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平素より新松戸商店 会連合会 の活動 にご理解とご協力を賜り
厚く御礼申し上げます。この度、会報とともに 10 年ぶりの会員
名簿を配布す ること にな りまし た。今後 とも、不景 気に負けず
元気に活発に商店会活動を盛り上げていきましょう！

Ⅰ．定額給付金への取り組みについて
＜松戸市は、“元気 UP まつど感謝フェア“を開催中！＞
御存じでしたか、松戸市内で配られる定額給付の総額が 7 3
億円 だということを！ そして、何と何と！

新松戸地域にも “７億円”が給付されます ！
松戸市商店会連合会は不景気を吹き
飛ばそうと「元気ＵＰまつど感謝フェア」を
６月１日から始めています。定額給付金
を地元商店で使ってもらい、売り上げアッ
プを狙いますが、各商店会は独自のイベ
ント内容を決め、８月末まで継続して取り
組んでいます。
松戸商工会議所と松戸市との共催で
すが、新松戸商店会連合会としては、一
店逸品、アイデアとサービスの腕の見せ
所、真似どころ、と会員店の発奮を期待
しております。黄色いのぼり旗とポスター
を用意しましたので、お申し出ください。
★定額給付金対応のセール企画例のご紹介★
給付金狙い撃ちプラン 1 万 2000 円セール
「定額給付金」対応企画例
「定額給付金」の景気回復への効果を冷ややかに評価
する声もありますが、商店会を元気にさせるチャンスだと
いう視点を持ち、「定額給付金は地元で使いましょう！」と
PR することが大切ではないでしょうか。
消費者にとって見逃せない給付金活用法を提案するこ
とで消費を呼び込むことが、すなわち景気回復につなが
る道です。
無為無策で過ごすことなく、商業者の「知恵と手腕の見
せ所」と発想して取り組んでみましょう。参考として、取り
組み事例を次にご紹介します。
【実際に掲載された広告チラシ等】 （2009 年 5 月 6 日現在）
① ニッポンレンタカー（新松戸）
定額給付金特別企画として「定額給付金優待券」を
チラシに付ける。
② ふとんのうえの（新松戸）
定額給付金の有効活用のお手伝い企画として
「お布団お手入れ応援キャンペーン」を実施。（月
刊「新松戸」5 月号）
③ 平安堂（松戸）
12,000 円の定額給付金対応商品を用意。（「松戸よ
みうり」4 月 26 日号）
【割引セール】花房畳店（神戸市）の期間限定セール
定額給付金 還元セール！！（12,000 円お返しします）5
月 31 日まで。
税込み￥７５,６００以上ご注文の方に限る。他のサービス

