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暮らしをコーディネート

コンサルティング販売で
豊かな暮らしをサポートする

MARUHIKO
SETAGAYA

第2回世田谷キラリ輝く個店グランプリの受賞店舗決定！
世田谷区平成30年度予算（案）について / 事業化チャレンジ道場のご案内

田園都市線三軒茶屋駅から徒歩5分、国道246号線沿い

に店舗を構える丸彦家具。その創業は古く1923年に遡り

ます。元々は江東区森下で家具販売を始め、戦後に世田谷

区に移転。1964年に現在の場所に移り、家具のセレクト

ショップとして展開しています。商品の品ぞろえとしては、

お客様のご要望を取り入れて作る「オーダー」、メーカーと

一緒に商品を開発する「オリジナル」、イタリアのカリガリス社

をはじめ海外で評価の高い製品を取り揃えた「ブランド」、

この3つのラインで展開しています。

素材・デザイン・機能にこだわり、付加価値の高い製品を

取り揃えている丸彦家具。安価な家具が市場を席捲する中、

着実に成長している理由はコンサルティング販売にあります。

「お客様のご要望やお悩みをじっくりお聞きし、住環境やライフ

スタイルなどに合わせ、暮らしをコーディネートするという視点

で家具をご提案しています」と代表取締役の小暮邦彦さんは、

お客様に寄り添う独自の販売スタイルを説明します。

住環境の快適さが心を豊かにする

メインの顧客層は世田谷、目黒、渋谷にお住いの40代の

ファミリー層。新築やリフォームの際に、家具も一新しよう

とご来店されるそうです。テーブルの塗り替えや椅子の生地

の張り替えなど、アフターケアなどのサポートも充実して

いるため、お客様と長いお付き合いになることも多いと

いいます。

「衣食住の中で、いちばん後回しにされがちな“住”こそが、

心の豊かさに繋がるものだと思います。家具は普段の

生活で、直接身体に触れるもの。いい家具を使うことで、

毎日が快適になる。そんな豊かな暮らしのお手伝いができ

たらいいですね」と小暮さん。これからも、丸彦家具は世界

各国の優れたブランドや自社で開発した製品を、世田谷に

お住まいの家具を愛するお客様に紹介していきます。

働き方改革が進み、家で過ごす時間も増えていきます。

家具を見直すことで「豊かな暮らし方改革」を進めてみては

いかがですか。

代表取締役の小暮邦彦さん

家具の他にも多彩な生活雑貨を取り扱っている

コンサルティング販売で
豊かな暮らしを
サポートする
MARUHIKO SETAGAYA
（丸彦家具）
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第2回世田谷キラリ輝く個店グランプリの
受賞店舗が決定しました

1月11日（木）、第２回世田谷
キラリ輝く個店グランプリの
表彰式が行われました。
昨年に引き続き、区民の皆
様から推薦された173の個
店を様々な視点から審査し
グランプリ等を決定し表彰
しました。表彰されたお店をPRすることで、お客様が商店街に足
を運ぶきっかけになればと考えています。
元気なお店のある商店街は「人が集い・憩う」活気にあふれてい
ると言われます。こうした店舗が増えることによって、世田谷のま
ちの魅力は一層向上するでしょう。

