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誰もが簡単にクリエイターになれる

廃校になった中学校の校舎を活用した複合施設として、

2004年に誕生した「IID 世田谷ものづくり学校」。教室の

ほとんどは、様々な分野のものづくり事業者がオフィスと

して活用しています。今回ご紹介するデジタルステージも

そのひとつです。

デジタルステージは1998年の創立以来、「すべての人を

クリエイターにする」を企業フィロソフィーに掲げ、だれも

が気軽にクリエイティブを楽しめるソフトウェア、クラウド

サービスの企画・開発・販売を手掛けています。主力製品

は、誰でも簡単にWe bサイトが作れる「B i N D  f o r  

WebLiFE*」と、自分で撮った写真で映画のような映像が

作れる「PhotoCinema」。製品性は高く評価されており、

いずれもグッドデザイン賞を受賞しています。※

「自分で作ったもので人が笑顔になり楽しんでくれる。

そんなものづくりの喜びを知っていただきたいという思い

から製品を作っています」と代表取締役の熊崎隆人さん

は語ります。 
※「PhotoCinema」は前身の製品である「LiFE* with PhotoCinema」として受賞

一番大切なものはチームワーク

世田谷区の企業として、「IID GREEN DAY」や「世田谷

カレーパン祭り」といったイベントの際は、IID 世田谷も

のづくり学校にご来場いただいたお子さんを対象とした

映像制作のワークショップを開催するなど地域貢献活動

も活発に行っています。また、子育て支援計画を策定し

女性社員が安心して出産・復職できる環境も整備。「一番

大切にしているものは何よりもチームワーク。風通しよく

意見をぶつけ合える環境をいかに構築できるか、これが

企業の成長にとってとても重要です。社内はもちろん、

地域社会やユーザー様との関係においても同様です。」

これからの事業展開としては、シンガポールの子会社を

拠点にしたグローバル展開と、人工知能の活用により

簡単な質問に答えるだけでコンテンツが自動的に生成

されるWeb開発ツールの発売などが予定されており、さら

なる飛躍が期待されます。

IID 世田谷ものづくり学校にはデジタルステー

ジをはじめユニークなクリエイターたちが集ま

り、互いに刺激し合い、新しい試みに挑戦して

います。世田谷から世界へ！中学校だったこの

場所が、世界を動かす日がくるかもしれません。

株式会社デジタルステージ
池尻2-4-5 IID 119 
E-mail:contact@digitalstage.jp
http://www.digitalstage.jp

「世田谷区産業ビジョン懇話会」提言書を区長に提出しました
エンジニアリングアドバイザーの派遣費用の一部を区が補助します
簿記2級講習会（全22回）のご案内
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代表取締役 熊崎隆人さん

IID 世田谷ものづくり学校は2004年に閉校となった旧池尻中学校舎を再生活用

学校の教室の雰囲気が残るオフィス

作り手が求めるサイトを自動生成する「AiDジェネレーター」
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世田谷区商業課　TEL:03-3411-6653お問合せ

世田谷保健所健康企画課　TEL:03-5432-2433お問合せ

世田谷区商業課　TEL:03-3411-6644お問合せ

展示会等への出展経費の一部を助成します
区では、区内の中小企業者が販路拡大等のために自社の製品・技術
を紹介することを目的として、国内で開催されるフェア、見本市、
展示会等に出展する際の経費（出展料）の一部助成を行っています。
※補助対象者、補助金額等の詳細については、区のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

健康増進と経営は関係あると思いますか？
健康経営は攻めの健康投資！
世田谷保健所で昨夏実施した、健康増進に関する調査では、健康
増進と経営が関係あると回答した事業所は98社（94.2％）で
した。こうした事業所の、健康経営を進めるにあたっての要望は、
「効率よく取り組める健康情報を知りたい」43.3％、「従業員の体
調（メンタル含む）不良時の相談先を知りたい」22.1％、「健康増進
で業績アップした事例を知りたい」17.3％の順でした。また、健康
経営の第一歩である、業種別の健診実施状況はグラフの通りでし
た。今や健診には、従業員が「病気にならないため」だけでなく、
事業所の「生産性を落とさない」という視点も含まれます。健診の
受け方については、29年度版リーフレット「健康経営をはじめま
しょう」を配布しますので、お問い合わせください。

