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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。 

 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）と取引がある新宿区内外の中小企業・個

人事業主  

【対象商品】食品・雑貨 ※申込みは 1社につき 1商品まで 

【参加費】無料 

 

[エントリーに向けたオンライン無料セミナーを実施します] 

※オンライン会議ツール「zoom」使用。通信費等は申込者負担となります。 

【日時】令和 4年 8月 31日（水）午後 3時～4時 

【内容】バイヤー企業との円滑な商談のための商品提案等の基礎知識ほか 

【申込期限】令和 4年 8月 30日（火）まで  

 

エントリー方法やセミナー申込など詳細はこちら↓ 

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 購入申込開始しました！！ 

 

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】 令和 4年 8月 15日(月)～9月 5日(月) 

・申し込み専用ハガキで申し込み 

  必要事項を記入して郵送してください。9月 5日(月)消印有効。 



・ホームページから申し込みはこちら↓ 

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

 

【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 

 

[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  

 

 

■「がんばろう！新宿応援キャンペーン」(事業者向け) 

  キャッシュレス決済ポイント、プレミアム付商品券 取扱店募集のご案内 

 

新宿区では、キャッシュレス決済によるポイント還元事業、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。 

 

●キャッシュレス決済によるポイント還元事業 (最大 5億円還元：還元率 25％) 

【実施期間】 

 令和 4年 9月 1日(木)～令和 4年 9月 30日(金) 

 ※本キャンペーンは期間中に還元額が上限に達し次第、早期終了する場合があります。 

【登録対象店舗】 

 中小企業・個人事業主（大企業、大手チェーン、コンビニエンスストア等は対象外） 

【取扱店登録について】 

 各キャッシュレス事業者の登録・契約は下記窓口へお問合せをお願いします。 

  ①auPAY   TEL:0120-977-352 

  ②d払い   TEL:0120-114-331 

   ③PAYPAY  TEL:0120-990-640 

   ④楽天ペイ TEL:0570-200-234 

【登録締切】 

 各キャッシュレス事業者との契約は随時可能ですが、契約等の詳細は各事業者にご確認

ください。 

詳細はこちら↓ 



https://shinjuku-ouen-campaign.com 

 

●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  

 

 

■SHINJUKU DREAM ACTIVATION Ⅴ  

【U35新宿ビジネスプランコンテスト】エントリー9月 4日(日)締切間近！！ 

 

新宿区は東京商工会議所新宿支部と共催で、区内で新事業の立ち上げを目指す 

若年層を応援するため「新宿ビジネスプランコンテスト」を開催します。 

優れたビジネススプランを表彰するとともに、事業化に向けたフォローアップ等の 

支援を行います。 

 

対象者：新宿区内で新事業の立ち上げを目指す、以下のいずれかの要件を満たす方 

・35歳以下で区内に在住・在学・在勤していること 

・創業後 3年以内の区内中小企業者で代表者が 35歳以下であること 

表彰：最優秀賞(賞金 50万円) 、優秀賞(賞金 20万円) 、評価委員特別賞(賞金 10 万円) 

 

応募締切：令和 4年 9月 4日(日)まで 

 

新宿ビジネスプランコンテスト公式ホームページからご応募ください。 

 



詳細はこちら↓ 

https://shinjuku-sda.com 

 

 

■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】8月 17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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■東京都 東京サステナブル Naviのご案内 

～中小企業の「持続可能な経営」への羅針盤～ 

 

東京サステナブル Naviとは、サステナビリティ経営を目指す中小企業に有益な 

支援情報等を一元化したポータルサイトです。 

 

詳細はこちら↓ 

https://www.tokyosustainable.metro.tokyo.lg.jp/ 

 

・ESGや SDGsについて、中小企業の皆様が参考になるページはこちら↓ 

https://www.tokyosustainable.metro.tokyo.lg.jp/study 

 

・中小企業の優れた取組に関する情報はこちら↓ 

https://www.tokyosustainable.metro.tokyo.lg.jp/enterprise 

 

・東京都や国等の補助金・セミナー等情報はこちら↓ 

https://www.tokyosustainable.metro.tokyo.lg.jp/subsidy-seminar 

 

 

■中小企業受注拡大プロジェクト 

  

東京都をはじめ、東京商工会議所、東京都商工会議所連合会、東京都商工会連合会、 

東京都中小企業団体中央会、（公財）東京都中小企業振興公社が連携して立ち上げた 

「中小企業受注拡大プロジェクト推進協議会」が運営。 

中小企業の受注機会の拡大や販路開拓を支援しています。 

 

【ビジネスチャンス・ナビ】 

 官民の入札・調達情報を一元的に集約した受発注マッチングサイトです。 

 登録・利用はすべて無料です。 

詳細はこちら↓ 

https://www.sekai2020.tokyo/bcn/ 

 

[問合せ先]ビジネスチャンス・ナビユーザー登録及びシステム操作方法等について 

ビジネスチャンス・ナビ運営事務局 

TEL: 0570-009-777 受付時間 (9:00～17:00) 土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く 

 

【東京ビジネスフロンティア】 

 展示会への出展を通じ、販路開拓を支援します。 

 出展料の一部を補助するほか、合同出展形式で展示をサポートします。 



詳細はこちら↓ 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/sekai2020/index.html 

 

[問合せ先](公財)東京都中小企業振興公社 取引振興課  

東京ビジネスフロンティア担当 

TEL: 03-5822-7239 

 

事業全体についての問い合わせは 

中小企業受注拡大プロジェクト推進協議会事務局 

TEL: 03-5822-7239 
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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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■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 8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 8月 10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。 
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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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