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■「新宿商談マッチング 2022」8月 1日よりエントリー募集中！！ 

［食品・雑貨関連のメーカー/店舗様向け］ 

 

新宿区と区内にある金融機関が連携して開催するバイヤー４社による商談マッチング事業

です。 

あなたの商品を売り込んで、ビジネスチャンスを広げてみませんか。 

 

【参加バイヤー】 

 食品：株式会社五味商店（卸）／株式会社日本百貨店（小売） 

 雑貨：株式会社丸金（卸・EC）／株式会社千趣会・ベルメゾン（カタログ・卸） 

【募集期間】令和 4年 9月 30日（金）まで 

【対象企業】以下①・②のいずれかに該当する方。 

 ①新宿区内に事務所もしくは店舗を有する中小企業・個人事業主 

 ②協力金融機関（区ホームページやチラシ記載）と取引がある中小企業・個人事業主  

【対象商品】食品・雑貨 ※申込みは 1社につき 1商品、1バイヤーまで 

【参加費】無料 

 

エントリー方法の詳細はこちら↓ 

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

 

 

■「がんばろう！新宿応援キャンペーン」(区民向け) 

   

●30％お得！プレミアム付商品券 購入申込期限迫る！！ 

プレミアム付商品券の購入は事前にお申し込みが必要です。 

1枚あたり額面 500円、1冊 26枚（13,000 円分）とし､10,000円で販売。 

 

【申込期間】 

・ホームページからの申し込み：令和 4年 9月 9日(金)まで 

https://shinjuku-ouen-campaign.com/ 

・はがきでの申し込み：令和 4年 9月 5日(月)消印有効 

 

【商品券有効期間】 

 令和 4年 10月 1日(土)～令和 5年 2月 28日(火) 

  

(取扱店舗の確認やキャンペーンの詳しいご案内は HP で公開中）  

 

最新の取扱店一覧はこちら↓ 

https://shinjuku-ouen-campaign.com/pdf/handling_stores_list.pdf 



●新宿区内対象店舗限定 キャッシュレスで最大 25%戻ってくる 

・対象決済サービス：au PAY、ｄ払い、PayPay、楽天ペイ 

・期間中に、対象店舗において対象となる決済サービスで支払うと、 

 決済金額の最大 25％のポイントを付与します。事前登録等は必要ありません。  

・キャンペーン期間  令和 4年 9月 1日(木)～30日(金)  

 ※期間中でも還元額上限に達し次第キャンペーン終了となります。  

 

[問合せ先] 

がんばろう！新宿応援キャンペーン事務局 

（受託事業者：株式会社 JTB虎ノ門第三事業部） 

TEL: 03-6837-1453 【受付時間】平日 9：30～17：30（土日祝と 12／30～1／3は休業） 

 

■「がんばろう！新宿応援キャンペーン」(事業者向け) 

 

新宿区では、令和 4年 10月よりプレミアム付商品券事業を実施します。 

新規顧客＆リピーター獲得の機会として、ぜひ取扱店の登録にお申し込みください。 

 

●プレミアム付商品券事業(発行額 13億円：プレミアム率 30％) 

【実施期間】 令和 4年 10月 1日(土)～令和 5年 2月 28日(火) 

【登録対象店舗】 区内店舗、区との隣接地にある店舗 

【取扱店登録について】 

 キャンペーンサイトの登録専用ページから必要事項を入力しご登録ください。   

 キャンペーンサイトはこちら↓ 

 https://premium-gift.jp/shinjuku-ouen-campaign2022/ 

【登録締切】 

・第二次締切（専用 HPに掲載)：10月 31日(月)までオンラインにて登録完了 

※第一次締切（取扱冊子掲載)の受付は終了しています。 

 

【送付物】 

 ご登録いただいた店舗様には本キャンペーン用の告知品を送付します。 

・A3ポスター、A5ステッカー 

 

[問合せ先] 

がんばろう！新宿応援キャンペーン事務局 TEL: 03-6837-1453  

産業振興課産業振興係 新宿応援キャンペーン担当 TEL: 03-3344-0701 

 

■商工業緊急資金(特例) 制度拡充しました (令和 4年 8月 1日より) 

新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢や原油・原材料価格高騰等により 

事業活動の影響を受ける区内中小企業を支援するために、8 月 1 日から制度拡充しました。 



実施期間：令和 4年 8月 1日～令和 5年 3月 31日 

貸付限度額：1,000万円→2,000万円 

貸付期間：7年以内→10年以内（据置 12か月以内→24か月以内） 

金利、信用保証料：区が全額補助 

 

申込方法等の詳細チラシはこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000344726.pdf 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00011.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】9月 21日(水) ※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（新宿区西新宿 6-8-2） 

【予約】電話にて受付 産業振興課 TEL:03-3344-0701 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00032.html 
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<２> 東京都、その他機関  情報 
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■女性経営者等の活躍に向けた会議「第５回 NEW CONFERENCE」を開催！ 