「世田谷区産業ビジョン懇話会」
提言書を区長に提出しました

区では、平成30年度からの新たな世田谷区産業ビジョンの策定に
向けて、昨年7月より、学識経験者や区内産業団体代表等から
構成された「世田谷区産業ビジョン懇話会」を設置し検討を進めて
まいりました。
懇話会では、全4回にわたり世田谷区の産業や生活に係る現状や
課題、将来像、今後のありたい姿に向けて議論し、新たな産業ビ
ジョンのテーマを「区民・産業がつくる 世田谷の新たな価値と豊
かさ」として、提言書をまとめ、4月26日に保坂区長に提出しまし
た。今後、区では、この提言等を踏まえ、新たな産業ビジョンおよび
産業振興計画を策定してまいります。
≪提言の項目≫
1.世田谷区の産業及び生活に係る現状認識について
2.将来の世田谷区の産業や生活等のあり方と課題意識について
3.区民生活、産業、成熟都市せたがやとして望ましいこと
4.ありたい姿の実現に向けて必要なこと（施策提言等）
5.新たな産業ビジョンのテーマについて
6.資料

世田谷区ビジネスマッチングイベント出展支援事業補助金 検索

エンジニアリングアドバイザーの
派遣費用の一部を区が補助します

都産技研と世田谷区がタイアップ！
東京都立産業技術研究センターが実施するエンジニアリングアド
バイザー派遣を利用した区内中小企業者の方に、利用料金の3分の
2の額を、1社につき3回を限度に補助します。
◉エンジニアリングアドバイザー派遣…高度な専門知識や経験を有する専門家が
工場や事業所を訪問し、現場が抱える課題の相談に応える実地技術支援制度

◉支援分野…電気・機械・金属・化学・放射線・生産管理・ISO・ファッション・デ
ザイン・騒音振動・燃料・電池・環境・商品評価・特許・プラント設計・その他

◉補助対象企業…世田谷区内で事業を営む中小企業者の方で、同一内容で
他の助成金等を受けていないこと

◉補助申請期間…平成30年3月16日（金）まで
   ※お申込みの状況により、年度途中で受付を終了する場合があります。

◉補助金額…事業の利用料金は1回11,500円。区はその利用料金の3分の2の
額を補助します。（100円未満切捨て）

世田谷区工業・雇用促進課　TEL：03-3411-6662お問合せ

利用回数
1回
2回
3回

利用料金
11,500円
23,000円
34,500円

補助額
7,600円
15,300円
23,000円

事業者負担額
3,900円
7,700円
11,500円

若手人材の採用と定着を応援します！
区では、東京商工会議所世田谷支部、（公財）世田谷区産業
振興公社、ハローワークと連携して、区内企業の採用促進事業を実施
しています。この事業は、区内企業へ就職を希望する若年求職者を
対象に、就職対策研修、合同面接会、職場見学および職場実習を通
して理解を深めていただき、求職者を参加企業の皆様にご紹介する
事業です。また、秋以降に若手社員および若手社員を指導する立場
にある社員の方を対象とした、若手社員の定着促進事業を実施
予定です。若手人材の採用・定着に意欲のある企業の皆様は、この
機会にぜひご参加ください。
◉参加企業の条件…区内に本社・本店または事業所を持つ企業で、区の定める
基準を遵守する中小企業

簿記2級講習会（全22回）のご案内
簿記3級合格者および同等の知識をお持ちの方を対象に、2級合格
（目標：平成29年11月19日実施の第147回検定試験）を目指す
「簿記2級講習会」を開催します。
◉日程…平成29年8月21日（月）～11月2日（木）（全22回）
　　※詳細については、お問合わせください。

◉時間…いずれも18：30～21：00
◉会場…世田谷産業プラザ3階大会議室（太子堂2-16-7）
◉定員…60名（先着順）
◉受講料…28,800円（1名様／テキスト代・税込）
◉共催…公益財団法人世田谷区産業振興公社

世田谷区内企業・若年者マッチング事業事務局　
TEL：03‐6734‐1303　E-mail：pr.setagaya@pasona.co.jp
※本事業は（株）パソナが世田谷区からの委託を受け、実施しています。