世田谷区商店街連合会　TEL：03-3414-1432お問合せ

【第2回世田谷キラリ輝く個店グランプリ受賞店舗】

受賞店舗

グランプリ
世田谷区長賞

「お山のすぎの子」（うどん）
（三軒茶屋1-34-11 萩原ビル 1階）

区 分

準グランプリ
世田谷区議会議長賞

「ICHIMAN」（フルーツパーラー）
（宮坂3-18-2 エルマナビル １階）

特別賞
世田谷区商店街連合会会長賞

「トラットリア ロアジ」（イタリアン）
（等々力4-8-1 2階）

特別賞
昭和信用金庫賞

「駒沢食堂 george」（カフェ＆ダイニング）
（駒沢1-3-1 駒沢グリーンビル 2階）

特別賞
世田谷信用金庫賞

「pasta＆wine kakapo」（イタリアン）
（桜3-2-18 第七太陽ハイツ 1階）

「飲食部門」

受賞店舗

グランプリ
世田谷区長賞

「プラチノ」（洋菓子）
（世田谷1-23-6 エクセル世田谷 1階）

区 分

準グランプリ
世田谷区議会議長賞

「東京 世田谷 升本屋」（和菓子／酒販店）
（北沢5-35-21）

特別賞
世田谷区商店街連合会会長賞

「ピーターセン」（パン）
（若林4-6-1）

特別賞
昭和信用金庫賞

「纒オプティカル」（メガネ）
（北沢2-34-10 植木ビル 1階）

特別賞
世田谷信用金庫賞

「ロンゴロンゴ」（写真スタジオ／駄菓子）
（若林3-18-5）

「物販・サービス部門」

事業化チャレンジ道場のご案内
新製品の開発→製品化→販売までを
継続的かつ実践的にサポート！
事業化チャレンジ道場は、インダスト
リアルデザインの手法を活用しなが
ら、新製品の開発から事業化までの
一連のプロセスを一体的にサポート
する「事業化支援プログラム」です。
●対象：都内に主たる事業所を有し、
自社技術等を活用して、新製品・自社
製品の開発を目指す中小企業
※ソフトウェアやビジネスモデルのみの開発等は対象外とさせていただきます。
※支援対象とならない製品もございますので、詳細は担当までおたずねください。

◉会場：（公財）東京都中小企業振興公社
城南支社：大田区南蒲田1-20-20／多摩支社：昭島市東町3-6-1
◉費用：1社7万円
◉申込：平成30年4月頃募集予定。応募多数の場合は選考を行います。
◉http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/seminar/dojo.html
これまでの参加企業の開発製品例や参加者の感想、カリキュラム、
事業を紹介する動画をご覧いただけます。

（公財）東京都中小企業振興公社 城南支社 経営支援係
TEL：03-3733-6284

お問合せ

世田谷区平成30年度予算（案）について
平成30年度予算は、新たにスタートする新実施計画（後期）を確実
に展開し、5年目を迎える基本計画に掲げる重点政策を一層加速さ
せることを目指しました。そのため、区民生活に寄り添い、暮らしの
基盤を築く取組みを区民の参加と協働でより一層進める「90万区
民の暮らしをつくる参加と協働の予算」として編成しました。
 
世田谷区産業政策部の産業関連重点項目予算（案）
【新】は新規事業を表しています。

●民間事業者や地域団体等との連携による観光事業の実施
●【新】観光ボランティアガイドの育成及び実施
●観光情報の発信の充実
●キャロットタワー八角堂を活用した観光情報発信事業の実施
●まちなか観光交流協会の活動促進
●【新】（仮称）世田谷区経済産業白書の作成
●【新】（仮称）せたがや産業創造プラットフォームの設置に向けた検討
●商店街イベント支援事業 商店街及び地域団体との連携支援事業
●まちゼミ、まちバル事業
●プレミアム付区内共通商品券発行支援
●商店街振興組合への中小企業診断士派遣
●【新】地方版図柄入りナンバープレートの導入に伴うＰＲ事業
●【新】子どもの近くで働くことができるワークスペースの設置支援
●建設業人材確保・中小企業等採用・定着促進
 及び若年者・子育て世代の就職支援事業
●三軒茶屋就労支援センターの運営
●【新】民泊を活用した観光事業の実施に向けた検討
 及び観光情報の発信

世田谷区商業課　TEL：03-3411-6652　お問合せ

まとい

個店の審査講評をする委員長
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公益財団法人世田谷区産業振興公社 商業・ものづくり係　
TEL：03-3411-6613

