
おもてなしの心がうれしい
成城の名店

成城学園前駅からほど近い住宅街にひっそりと佇むフレ

ンチレストラン「デギスタシオン」。産地直送や旬のものな

ど素材にこだわった本格的なフレンチと、選りすぐりのフ

ランスワインが楽しめる名店です。「お店の基本は人（接

客）です」と語るオーナーシェフの小鮒博明さん。四世代

のファミリーや毎月来店する常連客も多いとか。その魅力

は提供するコースがすべてシェフ自慢のおまかせのメ

ニューであること。お客様のことを分かっているからこそで

きる技です。今回のグランプリ受賞については「お客様か

らの推薦で選ばれたのがうれしいですね。ミシュランより

うれしいかも」と笑顔で答えてくれました。

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選出し表彰する「第1回世田谷キラリ輝く個店

グランプリ」が開催されました。今回ご紹介するのは、150店舗の応募の中から見事「物販・サービス部門」と「飲食

部門」のグランプリの栄冠に輝いた2店舗。いずれも魅力いっぱいのキラリ輝く名店です。

世田谷の元気な産業が見えてくる
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デギスタシオン
成城2-37-11　TEL：03-3417-6280　
http://www.degustation.jp
営業時間…ランチ 11：30～15：00／ディナー 18：00～22：00　
定休日…火曜・第三水曜

楽しく試飲しながらお酒が選べる
地元の酒屋

駒沢大学駅前の交差点からちょっと入ったところにお店

を構える「桝屋酒店」。豊富な品揃えのワインや日本酒が

桧でできた棚にきれいに並んでいます。その奥には、目を

ひく大きなテーブル。お酒のおいしさを知ってもらおうと、

ワインや日本酒の試飲ができるようになっています。

「お客様とは友達感覚。試飲していただきながらいろんな

話をして盛り上がります。ここで知り合って結婚した

カップルもいます！」と語る社長の関實さん。お客様が

お友達を連れてくることも多いそうです。「地域密着という

よりたまり場ですね」。温かく楽しくて、もちろんお酒にも

詳しい、ふらりと寄りたくなる酒屋さんです。

桝屋酒店
駒沢2-1-13 
TEL：03-3421-3480
http://manaka-k.com/search/a15.html
営業時間…10：00～23：30　定休日…日曜

桝屋酒店

世田谷区平成29年度予算（案）について
平成29年10月から廃棄物処理手数料を改定します

「江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2017」出展者募集のご案内
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※グランプリの詳細は本紙「産業バックアップ」で、受賞店舗は「TOPICS＆NEWS」でご紹介しています。

飲食部門

桝屋酒店 代表取締役社長の関實さん（上）
オリジナルの専用ラックでワインや日本酒を陳列する桝屋酒店（下）

デギスタシオン オーナーシェフの小鮒博明さん（上）
落ち着いた雰囲気のデギスタシオンはパーティーの利用も多い（下）

特 集特 集特 集特 集

キラリ輝く個店
グランプリ

第1回世田谷

受賞店舗決定！

キラリ輝く個店
グランプリ

第1回世田谷

受賞店舗決定！

デギスタシオン
飲食部門
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世田谷区平成29年度予算（案）について
平成29年度予算は、基本計画の４年目を迎え、同計画で掲げる
重点政策を確実に展開し、参加と協働によるせたがやの推進を
図ります。そのため、子ども、高齢者、障害者や子育て世代をはじめ、
多世代の暮らしを支え、地域社会におけるつながりや、将来への
着実な基盤を引き継ぐための取り組みを一層進める「多世代を支え、
つなげる予算」として編成しました。

事業化チャレンジ道場にご応募ください
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。

◉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29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。

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、【公社】は公益財団法人世田谷区産業振興公社の事業を表しています。

●【新・公社】観光案内拠点の設置…4,631千円
●【新・公社】観光案内冊子外国語版の作成…4,735千円
●【新】世田谷区の魅力紹介プロモーションビデオ作成…3,240千円
●【新・公社】まちなか観光交流協会の活動促進…18,939千円
●【新・公社】（公財）産業振興公社の観光事業の推進体制強化
  …18,230千円
●産業ビジョン、産業振興計画の策定…7,180千円
●【新】地方版図柄入りナンバープレートＰＲ事業…957千円
●まちゼミ、まちバル事業…10,750千円
●プレミアム付区内共通商品券発行支援…142,627千円
●【公社】産業活性化アドバイザー派遣…8,700千円
●建設業人材確保・中小企業若年者就職及び定着支援事業
  …52,053千円
●【公社】三軒茶屋就労支援センターの運営…15,654千円
●【公社】ヤングワークせたがや…5,114千円
●【新】高齢者見守りネットワーク…1,196千円

