店舗紹介店舗紹介 　文京区では、商店街の空き店舗で創業する方を、家賃助成と無料の経営相談によりサポートする
「チャレンジショップ支援事業」を行っています。
　今回対象となった６件とも、とても良い店舗なので是非一度足をお運びください。
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