お問合せ

マル経融資のご案内
マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）は小規模事業経営
をバックアップするために無担保・無保証人で商工会議所の推薦に
基づき融資される国（日本政策金融公庫）の制度です。
◉融資限度額▶2,000万円
◉返済期間▶運転資金：7年以内　◉設備資金：10年以内
◉担保・保証人▶不要（保証協会の保証も不要です）
◉融資利率▶1.11％（平成30年2月9日現在）
※利率は金融情勢により変わることがあります。 ※世田谷区から、3年間支払利子の
30％の利子補給金が支給されます。 ※限度額の取り扱いは平成３０年３月末の日本政
策金融公庫受付分まで。条件等は、変更となる場合があります。 ※審査の結果、ご希望
に添えないことがあります。 詳しくは、東京商工会議所世田谷支部まで。

「ものつくるひと展2018」を開催しました
2月8日（木）～12日（月・休）、世田谷のものづくりを見る！知る！
楽しむ！５日間「ものつくるひと展」をIID世田谷ものづくり学校で
開催しました。冊子「ものつくるひと」の掲載事業所59社を紹介
する写真パネルの展示や事業所向けのセミナー、来場者向けの
工作ワークショップを開催しまし
た。沢山の方が世田谷の職人た
ちの熱い想いや優れた技術など
にふれ、世界に誇れる「職人技」
が身近にあることを感じることが
できる、5日間となりました。

東京商工会議所世田谷支部　TEL：03-3413-1461お問合せ

健診データで見るたばこの影響
あなたと大切な人のために禁煙チャレンジ！
たばこは、がんや循環器疾患、COPD（慢性閉塞性肺疾患）、糖尿
病など多くの疾患の原因となります。中小企業で働く区民の特定
健診結果からも、たばこを吸う人のほうが、吸わない人に比べて、
血糖値の高い人が多いという結果が出ています（p＜0.00１）。
喫煙がさらに怖いのは、喫煙者の周囲の人たちがたばこの煙を吸わ
される「受動喫煙」です。たばこに含まれるニコチンには依存性があ
るため、禁煙の失敗を繰り返す経験をする人もいます。医療機関を
受診して禁煙治療を受けるなど、自分にあった方法で、あなたや
大切な人たちの健康を守るために禁煙に挑戦することが大切です。
また、長時間を過ごす職場においては、事業者は適切な受動喫煙
防止策（全面禁煙、完全分煙等）に取り組むことが必要です。　

世田谷保健所健康企画課　TEL：03-5432-2433お問合せ

世田谷区障害者地域生活課　TEL：03-5432-2425
世田谷区工業・雇用促進課　  TEL：03-3411-6662

お問合せ

2018年4月1日から障害者の法定雇用率が
引き上げになります
2018年4月1日から、障害者雇用促進法に基づく障害者の法定雇
用率が現行2.0％から2.2％に引き上げになります。併せて、障害者
を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員
50人以上から45.5人以上に変わります。また、2021年4月までに、
さらに0.1％引き上げされることとなっております。
世田谷区障害者雇用促進協議会は、障害理解や障害者の雇用促進
を目的に、区内産業団体、ハローワーク渋谷、世田谷区など29団体
から構成され、障害者雇用についての不安や疑問を解消するための
研修会「障害者雇用支援プログラム」を実施しております。
2017年度は6回開催し、障害者施設の見学会や障害者を雇用する
企業セミナーを行い、多くの企業の皆様にご参加いただきました。
今後も障害者雇用に関する様々なプログラムを予定しておりますので、
ぜひご参加いただくとともに、更なる障害者雇用の促進にご協力を
お願いいたします。

事業所と働く人のリスクマネジメント
「社会保険・労働相談」をご利用ください！
高い知識と経験豊かな社会保険労務士に、労働条件や労務管理、
会社の就業規則や賃金規定、雇用管理やマイナンバー制度に関する
ことなど、お気軽にご相談ください。三茶おしごとカフェでの夜間相
談、事業所への訪問相談もございます。詳細はお問い合わせください。
≪相談会場と日時≫
◉三茶おしごとカフェ：太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ２階
　火・金曜 13:00～17:00（予約不要、先着順）
　　※予約制での相談も可。詳細はお問い合わせください。

