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習志野商工会議所

報告 平成 26 年度事業計画収支予算承認

第106 回常議員会を開催

２月25日㈫、商工会議所会館にて第106回常議員会
が開催されました。
３月に開催する通常議員総会提出議案（平成26年度
事業計画・収支予算ほか）や、規則改正、補正予算等に
ついて審議され、原案通り承認されました。
また、報告事項については３月11日に開催する部会
員交流会、３月25日に開催する議員総会について報告
がありました。

報告 次年度事業計画及び収支予算を協議

部会役員会を開催

各部会（商業、工業、サービス、建設）では、部会役員
会を開催し、各部会平成26年度事業計画及び収支予
算、各部会による行政への提言要望を主な議題として
行われました。

〈商業部会〉
商業部会（部会長：柏木清孝氏）では、２月25日㈫に
開催した役員会において以下のように計画を立案し
ました。
地域資源研究事業、こども絵画コンテストによる商
店街活性化事業。商業集客促進セミナーの開催ほか、
マップ作成事業の実施計画。研修事業として先進商
業地域の事業活動の視察研修会の開催。商店街活動
支援助成事業として商店街の後継者育成、環境整備な
ど、活性化に取り組む商店街活動に対する支援などの
計画について協議されました。
【協議議題】
① 平成26年度事業計画について
② 部会員交流事業について
③ 行政への政策提言・要望について ほか

〈工業部会〉
工業部会（部会長：樋口惠己氏）では、２月10日㈪に開
催した役員会において以下のように計画されました。
後継者育成事業の実施、習志野市工業地域団体連合
会と共催で行う、ものづくり講演会の開催、部会員交
流事業として市内工業視察の開催、また、今年度初め
て実施した事業「展示会出展支援事業」については次
年度役員会での検討事項となりました。
【協議議題】
①平成26年度事業及び予算計画について
②工場見学会（会員交流事業）について
③行政への政策提言・要望について ほか

れました。
メンバーズ優待券事業について前回配布時の利用度、
評価等の調査を行い、新年度役員会にて次回配布を協
議。金融業分科会として、金融セミナーの開催、今年
度より開催している金融機関意見交換会の開催を引
き続き行うこととなりました。
【協議議題】
① 平成26年度事業計画及び収支予算について
② 行政への提言要望について ほか

〈建設業部会〉
建設業部会（部会長：鯨井徹氏）では、２月21日㈮に開
催した役員会において以下のように計画されました。
定例研修会として講演会・セミナー等の開催（６～
７月）。意見交換会事業として例年開催している行政
との研修会・懇談会の開催。会員交流、視察事業とし
て日帰りの視察研修が計画されました。
【協議議題】
① 平成26年度部会事業及び収支予算について
② 視察研修会について
③ 行政との意見交換会について
④ 行政との研修会・懇談会について ほか

報告

千葉県との意見交換会を開催
２月10日㈪、商工会議所会館において当所の業種別
部会と千葉県商工労働部との意見交換会を開催しま
した。各部会（商業、工業、サービス業、建設業）の部
会長をはじめ11名に加えて習志野市市民経済部から
もお招きし、千葉県における中小企業施策についての
意見交換を行いました。
意見交換会では、補助金制度の認知度向上や審査期
間、指導方法の見直し、県・市との十分な連携等の意
見、要望がありました。
【主な内容】
① 千葉県中小企業振興条例及び第2次ちば中小企
業元気戦略について
② ものづくり・商業・サービス業革新事業（助成金
制度）について
③ 千葉県地域商業活性化事業の概要について

〈サービス業部会〉
サービス業部会（部会長：布施國雄氏）では、２月27
日㈭に開催した役員会において以下のように計画さ
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疑問点、改善点など多くの意見・要望が伝えられました

