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■U35新宿ビジネスプランコンテスト  

 ファイナルイベント －JUMP UP !! －  

 オンライン限定配信 視聴申込み受付中！！  

 

最終審査に進出した 6名のファイナリストによるプレゼンテーションを実施します。 

審査、受賞者発表までの様子を新宿区公式 YouTubeチャンネルにて限定配信します。 

 

【公開日時】令和３年２月３日（水）午後５時以降視聴可 

【視聴方法】お申込み後、YouTube視聴用の URLをお送りします。 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.shinjuku-sda.com/event 

 

■参加費無料！「新宿“オンライン”ビジネス交流会」参加者募集中 

 

新宿区と東京商工会議所新宿支部が共催し、「コロナ禍前後の経営や働き方」を 

テーマとしたオンライン交流会を開催します。 

参加には、クラウドミーティングアプリ「Zoom」の利用が必要となります。 

 

【日時】令和３年２月２５日（木）午後２時～午後４時 

【対象】中小企業者・個人事業主 ３０名 

【内容】ガイダンス：交流会の説明など（５分） 

    第一部：全参加者交流（３０分）…全参加者 1分程度の自己紹介 

    第二部：グループ交流（２０分×３回）…６名程度のグループで３回実施 

【費用】無料 

 

申込や注意事項など詳細はこちら↓ 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002139_00001_online01.html 

 

■販路開拓支援セミナー「Withコロナ時代でも実践できる新規顧客開拓の手法」 

 オンライン限定配信 視聴申込み受付中！ 

 

中小企業者の販路開拓支援及び商談力向上を図るため、新型コロナ感染拡大の状況も 

踏まえた新規顧客開拓の手法を学べるオンラインセミナーを実施します。 

YouTubeを利用してセミナーの動画（約６０分）を配信します。 

 

【公開日時】令和３年２月２６日（金）まで 

【視聴方法】お申込み後、YouTube視聴用の URLをお送りします。 

 



詳細はこちら↓ 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002218_020115.html 

 

■新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援について 

 

今般の新型コロナウイルス感染症の流行により事業活動に影響を受けるまたは、 

その恐れがある中小企業者への支援情報については、随時こちらでご案内していきます。 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00005.html 

 

■事業者向け行政書士無料相談会のご案内 

 

東京都行政書士会新宿支部の行政書士が、事業者向けの補助金申請支援、 

経営計画策定支援、事業承継支援などの相談を無料でお受けします。 

お気軽にご相談ください。 

 

【日時】毎月第３水曜日  

     午後１時から午後４時（１事業者につき１時間、事前予約制） 

【会場】BIZ新宿３階研修室 C（西新宿 6-8-2） 

【予約】電話にて受付 産業振興課 TEL:3344-0701 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00032.html 

 

■新型コロナウイルス感染症対策支援 

 

（１）新宿区専門家活用支援事業 

販促計画等の策定のための相談料、補助金・給付金申請にあたって 

専門家の支援を受けた際の費用を補助します。 

※対象期間 令和３年３月３１日(水) 

 申請期限 令和３年３月３１日(水) 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00025.html 

 

（２）おもてなし店舗支援事業補助金  

店舗での感染症拡大防止対策を実施したり、新たに宅配・テイクアウトに 

取り組む場合、費用を助成します。 



※申請期限 令和３年３月３１日(水) 

 ただし、事前申請(概算払)の場合は、令和３年２月２８日(日)まで  

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002209.html 
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■持続化給付金および家賃支援給付金にかかる申請書類の提出期限の延長 

 

【持続化給付金】 

持続化給付金については、必要書類の準備に時間を要するなど、 

申請期限に間に合わない特段の事情がある方の書類の提出期限を 

2021年 1月 31日から 2021 年 2月 15日まで延長いたします。 

 

加えて、書類の提出期限延長の申込期限は 

2021年 1月 15日から 2021 年 1月 31日まで延長いたします。 

 

書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)～(3)のいずれかを満た 

す事業者です。 

(1)「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合 

(2)「寄附金等を主な収入源とするＮＰＯ法人であることの事前確認書」を 

  申請に用いる場合 

(3)その他に申請期限に間に合わない事情がある場合 

 

詳細はこちら↓ 

https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html 

 

［問合せ先］ 

電話：0120-115-570 

 

 

【家賃支援給付金】 

家賃支援給付金の申請は 2021年 2月 15日（月）24時まで 

追加の提出を受け付けます。 

 