　火・木曜 17:00～20:00（※予約制）
◉烏山区民センター３階会議室：南烏山6-2-19
　毎月第1日曜 13:00～17:00（先着順）
◉事業所への訪問相談（事業所へ直接伺います）　
　月～土曜 9:00～20:00（※予約制）
　　※いずれも祝日・年末年始を除く
　　※予約制の場合、相談希望日の土日、祝日を除く7日前までに要予約

三茶おしごとカフェ（世田谷区三軒茶屋就労支援センター）
TEL:03-3411-6604

お問合せ

世田谷区の中小企業融資あっせん制度を
ご活用ください
区では、区内中小企業者の事業経営に必要な資金調達を支援する
ため、東京信用保証協会と金融機関の協力による融資あっせん制度
を設けています。

公益財団法人世田谷区産業振興公社 経営支援係
TEL：03-3411-6603

お申込み・お問合せ

《主な融資制度》 用途：運転・設備（①～⑤共通）

現在習慣的に喫煙している人の血糖値の結果（平成27年度）

＊＊

＊＊：p＜0.001資料：協会けんぽ東京支部提供データ

要指導以上

制度名 あっせん
限度額

本人負担
利率（年）

（ ）は空き店舗特例

①小口零細
　資金

②経営活力
　改善資金
③景気対策
　緊急資金

0.5％

0.3％

0.5％

2,000万円
以内

2,000万円
以内

②③の利用枠
は共通です。

制度名 本人負担
利率（年）

④事業資金

⑤創業支援
　資金

0.5％

0.3％

2,000万円
以内

2,000万円
以内 （0.1％）

あっせん
限度額

6000人

5000人

4000人

3000人

2000人

1000人

0人
正　常



「世田谷区」（7.2ポイント、前期比＋7.7）、「東京23区」（▲2.9ポイント、同＋5.6）、「全国」（▲14.4ポイント、同＋0.4）と全てで

改善。来期は、「世田谷区」（10.1ポイント、当期比＋2.9）、「東京23区」（0.3ポイント、同＋3.2）、「全国」（▲9.3ポイント、同＋

5.1）で引き続き改善する見通し。

今期の業種別DIは「小売業」▲4.4（前期比＋17.4）、「サービス業」11.7（同＋9.6）など4業種で改善した。来期は、「小

売業」10.3（当期比＋14.7）、「製造業」+16.2（同＋10.8）など3業種で改善となる見通し。
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経営上の問題点
主要景況指数表［今期の状況（前期比）］

今期の業況（前期との比較）

概況：＜DI（Diffusion Index）とは…＞ DI（%）＝「良い」「増加」等企業割合－「悪い」「減少」等企業割合

今期業況DI=

7.2

世田谷区における中小企業の景況

1位「従業員の確保難」33.3％（前期比＋1.8ポイント）は7期連続の1位、2位「人件費の増加」29.0％（同＋6.2ポイント）は2期連続で2位となった。3位「仕入単
価、下請単価の上昇」20.0％（同▲0.6ポイント）は前回順位5位から上昇した。4位「需要の停滞」19.1％（同＋0.5ポイント）は前回順位7位から上昇、5位「購買
ニーズの変化への対応」18.6％（同▲2.9ポイント）は前回順位3位から下降した。6位「新規参入者の進出や同業者の増加」15.9％（同▲4.9ポイント）は前回順
位4位から下降した。その他、10位「取引条件の悪化」7.2％（同＋1.0ポイント）、13位「事業資金の借入難」5.2％（同＋1.6ポイント）は前回順位より上昇した。

第62回調査実施概要
1.調査時期：平成30年1月5日～1月16日 2 .対象期間：平成29年10月～平成29年12月期、および平成30年1月～平成30年3月期見通し 3.調査対
象：支部会員中小企業（2,980社）①製造業・建設業・運輸業・その他の業種（②～④を除く）…資本金3億円以下、または従業員300人以下 ②卸売業…資

