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2014.06.10　習志野商工会議所　

　5月26日㈪、習志野商工会議所会館にて第107回常
議員会が開催されました。
　協議事項については、第55回通常議員総会提出議案
と平成26年度補正予算について協議され、平成25年
度事業報告と収支決算、習志野市長への要望などが原
案通り承認されました。
　また、報告事項については中小企業振興強化月間

（６月）、議員総会（６月24日㈫16時～）、市民まつり（７
月20日㈰開催）、花火大会（８月２日㈯開催）等の報告
がありました。

　工業部会（樋口 惠己 部会長）では、第１回役員会を
開催し、年度方針として、交流促進や情報提供および
政策提言機関として集約した会員ニーズを、各事業等
に反映・展開し、会員事業所の円滑な業務運営、経営
改善などを資するための活動を行うため、以下の協議
を行い、承認されました。

（協議事項）
 ・ 平成26年度事業計画および収支予算について
 ・ 工場見学会（会員交流事業）について
 ・ 後継者育成事業（海外視察研修）について
 ・ 展示会出展支援事業（中小企業総合展）について
 ※協議された各事業は、詳細が決定しだい、随時ご紹介ます。

　建設業部会（鯨井 徹 部会長）では、習志野市からの
「新庁舎建設事業に関する市内事業者への参考意見の
聴取について」（平成26年５月７日付）の依頼に対し
て、このたび、市内建設事業者の意見を取りまとめた

「新庁舎建設工事における市内業者の工事参画機会の
確保について」（平成26年５月28日付）の要望書を、習
志野市へ提出しました。

（主な内容）
 ・ 地元建設業者等の活用や育成、具体的で実効性のあ

る地域貢献に係る提案内容が総合評価方式内にお
いて重視されること。

 ・ 選定業者との契約においては、提案内容の確実な履
行が担保されること。

 ・ 選定業者が市内事業者へ提示する価格には、実勢価
格や事業所規模等が十分に考慮された受注可能な
適正価格であること。

 ・１期、２期を通じて、躯体工事以外の別途（付帯）工事
については、最大限市内業者に優先発注されること。
これらの事業は今後のまちづくりや地域経済に大

きな影響を及ぼすことから、引き続き、当部会では情
報の収集・発信等に努めていきます。

　女性会（梓澤 清子 会長）では、震災復興を風化させ
ないための取組みとして、これまで福島県と茨城県の
視察研修事業を実施してきました。３回目となる今
回は、５月13日㈫に千葉県香取市、旭市を訪れ、復興
の取組みを学ぶとともに現地で消費することによる
復興支援を行いました。
　香取市では街並みの復興状況の視察、旭市では津波
により工場が全壊、昨年４月から新工場で生産を再開
した㈱山中食品を訪問し、山中社長からは被災直後か
ら工場再開までの取組みなどの貴重な体験談を伺い
ました。
　女性会では今後も震災復興を風化させない取組み
をはじめ、福祉活動などの事業を行います。

　当所に事務局を置く、習志野市工業地域団体連合会
（加盟150団体・事業所、金野 充 会長（㈱KONNOPRO）、
以下 工団連）では、一企業では解決できない共通の問
題を、連合会というスケールメリットを活かして行政
等に意見・要望を行うことなどを目指して活動してお
り、その一環として、5月2日に宮本市長に事業所用地
の緑地面積率の低減を求める要望書を提出しました。
　この要望内容は、昨年各加盟団体の代表が出席して

　 報告　　 第107回常議員会を開催

　 報告　　 工業部会 役員会を開催

　 報告　　 習志野市工業地域団体連合会
事業所用地緑地面積率の低減
に向け市長に要望書を提出

　 報告　　 建設業部会　
新庁舎建設工事に関する要望
書を提出

　 報告　　 女性会 視察研修会を開催

第107回常議員会

㈱山中食品視察
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行われた意見交換会で、工業地域及び各社が抱える懸
案事項として出された意見で、市内工業地域の今後の
活力再生を考える際の急務の課題として要望書の提
出に至りました。
　当所では、今後も工団連の工業地域活力再生に向け
た事業への支援を行っていきます。

