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発行総額36億4,000万円!!

地元応援商品券 ふちゅチケ 始まります！
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けている市内事業者等を支援するため、地元応援商品券
「ふちゅチケ」を販売します。府中でおトクにお買い物を楽しみましょう！

　

使用期間　　令和２年１１月９日(月)～令和３年３月１０日(水)
対 象 者　　市内在住者
購入冊数　　おひとり５冊まで （申込多数の場合は抽選。ただし、希望者は必ず1冊は購入できます）

注意事項
●換金性の高いもの（図書券・プリペイドカードなどの金券、ICカードへのチャージ

等）や公共料金（税金・水道）、たばこ、現金との交換、金融機関の預け入れ等には
使用できません。

●使用期限を過ぎた商品券は使用できません。
●おつりは出ません。
●商品券はA券・B券のセットで１冊です。A券１２枚（大型店含む全てで使用可）とB

券１６枚（大型店以外で使用可）となります。

　詳細はホームページをご確認ください
10月1日（木）より公開予定　

e-factory

府中 KGOグループ

KGO

税理士法人
北谷税務会計

事務所
北谷司法書士

事務所

有限会社
ケイ・ケイ・エス

北谷行政書士
事務所

俺たち家族が登場します。！
俺でもわかったぞ。

この冊子は、Ａ５サイズで制作しておりますので、電車の中などでも手軽にご覧いただけます。
また、どなたにでも理解していただけるよう制作しましたが、わからないことは、遠慮なく
お問い合わせください。これさえあれば、相続、贈与の問題の不安は解消!

会社、個人の税務、登記、不動産の購入・譲渡等については
フリーダイヤルにお問い合わせください。

アクセス：　京王線　中河原駅　徒歩 3 分（駐車場有）　住所：東京都府中市住吉町１－８３－６

＊　消費税、送料は別途かかります。
商工会議所会員の方は上記金額から 10% 割引させていただきます。
なお、１．の…相続税、２．の…贈与税につきましては DVD もご用意しております。お問い合わせください。
　「これでわかった、人生旅ノートと相続（エンディングノートと相続問題を…）」　近日発売予定

申し込み・お問い合わせはフリーダイヤルへ 0120-365-301

< 価格のご案内 >
１．これでわかった、相続税（相続税のことが簡単にわかる本）
２．これでわかった、贈与税（贈与税のことが簡単にわかる本）
３．これでわかった、相続あれこれ（相続税がかからないけど…こんなにある相続問題）
４．これでわかった、「子のいない夫婦」「おひとりさま」の相続（もしもの時、どうしよう…）

882 円
882 円

1350 円
1350 円

40%
プレミアム付

購入方法
事前申込み（令和2年10月1日(木)～16日(金)）

①全戸配布されるお知らせ内の専用ハガキ
②特設WEBサイト
①または②にて事前申込が必須です

購入引換券を郵送
申込み多数の場合は抽選し、当選者へ順次発送
（11月上旬～中旬頃）

販売窓口に購入引換券を持参・購入
　　販売窓口は市内の郵便局等となります

取扱店も随時募集しています
府中市内に店舗を有し、小売・飲食・サービス等を行う事業者様は
ぜひご登録ください。

2種類の券が入っています 1冊10,000円で14,000円分使える！
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ミシンのお店