本金1億円以下、または従業員100人以下 ③小売業…資本金5千万円以下、または従業員50人以下 ④サービス業…資本金5千万円以下、または従業員100人
以下 4.調査方法：調査票郵送～郵送・FAXにて回収。世田谷信用金庫・昭和信用金庫に協力依頼。 5.回収状況：合計345社（回収率11.6％）製造業…37社・不動
産業…39社・小売業（飲食業含む）…68社・建設業…69社・卸売業…38社・サービス業…94社 ※数値については小数点第2位を四捨五入しており、計算値が一致しない場合がある。

（注）調査項目：業況（好転⇔悪化）、売上額（増加⇔減少）、資金繰り（好転⇔悪化）、仕入単価（上昇⇔低下）、在庫数量（増加⇔減少）、従業員（増加⇔減少）、営業時間（延長⇔短縮）、借入難度（容易⇔困難）、採算（好転⇔悪化）

DIとは、各設問の項目について、「増加」「好転」したとする企業の割合から、「減少」「悪化」したとする企業の割合を差し引いた値です。したがってDIがプラスを示している場合は、全体として「増加」「好転」したとする企業の
割合が多く、景気（またはそれぞれの要素）が上向きの傾向にあることを示します。逆にマイナスを示している場合は、景気が低迷の傾向にあることを示します。