　6月24日㈫に開催する通常議員総会終了後に、市
長ほかご来賓をお迎えして、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
ティー形式）を開催します。この交流会は、地域や
経営に関する情報交換および親睦を深めていただ
く事を目的としています。ぜひお誘い合わせのうえ
ご参加ください。
日　時　６月25日㈫
　　　　17時15分～18時30分（受付：17時～）
会　場　習志野商工会議所　3階大会議室
　　　　※定員（20名）になりしだい締め切らせていただ
　　　　　きます。
負担金　3,000円
申　込　電話かFAXでお申し込みください。
　　　　※準備の関係上、６月17日㈫までにお願いします。
問合せ　習志野商工会議所　橋本

　工業部会（樋口 惠己 部会長）では、他社の製造現場
における生産管理体制等の視察及び連携関係の構築
を目的とした企業見学会を開催します。当日は、会員
間の交流を図るための情報交換会も実施しますので、
ぜひご参加ください。
日　時　６月27日㈮　10時～13時 ※現地集合・解散
見学先　㈱竹中工務店　東日本機材センター
　　　　（習志野市東習志野7-5-3）
業　種　大型クレーン等の組立・整備業

目　的　大企業における工程管理・品質保証体制等の
　　　　業務最適化手法を学びます。
費　用　1,000円（当日受領・昼食代として）
問合せ　習志野商工会議所　堀

　ベストウィズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」
を5月・6月で実施しています。本キャンペーンは、「商
工会議所福祉制度」を会員の皆様にご理解いただき、
会員事業所の福祉向上にお役立ていただくことを主
な目的としています。
　「商工会議所福祉制度」は、経営者・役員の皆様の保
障や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保
障ニーズにお応えするものです。
　商工会議所職員とアクサ生命保険㈱の担当者がお
伺いした際には、ぜひご協力いただきますようお願い
します。
※「ベストウィズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度
　の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所およびア
　クサ生命保険㈱により運営されている組織です。

　このたび日本商工会議所で
は、三村会頭の所信を表した「スローガン・ロゴ」を策
定しました。
 　三村会頭は就任にあたり、「新たな日本再出発の礎
を築く～絶えざる進化によりさらなる飛躍を～」をス
ローガンに掲げ、転換期にある日本のさらなる飛躍に
向けた商工会議所活動の推進を表明しています。
　ロゴマークは基本理念をシンボライズしながら、

「日本再出発」への船出と右肩上がりの上昇気流をイ
メージし、幅広い世代に認知されるようシンプルなデ
ザインとなっています。

　習志野商工会議所では、会員はじめ地域事業者向け
に有益な情報を電子書籍形式でタイムリーに提供す
る「商工会議所ライブラリー」を当所ホームページ内
に開設しました。本ライブラリーでは、商工会議所お
よび行政機関等が作成した中小企業の経営に資する
各種資料、ガイドブック、パンフレット等を提供して
いきます。
　当所ホームページ最下部の「商工会議所ライブラ
リー」バナーをクリックしてご利用ください。

    　　 商工会議所スローガン
ロゴマークを策定

　　 
商工会議所ライブラリー開設

　　 習志野商工会議所役員・
議員、会員交流会
　 募集

　　 工業部会 
第 9 回工場見学会を開催

（㈱竹中工務店 東日本機材センター）

　 募集

宮本市長（左）に要望書を提出する金野会長

　習志野商工会議所　2014.06.10

問合せ：習志野商工会議所　TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744　　：同封チラシ有り

　 お知らせ

　　　　 「商工会議所福祉制度」
キャンペーン実施のお知らせ

　 お知らせ

　 お知らせ



4 マルケイ融資をご利用ください［年利1.45％で１千五百万まで（５月30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！

