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文京博覧会（ぶんぱく）2017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

　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、開催しています。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。

開　催　日 伝統工芸者・品目 制作体験内容・参加費
  9/16（土）、17（日） 高山正巳氏・ガラス ガラス彫刻（下町切子）・1,500円

10/21（土）、22（日） 柴田慶一氏・手描提灯 ミニ提灯・2,000円

11/18（土）、19（日） 平田悠氏・木工 組木・1,000円

12/16（土）、17（日） 渡辺みゆき氏・陶芸 未定※

  1/20（土）、21（日） 阿部一紀氏・刀剣 未定※

  2/10（土）、11（日） 木内友秀氏・籐工芸 未定※

  3/17（土）、18（日） 一色清氏・砂子 香り紋・3,000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。

会　　場  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
開催時間  午前10時～正午、午後１時～４時※

「
」来て 見て 体験 文京の伝統工芸イベント

11月17日（金）　午前10時～午後 6時

11月18日（土）　午前10時～午後 5時
会場  文京シビックセンター（地下 2階、1階他）
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【お問い合わせ】経済課産業振興係（文京シビックセンター地下２階）　TEL：03-5803-1173

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（設立１年未満も対象）
▶対象経費：平成29年４月１日から平成31年２月28日までの期間に支出した経費
▶補 助 率：３分の２（限度額100万円）
▶募集期間：平成29年９月１日（金）から平成29年10月31日（火）まで

※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）
⑴　�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
⑵　�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

⑶　�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

⑷　�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
⑸　現役の大学生又は大学院生が経営している企業

文京区大学発ベンチャー支援事業認定企業のご紹介

　人工知能を活用したクラウド型画像解析プラットフォーム
「IMACEL」�は、画像解析に関する高度な知識がなくとも、膨大な画像の解析処理を瞬時に行うことができます。
研究者が研究に没頭できる環境をつくり、研究が１日でも１秒でも加速できるように新しい機能や体験を生みだ
していきます。

エルピクセル株式会社
住所：東京都文京区本郷７-３-１
　　　東京大学アントレプレナープラザ701
TEL：03-6327-3992

IMACEL（イマセル）

　HOMEASUREは、空き家や各種施設内の居住快適性を、複数セ
ンサー（温湿度、照度、紫外線等）によって手軽に定量的に評価で
きるIoT機器です。小型で安価なため、大量に、狭いスペースにも
設置可能で、要望に応じてセンサーの増設もできます。取得データはクラウドサーバーから適時に取得できます。
本製品を活用することで、「日当たり良好」等、主観的な判断に大きく依存する表現でしかアピールできていな
い物件との差別化を図れます。

株式会社フューチャースタンダード
住所：東京都文京区本郷４-37-17　本郷トーセイビル６階
TEL：03-6801-5531

HOMEASURE（ホーメジャー）

大学発ベンチャー支援事業を実施します！
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国際モダンホスピタルショウ2017に出展しました
　文京区では、地場産業である医療機器産業のPRを行うため、７月12日～14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2017」（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、５回目となった今年度は、
区内医療機器産業の集積状況や区の補助事業を活用した企業の紹介などを訪れた来場者にアピールしました。

出展内容
❶パネル展示
　文京区の医療関連産業の集積状況
　文京区経済課の事業紹介
　　⃝海外展開セミナー
　　⃝展示会等出展費用補助事業 
　文京区の医工連携事業紹介
❷�文京区経済課の支援事業や観光マップ「おさんぽくん」
等の配布
❸�新製品・新技術開発費補助事業認定企業の紹介（文京
区民チャンネルの映像放映）

江戸・TOKYO
技とテクノの融合展2017
東京信用保証協会は、中小企業の皆さまへの経営支援の取組みとして、11回目となる
ビジネスフェアを開催いたします。皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

入場
無料

◇お問い合わせ先：東京信用保証協会 ビジネスフェア実行委員会事務局　☎03-3272-2070

日 時 平成29年９月28日（木）10時から17時

内 容 ■280社・団体によるブース展示　■出展者プレゼンテーション
■著名講師による講演会を午前・午後の２回開催（聴講無料・予約不要）

会 場 東京国際フォーラム　ホールE（千代田区丸の内３-５-１）

第１部 （11：00～12：30）

『世界経済の潮流と日本の景気を読む』

熊谷　亮丸 氏

株式会社大和総研
常務執行役員　調査本部　副本部長
チーフエコノミスト

第２部 （14：30～16：00）

『日本人が気づかないニッポンのものづくり』

ロバート キャンベル 氏
日本文学研究者
国文学研究資料館長
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　平成29年度の税制改正においては、設備投資を始めとして、研究開発、給料引上げ、事業承継など、
中小企業の企業活動を支援する税制措置が広く拡充されることになりました。
　中小企業庁より、改正の概要や措置の内容、適用要件等について、中小企業・小規模事業者の方々向
けに分かりやすく解説した平成29年度版中小企業税制のパンフレットが作成されましたので、ぜひご活
用ください！