世田谷区商業課　TEL：03-3411-6652　お問合せ

（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

外国人接客マニュアルをご活用ください
東京商工会議所世田谷支部は、区内の小売・飲食店等の方に積極的
に外国人のお客様を接客していただくことを目的とし、外国人接客マ
ニュアル「SETAGAYA SMILE SERVICE 
MANUAL」、ステッカー、英語・韓国語・中国
語の会話事例を掲載したクリアファイルの
３点セットを作成しました。明るくあたたか
い笑顔を“世田谷スマイル”として掲げ、笑顔
と心のこもったおもてなしを呼びかけていきます。
※接客マニュアルはHPよりダウンロードも可能です。

http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=93135
東京商工会議所世田谷支部　TEL:03-3413-1461お問合せ

第１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

区民の皆様からご応募いただきました150店の中から、「店舗
デザイン」「商品力」「接客」などの視点から審査を行い、グランプリを
はじめとする各賞を10店舗
が受賞されました。受賞店
舗は、どのお店も入りたくな
る工夫やイチオシ商品の魅
力があるのはもちろん、店主
の魅力あふれるお店ばかり
です。ぜひ一度お立ち寄り
ください。

世田谷区商店街連合会　TEL：03-3414-1432お問合せ

【第１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

デギスタシオン（フランス料理）
（成城2-37-11）

区 分

準グランプリ
世田谷区議会議長賞

パイ焼き茶房（喫茶）
（等々力2-18-1）

特別賞
世田谷区商店街連合会会長賞

さんぱち食堂（ビストロ）
（南烏山6-27-1宿屋ビル101）

特別賞
昭和信用金庫賞

二合半（ふぐ・季節料理）
（南烏山5-32-14）

特別賞
世田谷信用金庫賞

ヒポポタマス（ハンバーグ・シチュー）
（若林4-20-10）

「飲食部門」

受賞店舗

グランプリ
世田谷区長賞

桝屋酒店（酒屋）
（駒沢2-1-13）

区 分

準グランプリ
世田谷区議会議長賞

猶井小鳥店・AQUARIUM SHOP NAOI
（小鳥・金魚・熱帯魚）（用賀4-14-23）

特別賞
世田谷区商店街連合会会長賞

EDOYA（酒屋/イタリアワイン・世界のビール）
（祖師谷3-37-26）

特別賞
昭和信用金庫賞

めいく FUZIYA（化粧品）
（経堂1-19-5）

特別賞
世田谷信用金庫賞

千歳虎屋（和菓子）
（船橋1-9-22）

「物販・サービス部門」

なおい
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格差社会を生き抜くヒント
経営力向上セミナー（健康編）を実施しました
2月24日（金）、区内の中小企業で働く方の健康づくりを支援するた
めに、区や関係機関で設置した「世田谷区地域・職域連携推進連絡
会」主催による、経営力向上セミナー（健康編）を実施しました。格差
社会を生き抜くヒントについて、所得格差と健康格差の関係や、格
差に関わるヘルスリテラシーについて、順天堂大学医学部総合診療
科准教授 福田洋氏にご講演いただきました。
また、東京商工会議所から「健康経営に関する取組み」を、協会けん
ぽ東京支部より「健康企業宣言について」ご紹介いただき、セミナー
終了後には、連絡会メンバーによる相談及び事業紹介を行い、参加
者の方と交流を図りました。内容
に関心があるが参加できなかった
区内中小企業の方には、セミナー
で配布した資料の一部をご提供さ
せていただきます。健康経営のヒ
ントとしてご活用ください。どうぞ
お気軽にお問い合わせください。

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…1.16％（平成29年2月10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２９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。

東京商工会議所世田谷支部　TEL：03-3413-1461お申込み・お問合せ

世田谷区清掃・リサイクル部管理課　TEL：03-5432-2922

10㍑券（10枚） 690円 760円

20㍑券（10枚） 1,380円 1,520円

45㍑券（10枚） 3,100円 3,420円

70㍑券（  5枚） 2,415円 2,660円

種　類 現　行 改定後

お問合せ

世田谷区清掃・リサイクル部事業課　TEL：03-5432-2289お問合せ

東京商工会議所世田谷支部・世田谷トラック運送事業協同組合
TEL：03-5716-9028（世田谷トラック運送事業協同組合事務局）

お問合せ

平成29年10月から廃棄物処理手数料を改定します
23区では、10月より廃棄物処理業者への委託
料の上限額が、1kgあたり36.5円から40円にな
ります。これに伴い、事業系一般廃棄物を区の
収集に出している場合、ごみ処理券の額も改定
します（新しい券は10月1日より販売、現在の券
は10月31日まで使用可）。