との併用は出来ません。
お客様の名前が入った世界にたったひとつのオリジナル
畳表を作ってみませんか？
（特上）￥21,000-、（特選）￥26,2 50新築祝いにいかがですか？
花房畳店オリジナル畳表 第２弾 八代 天津謙治さん作
一番抜 き麻シ ン グル 限定 60 枚！！税込み 価格
¥12,600【福袋】“帝国ホテル”定額給付金「福袋」当たりは宿泊券
高級ホテルが定額給付金を当て込んだ「福袋」を投入
する。帝国ホテル東京の「プレミアム福袋」（12,000円）で、
限定 100 個ながらトラディショナルダイニング「ラ・ブラスリ
ー」の食事券（12,000 円相当）とホテルショップ「ガルガン
チュワ」商品（3,1 50 円相当）のほか、お楽しみ商品が３つ
入る。
「お楽しみ」の目玉は、何とツインルーム宿泊券だ。通常
料金４万３,０ ５０円だから、ゲットできたら超ラッキー。その
ほかテーブルウエアやペアグラス、「アフタヌーンティー」
利用券、オリジナルポーチなど。
「ガルガンチュワ」で 4 月 20 日から 6 月 15 日まで販売さ
れる。
【抽選会】定額給付金商戦に突入へセールや催しで工夫
大丸と松坂屋を傘下に持つＪ・フロントリテイリングは、3
月 25 日から 31 日まで、全25 店舗で「総額１億円プレゼン
ト大抽選会」を催す。カード会員（現金カード含む）を対象
に、１人１万円の買い物ごとに抽選を実施する。当選者全
店計１万人に、買い物券１万円分を進呈する。
地域の実情に合わせたセール展開も。西武百貨店は 3
月 28 日から４月上旬まで１万円均一セールを全店で実施
するが、5 月以降も店舗所在地の支給日に合わせてセー
ルをする。
【お得セット】「定額給付金」企画商品で消費を支援
ズワイガニ専門のネットショップ・東京ずわい屋は、「定
額給付金」を消費活動の活発化の切り札にすることを目
的に、「定額給付金」関
連の企画商品「定額給
付金カニセット」を発売し
ま した。さらに定額給付
金の使い道に関するア
ンケートにネット上で回答いただいた方の中から抽選で５
名様に「定額給付金カニセット」（12,0 00 円）を提供します。
定額給付金と同額の『定額給付金カニセット』
（￥12,000-）は、不況だからこそおいしいものを食べて元
気になろう、たまの贅沢は必要だ、とのコンセプトをもとに、
通常の同額商品より質とボリュームを上げた内容の特別
セットで、各家庭の年末年始の食卓を応援します。
さらに、「定額給付金」に約８割が支給に反対とされる
理由と、支給された時の使い道を調査し、消費活動につ
ながるような企画のヒントとするためにアンケート調査を
実施します。アンケートに回答いただいた方の中から抽選

で 5 名様に、定額給付金12,000円と同額のカニギフト券を
プレゼントします。

Ⅱ．第 23 回 新松戸まつりの開催について

【お得セット】北京飯店◆定額給付金特別コース
総額 2 兆円に上る定額給付金。一人当たり 1 万 2 千円
(65 歳以上、および 18 歳以下は2 万円)が支給されます。
北京飯店では定額給付金をよりお得に使っていただける
ためのコースをご用意いたしました。是非この機会にご利
用くださいませ。
期間限定(5 月17 日まで)特別コースとして、15,0 00 円相
当の料理を 12,000 円で利用できます。

今年も間もなく暑い夏
がやってきます。恒例
の新松戸まつりです。
毎年何十万人もの人出です。子供たちには夏休み最初
の土日ですが、いつものように、飲んで、食べて、踊って、
歌って精一杯楽しみましょう。事故や事件などがない安全
で安心のお祭りを続けていきたいものです。

【お得セット】苦戦続く百貨店、定額給付金セールを開始
定額給付金の支給が一部の自治体で始まる中、百貨
店では早くも 3 月 25 日から定額給付金セールが始まっ
た。
大手百貨店「高島屋」では、２５日から定額給付金セー
ルを始め、１２,０００円の食品や衣料品のセット、２万円の
七五三準備セットなどを売り出した。また、「松坂屋」銀座
店では、店内の１２のエステティックサロンで、通常より安
い１２,０００円の特別コースを設ける企画を始めた。

7 月 18 日(土)・19 日(日)の二日間

午前 10 時〜午 後 9 時

ご注意： 例年よりもテントワゴンの営業時間
が短縮されます。従来は 10 時〜21 時近くま
ででしたが、 今年は、両日と もに 10 時〜20
時となりま す。これは、松戸 警察署か らの指
導 による もので すの でご 協 力をお願 いし ま
す。