改正の概要は下記のとおりです  
　❶�中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて設備を新規取得した場合、即時償
却または税額控除が選択適用できます。

　❷�中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて設備を新規取得した場合、固定資
産税が３年間、２分の１になります。

　❸�地域の強みを活かして地域活性化に貢献する先進的な事業につ
いて、工場・店舗や機械等を導入した場合、特別償却または税
額控除が選択適用できます。

　❹�新商品・新製品の開発に際し、試験研究費（原材料費、人件費、
委託費、経費など）の最大17％を法人税から控除できます。

　❺�従業員の給与を一定の要件で増やした場合、最大で増加額の
22％を法人税から控除できます。

　❻�事業承継時に5年間平均で従業員数が8割以上維持できていれ
ば、贈与税や相続税の納付が猶予・免除されます。

平成29年度版中小企業向け税制改正概要

※�パンフレットの請求は中小企業庁にお問い合わせください。

中小企業庁事業環境部財務課☎03-3501-5808
（受付時間　9：30～12：00、13：00～17：00）

お問い合せ先

「相続・事業承継のポイント」セミナー
　本セミナーは事業用資産を保有する企業経営者の方を主な対象として、事業承継の基本から、自
社株式の相続対策、不動産等の資産を守り抜き次世代へと承継する方法など、明日から取り組める
実践的なノウハウをお伝えします。
　申込方法等詳細は、区報ぶんきょう９月10日号でお知らせします。

� 　　平成29年10月４日（水）　14時～16時
� 　　産業とくらしプラザ
� 　　（文京区春日１-16-21　文京シビックセンター地下２階）
� 　　無料
� 　　40名（申込順）

� 　　大橋　勇太 氏（税理士）

日　時
会　場

参加費
定　員
講　師
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　（公財）東京しごと財団は、中小企業の採用活動に関する様々な相談に対応する「人材確保相談窓口」を平成29年５
月に開設しました。 
　窓口では、専任の相談員が人材確保の悩みや課題に対して助言を行うとともに、「採用コンサルタント派遣によるコン
サルティング」や、採用実務担当者・経営者向けの「人材確保セミナー」等、採用力向上に向けて適切な支援メニュー
をご案内いたします。

文京清掃事務所からのお知らせ
平成29年10月１日（日）から、事業系有料ごみ処理券の料金を下記のとおり改定します。

記

券　　種 現行料金 改定料金 差　　額

10L券（１セット10枚） 690円 760円 70円

20L券（１セット10枚） 1,380円 1,520円 140円

45L券（１セット10枚） 3,100円 3,420円 320円

70L券（１セット５枚） 2,415円 2,660円 245円

新券販売開始日  平成29年10月１日（日）から
現行券の取扱い
⃝ ９月中は現行券を販売しますが使用できるのは平成

29年10月31日（火）までです。
⃝ 使い切れなかった現行券は、差額を負担いただくこ

とにより、一枚単位で新券に交換できます。
⃝ 事業所移転等で不要になった現行券は、手数料を還

付します。
⃝ なお、いずれの場合も領収書のあるもの（表紙に取

扱店舗の領収印があるもの、またはレシート等で確
認できるもの）に限ります。
交換、還付の受付場所
⃝ 文京清掃事務所
⃝ 文京清掃事務所本郷分室
⃝ 播磨坂清掃事業所
⃝ 文京区役所リサイクル清掃課

【問い合わせ】　文京清掃事務所
　　　　　　　（文京区後楽１-７-29　TEL 03-3813-6661）

人材確保にお悩みの中小企業の皆様へ
人材確保相談窓口（（公財）東京しごと財団）

◆対象企業  
⃝ 東京都内に本社または主たる事業所があ

ること
⃝ 企業全体で常時雇用する労働者が300

人以下であること
⃝ 正社員・契約社員等の求人を出す、また

は出す予定があること
⃝法令違反等がないこと等

◆コンサルティング支援  
　採用コンサルタントが企業を訪問して事前ヒアリングを行い、各企業の
採用課題に応じてコンサルティング計画をご提案します。計画や支援内容
について合意いただいた上で、最大５回のコンサルティングを実施します。