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。

◉事業系リサイクルシステム
事業系の古紙、びん、缶を事業所まで回収に伺います。ごみ処理券よ
りも安価ですので、ご活用ください。

◉クリーンタウン世田谷
区内商店街の事業系一般廃棄物を夜間収集します。可燃・不燃ごみ、
びん・缶・古紙等をごみ袋よりも安価な専用ポリ袋でお出しください。

世田谷保健所健康企画課　TEL:03-5432-2433お問合せ

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）
　　※平日は予約制での相談も可

　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

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）

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％

1,250万円
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

2.2％

0.3％

2,000万円
以内

2,000万円
以内 （0.1％）

あっせん
限度額

「江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2017」
出展者募集のご案内
東京信用保証協会では、中小企業の皆さまへの経営支援の取り組
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。新たなビジ
ネスパートナーとの出会いの場として、また新技術や新商品の情報
発信の場として、ぜひご活用ください。募集要項の詳細につきまして
は、当協会ホームページをご覧ください。
◉日程：平成29年9月28日（木）　◉会場：東京国際フォーラム
◉申込期限：平成29年4月28日（金）事務局到着分まで　
※申込多数の場合、申込期限前でも受付を終了する場合がございますので、予めご了承ください。

東京信用保証協会 ビジネスフェア実行委員会事務局
 TEL：03-3272-2070

江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2017

お問合せ

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=

2.8

世田谷区における中小企業の景況

1位「従業員の確保難」28.5％（前期比▲0.4ポイント）と3期連続の1位となった。2位「新規参入者の進出や同業者の増加」22.3％（同+2.9ポイ
ント）が前回順位5位から上昇した。3位「購買ニーズの変化への対応」21.9％（同▲2.0ポイント）と前回順位2位から下降した。同率3位「仕入単
価、下請単価の上昇」21.9％（同+3.1ポイント）が前回順位7位から上昇した。5位「需要の停滞」21.3％（同+1.4ポイント）と前回順位4位から下
降した。6位「人件費の増加」19.1％（同+0.6ポイント）が前回順位8位から、7位「大企業（大型店）進出による競争激化」15.0％（同▲2.4ポイン
ト）も前回順位9位から上昇した。8位「人件費以外の経費の増加」14.4％（同▲7.4ポイント）は前回順位3位から8位に下降した。

第58回調査実施概要
1.調査時期：平成29年1月5日～1月16日 2.対象期間：平成28年10月～平成28年12月期、および平成29年1月～平成29年3月期見通し 3.調査対象：
支部会員中小企業（2,876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319社（回収率11.1％）製造業…35社・不動産業…
35社・小売業（飲食業含む）…70社・建設業…58社・卸売業…33社・サービス業…88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28年10月－12月期実績）の業況DIは、2.8ポイントで、前期から2.8ポイント改善し、3期連続の改善となった。

来期の業況見通しDIは、0.6ポイントと、前回調査から2.1ポイント悪化する見通し。業 況

今期は、売上額6.6（前期比＋8.5）など5指標でポイントが増加し、営業時間▲1.6（同▲1.6）など3指標が減少した。来期

見通しは、従業員6.6（当期比＋5.6）など2指標のポイントの増加が見込まれるが、仕入単価14 .1（同▲7.2）、在庫数

量▲2.5（同▲2.2）など4指標でマイナスが見込まれる。
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業種別
の動向