習志野商工会議所

催しました。
兼ねてより進めていた習志野商工会議所ホーム
ページリニューアルについて事務局から報告があり
ました。４月１日のリニューアルを予定しており、会
員企業、一般の方々がより見やすいホームページとな
ります。詳細については4月号にてお知らせします。
また、平成26年度事業について協議され、引き続き
当所会員向け IT セミナーの開催を軸としていくこと
となりました。

報告 サービス業部会金融業分科会

第２回金融機関意見交換を開催
金融業分科会（分科会長：小川光浩氏）では、２月19
日㈬、商工会議所会館において、平成25年度第２回金
融機関意見交換会を開催しました。
今回は、市内７金融機関15支店の支店長のほか、日
本政策金融公庫船橋支店及び習志野市商工振興課の担
当者をお招きし、当日は10名の出席のもと、２月１日
から適用となった「経営者保証に関するガイドライン」
の影響や各行の対応等に対し意見交換を行いました。
本分科会では、今後も定期的に意見交換会を開催
し、商工会議所会員に対する金融支援強化のための情
報交換を行う予定です。

報告 工業部会
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報告 あじさい共済還元事業

日帰りバスツアーを開催

習志野商工会議所独自の共済制度、
「あじさい共済」で
は毎年加入事業所に対し、還元事業を実施しています。
今回は２月８日㈯に東京スカイツリー、
「横浜中華
街」を巡る日帰りバスツアーを実施しました。
当日は大雪と悪天候でしたが、東京スカイツリー展
望台からの雪景色、横浜中華街では中華食べ放題を堪
能することができました。
あじさい共済では、今後も魅力向上を図り満足のい
く保障、サービスを展開していきますので、未加入事
業所の方はぜひご加入ください。
共済の申込み 習志野商工会議所 柴崎・鈴木

（東葛工業㈱）

会社・工場見学及び情報交換会

役員議員・会員交流会
参加者募集
募集

３月25日㈫に開催する通常議員総会終了後に、会
頭・副会頭をはじめとする役員・議員と会員の皆様の
交流会（立食パーティー）を行います。地域や経営に
関する情報交換及び親睦を深めていただく事を目的
の会です。ぜひ、お誘い合わせのうえご参加ください。
日 時 ３月25日㈫ 17時30分～19時00分
（受付：17時15分～）
会 場 習志野商工会議所会館 ３階大会議室
参加費 3,000円（税込み）
募集人数 40名
※会場の広さの関係から定員になり次第締め切
らせて頂きます。
申込み お電話か FAX にてお申込ください。
※３月19日㈬までにお願いします。
習志野商工会議所 経営室

説明を熱心に聞く参加者

工業部会（部会長：樋口惠己氏）では、２月27日㈭に、
会員交流事業として、H2A ロケットやイージス艦・
IT・食品・医薬品・化学・製鉄・造船など多方面で利用
されている産業用特殊ホースを製造する東葛工業㈱
本社工場（千葉市美浜区）並びに茜浜工場（習志野市茜
浜）の視察研修を実施しました。
同社は「明日の日本を支える元気なモノ作り中小企業
300社」
（2007年／経済産業省）に選出されるなど独自の
取り組みで注目を集める企業であり、また普段は訪問す
ることが難しい他社の製造現場を直に見られる機会と
あり、参加した35名は、それぞれの視点で自社にも活用
できる業務運営の方法や現場改善の手段などに目を向
け、担当者に熱心に質問を投げかけていました。

受賞 平成 25 年度特定退職金共済

報告 情報戦術委員会

習志野商工会議所ホームページ
４月１日よりリニューアル
情報戦術委員会（委員長：竹谷嘉夫氏）では、２月27
日㈭商工会議所会館にて第５回情報戦術委員会を開
問合せ：習志野商工会議所

伸展率全国 第 3 位受賞

１月14日㈫、ベストウィズクラブ平成25年度幹事会
が開催され、特定退職金共済伸展率部門Cグループ（会
員数1,500以上2,000未満）において当所が全国第３位
（伸展率124.8%）の成績をおさめ表彰を受けました。