相
談
申
込

利用案内等
（相談員との面談）
相談窓口にて支援
概要のご案内及び
事業参加要件を確
認

コンサルティング
計画策定

各企業の採用課題
に応じてコンサル
ティング計画をご
提案

コンサルティング
実施

実施計画に沿って
コンサルティング
実施（最大5回）

事前ヒアリング
実施

コンサルタント
が 企 業 を 訪 問
し、採用活動の現
状や課題を整理

ご利用は全て無料です。
まずは、お気軽にご相談ください。
※相談は原則予約制です。

公益財団法人東京しごと財団　雇用環境整備課　人材確保支援担当係
千代田区飯田橋２-６-６　ヒューリック飯田橋ビル３階
http://www.shigotozaidan.jp/koyo-kankyo/
TEL 03-5211-2174（平日９時～17時）

問合せ先

　受付期間は平成29年11月１日（水）から平成30年３月
31日（土）まで。
　受付時間は受付場所によって違います。文京清掃事務所にお
問い合わせ下さい。

11月14日（火） 大原地域活動センター　千石１-４-３
（13時30分から16時まで、以下同じ）

11月15日（水） 大塚地域活動センター　大塚１-５-17
11月16日（木） 音羽地域活動センター　目白台３-４-11
11月17日（金） 向丘地域活動センター　向丘１-20-８
11月21日（火） 汐見地域活動センター　千駄木３-２-６
11月22日（水） 不忍通りふれあい館　　根津２-20-７
11月24日（金） 駒込地域活動センター　本駒込３-22-４

⃝ お近くの地域活動センター等でも下記の日程で受付けます。
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文京区今期の特徴点 平成29年４月～６月
調査時期　29年６月中旬
調査方法　面接聴取

　製造業は水面下ながら改善し、小売業は悪化幅がやや縮小しています。サービス業は悪化幅が
大きく拡大しています。卸売業は大きく改善してプラスに転じ、不動産業は好調感が大きく後退
しています。

【製造業】
前期 －17.7 　製造業の業況は水面下ながら改善しています。DI値は8.2ポイント増

の－9.5です。売上額は7.7ポイント減の－25.0と悪化傾向が強まって
いますが、受注残は2.1ポイント増の－19.9と減少幅がやや減少し、収
益は1.1ポイント減の－22.8と前期同様の厳しさが続いています。来期
の業況は今期並の厳しい状況が続くものの、売上高、受注残、収益は水
面下ながら大きく改善する見込みです。

今期 －9.5

来期 －7.8

【小売業】
前期 －22.2 　小売業の業況は悪化幅がやや縮小しています。DI値は3.7ポイント増

の－18.5です。売上額は0.6ポイント増の－20.4で前期並の減少が続
き、収益は5.7ポイント増の－19.9と減少幅が縮小しています。来期の
業況は悪化幅がやや拡大するものと予測されます。売上額は減少幅がや
や拡大し、収益は減少を強める見込みです。

今期 －18.5

来期 －21.0

【サービス業】
前期 －7.6 　サービス業の業況は悪化幅が大きく拡大しています。DI値は13.0ポイ

ント減の－20.6です。売上額は8.6ポイント減の－12.4と減少幅が拡
大しています。収益は15.2ポイント減の－20.8と減少幅が大きく拡大
しています。来期の業況は悪化幅が大きく縮小するものと予測されます。
売上額、収益はともに減少幅がやや縮小する見込みです。

今期 －20.6

来期 －7.6

【卸売業】
前期 －2.4

今期 8.4

来期 22.5

【不動産業】
前期 17.0

今期 2.6

来期 －9.4

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　　　73
小売業　　　26
サービス業　26
卸売業　　　18
不動産業　　13
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特別調査「中小企業の３～５年後の事業の見通しについて」
本調査結果の特徴
①�３～５年後の自社の事業見通しについては、「どちらともいえない」が58.4％で１位、「やや暗い」が19.3％で２位、「やや明るい」が13.7％で３位となっている。
②�３～５年後に向けて安定した事業を続けるために重視する事柄については、「販路・取引先」が50.9％で１位、「人材」が42.2％で２位、「資金」が

25.5％で３位となっている。
③�３～５年後に向けての事業の方向性については、「現在の事業を、現状のまま維持したい」が41.6％で１位、「新しい販路・市場を開拓したい」が27.3％

で２位、「新しい製品・商品・サービスを開発したい」が13.0％で３位となっている。
④�３～５年後の安定した事業に向けて、積極的な設備投資を開始するための状況については、「景気の先行不透明感の払拭」が31.3％で１位、「自社の業況