今期（平成29年10月－12月期実績）の業況DIは、7.2ポイントで、前期から7.7ポイント改善した。1年ぶりにプラスに転じた。

来期の業況見通しDIは、10.1ポイントと、前回調査から3.3ポイント改善する見通し。業 況

今期、資金繰り5.2（前期比＋10.9）、売上額7.0（同＋5.6）と全指標でポイントが増加し、プラスに転じた。来期見通しは、

採算6.7（当期比＋6.1）、従業員6.7（同＋3.2）など3指標で改善が見込まれるが、営業時間▲0.3（同▲3.8）、仕入単価19.7

（同▲3.5）など4指標で悪化が見込まれる。

好転
21.2％

悪化

回答なし1.7％

DI 7.2 =
好転21.2％ － 悪化13.9％

※前回調査（－0.5）から
7.7ポイント改善

13.9％

不変
63.2％

来期の見通し（今期との比較）

来期見通しDI=

10.1
好転
20.9％

悪化

回答なし1.1％

DI 10.1 =
好転20.9％ － 悪化10.7％

※前回調査（6.8）から

3.3ポイント改善

10.7％

不変
67.3％

主な
指標別の
傾向

DI値

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月

平成29年
10-12月

平成30年
1-3月（見通し）

業種別
の動向

東京都・
全国との
比較

順位

 1 従業員の確保難 115 33.3％ － 1

 2 人件費の増加 100 29.0% － 2 

 3 仕入単価、下請単価の上昇 69 20.0% ↑ 5 

 4 需要の停滞 66 19.1% ↑ 7 

 5 購買ニーズの変化への対応 64 18.6% ↓ 3 

 6 新規参入者の進出や同業者の増加 55 15.9% ↓ 4 

 6 人件費以外の経費の増加 55 15.9% － 6 

 8 大企業（大型店）進出による競争激化 50 14.5% － 8 

 9 販売単価、製品単価、請負単価の低下・上昇難 45 13.0% － 9 

 10 取引条件の悪化 25 7.2% ↑ 13 

 11 生産設備の不足・老朽化 21 6.1% ↓ 10 

 11 店舗・倉庫の狭隘・老朽化 21 6.1% ↓ 10 

 13 事業資金の借入難 18 5.2% ↑ 15 

 14 その他 16 4.6% － 14 

 15 在庫の過剰 12 3.5% ↑ 16 

 16 購買力の他地域への流出 11 3.2% ↓ 12 

 16 在庫の不足 11 3.2% ↑ 18 

 18 金利負担の増加 5 1.4% ↑ 19 

 19 代金回収の悪化 4 1.2% ↓ 17 

 20 生産設備の過剰 1 0.3% ↓ 19 

項　　目 回答数 回答率 前回順位 順位 項　　目 回答数 回答率 前回順位

 業況 売上額 資金繰り 仕入単価 在庫数量 従業員 営業時間 借入難度 採算

全　体 7.2 5.8 7.0 2.3 5.2 23.2 0.0 3.5 3.5 5.8 0.6
製造業 5.4 13.5 5.4 0.0 10.8 8.1 ▲5.4 10.8 8.1 5.4 13.5
建設業 7.2 14.5 1.4 10.1 13.0 24.6 ▲2.9 1.4 4.3 14.5 10.1
不動産業 10.3 10.3 10.3 10.3 7.7 23.1 ▲2.6 7.7 0.0 2.6 ▲2.6 
卸売業 15.8 21.1 21.1 18.4 15.8 28.9 0.0 7.9 0.0 15.8 2.6
小売業 ▲4.4 ▲20.6 7.4 ▲16.2 ▲5.9 30.9 10.3 ▲4.4 1.5 4.4 ▲20.6
サービス業 11.7 7.4 4.3 1.1 0.0 20.2 ▲2.1 4.3 5.3 ▲2.1 4.3

前年
同期比

前年
同期比

主要景況指数表［来期の見通し（当期比）］

 業況 売上額 資金繰り 仕入単価 在庫数量 従業員 営業時間 借入難度 採算

全　体  10.1  9.9 5.2 19.7 ▲2.0 6.7 ▲0.3 4.9 6.7
製造業  16.2  18.9 10.8 16.2 ▲10.8 16.2 ▲2.7 10.8 21.6
建設業  11.6  15.9 8.7 31.9 ▲2.9 4.3 5.8 8.7 11.6
不動産業  10.3  17.9 7.7 17.9 ▲2.6 17.9 ▲2.6 5.1 2.6
卸売業  2.6  0.0 5.3 26.3 5.3 ▲2.6 ▲2.6 7.9 ▲5.3
小売業  10.3  1.5 ▲1.5 10.3 ▲2.9 ▲1.5 ▲2.9 2.9 0.0
サービス業  9.6  8.5 4.3 17.0 0.0 9.6 0.0 0.0 8.5

※複数回答（3つまで選択）のため、回答率の合計は100％を超える。

※データ参照（データ：業況判断DI前期比）
東京23区=「東商けいきょう：業況判断DI」（東京商工会議所）
全　　 国=「中小企業景況調査　業況判断DI（前期比季節調整値）」
　　　　　（独立行政法人中小企業基盤整備機構）