「世田谷区」（2.8ポイント、前期比＋2.8）は3期連続で改善。「東京23区」（▲11.7ポイント、同＋1.9）は2期ぶりに改善。

「全国」（▲24.2ポイント、同▲1.8）は2期連続悪化。来期は、「世田谷区」（＋0.6ポイント、当期比▲2.2）が悪化する見

通しで、「東京23区」、「全国」は改善する見通し。

今期の業種別DIは、「卸売業」33.3（前期比＋49.0）、「小売業」▲4.3（同＋15.7）、「製造業」17.1（同＋10.4）など4業

種で改善し、「建設業」3.4（前期比▲15.1）、「サービス業」▲8.0（同▲15.0）が悪化した。来期は、「不動産業」11.4（当期比

＋11.4）など2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 91 28.5％ － 1

 2 新規参入者の進出や同業者の増加 71 22.3% ↑ 5

 3 購買ニーズの変化への対応 70 21.9％ ↓ 2

 3 仕入単価、下請単価の上昇 70 21.9％ ↑ 7

 5 需要の停滞 68 21.3％ ↓ 4

 6 人件費の増加 61 19.1％ ↑ 8

 7 大企業（大型店）進出による競争激化 48 15.0％ ↑ 9

 8 人件費以外の経費の増加 46 14.4％ ↓ 3

 9 販売単価、製品単価、請負単価の低下・上昇難 39 12.2％ ↓ 6

 10 店舗・倉庫の狭隘・老朽化 27 8.5％ ↑ 11

 11 購買力の他地域への流出 23 7.2％ ↑ 15

 12 事業資金の借入難 22 6.9％ － 12

 12 その他 22 6.9％ ↑ 14

 14 生産設備の不足・老朽化 20 6.3％ ↓ 10

 14 取引条件の悪化 20 6.3％ ↓ 13

 16 在庫の過剰 14 4.4％ ↑ 17

 17 代金回収の悪化 8 2.5％ － 17

 18 在庫の不足 5 1.6％ ↑ 19

 19 金利負担の増加 3 0.9％ ↓ 16

 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 2.8 ▲2.2 6.6 0.0 ▲1.9 21.3 ▲0.3 0.9 ▲1.6 0.6 ▲3.1
製造業 17.1 11.4 20.0 20.0 2.9 22.9 ▲2.9 14.3 ▲2.9 8.6 2.9
建設業 3.4 10.3 12.1 8.6 3.4 22.4 ▲6.9 ▲1.7 ▲1.7 3.4 3.4
不動産業 0.0 2.9 2.9 2.9 ▲2.9 17.1 2.9 2.9 ▲2.9 0.0 ▲17.1
卸売業 33.3 24.2 36.4 27.3 12.1 24.2 12.1 ▲3.0 0.0 3.0 24.2
小売業 ▲4.3 ▲17.1 0.0 ▲10.0 ▲4.3 31.4 ▲2.9 0.0 ▲4.3 ▲4.3 ▲10.0
サービス業 ▲8.0 ▲15.9 ▲6.8 ▲17.0 ▲10.2 12.5 1.1 ▲1.1 1.1 ▲1.1 ▲9.1

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  0.6  2.5 ▲1.9 14.1 ▲2.5 6.6 ▲1.6 1.3 ▲3.8
製造業  ▲2.9  5.7 0.0 17.1 ▲2.9 2.9 ▲2.9 2.9 ▲2.9
建設業  1.7  6.9 ▲3.4 17.2 ▲5.2 8.6 ▲3.4 3.4 ▲1.7
不動産業  11.4  11.4 17.1 14.3 0.0 8.6 2.9 0.0 2.9
卸売業  15.2  12.1 ▲3.0 12.1 0.0 6.1 ▲9.1 3.0 15.2
小売業  0.0  2.9 ▲5.7 17.1 ▲8.6 2.9 1.4 1.4 0.0
サービス業  ▲8.0  ▲9.1 ▲5.7 9.1 2.3 9.1 ▲1.1 ▲1.1 ▲18.2

※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）
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〈発　行〉

自由な発想を育む街「下北沢」発信の
フリフリ系ファッション
2013年に下北沢に出店し5年目を迎える「リフルシャッフル」。

10代～20代の女性をターゲットにフリルのついたかわいら

しい洋服を製造・販売しています。「私たちは『下北沢発信の

フリフリ系ファッション』と呼んでいます。コンセプトは手軽

に様々な組み合わせを楽しんでいただくこと。価格もリーズナ

ブルでラインナップも多彩です」と店長の伊藤江里奈さんは

語ります。また、イラストを1本の糸で線画のように縫製する

『イラスト縫い』というサービスを始めました。コースターや

ランチョンマットなどいろいろなグッズへの展開が可能で、

こちらのサービスは、お子さんからお年寄りまで幅広いお客

様を対象にしています。

「下北沢には自由を大切にする文化があります。自分たちの

やりたいことを自由にやるにはこの下北沢があっていますね」

型にはまらない自由な発想が下北沢から生まれ、世田谷を

活気づけています。

S E T A G AYA

N E W
P O W E R !