の改善」が25.6％で２位、「積極的な設備投資を行うつもりはない」が20.6％で３位となっている。
⑤�３～５年後の事業の継続・発展に向けて、経営相談窓口から受けたい支援については、「販路開拓・マーケティング支援」が33.8％で１位、「特に支援を

必要としない」が31.3％で２位、「補助金・助成金の活用支援」が23.1％で３位となっている。

（特別調査データ）
【問１】　貴社では、３～５年後の自社の事業をどのように見通していますか。次の１～５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．明るい 3.7 5.7 － 3.8 － － 7.7
２．やや明るい 13.7 10.0 33.3 3.8 15.4 25.0 15.4
３．どちらともいえない 58.4 54.3 55.6 65.4 57.7 62.5 69.2
４．やや暗い 19.3 21.4 11.1 26.9 19.2 12.5 7.7
５．暗い 5.0 8.6 － － 7.7 － －

【問２】　貴社では、３～５年後に向けて安定した事業を続けるために重視する事柄について、どのようにお考えですか。以下の１～０のなかから３つ以内で
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．人材 42.2 37.1 55.6 23.1 50.0 75.0 53.8
２．資金 25.5 21.4 38.9 23.1 19.2 25.0 46.2
３．設備・機械等 13.0 21.4 － 3.8 15.4 12.5 －
４．経営組織・体制（経営力） 13.0 14.3 5.6 11.5 7.7 37.5 15.4
５．外部情報の入手 8.7 8.6 5.6 3.8 3.8 － 38.5
６．技術・ノウハウ 20.5 21.4 27.8 11.5 26.9 12.5 15.4
７．販路・取引先 50.9 51.4 61.1 50.0 46.2 25.0 61.5
８．協力機関との連携（産学官連携等） 0.6 1.4 － － － － －
９．事業承継等 14.9 8.6 16.7 19.2 23.1 25.0 15.4
０．業継続の意思なし（廃業） 6.2 10.0 － 3.8 7.7 － －

【問３】　貴社では、３～５年後に向けて、現在の事業をどのように展開していきたいとお考えですか。以下の１～６のなかから、最も当てはまるものを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．現在の事業を、現状のまま維持したい 41.6 34.3 27.8 50.0 42.3 75.0 61.5
２．新しい販路・市場を開拓したい 27.3 27.1 33.3 30.8 26.9 12.5 23.1
３．新しい製品・商品・サービスを開発したい 13.0 12.9 33.3 11.5 7.7 12.5 －
４．全く異なる事業を手がけたい 0.6 － － － 3.8 － －
５．事業は縮小・撤退する 7.5 14.3 － 3.8 3.8 － －
６．特に考えていない（わからない） 9.9 11.4 5.6 3.8 15.4 － 15.4

【問４】　貴社では、３～５年後に向けて安定した事業を続けるために、どのような状況になれば積極的な設備投資を開始しますか。次の１～０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．景気の先行き不透明感の払拭 31.3 31.9 33.3 38.5 11.5 37.5 46.2
２．自社の業況の改善 25.6 18.8 33.3 26.9 38.5 － 38.5
３．設備投資税制優遇や補助金等の拡充 3.1 2.9 － 3.8 － 12.5 7.7
４．設備の陳腐化・老朽化 12.5 15.9 5.6 7.7 19.2 12.5 －
５．事業承継の問題解消 2.5 4.3 5.6 － － － －
６．IT化投資の必要性増大 1.3 1.4 5.6 － － － －
７．業種転換 － － － － － － －
８．すでに積極化している 2.5 － 5.6 3.8 3.8 － 7.7
９．積極的な設備投資を行うつもりはない 20.6 24.6 11.1 15.4 26.9 37.5 －
０．その他 0.6 － － 3.8 － － －

【問５】　貴社では、３～５年後の事業の継続・発展に向けて、公的機関、商工会議所、商工会、金融機関等の経営相談窓口からどのような支援を受けたいで
すか。以下の１～０の中から３つ以内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

事業計画、経営戦略の策定支援 18.8 22.9 11.1 16.0 15.4 － 30.8
人材確保・育成支援 18.1 18.6 5.6 16.0 15.4 37.5 30.8
販路開拓・マーケティング支援 33.8 28.6 44.4 28.0 38.5 25.0 53.8
補助金・助成金の活用支援 23.1 25.7 22.2 20.0 19.2 25.0 23.1
事業承継支援 15.6 20.0 11.1 20.0 7.7 － 15.4
IT・HP・SNS活用支援 3.8 2.9 5.6 － 7.7 － 7.7 
製品・商品・サービス開発支援 7.5 8.6 16.7 － 3.8 12.5 7.7 
海外展開支援 2.5 － 11.1 － 3.8 － 7.7 
特に支援を必要としていない 31.3 31.4 27.8 28.0 42.3 37.5 15.4
その他 0.6 － － 4.0 － － －
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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 D0517008