Ⅲ．「認知症サポーター養成講座」開催される
【お得セット】JTB が「12,000 円ぽっきりプラン」を発売！
大手旅行会社の JTB は、新しい宿泊プラン『定額給付
金で行っトク！「12,0 00 円ぽっきりプラン」』を、3 月 27 日に
発売します。文字通り、1 人当たりの受け取り額に焦点を
当てた企画で、4 月 1 日〜7 月 17 日の平日限定。宿泊施
設は、箱根、熱海、伊東、鬼怒川、伊香保、草津など、首
都圏近郊の名所ぞろい！（全 28 施設）
【お得セット】JAL 日本航空
JAL 日本航空では、お得な運賃「定額給付金記念バ
ーゲンフェア」を実施します。6 月 30 日から 7 月 6 日まで
の搭乗分限定でお得な運賃で旅行が楽しめるそうで、4
月 17 日の午前 11 時から先行予約が始まります。
【お得セット】定額給付金絡みのインターネット広告
大手旅行サイト「じゃらん」は「定額給付金でおでかけし
よう！」という宣伝文句でユーザーに呼びかけ、またフラ
ワーショップなど経営する「アミファ」は、「給付金は、遊び
に使っちゃだめ」とフラワースクール体験コースをすすめ
ている。
【特別セール】ダイエーが定額給付金セール
ダイエーは、定額給付金の支給が一部で始まったこと
を受け、買い物時のポイントが最大１０倍になるセールを
行う。3 月１９日から２２日まで、ダイエー直営店とグルメシ
ティの計２０６店舗で実施する。一部自治体が発行予定の
地域限定の商品券に関連したセールも検討。こうした商
品券の発行がない自治体の店舗では１万円で商品券１１,
０００円分が購入できるサービスを行う。
【特別セール】そごう、西武で定額給付金セール
そごうと西武百貨店を傘下に持つミレニアムリテイリン
グは、定額給付金の給付スタートを記念したセールを 3 月
２８日から開始する。「均一定額給付金スタート記念『１万
円チャリティセール』」 と題したセールを全国の２８店舗で
開催。春のファッションや新入学、新生活関連の商品を取
り扱う。
売上金の一部は、社会貢献の一環として日本盲導犬
協会などに寄付する。
★ 移転、閉 店に伴う退会 者が増えて います。新規 開店の方に
は近隣の会員さんから入会のお 誘いをぜひお願いします。また 、
夜 の街を 照らす 街路灯 の維 持管理 には是 非とも ご理解 しても
らう必要があります。

だれもが安心して買い物ができる商店会を目指して
新松戸商店会連合会は「認知症サポーター養成講座」
(第１回)を新松戸未来館にて 6/1 に開催しました。
認知症高齢者が増えつつある中で、認知症を正しく理
解し、認知症の人や家族を暖かく見守る応援者を増やす
ことは、誰もが安心して暮らせる街づくりにつながります。
多くの商店会員が「オレンジリ
ング」の輪を広げ 、認知症高
齢者も安心して買い物ができ
る商店会を目指しましょう。
今回は、53 名のサポーター
が誕生しました。2 回目は 9 月
を予定しております。

Ⅳ．“新松戸未来館”が開館
プ ライブマン ション の隣接地
500 ㎡に建築完成した「新松戸
未来館」は、4/10 の竣工式後に、
1 階に設けられた事務室、会議
室、倉庫の利用に関しての市役
所との賃貸借契約を交わしま し
た。地元４団体（町会、商店会、防犯協会、祭り実行委員
会）が協力し備品調度の準備を整え供用開始されました。
これまで利用制約のあった市民センター以外に、自前の
活動拠点を得て、商店会の本拠として、地域団体と連携
し維持管理にも取り組む事になります。商店会研修会、
講演会の開催も可能となりました。
なお、２階は松戸市に寄贈された馬渕保氏が名誉会長
を務める「松戸少年少女発明クラブ」が入っています。

Ⅴ． 商業振興基本条例が可決へ
昨年度から検討されていた、商店会加入促進条例の制
定ですが、いよいよ松戸市でも今年 9 月に市議会に上程
され可決される予定になっており
ます。これは、一定規模の商業
施設はその開業とともに地元の
商店会に加入することが義務付
けられるというものです。罰則は
ないもののこれにより、各商店会
の活性化につながるものと期待されています。
新松戸のタウン情報サイト
http://www.shin-matsudo.com/