TEL：0 47（452）6700

FAX：047（452）6744

：同封チラシ有り
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特集

消費税引き上げに伴う

中小企業の転嫁対策
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先月号に引き続き、今月号の特集は、消費税の転嫁対策で基本となる「事業全体で利益を確保する」と消費税の転嫁対
策で重要な「資金繰り」と、転嫁対策の全体像をにらんだ「組織対応」についてお伝えします。前回、お伝えしたように税
率が上がった消費税をそのまま価格転嫁し、収益を確保することは、消費マインドの減退や競合との価格競争を考える
と、なかなか難しいものです。現実的な対応としては、一律に価格転嫁するのではなく、事業全体で収益を確保するこ
とが、転嫁対策の基本的な考え方となります。具体的には、下の図を見ながら消費税の転嫁対策を考えてみましょう。

転嫁対策はいろいろな視点から
図１のように、転嫁対策はいろいろな視点から考え
る必要があります。事業全体で収益を確保するため
には、売上・原価という２つの視点に大きく分け、さ
らにその中で対策を考えます。売上を向上させるた
めに、まずは、既存商品の「価格」と「数量」での対応が
あります。これは、既存商品の価格を変更するか・維
持するかといった価格面での対応と、販売数量を効果
的な販売促進活動などによって増やすなどの価格面
以外での対応があります。一般的に、中小企業が単純
な価格競争で勝ち抜くことは難しく、既存商品をその
まま販売するのであれば、転嫁対策としてはより効果
的な販売促進活動で、数量を増やしていかねばなりま
せん。しっかりとした販売計画の立案と方針の決定、
実現に向けた適切な方策の実施、さらには、必要に応
じて修正を講じていくことが求められます。

る、②提供方法の変更：工場や産地からの直接納品によ
る鮮度向上や、宅配実施による利便性の向上を図る、③
他商品やサービスとの組み合せ：使用場面を想定した他
商品との抱き合わせ販売や新たなサービスを追加する
ことにより、買い上げ点数を増やすなど。このような
ちょっとした工夫で、既存商品を新たな商品として提供
することも可能になります。

２つの視点で転嫁対策を
検討する必要がある

図１

付加価値を高め新価格設定を
売上げ向上のために、もう一つぜひとも取り組みたい
ことは、新たな収益源の確保です。ただし、ゼロから新
たなものをつくるといった「新たな商品開発」は、なかな
かハードルが高いと思われます。そこで、既存商品に少
し違った角度から手を加えてみるなど、今までと異な
る視点で品質改良や利便性向上を目指してはいかがで
しょうか？顧客ニーズに合うように既存商品を改良す
ることで、付加価値を高め、新しい価格を設定すること
を考えてみてください。例えば、①原材料の品質や量の
改善：より良い材料を使うことによる品質の改善やサイ
ズの変更（小分けなど）で、安心面や買いやすさを訴求す

コスト削減にも取り組みましょう
収益確保にむけて原価のコスト削減も重要です。無
駄を省くことや節約といった通常のコストダウン以外
にも、販売計画の作成とこまめな見直しによって精度を
上げ、廃棄ロスの削減や適正在庫を真剣に考えてはいか
かでしょうか。さらに検査の低減や梱包の簡素化、仕様
の寸法公差などの緩和という点も、もう一度見直すこと
はできないでしょうか。売上げをアップさせるという
攻めだけでなく、原価を低減するといった守りも含め、
総合的な対策が転嫁対策の基本です。以上、２つの視点

4 マルケイ融資をご利用ください［年利1.60％で１千五百万まで（２月28日現在）。無担保・無保証人］
マル経融資とは、小規模企業の方が商工会議所の経営指導を経て、融資申込みをする「無担保・無保証・低利」の国の制度です！