業 況

売 上 額

資 金 繰り

仕 入単価

在庫数 量

従 業 員

営業時間

借入 難 度

採 算

 ▲1.3 0.0 ▲0.5 7.2 10.1

 ▲1.9 ▲3.4 1.4 7.0 9.9

 ▲2.4 ▲1.7 ▲5.6 5.2 5.2

 19.5 18.9 21.4 23.2 19.7

 ▲2.4 ▲0.6 ▲3.1 0.0 ▲2.0

 ▲1.3 3.7 2.3 3.5 6.7

 1.6 0.8 ▲0.8 3.5 ▲0.3

 1.3 3.4 0.8 5.8 4.9

 ▲5.3 ▲3.9 ▲4.2 0.6 6.7

全 体

製 造 業

建 設 業

不動産業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

 ▲1.3 0.0 ▲0.5 7.2 10.1

 7.1 13.6 11.1 5.4 16.2

 21.1 12.1 0.0 7.2 11.6

 ▲4.9 2.6 2.9 10.3 10.3

 ▲15.2 5.6 18.6 15.8 2.6

 ▲18.8 ▲10.3 ▲21.8 ▲4.4 10.3

 ▲2.0 ▲9.8 2.1 11.7 9.6

世田谷 区

東京23区

全 国

 ▲1.3 0.0 ▲0.5 7.2 10.1

 ▲8.0 ▲5.5 ▲8.5 ▲2.9 0.3

 ▲23.2 ▲14.3 ▲14.8 ▲14.4 ▲9.3

DI値

DI値

業況
売上額
資金繰り
仕入単価
在庫数量
従業員
営業時間
借入難度
採算

全体
製造業
建設業
不動産業
卸売業
小売業
サービス業

世田谷区
東京 23 区
全国

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月

平成29年
10-12月

平成30年
1-3月（見通し）

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月

平成29年
10-12月

平成30年
1-3月（見通し）

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月

平成29年
10-12月

平成30年
1-3月（見通し）

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月

平成29年
10-12月

平成30年
1-3月（見通し）

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月

平成29年
10-12月

平成30年
1-3月（見通し）
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下北沢生まれの
木樽ジョッキ
今回ご紹介するニューパワーは下北沢で生まれた話題の製品「木樽ジョッキ（キダルジョッキ）」。

マンガや物語で海賊達がお酒を飲むのに使っている、あの木製の樽のジョッキを見事に

市販用に再現したもの。実はそれまで日常的に使う製品としては存在していませんでした。

このジョッキを作ったのは下北沢でバー「URAKITA（ウラキタ）」を営む、愛鷹製作所の代表

取締役社長 上石大介さん。「ジョッキは全国どこの飲食店も同じような既製品を使っています。

楽しい時間を演出するジョッキ、そこにはもっと個性を出し

たい」という思いで開発に着手。素材は九州の杉を選定し

木組み。飲み口部分はおいしさがダイレクトに伝わるよう

厚みや角度を工夫、その他にも様々な試行錯誤を重ね毎日

使うジョッキとしての使いやすさと耐久性を獲得。下北沢で

一品一品、手作業で丁寧に作っています。

「バイキング（海賊）がいた北欧での販売なども視野に入れ

て、事業を拡大していきたいですね！」と上石さんは抱負を

語ります。個性的な人が集まるシモキタでの「乾杯！」を、

他のどこにもない木樽ジョッキが素敵に演出しています。

世田谷区獣医師会は公益社団法人東京都獣

医師会の一員として発足。世田谷区および関

係機関との連携をはかり、世田谷地区の皆様

へより質の高い動物医療を提供し、様々な公

益事業を通して、人と動物の心豊かなコミュニ

ティ作りを支援しています。世田谷区内の約60

の動物病院の獣医師が会員となっています。

具体的な活動としては、狂犬病予防注射、猫の

避妊・去勢の助成事業、学校飼育動物支援と

多彩です。毎年秋には、砧公園ねむのき広場で

「世田谷区動物フェスティバル」を開催。子どもたち

に動物と触れ合う機会を提供し、動物を大切に

することを通して、小さな頃から豊かな情操を育

むことを目的に実施しています。「こどもふれあい動物教室」や「あおぞら相談室」

などのブースの他に、ステージイベントも盛りだくさん。毎回大盛況となっています。

世田谷にお住いの方はペットに対する意識が高いといいますが、災害時のペット

との同行避難を実現するための環境整備など、解決しなければならない課題も

あります。今後も、人と動物のよりよい共生社会の構築に努めていきます。

S E T A G AYA

N E W
P O W E R !