春爛漫、桜咲き誇る
上北沢・八幡山を歩く

W O R K I N G  i n

S E T A G AYA
高い技術力を活かして
自社製品を開発

地元商店街の活性化を図り
区民の生活を支えます

世田谷区商店街連合会
太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ 2階
TEL：03-3414-1432
http://www.ukiuki-setagaya.com

株式会社橘光学
本社：弦巻2-8-15
TEL:03-3427-8741
工場：駒沢2-41-2
TEL:03-3422-1630
http://www.tachibanakougaku.com

リフルシャッフル
代田6-1-18 103
TEL：03-5453-8288
http://l ifulu.shop-pro.jp

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

代表取締役　橘康雄さん

世田谷区商店街連合会の
人気キャラクター「が～やん」

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:03-3411-6652　FAX:03-3411-6635

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

上北沢駅南口、目の前に広がる見事な桜並木。昭和初期に植えら
れた桜が約200メートルにわたって、アーチのように道を覆い尽く
します。彩る街並み、舞う花びら。まさに絶景です。

一歩道を入ると、キリスト教伝道や社会福祉事業、協同組合活動な
どに生涯をささげた賀川豊彦の資料館。助け合いの精神と行動を
貫いたその人生に思いを馳せてみては。

世田谷区商店街連合会とは、世田谷区内の商店街と連携して様々な事業を行い、区民の

皆様と共に住みよい街を作り地域社会の発展を目指そうという団体です。現在、101の

商店街が加盟し（うち商店街振興組合が43）、約8,000の小売商店・サービス業・その他

事業者が会員になっている都内最大級の商店街連合会です。

新たな取り組みとして注目を集めているのが、本紙の特集でも取り上げている「世田谷

キラリ輝く個店グランプリ」です。区民の皆様から、区内のお気に入りの個店を推薦いた

だき、それを中小企業診断士や商店街関係者などからなる審査会が「店舗デザイン」

「商品力」「接客」などの視点で検討しグランプリを決めるというもの。審査員が身分を

明かさずに実際に店舗を訪問するなど、厳正

なる審査を実施。第1回目となる今回は、150

店舗の応募があり、1月にグランプリ店が発表

されました。「世田谷キラリ輝く個店グランプリ」

は区民の皆様からの反響も多く、ノミネート

された店舗からも励みになると大変好評で、

これからも規模を拡大して進めていくとの

こと。世田谷区商店街連合会では今後も各種

取り組みを通して、個店の商店街への加入を

促進し、様々な角度から商店街のサポートを

行っていきます。

世田谷みやげに指定された「世田谷コースター 鷺草」（手前）

石英ガラスに彫刻を施した記念品

商店街の活性化に向けて多彩な活動をされている世田谷
区商店街連合会事務局の皆さん

話題のフリフリ系ファッション（上）
新しく始まったイラスト縫い（下）

駒沢に工場を構え世田谷で事業展開を行っている橘光学。

創業は1961年。検査装置や測定機、医療機器に使われるレンズの加工を行っています。

特にシリンドリカルレンズと呼ばれるかまぼこ型のレンズや円すい型のレンズなど、加工

が難しいと言われる特殊レンズの加工を得意としています。

この技術の高さを一般のお客様にも提供できないかと試行錯誤を繰り返し、ギフト・記念品

の製作が始まりました。細かく彫ることのできるレーザー彫刻機の特性を活かし、ガラスに

写真やオリジナルのデザインを彫刻。今までになかったガラスの名刺を作ることに成功しま

した。その他にも、木やコルクに彫刻を施した記念品など、多彩なオリジナルグッズを展開。

世田谷区の花「鷺草」を彫刻したコー

スターは、世田谷みやげにも指定され

ています。「一般のお客様向けの製品

を開発しましたが、当社のメインの事

業はレンズ加工です。特徴である技

術力を今後もさらに伸ばして、自社製

品同様にどんどん事業拡大を図って

いきたいです」と語る代表取締役の

橘康雄さん。世田谷のものづくりは、

いつも元気です。

　上北沢3丁目

賀川豊彦記念松沢資料館　　上北沢3-8-19　　03-3302-2855
　開館：火～土曜 10：00～16：30　
　一般300円/小・中・高校生、障害者、65歳以上200円

桜並木を入ってすぐのパティスリー
ミヤハラ。パティシエが丁寧に一つ
ひとつ仕上げたスイーツはどれも
魅力的で目移りしてしまう。おしゃれ
な空間でぜいたくなひとときを。

ちょっと足を延ばして隣駅・八幡山の好月堂へ。ふんわり焼き上
げた素朴な味のブッセに、チーズバタークリームと杏ジャムが
マッチした人気の「ママン」は開店当時の味わいそのままです。

パティスリーミヤハラ　　上北沢3-32-14 Rビル 1階　　
　  03-3304-1538　　10:00～19:00 定休日：火曜

好月堂　　八幡山3-35-24　　03-3303-5316
　　　　　9：30～20：00　定休日：火曜

伊藤江里奈さん
店長

※店舗は予約があった日のみオープン

さぎそう

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！

世田谷区の企業の
新しい経営者の
活躍をご紹介