習志野商工会議所

から転嫁対策を検討することが必要です。
転嫁対策を講じることは、今までの収益確保の仕方を
見直す絶好の機会になります。この機会を上手く活用
し、収益の確保、さらには拡大を目指してください。

資金繰りには今まで以上に注意
図２をご覧ください。消費税５％の場合も８％の
場合も、税抜売上高1,000円、利益100円は変わりませ
んが、納税額は20円だったものが32円と、1.6倍に増
えています。従って、消費税は一時的な預り金であり、
自社の資金でないということを今まで以上に認識し
て、納税時に資金不足に陥らないよう注意する必要が
あります。
図２

納税額の増加

消費税率は引き上げ後、税抜き売上高はかわらなくても、
納税資金は増加する

５％

税抜き

税込み

1,000円（消費税 50円）

1,050円

原価

300円（消費税 15円）

315円

給与

300円（消費税 0円）

300円

家賃

300円（消費税 15円）

315円

利益

100円（納税額 20円）

120円

税抜き

税込み

売上

1,000円（消費税 80円）

1,080円

原価

300円（消費税 24円）

324円

給与

300円（消費税 0円）

300円

家賃

300円（消費税 24円）

324円

100円（納税額 32円）

132円

売上
費用

８％
納税額は
現在の
1.6倍に！

費用

利益

そのためには、日ごろからお金の動きを月次・週次・
日次で押さえておくことが何よりも重要になります。
そして、売上げと利益は違うことを認識したうえで、
①受取りや支払いまでの日数の改善、②在庫が売れて
いく期間の把握と改善、③遊休資産の処分、④売上げ
増のために掛売りを増やさない、⑤任意の消費税中間
納付制度の活用などの対策を取ることが必要となっ
てきます。

組織での対応が重要
次に「組織対応」について考えてみたいと思います。
経営陣は転嫁対策を理解し指示をしていたのに、現場
のオペレーションが回っていなかったために、結局税
率引き上げに対応できなかった、ということがないよ
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うにしたいものです。具体的には、①税込価格で売上
げを管理していたため、増税による利益の減少に気付
かず、営業戦略を見誤る、②会社の利益のためと思っ
て仕入れ先と行った交渉が、転嫁対策特別措置法で禁
止される「買いたたき」行為になってしまう、③税率引
き上げへの準備不足や認識不足のために納期遅れを
起こしてしまう、④売上げをいつ計上するかの基準が
明確でないために、適用税率を間違える、⑤契約書や
見積書などが総額表示となっていたため、適用税率に
ついて取引先とトラブルになる、⑥３月までの駆け
込み需要の獲得と4月以降の反動減への対策が不十分
で、売上げが減少する、⑦総額表示と外税表示が混在
し、その対応で現場が混乱する、⑧消費税に関するク
レームや質問の情報共有、マニュアル化ができていな
いなどが挙げられます。これらを一つ一つ確認しな
がら、組織としての消費税転嫁対策を是非とも練って
いきたいところです。
また、消費税率引き上げに備えて、組織として転嫁
対策の方針を決めることも重要です。①メリハリを
つけた価格改定、②価格表示の変更、③新商品の導入・
既存商品の高付加価値化といった対策を、経営者・従
業員が一体となって考えたいものです。また、転嫁対
策の方針が決定したら、そのためにやるべき事、注意
すべき事といった「社内ルール」を設定し、従業員に周
知徹底することも必要となってきます。そのために
は、対策チームを組織することや、情報の受発信源を
明確に定めた一元管理が有効となるでしょう。

おわりに
以上、全２回にわたり、消費税率引き上げに向けた
対策についてお伝えしてきました。ポイントは、今回
の消費税率引き上げという大きな経営環境の変化を
きっかけに、価格設定、販売計画、資金繰りなど、さま
ざまな観点から経営を見直して、総合的な経営力の強
化を図ることができるかどうかです。これから来る
大きな波を乗り越え、これまで以上に安定した経営を
続けられるよう、ぜひ前向きに取り組んでいただきた
いと思います。

