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2014.11.10　習志野商工会議所　

　10月27日㈪習志野商工会議所において、第３回代
表者連絡会議を開催しました。
　協議事項第１号では、部会・委員会の上半期に実施
した事業について各担当者から発表後、委員による各
事業についての評価や課題、改善策など会員ニーズと
経済環境の変化に応じた実施方法について協議した。
　協議事項第２号では、平成27年３月に開催する会員
交流会の内容やあり方について協議しました。
■ 協議事項
第１号　部会・委員会等の上半期実施事業及び評価に
　　　　ついて
第２号　部会員交流会について
■ 報告事項
第１号　高速道路料金割引サービス事業について
第２号　ドイツフェアについて
第３号　四市複合事務組合 第二斎場建設計画について

　10月３日㈮習志野商工会議所において、㈱さくらコ
ミュニケーションズ 代表取締役 古川智子氏を講師に

「おもてなしセミナー」を開催しました。
　笑顔の大切さ、ユーモア力の高め方などお客様が忘
れられない人間になるためにはなど、商売・ビジネス
に欠かせない接客力や、「おもてなし」の心得を、実践
を踏まえご講演いただきました。
　参加者からは、普段意識していてもあまりできてい
ないことが多く、今後意識していくきっかけになった
など、大変好評でした。

　無人深海探査機「江戸っ子１号」が、水深7,800mの
超深海での3D撮影に成功して世界を驚かせました。
この開発に携わったのは東京下町の中小企業など５
社。その目的は“下請け体質からの脱却”と“新分野
への挑戦”“技術の継承”でした。
　本プロジェクトを進める渡部氏が、「江戸っ子１号」
に込めた思いや「中小企業が持つ可能性」、「そこで働
くことの魅力」などを講演します。
日　時　12月３日㈬　16時30分～18時
場　所　習志野商工会議所
費　用　無料　　定　員　40名

講　師　渡部 雄治氏　バキュームモールド工業㈱
　　　　代表取締役社長
　　　　（「江戸っ子１号プロジェクト」技術支援）
問合せ　中小企業支援室　堀

　独立・開業に興味のある方を支援する「創業塾」（習
志野市創業・起業支援事業）が、10月19日㈰に総勢23
名の参加のもと全４日間の講義を終了しました。
　セミナーは、経営コンサルタントの㈱ヘッドクォー
ター・山内英二郎氏をコーディネーターとして、税理
士や中小企業診断士、日本政策金融公庫、千葉県中小
企業団体中央会の各専門家や創業者等の総勢11名の
講師を交えながら、実践的かつ体系的な講義が進め
られ、参加者は、起業・創業に関する基礎知識から儲
かる市場の選択や仕組み、継続可能な事業計画の策
定方法などについて学びました。講義の中では、参
加者同士又は参加者と講師が活発な意見を交わしあ
い、新たなネットワークを育くむ姿が見受けられま
した。
　近年、創業形態の多様化や各種支援施策の拡充な
ど、創業を後押しする環境は整備されつつあります
が、実際の社会情勢は、開廃業率の再逆転はいまだ
遠いのが実情です。しかしながら当所では、将来の
地域社会を担う創業志望者の育成を地域経済活性
化の重点事項と位置付け、その支援に力を注いでい
きます。

　 報告　　 笑顔の接客力向上
おもてなしセミナーを開催

　 報告　　 
第 3 回代表者連絡会議を開催

2014 年 内閣総理大臣賞を受賞した時のメンバー

講師の山内英二郎氏

　 報告　　　将来の地域経済を担う創業支援事業
「創業塾」全講座が終了　

　　 習志野市産学官連携プラットフォーム
ものづくり講演会

「世界に誇る日本のものづくり
江戸っ子 1 号、超深海に挑戦！」

　 募集
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　工業部会（樋口惠己部会長）は、首都圏（東京都・埼
玉県・千葉県・神奈川県）の特長をもった中小企業な
どが販路拡大や企業間の連携、情報収集交換などを
目的として優れた技術や製品を一堂に展示する「産
業交流展2014」（東京ビッグサイト／11月19日～21
日）に会員事業所２社と共同出展し、習志野のものづ
くりを全国に発信します。
日　　時　11月19日㈬～21日㈮
　　　　　10時～18時（最終日は17時）
場　　所　東京ビッグサイト　東５・６ホール
出展企業　㈲アンドウカンパニー、島崎熱処理㈱（順不同）
出展位置　機械・金属ゾーン（機-158）
詳細はこちら⇒http://www.sangyo-koryuten.jp/