 

東京都では、ビジネス分野における女性活躍の機運を一層盛り上げるため、 

女性経営者等が一堂に会する「第 5回 NEW（Network to Empower Entrepreneurial Women） 

CONFERENCE」を開催します。 

本イベントでは、モデルナ・ジャパン株式会社の鈴木蘭美さんなど著名な女性経営者 

による基調講演やトークショー、優れた成果を収めた女性経営者を顕彰する東京女性 

経営者アワードなどを行います。 

 



【日時】令和 4年 11月 28 日(月)13時 00分～18時 30分 

【実施方法】オンライン開催（Zoomと YouTubeによるライブ配信） 

【主な内容】基調講演、トークショー、パネルディスカッション、 

            東京女性経営者アワード表彰式など 

【参加対象】企業・団体の代表者・経営者層、個人事業主など 

【申込方法】下記の NEW CONFERENCE公式ホームページをご覧ください。 

      https://tokyonew.newconference.tokyo/ 

【申込期間】令和 4年 11月 28日(月)12時まで 

 

また、同公式ホームページでは、イベントの一般参加者及び東京女性経営者アワードの 

募集を行っています。ご興味のある皆様は是非お申込みください。 

【令和 4年 9月 26日(月)15 時まで】 

 

[問合せ先] 

東京都産業労働局 商工部 創業支援課 

電話 03-5320-7572 

 

 

■観光資源の保全に向けたクラウドファンディング活用促進セミナー参加者募集 

 東京都主催 都内観光関連事業者対象 

 

東京都では、都内の貴重な観光資源の喪失を防ぐため、観光関連事業者の方々を対象に、 

東京の魅力発信に資する観光資源の維持・保全に係る取組について民間資金を募る 

クラウドファンディングによる資金調達を支援しています。 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/hozen/#gh   

 

歴史ある建物や技術等の観光資源の保全のため、クラウドファンディングにより 

資金調達を行う際の、一般的な知識や具体的な活用事例を紹介するオンライン 

セミナーを開催します。(定員：30名、参加費：無料）) 

 

【日時】令和 4年 9月 29日（木） 15：00～16：00  

      「zoom」使用のライブ配信。通信費等は申込者負担となります。 

 

【プログラム】   

①「地域の観光振興の取り組みについて」  

 （株式会社ブレインワーク 事業プロデューサー 鎌田 佳秋氏）  

・飲食店や宿泊施設などの観光関連事業者による観光振興の取り組みと      



 伝統工芸や老舗の施設、特産品などの活用事例を紹介   

②「クラウドファンディングの活用方法と事例紹介」     

 （ワオラボ株式会社 代表取締役 小粥 おさ美氏）  

・購入型・寄付型のクラウドファンディングの基礎知識と観光関連事業者の活用事例を紹介  

③「都の支援制度の概要・利用方法」 

 （東京都） 

・東京都における支援制度の紹介   

 

【参加費】 無料  

【申込締切】令和 4年 9月 26日（月）17:00 ※定員に達した場合は早期に受付終了。  

【申込方法】お申込専用サイトよりお申し込みください↓（事前申込制） 

https://public.bwg.co.jp/tokyo-kankoucf   

     

[セミナーの問合せ先] 

運営事務局：株式会社ブレインワークス メディアビジネスプロデュース部  

E-Mail: tokyo-kankoucf@bwg.co.jp  

 

[事業全般の問合せ先] 

東京都産業労働局 観光部 受入環境課 

TEL: 03-5320-4766 
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<３>国、東京都の新型コロナウイルス感染症関連情報 
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■厚生労働省 雇用調整助成金 9月 30日までの特例処置について 

 

令和 4年 9月 30日まで新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例を実施しています。 

 

詳しくはこちら↓ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pag

eL07.html 

 

・令和 4年 10月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充につい

て 

詳細はこちら↓ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/r410cohotokurei_00001.html 

 



新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、 

 

令和 4年 10月～11月の具体的な助成内容はこちら↓（別紙 1） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000982188.pdf 

 

産業雇用安定助成金について、令和 4年 10月以降の拡充内容はこちら↓（別紙 2） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000982189.pdf 

 

[問合せ先] 

・雇用調整助成金 産業雇用安定助成金コールセンター   

 TEL:0120-603-999  受付時間 9:00～21:00（土日・祝日含む） 

・都道府県労働局・公共職業安定所（ハローワーク） 

 

 

■経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連の支援策（令和 4年 9月 5日更新） 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

 

 

■東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ（令和 4年 9月 1日更新） 

 

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/ 
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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」を発行しました。是非ご活用ください。(令和 4年 3月発行) 

 

ガイドはこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000252968.pdf 

産業振興に関する広報誌「新宿ビズタウンニュース」を年 2回発行しています。 

区内中小企業の取組みや区の施策をご紹介しています。 



最新号の詳細はこちら↓ 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_biznews.html 
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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・ 

終了している場合もありますので、詳細は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。 

 

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 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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