日本商工会議所消費税転嫁対策窓口相談等事業実施
ＷＧ委員／東京商工会議所中小企業相談センター・
コーディネーター／中小企業診断士 秋島一雄

毎月2100部発行「商工習志野」へチラシ同封して PR しませんか？ 1回につき30,000円
両面印刷 ･ 光沢 ･ カラー印刷も OK ！プラス5,000円で印刷 ( モノクロ ) 代行します！
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習志野商工会議所

習志野商工会議所検定試験日程表

平成26年度
検定種別

回

数

級

別

施行日

申込受付期間
ネット

第137回

1〜3級

H26. 6. 8 ㈰

試験会場（予定）

3. 3 ㈪〜 4.21 ㈪

4.30 ㈬〜 5. 8 ㈭
窓 口 ※3㈯、4㈰午前中のみ受付

サンロード津田沼

ネット

京成電鉄労働組合会館

※5㈪、6㈫は休館日となります

簿

記

第138回

1〜3級

H26.11.16 ㈰

8.18 ㈪〜 9.29 ㈪

習志野商工会議所

10. 9 ㈭〜10.17 ㈮

窓 口 ※11㈯、12㈰午前中のみ受付
※13㈪は休館日となります

【大原学園津田沼校

珠

算

販売士

2〜3級

H27. 2.22 ㈰

第201回

1〜3級

第111回

段

第202回

1〜3級

第112回

段

第203回

1〜3級

第113回

段

位

第74回

3

級

H26. 7.12 ㈯

第42回

2

級

H26.10. 1 ㈬

第42回

1

位
位

窓 口

3

H27. 2. 8 ㈰

12. 8 ㈪〜12.12 ㈮

1〜3級

H26.11.30 ㈰

第35回

2〜3級

H26. 6.29 ㈰

ビジネス
実務法務
検定試験 ® 第36回

福祉住環境 第32回
コーディ
ネーター
第33回
検定試験 ®
BATIC

（国際会計
検定）®

第27回
第28回

1〜3級

H26.12. 7 ㈰

2〜3級

H26. 7. 6 ㈰

1〜3級

S1・2

第16回
環境社会
検定試験 ®

（eco 検定 )