ジャノメミシン　/　シンガーミシン　/　ブラザーミシン

JUKIミシン　　/　ベビーロック　　/　ハスクバーナ等

※修理はどこのミシンでも受付いたします。

府中店 府中市天神町３－１２－９

℡　０４２－３１６－５００７

国立店　国立市富士見台１－２６－１６　℡　０４２－５７４－７２２２

各メーカー取扱い販売代理店

イーソーイング

新型コロナウイルス感染対策グッズ等販売企業のご案内
新しい生活様式や予防策が重要視されている現在、当商工会議所会員の中でも

コロナ対策商品を取り扱っている企業があります。一般市民向けから企業向けまで
ございますので、ご活用ください。

詳細は各企業または「たまごネット」にてご確認ください。

企業名 取扱品・金額（税込） TEL
㈱スターズ＆ストライプス フェイスシールド付き子供帽子（1,000円） 042-335-1170
㈱美多加堂 スカロープレミアム水溶液（10,197円） 042-337-7240
㈱mono.mono アクリルパーテーションW800×H800（10,500円） 080-4361-6824
㈱ドン・ヒラノ 布のマスクケース（1,100円） 042-333-8821
㈱ひまわり 木製アルコールポンプスタンド（16,500円） 042-335-2525
㈲エイワン・プランニング マスクケース10枚（880円） 042-364-1116
㈱デピクション・ワン 三層不繊布マスク50枚（1,100円） 090-3937-1461
㈱慶商 マウスシールド10個（1,980円） 042-352-0763
㈱東京マツシマ　新東京支社 オキシライト10L（9,614円） 042-360-8811
㈱古賀商会 医療用ガウン100枚（34,000円） 042-404-2834
土屋工業㈱ 紙製スタンド式テーブルパーテーション（1,320円） 03-3239-2222
ジョイアース㈲ ピュアステラ（除菌液）500ml　24本（22,440円） 042-369-0515
アイゼック㈱ フェイス＆サーモ（330,000円） 042-369-2041
㈱日光電機 AI顔認証検温端末（385,000円） 042-366-5947
㈲栄健商工 手指消毒用足踏み式スタンド（25,300円） 042-330-4330
㈱三鈴 アクリルパーテーションW400×H450（6,050円） 042-352-2500
㈱タイレル（府中アーバンホテル） 客室利用テレワーク応援プラン（4,500円） 042-366-7777

【府中食品衛生協会より】

使い終え 役目を終えた包丁
　お預かりして感謝をこめて納めます
府中食品衛生協会は 創立７０周年記念として
２０１９年１２月に 大國魂神社境内に「包丁塚」を建立しました 
包丁塚とは 私たちが日々頂く鳥獣魚菜のいのちに感謝し
又調理する包丁に対しても感謝の念を忘れない意味で
役目を終えた包丁をお祓いして納めるものです
　この度 第二回包丁感謝祭を１０月２７日(火)に催行します
今回はコロナ禍のため一般の皆様の感謝祭参列はありませんが
事前にお預かりした包丁を包丁感謝祭にてお祓いいたします

預かり場所：府中観光情報センター
　　　　　　（大國魂神社大鳥居隣）
受付期間：１０月１２日（月）～２１日（水）
　　　　　土日除く　午前１０時～午後４時
預かり料：１本２００円
＊包丁は危険物ですのできちんと包んで
　気を付けてお持ち下さい
問い合わせ先：０９０－３４３８－７０７６
　　　　　　　東京都府中食品衛生協会　

会長　石川　明男
府中食協HP

【特集】おうち DE ふちゅうごはん参加店
むさし府中商工会議所では、府中市内の飲食・小売店への応援と、ご家庭で安心安全に美味
しい食事が楽しめることを目的に「おうちDEふちゅうごはんプロジェクト」を実施し、各店
の情報を公開しています。今回は登録されているお店のうち４件を取材しました。

ＤＡＴＥ　　

住所 : 府中町 1-5-7　2 階　TEL :  042-340-0666
営業時間 : 午前 11 時～翌朝 4 時　定休日 : 日曜

ハンバーグ弁当（200ｇ）800円

MAP①酒
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３台の大型モニターでスポーツ観戦しながら、世界各国のビールや競馬にちなんだ
カクテルなどのお酒が楽しめる人気店。お店の一番人気は二週間煮込んだ自家製デ
ミグラスソースをかけた鉄板焼きハンバーグ。お好きなグラム数でテイクアウトがで
きます。また、店内メニューにはボリュームたっぷり３人前の「メガバーグ」などユニー
クな料理も多数あり、何度訪問しても飽きることがありません。
◇テイクアウト情報
当日注文ＯＫ。注文を受けてから作るので事前予約が
オススメです。メニューの数も豊富です。

スープカレー　鳩時計
車返団地にある、美味しくて居心地の良いお店。経験を積んで独立されたご店

主の作るスープカレーには「安心して美味しいものを食べてもらいたい」と府中
産の野菜や季節毎の新鮮な野菜が入り、「お腹いっぱいになってもらいたい」と
しっかりスパイスに漬け込んだザンギ（鶏唐揚）が添えられる等、その優しい人
柄が感じられます。お店のファンも多く、ご家族分のお弁当をテイクアウトされ
ていくそうです。
◇テイクアウト情報
お電話にて要事前予約。週末は注文が多く受付終了して
しまうことも。ぜひお早めにご連絡ください。

ＤＡＴＥ　　
住所 : 白糸台 5-25-1　　TEL :  042-319-8102
営業時間 : 午前 10 時～午後 3 時　
定休日 : 日曜、臨時休業有 チキンと野菜のスープカレー弁当　1,050円