お問合せ

東京商工会議所世田谷支部　TEL：03-3413-1461お問合せ

定期健康診断の実施（N=104）

製造業
建設業
不動産業
卸売業

小売業（飲食業含む）
サービス業（運送業含む）

その他

既に実施している

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

実施していない

世田谷区産業ビジョン懇話会提言 検索
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世田谷区産業表彰・男女共同参画先進事業者表彰の
対象事業者をご推薦ください　　
＜世田谷区産業表彰＞
区内産業の育成・振興に貢献された個人や団体を表彰します。
◉対象…勤務または経営する事業所が区内にあり、次のいずれかに
該当する個人または団体（③～⑤は個人のみ）
①区内産業の育成や振興の面で、地域社会に著しく貢献している②他の
事業者等と連携して区内産業の発展に著しく貢献している③卓越した技
能を有している④産業団体の役員を長く務めており、功績が顕著である
⑤区内中小企業に長く勤務しており、職務に精励し、成績優秀である

マル経融資のご案内
マル経融資をご利用ください！
マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）は小規模事業者の
方々の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
の推薦にもとづき融資される国（日本政策金融公庫）の融資制度です。
◉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29年5月17日現在）
※融資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におたずねください。

申込方法…所定の推薦書（各産業団体へ6月中旬に送付、区のホームページ
 くらしのガイド → 暮らし・手続き → 仕事・産業・就職 → 産業 からも
ダウンロード可）を下記へ郵送または持参してください。

世田谷区商業課　〒154-0004 太子堂2-16-7　
TEL：03-3411-6652　FAX：03-3411-6635

お問合せ

東京商工会議所世田谷支部　TEL：03-3413-1461お問合せ

「ビジネスマッチング交流会’17」において
世田谷のものづくりの技術・製品を紹介します
区では、7月14日（金）開催の「ビジネスマッチング交流会’17」におい
て、区内のものづくり関連事業所9社の製品や技術を一堂に展示・紹
介する「世田谷ものづくりブース」を設置します。このほか、区内外の
事業所60社の出展が予定されています。販路開拓や、商談、技術交流
の場にもなっており、入場も無料です。ぜひご来場ください。
◉日時：7月14日（金）1０:00～17:00
◉会場：新宿NSビル地下１階NSイベントホール

世田谷区商業課　TEL：03-3411-6653お問合せ

東京信用保証協会のご案内
当協会は、中小企業の皆様が金融機関から事業資金をお借り入れす
る際、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。
【ご利用のメリット】
◉無担保でのご利用が可能…保証付融資を受けられた方の9割以
上が、無担保でのご利用です。
◉ニーズに応じた資金調達が可能…協会独自制度のほか、世田谷
区・東京都の「制度融資」がご利用いただけます。短期資金から最
長20年の設備資金まで豊富なメニューをご用意しています。
◉経営支援メニューのご利用が可能…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、経営支援も行っています。

【主な保証制度】
①これから創業したい、創業して間もない方へ▶「創業保証」
②既存の保証付融資を一本化して、毎月の返済負担を軽減したい
▶「特別借換」
③資金ニーズに合わせてお借入、ご返済を希望される方へ
　▶「当座貸越根保証」
◉このほかにも経常の運転資金はもちろん、お客さまのニーズに合わ
せた多くの保証制度がございます。窓口でのご相談も承っております
ので、当協会渋谷支店までどうぞお気軽にお問い合わせください。

正規雇用促進奨励金のご案内
国のトライアル雇用から引き続き正規雇用された区内事業所を対象
に、奨励金を交付します。ご興味のある方は、ご案内をお送りします
ので、ご連絡ください。　　　　　　　　　　　　　　　　
（1）対象となる事業所…①区内事業所であること②国のトライアル
雇用から引き続き、対象労働者（区民以外でも可）を区内事業所、営
業所において常用雇用（期間の定めのない週20時間以上の雇用）
をしていること
※あらかじめ国のトライアル雇用（職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3か
月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけと
することを目的とした制度）の申請が必要です。※就業場所が世田谷区内に限ります。