H26.11.23 ㈰
H26. 7.27 ㈰
H26.12.14 ㈰
H26. 7.27 ㈰

第17回

H26.12.14 ㈰

2･3級

12. 2 ㈫

1級

7,710円

2級

4,630円

3級

2,570円

1級

2,100円

2級

1,570円

3級

1,360円

3.10 ㈫

習志野商工会議所

4.28 ㈪〜 5.26 ㈪
6. 9 ㈪〜 6.13 ㈮

ネット

7.21 ㈪〜 8.18 ㈪

大原学園

窓 口

9. 1 ㈪〜 9. 5 ㈮

津田沼校予定

1. 7 ㈬〜 1.14 ㈬

11. 4 ㈫
2.17 ㈫

窓 口

窓 口
H26. 6.15 ㈰

1.13 ㈫

7. 1 ㈫

ネット

ネット 11.24 ㈪〜12.22 ㈪

2〜3級

１級

※17㈯、18㈰午前中のみ受付

9. 8 ㈪〜 9.12 ㈮

カラー
第36回
コーディ
ネーター
第37回
検定試験 ®

6.24 ㈫

は生徒のみ】

1.15 ㈭〜 1.22 ㈭

H26.10.26 ㈰

級

2･3級

※土日祝日を除く

H27. 2.18 ㈬
第75回

7.29 ㈫

5. 7 ㈬〜 5.13 ㈫

H26. 6.22 ㈰

級

１級

受験料（税込）

および TAC 津田沼校

ネット 11.24 ㈪〜 1. 5 ㈪
第139回

合格発表日

（インターネット）

習志野商工会議所

大原学園

8. 6 ㈬
11. 5 ㈬
50日後位に
合否通知を郵送

津田沼校予定

7.18 ㈮

4. 1 ㈫～ 5. 2 ㈮
9.16 ㈫～10.17 ㈮

（東商より合格カード直送）

当所検定試験会場

（団体登録は10.15に締切）

（東商より合格カード直送）

当所検定試験会場

（団体登録は10.22に締切）

（東商より合格カード直送）

当所検定試験会場

（団体登録は10.8に締切）

当所検定試験会場

（東商より合格カード直送）

1.30 ㈮

（東商より合格カード直送）

5.13 ㈫～ 6.13 ㈮
9.30 ㈫～10.31 ㈮

3.27 ㈮
1. 9 ㈮
8.29 ㈮

（団体登録は10.29に締切）
（団体登録は6.11に締切）

１級
２・３級

（東商より合格カード直送）

5.13 ㈫～ 6.13 ㈮
9.30 ㈫～10.31 ㈮

3.20 ㈮
1.16 ㈮
8.15 ㈮

4.22 ㈫～ 5.23 ㈮

（団体登録は6.11に締切）

１級
２・３級

（東商より合格カード直送）

（団体登録は5.21に締切）

9. 9 ㈫～10.10 ㈮

1.30 ㈮
1. 9 ㈮
8. 1 ㈮

4.15 ㈫～ 5.16 ㈮
9.24 ㈬～10.24 ㈮

１級
２・３級

（東商より合格カード直送）

（団体登録は5.14に締切）

1級

7,710円

2級

5,660円

3級

4,120円

1級

9,440円

2級

7,340円

3級

5,250円

3.11 ㈬

※土日祝日を除く

（団体登録は4.30に締切）

（段位）
珠算・暗算 2,620円
珠算のみ 2,260円
暗算のみ 1,130円

1級 10,800円
2級

6,480円

3級

4,320円

1級 10,150円
2級

6,480円

3級

4,320円

S1・2 10,800円
Subject 1： 5,400円
Subject 2： 7,990円

9. 5 ㈮

当所検定試験会場

（団体登録は10.29に締切）

（東商より合格カード直送）

1.30 ㈮

5,400円

（東商より合格カード直送）

問合せ

習志野商工会議所

柴崎

TEL：0 4 7（ 4 5 2）6700

たばこは市内で
買いましょう

「taspo
（タスポ）
」
を
お持ちであれば、
深夜でも自動販売機で
たばこをお買い求め
いただけます。
未成年者の喫煙防止の
ため、皆様のご理解と
ご協力をお願いします。