　６月号特集では、公正取引委員会における消費税転
嫁対策への取組みをご紹介します。
　公正取引委員会では、今般の消費税率の引上げに当
たり、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点か
ら、消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている消費
税の転嫁拒否等の行為の未然防止のための取組みと、
転嫁拒否等の行為に対する迅速かつ厳正な対処のた
めの取組みが公正取引委員会で進められています。

　消費税転嫁対策特別措置法では、消費税の転嫁拒
否等の行為として、事業者間の取引において、①いっ
たん契約した金額を後になって減額するといった「減
額」、②消費税率引上げ後も、消費税率引上げ前と同
じ価格で納品させるといった「買いたたき」、③消費税
の転嫁に応じる代わりに、商品を購入させたり、従業
員を派遣させたりするといった「商品購入、役務利用
又は利益提供の要請」、④本体価格（消費税抜きの価
格）で価格交渉をしたいという売手側からの申出を拒
否する「本体価格での交渉の拒否」、⑤公正取引委員会
等に転嫁拒否等の行為を通報したことを理由として、
取引を停止したりするなどの「報復行為」、を禁止して
います。
　公正取引委員会は、転嫁拒否等の行為に対して、
様々な情報収集活動によって把握した情報を踏まえ、
立入検査等の調査を積極的に実施しており、違反行
為が認められた事業者に対しては転嫁拒否等の行為
に係る不利益の回復などの必要な改善指導を迅速に
行っています。平成26年３月末までの対応実績は表
①及び表②のとおりです。
　また、公正取引委員会は、平成26年４月23日、消費
税転嫁対策特別措置法の規定に違反する行為（買いた
たき）が認められた大規模小売事業者に対して勧告を
行い、その旨を公表しました。今後も、重大な転嫁拒
否等の行為が認められた場合には勧告・公表を積極的
に行うこととしています。

［表①］　転嫁拒否等の行為に対する対応状況
調査件数 立入検査件数 処理件数 指導件数
2,054件 861件 1,833件 1,199件

（大規模小売事業者36件）

（注１）公正取引委員会及び中小企業庁の合算。また、平成26年３月
までの累計（平成25年10月～平成26年３月）。表②も同様。

（注２）転嫁拒否等の行為を行っていると回答した事業者に対する下
請代金支払遅延等防止法に基づく中小企業庁の指導を含む。

　転嫁拒否等の行為を受けた事業者にとっては、自ら
その事実を申し出にくい場合もあると考えられるこ
とから、転嫁拒否等の行為の被害者からの情報提供を
受身的に待つだけではなく、転嫁拒否等の行為に関す
る情報収集を積極的に行うこととしています。
　公正取引委員会は、平成26年度において、中小企業庁
と合同で、①中小企業・小規模事業者等（商品・役務（サー
ビス）の売手側）全体に対し、取引先事業者（買手側）から
転嫁拒否等の行為を受けていないかを把握するための
書面調査を実施するとともに、②大規模小売事業者及び
大企業等（買手側）に対し、取引先事業者（売手側）に対し
て転嫁拒否等の行為を行っていないかを把握するため
の書面調査を実施しています。これらの調査票は公正
取引委員会及び中小企業庁のHPにも掲載していますの
で、調査への回答にご協力をお願いします。

　公正取引委員会では、商工会議所などとも連携しな
がら、消費税の転嫁拒否等の行為の未然防止のための
広報活動に取組んでいます。平成26年度においても、
新聞広告等の各種媒体を活用し、転嫁拒否等の行為に
対して公正取引委員会が厳しく監視している旨等の周
知や、書面調査の周知も行うこととしています。また、
転嫁拒否等の行為について説明する公正取引委員会主
催の説明会を全国各地で実施することとしています。
詳細は、公正取引委員会HPを御覧ください。

執筆者：公正取引委員会事務総局経済取引局取引部　
　　　　取引企画課　課長補佐　武田 雅弘 氏
公正取引委員会HP
http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/