平成29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】�文京区千駄木3-43-9
【T E L】03-6886-8061
【営業時間】�昼の部　11：00～15：00�

夜の部　17：00～20：00�
【定 休 日】�月曜日は昼の部のみ営業、毎週木

曜日定休
【ホームページ】なし

のみやっちゃん丼丸　よみせ通り店
海鮮丼とお酒を楽しめる、新
しいスタイルの丼丸です。お
持ち帰りはもちろん、店内で
もお食事をしながら、お酒を
呑みながら、様々な用途でご
ゆっくりおくつろぎ頂けま
す。お外席はワンちゃん猫
ちゃんOKです！よみせ通り
商店街にお越しの際はお気軽
にお立ち寄りください！

郵便局

日暮里駅

薬局

幼稚園
【住　　所】�文京区西片2-21-6�

紅谷ビル102
【T E L】03-3868-0592
【営業時間】�11：30~14：00（LO�13：30）�

17：00~23：00（LO�22：00）
【定 休 日】水・日・祝（土曜日は夜営業のみ）
【ホームページ】http://wasyu-jungin.com

和酒処　純吟
落ち着いた空間で美味しい
お酒と日本酒に合う料理を
気軽にお楽しみいただけま
す。
季節の日本酒や新メニュー
のご案内などなど、フェイ
スブックも毎日更新中！
皆様のお越しを心よりお待
ちしております。

税務署 文京学院大学
東大前駅
郵便局

東京大学
弥生キャンパス
本
郷
通
り

【住　　所】�文京区小石川5-34-10�
長島ビル301

【T E L】03-6801-5436
【営業時間】9：00～18：00
【定 休 日】１月１日・２日
【ホームページ】http://hp.kaipoke.biz/45b/

ピカ１ケア/エイチアイケーサービスLLC
ヘルパーを派遣し訪問介護と
保険外サービスを提供してお
ります。安心安全な地域作り、
社会資源の活性化を図り皆さ
んと情報共有を目指しており
ます。
小石川植物園の緑が見える、
居心地よい明るい事務所で
す。ぜひ一度ご連絡下さい。

小石川
植物園

消防署
保育園

中学校

文京区
スポーツセンター

茗荷谷駅

【住　　所】�文京区本郷4-2-4　加藤ビル１F
【T E L】03-5615-8728
【営業時間】�18：00～21：30（L.O）
【定 休 日】日・祝
【ホームページ】http://www.shinsaku.tokyo/

江戸前晋作
江戸前を中心にその日一番良
い天ネタを仕入れたり、野菜
を産地から直接仕入れたり
と、素材にこだわっています。
日本酒は瓶内熟成しており、
天ぷらに合うよう仕上げてい
ます。
江戸時代の骨董品などで揃え
た酒器も一緒に楽しんでいた
だけます。

小学校

中学校
銀行

本郷三丁目

【住　　所】�文京区千駄木2-33-7�
こすもす千駄木１F

【T E L】03-5834-2607
【営業時間】11：00～19：00
【定 休 日】日曜日・月曜日
【ホームページ】なし

【住　　所】�文京区湯島3-3-4　高柳ビル１F
【T E L】03-3834-1140
【営業時間】�11：30～15：00（Ｌ.Ｏ14：00）�

17：30～22：00（Ｌ.Ｏ21：00）
【定 休 日】毎週月曜日・第二日曜日
【ホームページ】作成中

VERDE（ヴェルデ） 湯島UN GATTO（アンガット）イタリアンレストラン
“毎日の手作りにもっとゆ
とりを…”をコンセプトに、
お昼は国産野菜を使用した
サラダ類を中心に、手作り
パンもご用意。
夜は夕食の一助となるライ
ンナップで皆様のお越しを
お待ちしております。

湯島天神と神田明神の真ん中
にある明るく雰囲気の良いイ
タリアンレストランです。普
段の食事からデート、記念日、
パーティーに、あなたの心に
残るお店にと頑張っています。
ランチ、ディナーと一日を通
して皆様をお待ちしておりま
す。

千駄木駅
中学校

団子坂下

小学校

三組坂上

清水坂下

サッカー
ミュージアム

末広町駅

東都文京病院

神田明神

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。
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