習志野たばこ組合

6 ビジネスの最前線で役立つ知識、技術を効率よく学べる商工会議所の検定試験【簿記検定試験・販売士検定試験】
直近の試験日

簿記検定

１～３級

６月８日㈰

販売士検定

３級

７月12日㈯

習志野商工会議所

お知らせ
募 集
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

相談員
問合せ

千葉県行政書士会葛南支部所

集

平成25年分決算・確定申告相談会

告事業者が作成

習志野商工会議所

「パソコン講座」４・５・６月開催！
5,000円 全4回

4月3日〜24日
②ワード基礎

木曜

10時〜正午

8,000円※ 全8回

4月1日〜25日 火 ･ 金曜 10時〜正午
③エクセル基礎

8,000円※★ 全4回

4月１日〜22日 火曜 13時〜16時

募

◦バナー

GIF 形式または JPEG 形式により広

属行政書士

①超初心者対象

④ワード応用

8,000円※★

習志野市役所 広報すぐきく課

問合せ

TEL：047（453 ）9220

( 公財 ) 千葉県産業振興センターから
お知らせ

中小企業の皆様に役立つ情報を毎週

木曜日にメールマガジンで配信してい
ます。
（登録無料）

全4回

登録は下記 HP「登録フォーム」から

4月３日〜24日 木曜 13時〜16時

簡単に行えますので、ぜひお申込みく

⑤エクセル応用

8,000円※★ 全4回

ださい。

日

時

3月14日㈮

10時〜16時（昼休12時〜13時）

※②〜⑤別途テキスト代がかかります

headline/

場

所

習志野商工会議所

★複数講座の受講で割引有り（対象講座のみ）

無料

５・６月の講座も受け付けています

問合せ

持

物

25年分決算書、確定申告書用

場

費

用

紙、前年分決算書、確定申告書
控、関係帳簿類、各種控除証明
書、印鑑など

対

象

2014.03.10

4月３日〜25日 金曜 13時〜16時

所

習志野商工会議所

問合せ

習志野商工会議所

定

員

各20名

https://www.ccjc-net.or.jp/
( 公財 ) 千葉県産業振興センター
TEL：043（299 ）1078

過激派アジト発見にご協力を

遠藤

お知らせ

会員事業所

ホームページ広告募集！！

相談員

千葉県税理士会

問合せ

習志野商工会議所

日

時

3月18日㈫

習志野商工会議所

貴社の広告を掲載してみませんか？詳

あれ？変だな…と思ったら

内

容

特許・実用新案・意匠・商標、

細は市ホームページをご覧ください。

習志野警察署

千葉西支部所属税理士

発明相談会
場

所

を募集中です。ホームページのトップ
各日9時〜16時

費

用

ページアクセス数は、1カ月に約8万件！

外国出願、先行技術調査、商
標調査など

相談員

習志野市役所広報すぐきく課では、平

成26年度のホームページのバナー広告

㈳発明協会所属相談員
無料

掲載料
掲載料（月額、税込み）

掲載場所

掲載
枠数

市外事業者

市内事業者

トップページ

1

20,000円

18,000円

第2階層以下
の5枠セット

5

10,000円

9,000円

第2階層以下
のページ

1

5,000円

4,500円

問合せ

習志野商工会議所

日

時

3月20日㈭

※年間契約の場合は、1カ月分の掲載

各日13時〜16時

料が無料になります！

場

所

習志野商工会議所

◦掲載期間

行政書士相談会

内

容

会社設立・建設業等の各種許認
可申請・諸規定構築入管手続
き相続・遺

言など※紛争性

のある事案等については対応
できない場合があります。

千葉県警察本部

TEL：047（474）0110
110番または
TEL：043（201）0110

http://www.police.pref.chiba.jp/

アート・フリーマーケット参加者募集
日

時

5月24日㈯、25日㈰

場

所

谷津遊路商店街

参加費

10時〜18時

雨天中止

500円（1日）

あなたの手作りなら何でも OK ！！

平成26年4月〜平成27年3月

（1カ月単位の掲載可）
◦掲載できないもの

公共性を損なうおそれのあるもの、

( 食品、既製品は NG です )
締

切

問合せ

政治・宗教活動に関するもの等

4月15日㈫
谷津商店街協同組合

三橋

TEL：047（451 ）3744
(13時〜17時 )

廃棄物の事は全てお任せ下さい！

産業廃棄物中間処理場

株式会社 ハセガワ

since1971

本
社：習志野市大久保 1‑6‑2
八千代工場：八千代市大和田新田 710

TEL：047 473 1638

http://www.hasegawa-eco.com/

松樹印刷有限会社 〒 275-0014 千葉県習志野市鷺沼 1‑15‑16 Tel：047（451）2222

習志野商工会議所会館をご利用ください！【当所会員は特別料金にて貸し出しています】
会議・セミナー・サークル活動、パソコン教室など様々な用途に合わせてご利用できます

♹

あの店・この工場

会員紹介

2014.03.10

習志野商工会議所

photo-zemi 運営事務局

滝本経営研究所

HP QR コード

HP QR コード

No.