（2）支給額…事業主に対し労働者1人につき12万円を支給します。
※正規雇用開始から3ヶ月経過後に事業所を訪問し、審査します。

（3）主な審査書類…雇用契約書、タイムカード、賃金台帳など
※申請書類の詳細につきましては、ご案内をご確認ください。

福利厚生はセラ・サービスにお任せください！
区内中小企業にお勤めの方（事業所・個人いずれも入会可）に各種
福利厚生サービスをご提供しています（入会金：500円/月会費：
600円）。宿泊補助（１泊4,000円）、グルメ店利用補助（1食1,000
円）、ゴルフ場利用補助（１回3,000円）、慶弔等給付金ほか
どうぞお気軽にお問い合わせください。

東京信用保証協会 渋谷支店　TEL：03-5468-0135お問合せ

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）
太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ2階　TEL：03-3411-6604

お問合せ

公益財団法人世田谷区産業振興公社 セラ・サービス
太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ４階　TEL 03-3411-6655

お申込み・お問合せ

世田谷区人権・男女共同参画担当課　〒154-8504 世田谷4-21-27
TEL：03-5432-2259　FAX：03-5432-3005

お問合せ

＜世田谷区男女共同参画先進事業者表彰＞
仕事と子育てや介護などの家庭生活との両立支援や、女性の能力
活用などに積極的に取り組む事業者を表彰します。
◉対象…区内に事業所がある従業員数が概ね300人以下で、次の
いずれかに該当する会社その他の団体
①従業員の仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組んでいる
②女性の能力活用や管理職への登用などに積極的に取り組んでいる
③男女がともに働きやすい職場環境の整備を推進している

申込みは7月14日（金）必着　表彰式は10月21日（土）開催予定

申込みは7月11日（火）必着　表彰式は10月21日（土）開催予定

申込方法…所定の申請書（人権・男女共同参画担当課にあり、区のホーム
ページ  くらしのガイド → 暮らし・手続き → 男女共同参画 → お知らせ 
からもダウンロード可）を、下記へ郵送・ファクシミリまたは持参してください。

セラ・サービス 検索
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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=

1.3

世田谷区における中小企業の景況

1位「従業員の確保難」34.1％（前期比＋5.6ポイント）は4期連続の1位となり、回答率も30％を超えた。2位「人件費の増加」26.9％（同＋7.8ポイント）は前
回順位6位から上昇した。3位「購買ニーズの変化への対応」25.1％（同＋3.1ポイント）は前回順位と同じ。4位「新規参入者の進出や同業者の増加」23.2％
（同＋0.9ポイント）は前回順位2位から下降した。5位「需要の停滞」18.7％（同▲2.6ポイント）は前回順位と同じ。6位「仕入単価、下請単価の上昇」17.9％
（同▲4.1ポイント）は前回順位3位から下降した。7位「人件費以外の経費の増加」16.5％（同＋2.1ポイント）は前回順位8位より上昇。10位「生産設備
の不足・老朽化」10.1％（同＋3.9ポイント）は前回順位14位から上昇、12位「取引条件の悪化」6.7％（同＋0.4ポイント）も前回順位14位から上昇した。

第59回調査実施概要
1.調査時期：平成29年4月1日～4月12日 2 .対象期間：平成29年1月～平成29年3月期、および平成29年4月～平成29年6月期見通し 3.調査対象：
支部会員中小企業（2,859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375社（回収率13.1％）製造業…42社・不動産業…
41社・小売業（飲食業含む）…69社・建設業…76社・卸売業…46社・サービス業…101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1月－3月期実績）の業況DIは、▲1.3ポイントで、前期から▲4.1ポイント悪化し、平成28年1月－3月期以