詳細はこちら↓ 

https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html 

 

［問合せ先］ 

電話：0120-653-930 

 

 

■経済産業省 緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について 

（資金繰り支援策の拡充） 

 

政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の実質無利子等となる 

上限額の引き上げ等、資金繰り支援策の拡充について更新しました。 

 

詳細はこちら↓ 経済産業省 HP 

https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/ 

 

［問合せ先］中小企業庁 長官官房 総務課 

電話：03-3501-1768 

 

 

■東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ 

 

新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの企業や都民のみなさんが利用できる、 

東京都および国の支援情報を探すことができるサイトです。 

 

詳細はこちら↓ 

https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/ 

 

 

■経済産業省における新型コロナウイルス感染症関連の支援策 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 
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■東京都「ECサイトの活用による東京の特産品販売支援事業」 

 

東京都では、コロナ禍における東京の特産品の販路拡大を後押しするため、 

東京の特産品を取り扱う都内中小企業者様等の ECサイト活用を支援する 

「ECサイトの活用による東京の特産品販売支援事業」を実施しております。 

 

① 新たに楽天市場への出店を希望する事業者様へのご支援 

 東京の特産品を取り扱う都内中小企業者様等が、インターネット・ショッピングモール 

「楽天市場」へ新規出店する場合、出店料等の２分の１の金額（上限 15万円）を東京都が

負担します。 

 

② 新たに BASE を活用し、自社 ECサイトの開設を希望する事業者様へのご支援 

 東京の特産品を取り扱う都内中小企業者様等が、新たに BASEを活用し、自社サイトの開

設を 

希望する場合、本事業を活用いただくことで ECサイト開設・構築時にきめ細かなサポート

を 

受けていただくことが可能です。 

 

③ 既に楽天市場で出店／BASEで ECサイトを開設している事業者様へのご支援 

 既に楽天市場で出店／BASE で EC サイトを開設している場合には、EC サイトで取り扱う

東京の 

 特産品を、東京都が楽天市場、JTBショッピング内に開設する特設ページに掲載すること

が可能です。 

 特設ページは広告等のプロモーションを実施し PRします。 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/news/2020/1225_14090.html 

 

［問合せ先］ 

東京の特産品販売支援事業運営事務局（9:30～17:30、土日祝日除く） 

電話：03-6704-5526 

 

 

■「東京イノベーション発信交流会 2021 WEB展示会」開催のお知らせ   

 

中小企業の製品や技術を展示し、製品開発、販路拡大、企業間交流を促進することを目的に、 

都産技研が主催するビジネスマッチング交流会（WEB展示会）です。 

 

開催期間：2021年 1月 20 日（水）～2月 19日（金） 



会  場：都産技研特設ウェブサイト（WEB展示会サイト） 

     https://innovation.iri-tokyo.jp/ 

参 加 費 ：無料 

申込方法：特設ウェブサイト（上記 URL）の「参加登録フォーム」よりお申込みください。 

 

（WEB展示会概要） 

 技術力の高い出展企業６１社が自社の製品・技術を紹介いたします。 

 出展内容：製品・技術紹介（動画有）、企業情報、希望マッチング先等 

 出展分野：①環境・エネルギー ②生活技術・ヘルスケアー 

            ③機能性材料 ④安全・安心 

主  催：地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 

後  援：公益財団法人東京都中小企業振興公社 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.iri-tokyo.jp/site/jigyou/tokyo-innovation2021.html 

 

［問合せ先］ 

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター  

経営企画部 交流連携室  

電話：03-5530-2134 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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その他新宿区、国や東京都を始めとする各支援機関が行っている 

代表的な制度をまとめた「新宿区中小企業支援ガイド（平成 30年 12月発行）」 

もご活用ください。 

 

ガイドはこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000252968.pdf 
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このメールマガジンに掲載されている情報については、内容が変更 



されたり終了している場合もありますので、必ず詳細を直接主催者 

にご確認ください。 

 

本メールマガジンの配信解除は下記アドレスからお手続きください。 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002144.html 

 

このメールには返信できません。 

不明な点等ございましたら、下記問合せ先までお尋ねください。 
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 新宿区文化観光産業部産業振興課 

   〒160-0023 新宿区西新宿 6-8-2 BIZ新宿 4階 

   電話番号：03-3344-0701 

   FAX番号：03-3344-0221 

      インターネットによるお問合せ： 

   https://www.city.shinjuku.lg.jp/soshiki/261100shoko_00001.html 
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