※本文中の意見にわたる部分は、筆者の個人的見解であり、
　筆者が所属する組織の見解を示すものではございません。

公正取引委員会における消費税
転嫁対策への取組みについて

消費税の転嫁拒否等の行為に対する迅速
かつ厳正な対処のための取組み

消費税の転嫁拒否等の行為の未然防止の
ための取組

［表②］　指導件数の内訳（行為類型別）
減　額 1件
買いたたき 940件
役務利用・利益提供の要請 45件
本体価格での交渉の拒否 225件

合　計 1,211件
（注１）買いたたきには、平成26年３月31日以前に減額行為があ

り、同年４月１日以降に違反のおそれがあるものを含む。
（注２）事業者の中には、複数の行為を行っている場合があり、表①

に記載の件数とは一致しない。

公取　消費税 検 索

特 

集
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5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30,860円
両面印刷 ･ 光沢 ･ カラー印刷も OK ！ 36,000円で印刷 ( モノクロ ) 代行します！

　習志野商工会議所　TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744

日　時　6月17日㈫　※要予約
場　所　習志野商工会議所
内　容　特許・実用新案・意匠・商標の出願、先行事例

との関係、申請書類のチェックなど発明に
関する事をお気軽にご相談ください。

相談員　一般社団法人千葉県発明協会所属　
　　　　窓口支援担当者
費　用　無料

日　時　6月20日㈮　※要予約
場　所　習志野商工会議所
内　容　会社・NPO法人等の設立、お店や事業を始

めるための手続き、会社法務・運営、諸規定
構築、建設業許可などの各種許認可や登録
の申請、入管・国際業務帰化、遺産相談、相
続・遺言書作成、不動産問題、成年後見・高
齢者福祉、クーリングオフ、内容証明、消費
者契約、契約書など
※但し、紛争性のある事案等については、　
　対応ができない場合もございます。

相談員　千葉県行政書士会葛南支部所属　行政書士
費　用　無料

食事を変えれば病気は治る
日　時　6月11日㈬　17時30分～19時30分
場　所　習志野商工会議所
内　容　健康のためには、食

事、睡眠、運動など
に気をつけること
は誰でも知ってい
ます。特に食事と
睡眠は、人間にとっ
て必ず必要ですが、
その食事をおろそかにしている方が多すぎ
ます。正しい知識を得て、頭を使って食べ
ましょう。

講　師　神崎 夢風 氏（健康料理研究家）
　　　　一般社団法人日本食医食協会　代表理事
費　用　会員：無料　一般：500円

　習志野商工会議所では、「がんばる経営応援しま
す！」をキャッチフレーズに、会員事業所の経営基盤
強化・事業発展・成長を支援するため「中小企業相談月
間」を設け、あらゆる経営のサポートをしています。
ぜひこの機会にご利用ください！！

無料発明相談会

女性会主催　「食育」の講演会

行政書士無料相談会

個別金融相談会「一日金融公庫」を開催
日　時　6月26日㈭　10時～16時　※要予約
場　所　習志野商工会議所
内　容　事業資金の借入可能性を知りたい、商品仕

入・手形決済資金が必要、車両、機械など
　　　　設備購入を検討中など各種相談から制度案

内、融資申し込みまで幅広い内容に個別で
対応させていただきます。

相談員　日本政策金融公庫　船橋支店　融資担当者
費　用　無料

～今日から実践できる売上アップ戦略～
日　時　7月4日㈮　18時～19時30分
場　所　習志野商工会議所
内　容　YouTube動画をもっとう

まく活用したい、費用、時
間をあまりかけずにお店
をPRしたい、販促に有効
なソーシャルメディアを
知りたい、短時間で売り上げを伸ばしたいな
どでお困りの方を対象に、専門知識がなく
て、IT初心者でも分かりやすくYouTubeを
利用してお困りごとを解決に導きます！