来1年（4期）ぶりに悪化となった。来期の業況見通しDIは、5.6ポイントと、前回調査から5ポイント改善する見通し。業 況

今期は、営業時間1.6（前期比＋3.2）、借入難度1.3（同＋0.7）の2指標でポイントが増加し、売上額▲1.9（同▲8.4）、従業員

▲1.3（同▲2.2）など6指標で減少した。来期見通しは、従業員8.8（当期比＋10.1）など5指標のポイントが増加し、プラス

に転じると見込まれるが、仕入単価15.7（同▲3.7）など2指標でマイナスが見込まれる。

好転
17.1％

悪化

回答なし1.9％

DI ▲1.3 =
好転17.1％ － 悪化18.4％

※前回調査（2.8）から

4.1ポイント悪化

18.4％

不変
62.6％

来期の見通し（今期との比較）

来期見通しDI=

5.6
好転
20.0％

悪化

回答なし4.5％

DI 5.6 =
好転20.0％ － 悪化14.4％

※前回調査（0.6）から

5ポイント改善

14.4％

不変
61.1％

主な
指標別の
傾向

DI値

平成28年
4-6月

平成28年
7-9月

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月（見通し）

業種別
の動向

「世田谷区」（▲1.3ポイント、前期比▲4.2）は１年ぶりに悪化した。「東京２３区」（▲8.0ポイント、同＋3.7）は２期連続

で改善。「全国」（▲23.2ポイント、同＋1.0）は３期ぶりに改善。来期は、「世田谷区」（5.6ポイント、当期比＋6.9）、「東京

２３区」、「全国」で改善する見通し。

今期の業種別DIは、「建設業」21.1（前期比＋17.6）、「サービス業」▲2.0（同＋6.0）の２業種で改善が見られた。「卸

売業」▲15.2（前期比▲48.6）と大幅に悪化し、「小売業」▲18.8（同▲14.6）など4業種が悪化した。来期は、「不動産

業」14.6（当期比＋19.5）など4業種が改善する見通し。

東京都・
全国との
比較

順位

 1 従業員の確保難 128 34.1％ － 1

 2 人件費の増加 101 26.9% ↑ 6

 3 購買ニーズの変化への対応 94 25.1％ － 3

 4 新規参入者の進出や同業者の増加 87 23.2％ ↓ 2

 5 需要の停滞 70 18.7％ － 5

 6 仕入単価、下請単価の上昇 67 17.9％ ↓ 3

 7 人件費以外の経費の増加 62 16.5％ ↑ 8

 8 大企業（大型店）進出による競争激化 54 14.4％ ↓ 7

 9 販売単価、製品単価、請負単価の低下・上昇難 47 12.5％ － 9

 10 生産設備の不足・老朽化 38 10.1％ ↑ 14

 11 店舗・倉庫の狭隘・老朽化 33 8.8％ ↓ 10

 12 購買力の他地域への流出 25 6.7％ ↓ 11

 12 取引条件の悪化 25 6.7％ ↑ 14

 14 事業資金の借入難 17 4.5％ ↓ 12

 14 その他 17 4.5％ ↓ 12

 16 在庫の過剰 15 4.0％ － 16

 17 在庫の不足 6 1.6％ ↑ 18

 17 代金回収の悪化 6 1.6％ － 17

 19 金利負担の増加 5 1.3％ － 19

 20 生産設備の過剰 1 0.3％ － 20

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 ▲1.3 0.3 ▲1.9 0.5 ▲2.4 19.5 ▲2.4 ▲1.3 1.6 1.3 ▲ 5.3
製造業 7.1 7.1 2.4 4.8 ▲2.4 21.4 2.4 ▲7.1 0.0 7.1 7.1
建設業 21.1 19.7 19.7 17.1 10.5 19.7 ▲6.6 ▲1.3 5.3 17.1 13.2
不動産業 ▲4.9 4.9 ▲2.4 ▲4.9 4.9 24.4 ▲4.9 0.0 0.0 ▲4.9 ▲4.9 
卸売業 ▲15.2 ▲10.9 ▲10.9 4.3 ▲6.5 19.6 ▲4.3 10.9 ▲2.2 2.2 ▲10.9
小売業 ▲18.8 ▲17.4 ▲21.7 ▲15.9 ▲11.6 27.5 ▲1.4 ▲7.2 5.8 ▲5.8 ▲26.1
サービス業 ▲2.0 ▲2.0 ▲2.0 ▲2.0 ▲6.9 10.9 0.0 ▲1.0 ▲1.0 ▲5.9 ▲7.9