MAP⑭とんかつ割烹　やすいみ～と
来年創業50周年を迎える総合食肉卸店である同店は、お肉屋さんが直営で食事

処を営んでいます。人気の「とんかつ弁当」は、そのボリュームに驚くこと間違い
なし！直営店だからこそ、新鮮で美味しいお肉がお手頃価格で食べられます。ま
た、お惣菜として単品でのテイクアウトも多く、その中でも夜から注文できる「焼
き鳥」はお店で提供する分が無くなってしまう程の人気です。
◇テイクアウト情報
注文を受けてから作るので事前予約がオススメ。
ランチのお弁当は、夜より20円引きでお得です。
ＤＡＴＥ　　
住所 : 白糸台 1-23-3　　TEL :  042-363-8601
営業時間 : ランチ 　 午前11時半～午後2時半（日・祝定休）  

お食事処  午後 5 時～ 11 時（火・祝定休） とんかつ弁当　880円

MAP⑬
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毎朝店頭で石臼挽きした国産の蕎麦粉を使用して打つ生そばは、テイクアウト用に
時間が経っても「のどごし良く」「美味しく」食べられるよう打ち方を研究して作られて
います。そば・うどん・丼ものを始め、天ぷらなどの一品ものや、揚げた蕎麦を乗せて自家
製和風ドレッシングをかける日替わり「一期一会サラダ」など、こだわりメニューも。

これからの寒い季節にも、工夫を凝らしたテイクアウトメニューを作られるそうです。
◇テイクアウト情報
注文を受けてから作るので事前予約がオススメです。
期間限定で通常より10％引きのメニューもあります。
ＤＡＴＥ　　
住所 : 西府町 2-29-5　　TEL :  042-362-8462
営業時間 : 午前 11 時～午後 2 時　/　午後 5 時半～ 9 時
定休日　:　月曜　　　　　※ テイクアウトは夜 8 時まで

麺とお丼ぶりのセット　1,200円

MAP④

大國魂神社境内  「包丁塚」
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◆府中市福祉保健部健康推進課より◆

～乳がんの自己検診をしてみよう～
乳がんは、３０歳代から増え、５０歳代までの働き盛りの世代に多く、

この年代の女性のがん死亡原因のトップとなっています。
乳がんは他のがんと比較して、体の表面に近いところにできます。

そのため、自分で気が付きやすく、早期に発見すれば治りやすいのが
特徴です。

また乳がんは早期に発見し、治療をすれば９０％が治る病気です。
早期発見のため、定期的な検診受診と自己検診がとても重要です。

月１回の自己検診で早期発見
※月経前の一週間は避ける

閉経後などの月経のない方は、日にちを決めて行いましょう。

市では、乳がんなどのがん検診を今年度は10月から1月まで実施していますの
で、ぜひご活用ください。詳細は「府中市健康応援ガイド」や市のホームページをご
覧ください。

問合せ先：042-368-6511(府中市福祉保健部健康推進課成人保健係)

●両腕を高く上げる　●両腕をまっすぐに下ろす　●両腕を腰にあてる
こんな症状ありませんか？　→□ひきつれ　□くぼみ　□ただれ

目でチェック

●3～4本の指をそろえ10円玉大の「の」の字を書くようにして、乳房全体をゆっくり触る。
●特に乳房の外側上部に注意
●脇の下もチェック

（仰向けに寝た姿勢や、お風呂に入った時に石けんのついた手で触るとしこりがわかりやすくなります。）
●乳首を軽くつまんで、血液などの異常分泌物がないかチェック
こんな症状ありませんか？　→□乳房のしこり　□脇の下のしこり　□乳首からの分泌物