講　師　㈱アームズ・エディション代表取締役　
　　　　菅谷 信一 氏（YouTube集客コンサルタント）
費　用　無料

～「まち」と「地場建設事業者」の近未来図～
日　時　7月10日㈭　16時～17時30分
場　所　習志野商工会議所
内　容　習志野市の公共施設の約8割が築30年を経

過するなかで京教施設の現状と課題、再生
計画などの内容を行政動向等の最新情報を
お伝えします。

講　師　習志野市財政部資産管理室長　古川 清志 氏
費　用　無料

　店舗の魅力を決める要素は、商品の価格や品揃えは
もちろん、商品構成、陳列レイアウト、POP広告の活用
など様々です。当商工会議所の店舗診断アドバイザー
が、今すぐ実践できる「ひとことアドバイス」を1枚のレ
ポートに仕上げて皆様のお手元へお届けいたします。
対象者　一般商店、飲食店、理・美容店など
訪問日　ご希望の日時にお伺いします。
アドバイザー　中小企業診断士　東 正高 氏
費　用　会員：3,000円　一般：15,000円

中小企業振興月間

YouTube動画で商売を変える！

「習志野市公共施設再生計画について」

店舗診断アドバイザーによる「店舗診断」

お申込み・お問合せ
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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　販売士検定　３級　７月12日㈯　　簿記検定　１～３級　11月16日㈰　

　毎日多くの来街者が行き来するJR津田沼駅構内
のコンコースに習志野商工会議所が所有する掲示
板があります。この掲示板を会員事業所限定サー
ビスとして貸し出していますので、事業や商品等の
PRにぜひご利用ください！
■ 利用料金　
1週間　1,030円（税込）
※1度のお申込みで最大4週間までお貸出しできます。
■ サイズ　
1区画　縦65㎝×横60㎝

■ 申請方法　
①JR津田沼駅掲示板の会員コーナーおよびお電話

で空き状況を確認の上、掲示するポスター・チラ
シを会議所へ直接ご持参ください。（申請手続きは
1～2日のうちにお願いします。）※空きがない場合は
予約し、空き次第こちらからご連絡します。

②申請書に必要事項を記入してください。
③事務局で内容を確認のうえ、ポスター、チラシに

認印、期間を記します。（認印、期間を記したもの
のみ掲示してください。）

④番号を指定しますので、指定された番号と同じ場
所に各自で掲示してください。

■ お申込み・お問合せ
習志野商工会議所　柴崎・鈴木　TEL：047（452）6700

JR 津田沼駅通路の
広告板利用者募集中

会
員
限
定

習志野市内 商店街夏祭り情報

日時：7 月 6 日 ㈰
場所：新習志野駅前

新習志野駅前商店会
新習志野 フリーマーケット

日時：7 月 26 日 ㈯
場所：津田沼一丁目公園

津田沼一丁目商店会
ふれあい夏祭り

日時：7 月 5 日 ㈯、6 日 ㈰
場所：谷津サンプラザ商店街

谷津サンプラザ商店街
納涼風物まつり

日時：7 月 26 日㈯、27 日 ㈰
場所：津田沼公園

津田沼駅南口商店会
いきいき津田沼夏まつり

日時：8 月 23 日 ㈯
場所：谷津遊路商店街

谷津遊路商店街
星まつり

日時：8 月 30 日 ㈯
場所：学園おおくぼ商店街

学園おおくぼ商店街
大久保夏祭り
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7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

サロン・コンサート オン・ステージ23
～川越塔子（ソプラノ）名曲の調べ～
日　時　７月１日㈫　19時～
出演者　ソプラノ　　川越塔子
　　　　ピアノ　　　細川智美
　　　　お話し＆プロデュース
　　　　　　　　　　横川晴児
場　所　習志野文化ホール
費　用　一　　　般：4,000円
　　　　高校生以下：3,000円
※習志野商工会議所
　　　　　　会員限定10％ OFF！
問合せ　習志野商工会議所　柴崎
習志野商工会議所
Facebookページを開設
　平成26年4月1日より習志野商工
会議所公式Facebookを開設しまし
た。セミナー情報、検定情報、市内イ
ベント情報などの最新情報をいち早
く発信していきます。Facebookを
利用されている方はぜひ【いいね！】
クリックをお願いします。
URL：https://www.facebook.
com/narashinocci