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  5.6  5.1 ▲0.8 15.7 3.2 8.8 ▲0.5 1.3 ▲4.8
製造業  2.4  2.4 4.8 16.7 ▲2.4 7.1 2.4 7.1 ▲4.8
建設業  9.2  11.8 5.3 18.4 ▲2.6 11.8 ▲1.3 13.2 5.3
不動産業  14.6  4.9 ▲9.8 12.2 7.3 4.9 0.0 0.0 ▲12.2
卸売業  2.2  ▲2.2 ▲6.5 19.6 6.5 17.4 ▲4.3 ▲4.3 ▲13.0
小売業  ▲2.9  2.9 ▲4.3 15.9 2.9 1.4 0.0 ▲2.9 ▲5.8
サービス業  7.9  5.9 1.0 12.9 6.9 9.9 0.0 ▲4.0 ▲5.0

※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

 ▲1.8 0.0 2.8 ▲1.3 5.6

 ▲3.4 ▲1.9 6.6 ▲1.9 5.1

 ▲4.5 ▲3.5 ▲1.9 ▲2.4 ▲0.8

 15.0 18.8 21.3 19.5 15.7

 ▲3.4 ▲1.9 ▲0.3 ▲2.4 3.2

 1.6 1.1 0.9 ▲1.3 8.8

 0.0 0.0 ▲1.6 1.6 ▲0.5

 ▲0.8 2.2 0.6 1.3 1.3

 ▲9.2 ▲3.3 ▲3.1 ▲5.3 ▲4.8

全 体

製 造 業

建 設 業

不動産業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

 ▲1.8 0.0 2.8 ▲1.3 5.6

 4.2 6.8 17.1 7.1 2.4

 ▲13.0 18.5 3.4 21.1 9.2

 9.3 ▲7.9 0.0 ▲4.9 14.6

 ▲13.5 ▲15.6 33.3 ▲15.2 2.2

 3.0 ▲20.0 ▲4.3 ▲18.8 ▲2.9

 ▲0.9 7.0 ▲8.0 ▲2.0 7.9

世田谷 区

東京23区

全 国

 ▲1.8 0.0 2.8 ▲1.3 5.6

 ▲10.3 ▲13.6 ▲11.7 ▲8.0 ▲3.7

 ▲22.2 ▲22.4 ▲24.2 ▲23.2 ▲18.6

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28年
4-6月

平成28年
7-9月

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月（見通し）

平成28年
4-6月

平成28年
7-9月

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月（見通し）

平成28年
4-6月

平成28年
7-9月

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月（見通し）

平成28年
4-6月

平成28年
7-9月

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月（見通し）

平成28年
4-6月

平成28年
7-9月

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月（見通し）
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身体がおいしいと感じる
無添加料理へのこだわり
2017年1月に三軒茶屋にオープンした「BLISS Dining（ブリスダイニング）」。店内は

レンガの壁が印象的で、広々とした空間が広がります。おすすめのメニューは肉や野菜を

みんなでシェアできる大皿の料理。大人数でワイワイと楽しめるお店となっています。

運営しているのは株式会社レインボーカンパニー。世田谷を中心に飲食店を8店舗展開

しています。代表取締役の松野倫さんのこだわりは、“無添加”。8店舗すべて食事は完全

無添加。厳選した安全な素材を使い、ソースやケチャップも自家製です。「化学調味料は

一切使いません。食材が持っているおいしさだけで

調理しています。本来、おいしいと感じるものは、身体

にとって必要な栄養素なんです。身体の栄養になる、

おいしいものだけを提供します！」

無添加にこだわりながらも、それを感じさせることの

ないカジュアルなお店の雰囲気。大学生から子ども

連れのファミリー、会社帰りの方など、幅広いお客様

で毎日賑わっています。身体が喜ぶ無添加という素敵な

おいしさを、三軒茶屋で味わってみてはいかがですか？

S E T A G AYA

N E W
P O W E R !

自然と文化を楽しむ
二子玉川・用賀

W O R K I N G  i n

S E T A G AYA
世田谷の女性の声から
生まれたコスメ

世田谷の緑化を
推進します

株式会社サルボ
桜新町1-12-12 カーサウワボビル2階
TEL：03-3428-1038
http://www.salvo.co.jp

ブリスダイニング
太子堂4-23-16 B1
TEL：03-6453-2267

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

産  業
バックアップ

営業部長兼統括マネージャー
髙津尚美さん

一般社団法人 
世田谷造園協力会
粕谷3-9-5
TEL：03-3307-0721
http://www.se-zoen.gr.jp

理事長 吉村長泰さん

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

四季折々の花や植物が彩る近隣住
民憩いの場。親子連れやお年寄り、犬
の散歩など、多くの方に親しまれてい
ます。車椅子利用者の目線に合わせ
た花壇もあり、バリアフリーも万全。