華やかさと優しさが
彩るまち  桜新町

W O R K I N G  i n

S E T A G AYA
地元のお客様に
選ばれる名店

ペットと人の快適な
生活環境の構築を目指して

プラチノ 上町本店
世田谷1-23-6 エクセル世田谷 1階
TEL：03-3439-2791
http://www.platino.jp

株式会社愛鷹製作所
代沢5-33-3 ポート代沢C201 
TEL：03-6338-9222
http://urakita.info

世田谷を熱くする
人・モノ・技術のご紹介

世田谷区の産業を
力強く支援

代表取締役 オーナーシェフ　
田勢克也さん

代表取締役社長 上石大介さん

世田谷区獣医師会
（東京都獣医師会世田谷支部）
代沢1-29-30
TEL:03-3411-3870
http://setagaya.vets.tokyo

支部長 廣嶋実さん

公益財団法人世田谷区産業振興公社
TEL:03-3411-6602　FAX:03-3412-2340

http://www.setagaya-icl.or.jp

東京商工会議所世田谷支部
TEL:03-3413-1461　FAX:03-3413-1465

http://www.tokyo-cci.or.jp/setagaya

世田谷区産業政策部
TEL:03-3411-6653　FAX:03-3411-6635

http://www.city.setagaya.lg.jp

東急田園都市線の桜新町駅周辺は、
春になると桜が一斉に咲き、町全体が
薄いピンク色に包まれます。毎年４月
中旬には「さくらまつり」が開催され、
見頃の八重桜と楽しい催しを目的に、
多くの方で賑わいます。

店内にアニメサザエさんの歴史を散り
ばめ、いつでもサザエさんの過去を観
覧できるように展示しているカフェ。
「サザエさん焼き」などオリジナルの
メニューも人気です。

さまざまなまち歩き
を楽しむモデルコー
スなど区内の身近な
魅力満載のアプリ
「世田谷ぷらっと」を
ぜひダウンロード（無
料）してください！

製作には全工程で１ヶ月半かかる

世田谷らしい魅力があり、地域と商店街を元気にしている個店

を表彰する「キラリ輝く個店グランプリ」。第2回目となる今年度、

物販・サービス部門のグランプリに輝いたのは、上町のボロ市

通りに本店を構えるケーキショップ「プラチノ」。一番人気のお菓子はフランスの伝統的な

ケーキ「アンジュ」。独特の食感と滑らかさを持つチーズムースで、お客様のおよそ1/3が

ご購入するといいます。「アンジュは3～4個の材料で簡単に作れるお菓子です。

シンプルなケーキをいかに美味しく作れるか、

創業当初からずっとそこにこだわっています」

とオーナーシェフの田勢克也さんは語ります。

与えられた素材のクセを見つけ、その素材を

活かした最適な調理法で仕上げる。そんな

田勢さんの確かな“腕”が、プラチノのお菓子

一つひとつに息づいています。

店舗スタッフの方はご利用されるお客様の

好みをしっかりと把握し、お客様に対応した

ご提案も行うといいます。これぞ地域密着！

おいしくて、しかも自分の好みを知っている

ケーキ屋さん。ファンが多いのもうなずけます。ショーケースいっぱいのお菓子も夕方にはなくなってしまう

今年度で第36回目となった世田谷区動物フェスティバル

世田谷区から
誕生した

話題の製品をご紹介

Lien de SAZAESAN（リアン・ドゥ・サザエさん）
　 桜新町1-8-9 Sakura House101       03-5799-6781
　 営業時間：10:30～19:00（ラストオーダー18:00） 定休日：月曜 ※祝日の場合はその翌日

洋菓子ヴィヨン 　 桜新町2-8-4　　03-3427-2555
　 営業時間：9:30～20:00 不定休
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『サザエさん』の作者である長谷川町子氏が描き続けてきた漫画
の原画や、収集した美術品を展示。『いじわるばあさん』『エプロン
おばさん』など、懐かしの漫画にも出会える美術館です。

1965年の創業以来変わらない味を作り続け、全国からファンが買
い求めるバウムクーヘンは、昔も今も変わらず一つ一つが手作り。
ドイツ菓子としての伝統を守り、驚くほどしっとりとした口当たり。
隠し味には、ほんのり香るジャマイカ
のラム酒が、大人の味を演出していま
す。2017年DLGコンテスト（食品品
質競技会）金賞受賞。

「木樽ジョッキ」はURAKITA工房/株式会社愛鷹製作所の
登録商標です。

長谷川町子美術館　　桜新町1-30-6　　03-3701- 8766 　 開館時間：火～日曜・祝日10:00～17:30（入館締切17時）
休館日：月曜、4/9（月）～4/20（金）、5/1（火）    入館料：一般600円、大高生500円、中小生400円

長谷川町子美術館

有効期限：平成30.6.24まで
※2名様まで対象 ※コピー不可

100円引クーポン
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