平成26年度
業務改善助成金のお知らせ
　千葉県内に事業場を置き、事業場
内で最も低い時間給（時間換算額）が
800円未満の労働者を使用する中小
企業事業主が、①事業場内最低賃金
を時間給で40円以上引上げる計画
を策定②労働能率の増進に資する設
備・機器の導入、研修等の業務改善、
賃金制度の設備、就業規則の作成・改

正等の業務改善計画を策定③賃金引
上げを実施した場合に、業務改善に
要した費用（10万円以上）の2分の1

（常時使用する労働者数が企業全体
で30人以下の事業場は4分の3）を
国の予算の範囲内で助成する制度で
す。（業務改善助成金の上限は100万
円、下限は5万円です。）
問合せ　千葉労働局労働基準部賃金室
　　　　TEL：043（221）2328
経済センサス－基礎調査・商業統
計調査にご協力を！
　平成26年７月１日に、全国一斉に

「経済センサス－基礎調査・商業統計
調査」が実施されます。我が国すべ
ての産業分野における事業所及び企
業の従業員規模等の基本的構造を明
らかにする調査です。全国すべての
事業所、企業が対象となります。平
成26年６月末日までに調査員がお
伺いし、調査票をお届けいたします
ので、ご協力をお願いいたします。
問合せ　習志野市役所　総務課
　　　　TEL：047（453）9300
平成26・27年度入札参加資格随時

（追加）申請
　習志野市及び習志野市企業局が発
注する建設工事、測量・コンサル、物
品、委託等の契約の入札に参加しよう
とする事業者の方は、習志野市入札参
加資格者名簿への登載が必要です。

※名簿の有効期間は、名簿登載日から
　平成28年3月31日までです。
※申請は、ちば電子調達システムの入
　札参加資格申請システムにより電
　子申請を行ったあと、必要書類を千

　葉県電子自治体共同運営協議会に
　提出していただきます。

「中小企業・小規模事業者設備新陳
代謝促進事業費補助金」
　中小企業・小規模事業者が金融機
関から借入を行い、老朽化に対処し
た大規模設備投資を行う場合、金融
機関のモニタリング実績に応じ、借
入額の１％相当を上限に設備投資費
を補助します。（随時受付）
問合せ　全国中小企業団体中央会　
　　　　TEL：03（3523）4901

「商店街まちづくり事業（まちづく
り補助金）」
　商店街組織等が行う安心・安全な
生活環境を守るための商店街施設・
設備の整備等を支援します。（補助上
限原則1.5億円、補助率２／３）
締　切　三次締切６月27日㈮
　　　　四次締切８月15日㈮
問合せ　商店街まちづくり事業事務局
　　　　TEL：03（5551）9291
地域商店街活性化事業（にぎわい補助金）
　商店街組織等が行う集客力・販売
力の向上に資するイベントなどの取
組を支援します。（補助上限400万円
等、補助率10／10）
締　切　三次締切６月27日㈮
　　　　四次締切８月15日㈮
問合せ　千葉県商店街振興組合連合会
　　　　TEL：043（306）3284
習志野警察署からのお知らせ

「口コミ作戦」で振り込め詐欺を撲
滅しましょう！
<これらは全て詐欺です！ >
①息子や孫からのお金を要求する電話
　➡必ず、息子や孫の元々の電話番号
　　にかけて確認を！
②市役所職員等からの還付金の電話
　➡ATMで還付金が受けられること
　　は絶対にない！
③警察官や銀行員を名乗る電話
　➡現金や通帳、キャッシュカードは
　　絶対に他人に渡さない！