触ってチェック

おうちDEふちゅうごはんプロジェクト

登録店MAP

①

②

⑪

⑮

⑫
⑬

⑭

⑩

⑨

⑧⑥

⑤

④

③

⑦

西府

分倍河原

府中

府中競馬
正門前

東府中

競艇場前

白糸台

武蔵野台

多磨

是政

府中本町

中河原

北府中

遊食shin坊's
朝日町2-29-5 2Ｆ
☎:042-333-0651

⑮

三春や
紅葉丘3-41-10
☎:042-361-7900

⑮

花いちもんめ
紅葉丘3-41-23 1F
☎:042-361-0456

⑮

そば処 萬蔵庵
若松町2-4-7
☎:042-362-4590

⑪

中華さたけ
若松町3-5-36
☎:042-367-0313

⑪

府中Dining&Bar 
レストハウス
片町2-17-2
☎:042-306-6454

②

ダイニングバー

手打ちそば ふるた
美好町3-1-25
☎:042-362-7304

②

日本そば

鮨なか田
八幡町1-3-12
☎:042-363-2525

①

寿司

レストラン
シマトネリコ
宮西町1-11-1
☎:042-367-7779

①

洋食

和楽 酔竹
宮西町1-17-3 1F
☎:042-369-3241

①

和食

国府ぶた丼Ｘ
うまくて生姜ねぇ!!本舗
宮西町2-9-1 1F
☎:042-352-1921

①

丼もの

府中テラス
宮西町2-2-12
☎:042-407-2675

①

洋食

回転寿司たいせい
府中本店
宮町1-100
ル・シーニュ1Ｆ
☎:042-369-8899

①

寿司

カフェ＆バール
イ・ピーニ
宮町2-30-4
☎:042-302-2100

①

イタリアン

Brigela and EATS
宮町1-100
ル・シーニュ1Ｆ
☎:042-310-9237

①

ジェラート

手打そば 清庵
宮町1-22-1
☎:042-361-9523

①

日本そば

天地米店
宮町1-34-14 1F
☎:042-361-2511

①

米小売

串焼き いたんとこ
府中町1-27-1
☎:042-361-4408

①

串焼き

和風レストラン魚元
府中町2-14-14
☎:042-362-2029

①

鰻

CONA BACCA
府中店
府中町2-6-1
☎:042-306-8855

①

イタリアン

Chouette
府中町1-27-1 1F
☎:042-302-0605

①

洋食

Un Charme Café
府中町1-7-3 2F
☎:042-367-7066

①

カフェ

トラットリア ラ ヴィータ
府中町1-8-12-204
☎:042-360-1166

①

イタリアン

ロシアレストラン
ペーチカ
府中町2-6-1 2F
☎:042-368-8830

①

ロシア料理

府中もんげん坊
寿町1-6-2 1F
☎:042-306-9022

①

日本そば

木曽路 府中店

寿町2-2-6
☎:042-361-0711

①

すき焼き・しゃぶしゃぶ

手打そば 松里家
寿町3-3-12
☎:042-364-5208

①

日本そば

KIZUNA DINING
中河原店
住吉町2-2-20
☎:042-367-7222

⑥

居酒屋

EGGS KITCHEN 
by 長生たまご館
四谷4-7-16
☎:042-360-2880

⑤

洋食

蕎麦処
武蔵台増田屋
武蔵台3-3-14
☎:042-573-0171

⑦

日本そば

日本そば 中華 弁当 弁当 お好み焼き

割烹三松
清水が丘店

清水が丘3-24-16 B1
☎:042-365-4980

⑫

和食

三四郎鮨
白糸台1-72-1
☎:042-365-3460

⑬

寿司

手作り弁当こもれび
白糸台4-16-1 1F
☎:070-6995-4621

⑭

弁当

木村屋製パン
南町1-6-56
☎:042-364-5400

⑧

パン

のんしゃらん食堂
矢崎町4-1
大東京綜合卸売センター内
☎:070-5465-8625

⑨

和食

中華料理あじさい
清水ヶ丘1-1-14-1-Ｃ
☎:090-4455－3035

⑩

中華

府中酒場
府中町1-5-7 1F
☎:042-335-1777

①

居酒屋

この他にもまだまだあります！
各店の詳細もホームページを
ご覧ください。

米のおかざき
本宿町1-25-2
☎:042-361-3264

③

米小売
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セミナーのご案内

秋の東京競馬開幕の東京競馬開幕
東京競馬場では10月10日(土)から11月29日(日)までの間、原則毎週土・日曜日に競馬を開催いたします。

ＪＲＡは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
2/29(土)以降の中央競馬について、当面の間、
開催競馬場へのお客様の入場をお断りして実施

（いわゆる「無観客競馬」)しております。(8/15現在)
東京競馬期間中の開催情報につきましては、

JRAホーページよりご確認ください→ 
ネット投票サービスでどこでも馬券が買える
即ＰＡＴ　会員募集中！

○入会金・年会費無料　○申し込んだその日に利用可能
○申し込みはパソコン・ケータイ上で完了　
○地方・海外競馬の馬券も購入できる　○土日も入金・出金できる

東京競馬場

11/  1（日） 天皇賞（秋）
11/29（日） ジャパンカップ 
11/  1（日） 天皇賞（秋）

11/29（日） ジャパンカップ 

秋

市役所　観光プロモーション課より

けやき並木イルミネーション 協賛・協力企業 募集
11月11日（水）～12月25日（金）に、けやき並木通りで実施する
イルミネーションの協賛・協力を募集しています。
● 協賛企業 ●
内容：協賛金（１口５万円）を１口以上
　　　※ポスターやチラシ、ＰＲボードに企業名を表示し、市のホームページへも掲載します。
◆ 協力企業 ◆
期間中、チラシに掲載されるクーポンの提示でサービスを提供していただける協力企業を募集。