　10月18日㈯、19日㈰津田沼公園及びモリシア津田
沼において、第４回習志野ドイツフェア＆グルメフェ
スタ2014が開催されました。
　習志野市はソーセージ製造発祥の地でもあること
から、昔ながらのレシピで作られた習志野ソーセージ
や、ドイツビールなどドイツ食品の販売のほか、同時
開催である「グルメフェスタ」では、当所会員事業所
でもある栄昇ラーメン、カフェダコタ、チャド、アン

ジェ、ベネフィットなど市内飲食店による自慢の料理
が楽しめました。
　２日間を通して前回開催時より多くの方が来場し、
会場を賑わせました。

　津田沼一丁目商店会・津田沼南口商店会・船橋市前
原商店会が中心となり行われた食べ歩きイベント「つ
だぬま～る5th」（39店舗参加）が、10月26日㈰～27日㈪
の２日間開催され、前売り・当日販売を合わせて４枚
綴りのチケット約710部（１枚700円相当）が完売とな
り、大盛況となりました。
　昨年から行われているイベント、流しのミュージ
シャンも好評で、各店舗を回りお客さんと一体となっ
て盛り上がりました。

　年末年始の資金、商品仕入、手形決済資金、車両や
機械の購入など、設備・運転資金が必要な方はぜひ「金
融相談会・一日金融公庫」へご参加ください。
日　時　11月27日㈭　10時～16時（要予約）
場　所　習志野商工会議所　特別会議室
共　催　日本政策金融公庫 船橋支店
ご利用いただける融資制度
　⃝商工会議所のマル経融資
　　限度額：2,000万円　利率：年1.45%（10/10現在）
　　返済：運転資金７年以内、設備資金10年以内
　⃝公庫の普通貸付
　　限度額：4,800万円　利率：年1.40%～2.80%
　　返済：運転資金７年以内、融資資金10年以内
　⃝公庫の教育ローン
　　限度額：学生・生徒１人つき350万円
　　利率：年2.35%　返済：15年以内
問合せ　中小企業支援室

　習志野商工会議所　2014.11.10

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

　 報告　　 第 4 回習志野ドイツ
フェア＆グルメフェスタ開催

　 報告　　 工業部会
『産業交流展 東京2014』に出展

　 報告　　 津田沼を食べ歩き
つだぬま～る 5th 大盛況！

　　 「金融相談会・
　　  一日金融公庫」開催

昨年度の中小企業総合展出展の様子

2 日間で多くの来場者が訪れた第 4 回ドイツフェア
　この度、「京葉測量株式会
社」が創立50周年の大きな
節目の年を迎えられました。
今後ますますのご発展をご
祈念申しあげます。

住所：茜浜3-4-6
代表取締役　林 正美 氏

創立50周年
おめでとうございます

　 募集



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（10月31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！

　近年の商店街を取り巻く環境は、インターネット販売などによる購買機会の多様化や市街地の人口
減少などの要因により、依然厳しい状況下にあります。そのような中でも、習志野市内には、地域住民
とのふれあいを大切に「地域コミュニティの担い手」として、魅力ある活動を展開している商店街が数
多くあります。シリーズで掲載している「特集　元気な商店街！応援します！」。第３回目の今回は、
津田沼商店街（協）、袖ケ浦ショッピングセンター、学園おおくぼ商店街、三和名店街をご紹介します。