「私は大丈夫」と思っていませんか？誰
でも騙される危険性があります！
※このような電話があったら、遠慮な
　く警察に電話してください。
問合せ　習志野警察署　
　　　　TEL：047（474）0110

回　数 随時申請期間 名簿登載日
第 2回 5月16日～ 6月13日 8月1日
第 3回 6月16日～ 7月15日 9月1日
第 4回 7月16日～ 8月15日 10月1日
第 5回 8月18日～ 9月12日 11月1日
第 6回 9月16日～10月15日 12月1日
第 7回 10月16日～11月14日 7月1日
第 8回 11月17日～12月15日 2月1日
第 9回 12月16日～ 1月15日 3月1日
第10回 1月16日～ 2月13日 4月1日
第11回 2月16日～ 3月13日 5月1日
第12回 3月16日～ 3月31日 6月1日

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募　集

お知らせ
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8 なやみごと・相談受付、お気軽にご相談ください　顧問弁護士　渡辺 惇先生　TEL：047（472）0911
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ダンススタジオ夏見

　京成大久保駅すぐそばにあるダンススタジオ夏見。
通われている生徒さんは 20 代～ 80 代までと幅広く、
和気あいあいとした雰囲気の教室です。
　4,000 円／月で好きな曜日、時間帯でレッスンを受
けることができます。在籍している講師の方々はプロ
ダンサーですので、初心者の方から上級者の方まで満
足いくこと間違いありません。無料体験も行っていま
すので、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

住所：習志野市大久保 2-1-1 セナクールビル 202 号
代表者名：夏見 和彦さん
TEL：047（767）4420　FAX：047（767）4420
営業時間：12 時～ 22 時　定休日：水曜日

適正価格・安心整備 ㈲杉田モータース

　車検、定期点検、鈑金、一般修理、新車・中古車販
売を主に行う、昭和 38 年創業、地元習志野市で 51 年
営業を続けている「㈲杉田モータース」。
　整備はもちろんのこと、車のことでご相談をしてい
ただければ何でも対応しています。法人から一般のお
客様まで幅広く、ちょっとしたことでも親身になって
対応をしていただけます。お車でお困りの際はご連絡
してみてはいかがでしょうか。

住所：習志野市茜浜 1-9-5　
TEL：047（452）0752（茜浜工場）　FAX：047（452）0754
営業時間：8 時 30 分～ 18 時　定休日：日曜日・祝日
HP：http://www.aos.ne.jp/cba/sugitamo/

　吉川マネジメントコンサルティングでは、「経営戦略・
経営計画の策定」と「実行できる組織・人づくり」で
企業経営のお手伝いをしています。
　経営環境を考慮し、その企業の状況に応じた課題解
決策を経営者と一緒になって考えます。
　親身で信頼できるパートナーとして、便利に使って
いただきたいと考えている吉川さん。ぜひ一度ご連絡
してみてはいかがでしょうか。

住所：千葉市稲毛区稲毛東 6-18-14　代表者名：吉川 和宏さん
TEL：043（306）5705　FAX：043（306）5705
HP：http://yoshikawa-management.com/profile.html
メール：k-001@yoshikawa-management.com

HP QRコード

地図 QRコード

スクール IE 宮野木校

　やる気スイッチ ON の CM でお馴染みの「スクール
IE」宮野木校は明るく元気な雰囲気の教室です。毎日多
くの授業を実施しているほか、積極的に自習をする生
徒さんも多くみられます。
　お子様の夢、目標に合わせて、コースを選ぶことが
出来るので効率良く成績を伸ばすことができます。随
時無料体験学習も受付けています。学習習慣の第１歩
を始めてはいかがでしょうか。

住所：千葉市花見川区畑町 455-5　代表者名：山田 貴弘さん
TEL：043（375）4380　FAX：043（376）1893
営業時間：14 時～ 21 時 40 分　定休日：日曜日・祝日
HP：http://www.schoolie-net.jp/class/top/5A67

HP QRコード

HP QRコード

吉川マネジメントコンサルティング

民間車検工場