申込書：１０月５日（月）までに、観光情報センターまたは市役所4階観光プロモーション課にて配布　　　　　　　
問合せ：府中けやき並木イルミネーション実行委員会事務局　042-335-4095（府中市観光プロモーション課　事業推進係）

会員事業所限定 メルマガ配信しています！
当会議所会員でメールアドレス登録のある事業所様向けに、毎月２回
メールマガジンを配信しています。補助金や事業についての最新情
報から、会社経営に必要な姿勢や心構えまで、多岐に渡った情報を
いち早くご紹介します。
また、担当者の体験した日常風景を書いた「まえがき」も密かに人
気です。
ご登録は、右記QRコードより「問い合わ
せ内容」に「メルマガ登録希望」と記載
の上、送信してください。
（※当商工会議所の会員でない事業所様や一般の方
はご利用できません）

むさし府中商工会議所 会員限定  マル経融資のご案内
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、当融資制度を利用する事業者
が、４月～７月間で既に昨年一年間の件数の約３倍を超えています。府中市の利子
補給により、令和４年３月末まで金利が０％で利用できますので、お困りのことが
ありましたら一度ご相談ください。

こんな時にお役立てください！
●仕入れ、外注費、買掛金決済　　　●賞与などの支払資金
●工場や店舗の新築や増改築　　　　●高性能の機械や事務機器の導入　　etc...

融資限度額

2,000万円
※1,500万円を超える融資につ
いては、事前に事業計画書を
策定する必要があります。

融資期間
運転資金　　７年以内

（据置期間１年以内）

設備資金　１０年以内
（据置期間２年以内）

対象や必要書類についての詳細はお問合せください。
当商工会議所　中小企業相談所　042-362-6421

持続的な経営に向けた経営計画に基づき、地道な販路開拓等の
取り組みや、それに併せて行う業務効率化の取り組みを支援し
ます。

対　象：府中市内で事業を営んでいる小規模事業者および一定の要件を
　　　　満たした特定非営利活動法人・商店街組合・業種組合

補助対象経費：機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、
資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、
設備処分費（補助対象経費総額の1/2上限）、委託費、外注費

＜実際に補助金採択を受けた例＞

詳細や申請書類についてはQRコードより
ホームページにてご確認ください。

上限　30 万円　　補助率　2/3 以内

流　れ： 
内容 時期

①申請書類一式の提出 毎月月末〆切

②審査会による採択・不採択の決定 提出月の翌月中旬頃

③交付決定後、計画の取り組み実施 交付決定日から
　　2021年1月31日まで

④実績報告書等の提出 事業完了後30日以内
　　または2021年2月28日まで

⑤報告書等の確認後、補助金支払い

販売スペースを設けるために資材やショーケース等を購入し、店舗の
一部を改装していきます。商品を手に取りやすい環境にすることで、
売り上げアップを見込んでいます。

喫茶店経営者

バー経営者

飛沫感染防止策として、アクリルのパーテーションを12台購入。大型プラ
ズマ空気清浄機も設置することで、来店しやすい店作りを行いました。

不動産業経営者

外出を控えたい方や遠方から引越を考えている方向けに、Web上での
物件見学を可能にする360度カメラを導入。これまでより詳細な情報
提供を行うことで、信頼性の向上とお客様の増加を目指します。

感染症対策を行いながら、各種セミナーを開催いたします。
ご活用ください。

その他、毎月 2 回（10 月は 8 日・24 日）中小企業診断士と事業に関する
個別相談会を開催しています。お問合せください。
申込・問合　　当商工会議所　中小企業相談所　042-362-6421

府中市小規模事業者販路開拓等補助金

With コロナ・テレワーク時代のビジネスマナー研修

対面型 - 会場で受講（定員 20 名）
10 月　５日 ( 月 )　午前９時～午後４時
オンライン型 -ZOOM 利用で受講（各日定員 20 名）
10 月 12 日 ( 月 )　午前９時～正午
10 月 20 日 ( 火 )　午前９時～正午　※ 研修内容は両日同じ

課題解決セミナー（定員 20 名）

10 月24 日( 土 ) 午後１時 ～５時　《財務》
11 月12 日 ( 木 ) 午後６時半～８時半　《Web サイト・SNS の活用》

無料

無料

新型コロナウイルスの影響で伸び悩む売上の回復へ向けて、季節の
イベントに合わせたカタログを作成します。得意先にはサンプルも作
成して送付する等、今後の取引へ結び付けていきます。

製造業経営者

むさし府中商工会議所 会員募集しています！ 経営相談や福利厚生の充実に！お問合せは 362-6421 へ