283

住所：習志野市津田沼 1‑12‑7‑307 代表者名：伊藤 正仁さん
TEL：080（ 5889）4010
電話・メール対応時間：平日 10 時〜 17 時
メール：info@photo-zemi.jp HP：http://photo-zemi.jp/

住所：習志野市香澄 2‑1‑24 代表者名：滝本 繁さん
TEL：047（451）9682 FAX：047（451）9682
メール：shigeru ＠ seaple.ne.jp
HP：http://www.mhp-takimoto.jp/

主にネットショップなど、自社にて商品写真の撮影
をしている企業、個人に対して撮影ノウハウの提供、
及び機材の販売、セミナー等を行っています。
ご自身で、あるいは社内で商品の撮影をしている方
で、きれいに撮れないという方がいましたら、ぜひ一
度 HP をご覧ください。誰にでもできる方法で、納得
の商品写真が撮れるようになれる情報があります。撮
り方に関するご質問もお気軽にお問合せください。

わかる、つかえる、面白い、をモットーとする、人
材育成・開発に特化した経営コンサルタント会社です。
イチ押しは、40 年の実績を誇る「LIFO™ トレーニ
ング」です。「人間関係に強い社員を養成したい」、「コ
ミュニケーションがよく社員満足が高い組織をつくり
たい」とお考えの方はぜひご連絡ください。また、働
き者を増やす方法を知りたい経営者や管理職の皆さん
に「フロー理論」をご紹介します。

㈲フタミ水道工業所

ロック保険

地図 QR コード

HP QR コード

住所：習志野市谷津 4‑8‑45
代表者名：前田 智紀さん
TEL：047（ 452）6936 FAX：047（ 452）6937
営業時間：8 時〜 17 時 定休日：日曜日祝日

住所：習志野市谷津 6‑16‑20 スマート津田沼ツインビル A101
代表者名：羽生 昌弘さん
TEL：047（477）1570 FAX：047（477）0717
HP：http://www.dairitenhp.com/rockag/

谷津 4 丁目 14 号線沿いにある㈲フタミ水道工業所で
は、主に水道工事全般を行っています。
集合住宅、一般住宅の新築に伴う水道工事。日常生
活の中で欠かせない、台所、風呂場、トイレなど水回
りのちょっとした故障でも連絡をいただければすぐに
対応しております。
水が出ない、水漏れなど何かお困りのことがありま
したらぜひご連絡ください。

生命保険、損害保険などを通じてお客様を守ること
を第一に考え、モットーとする代表の羽生さん。
従来の訪問型ではなく、来店型の店舗を目指す同店
ではお客様が気軽に来店できるように心掛けており、
アットホームな雰囲気で、女性事務員の方々が明るく
笑顔で対応してくれます。
保険のことで何かお困りのことがありましたらお気
軽にお問合せください。

★ ますます充実！ スマートフォン ★
ドコモショップ津田沼店
TEL：0 4 7 ‑ 4 76‑1100
ドコモショップ津田沼北口店
TEL：0 4 7 ‑ 4 55‑7778
ドコモショップ北習志野店
TEL：0 4 7 ‑ 4 96‑3900
ドコモショップ八千代中央店
TEL：0 4 7 ‑ 4 80‑6622

⓼

～ ドコモだからできる、色々なサービス ～
♥ あんしんパック

①ケータイ補償お届けサービス・・・
［スマホ本体のあんしん］
②スマートフォンあんしん遠隔サポート・・・
［使い方のあんしん］
］
③あんしんネットセキュリティ・・・
［ウィルス・危険サイトからのあんしん］

♥「災害用音声お届けサービス」

大規模な災害時に音声メッセージで安否情報をお届けする

なやみごと・相談受付、お気軽にご相談ください

詳しくは、ドコモショップへ！

顧問弁護士

渡辺 惇先生

TEL：047（472）0911