日本および東洋の古典籍・古美術品を収
蔵する文庫と美術館。豊かな緑に囲まれ、
都内とは思えないほど静かで心休まりま
す。敷地内にある岩崎家霊廟も必見！

世田谷造園協力会は、世田谷区の緑化環境保全事業の発展に寄与することを目的に、

約40年前に設立された歴史ある団体です。区内の造園業を営む法人36社の代表に

よって構成されており、2016年4月には一般社団法人として新たに発足しました。

主な活動内容は緑化の啓発活動で、区の様々なイベントに協賛しています。特に、毎回

出展している、馬事公苑前けやき広場で開催される「世田谷ガーデニングフェア」では

すっかり来場者のお馴染みに。ブースで行われる緑化相談やミニ庭園作成体験はいつも

大盛況となっています。

また、緑化を推進する団体としてできることはないだろうかと、被災地に対する支援にも

積極的。2014年には世田谷区による

南三陸町「東日本大震災」復興支援金

寄付に伴い、記念樹植樹と支援金の寄付

を実施。植樹された3本の桜の木は復興

のシンボルになっています。

暮らしに潤いと安らぎをもたらす緑、そし

て環境保全を実現する緑。世田谷造園協

力会は緑がいっぱいの世田谷を目指し

て、積極的な啓発活動をこれからも行っ

ていきます。

静嘉堂文庫美術館
 　 岡本2-23-1　　03-5777-8600（ハローダイヤル）
 　 10：00～16：30（入館は16：00）
　  休館日：月曜（祝日の場合は翌火曜休館）

鉄工所を改装した外観が目を惹きま
す。天井が高く広々とした空間に、
オーナー手作りのテーブルや椅子が
温かみを添える店内。幅広い年齢層
のお客様に親しまれています。

手頃な価格の日本酒やワインを豊富に揃える『マツモ
ト』が販売するうま口純米酒｢用賀の郷｣。淡麗辛口で
飲みやすく、スッキリした中に深みある芳醇な味わいが
楽しめます。

フラワーランド
　　瀬田5-30-1 　  03-3707-7881
　 （4月～9月）8:30～18:00・（10月～3月）8:30～17:00

松野倫さん

株式会社レインボーカンパニー
代表取締役

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！

世田谷区にできた
新しい店舗と

その経営者をご紹介

世田谷みやげにも指定されている「世田谷コスメ」

おすすめはボリューム満点の肉料理

CafeSoulTree　　鎌田3-2-15　　03-6411-7312
　 （月～木・日） 11:30～24:00
    （金・土・祝前日） 11:30～翌2:00

リカー＆ワイン マツモト
　 用賀4-11-1
　 03-3700-5556
　 10：30～22：30　定休日：火曜

世田谷ガーデニングフェアではイベントを通して緑化推進
をアピール

桜新町駅にオフィスを構える株式会社

サルボ。設立は2006年、化粧品や健康

食品の企画・開発・販売を行っています。

サルボから誕生したスキンケアブランドが

今話題になっているのをご存知ですか？

その名も「世田谷コスメ」。ブランドコンセプ

トは、「ユーザーの立場からスキンケアを

見つめ直し、ユーザーと一緒に製品を

作っていこう」。世田谷に住む女性を中心

に、お肌の悩みや使っている化粧品の不満

など、要望を細かくヒアリング。試作品を試用していただき、その使用感を製品へとフィード

バックし、改良に改良を重ねて商品が誕生しました。

ショッピングサイトの部門別売上で1位を獲得したり、口コミサイトで上位にランキングされる

など、市場からの評価も上々。世田谷コスメファンによる世田谷コスメアンバサダーという

コミュニティも生まれ、今まで以上にユーザーとのコミュニケーションが活性化しています。

使う人の気持ちがたくさんこもった世田谷コスメ。お買い求めは、世田谷コスメオフィシャル

サイト（http://setagayacosme.com）で。ドラッグストア、バラエティショップなどでもお取り

扱いしております。 
※お取り扱いの無い店舗もございます

静嘉堂文庫