特 集 元気な商店街！応援します！
津田沼商店街（協）、袖ヶ浦ショッピングセンター、学園おおくぼ商店街、三和名店街
Vol.3　

　京成津田沼駅南口から国道14号線へと続く、「津田
沼商店街（協）」。ワイがや通りと名付けられた通りの
中央には、80年以上続いた銭湯「みはし湯」。東日本
大震災の影響により煙突が倒壊し、営業を停止しまし
たが、現在は「みはし湯ホール」としてイベントや、語
り合える場として地域住民に喜ばれており、商店街の
賑わい創出となっています。

津田沼商店街（協）

←至東京 至千葉→

鷺沼小学校

市役所

消防署

国道14号

東京

津田沼商店街

京成津田沼津
田
沼
商
店
街（
協
）

京成津田沼
←至東京 至千葉→

鷺沼小学校

市役所

消防署

国道14号

袖ヶ浦ショッピングセンター
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ピ
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津田沼商店街（協）
組合員数　14
理　事　長　岡野 常洋さん（㈲岡野商店）
所　在　地　習志野市津田沼6-13-21
電　　話　047（451）9229

袖ヶ浦ショッピングセンター
組合員数　11
会　　長　岡 直樹さん（袖ヶ浦団地図書館）
所　在　地　習志野市袖ヶ浦3-5-2-104
電　　話　047（419）4377

　袖ヶ浦団地中心に位置する「袖ヶ浦ショッピングセ
ンター」。大丸ピーコックをはじめ、個店が立ち並ぶ商
店街です。商店街内にある図書館では近隣住民の憩い
の場となっています。本を借りに来るだけではなく、
地域住民が集まり談笑できる場所にもなっています。
　敷地内にはベンチが設置されており、天気の良い日
には買い物客の憩いの場所になっています。

袖ヶ浦ショッピングセンター



　習志野商工会議所　2014.11.10

5毎月2,000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！

元気な商店街！応援します！
　京成大久保駅北口に位置する「学園おおくぼ商店
街」。京成大久保駅は日本大学生産工学部、東邦大学
の最寄駅であり、毎日多くの学生が通学路として利用
しています。飲食店をはじめとする多くの店舗が軒
を連ねる商店街です。商店街内にあるお休み処では、
習志野にゆかりのある「秋山好古」や、習志野の歴史に
まつわる資料などが展示されています。

学園おおくぼ商店街

←至津田沼 至八千代→

学園おおくぼ商店街

京成大久保

大久保東
小学校

学
園
お
お
く
ぼ
商
店
街

京成津田沼
←至東京 至千葉→

鷺沼小学校

市役所

消防署

マルエツ

国道14号

三和名店街

三
和
名
店
街

学園おおくぼ商店街
組合員数　78
理　事　長　三橋 正文さん（㈲習志野スポーツ）
所　在　地　習志野市大久保1-16-11
電　　話　047（477）5151

2014 市制60周年記念 学園おおくぼ商店街スタンプラリー
イベント期間：12月１日〜12月24日　抽選日：12月22日〜12月24日の３日間イベント情報

三和名店街
組合員数　７
会　　長　広田 和美さん（やぶ大町）
所　在　地　習志野市津田沼6-2-3
電　　話　047（452）2233

　袖ヶ浦団地近くにある「三和名店街」。野菜・お惣
菜、和菓子、美容室、おそば、豆腐店など主に飲食店
が軒を連ねる商店街。昔ながらの雰囲気を残す商店
街です。
　夕方になると袖ヶ浦団地などにお住いの近隣住民
がお買い物に訪れ、顔なじみの店主との会話が弾む
光景が多く見られます。

三和名店街
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2014.11.10　習志野商工会議所　

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　11月16日㈰　　販売士検定　1・3級　２月18日㈬

会員事業所を
     ご利用ください！

⬇ このプレートが目印 ⬇

　習志野商工会議所では、市内金融機関との提携に
より、提携金融機関から優遇された条件で事業資金
の融資を受けとることができる、会員限定の各種提
携ビジネスローンを取り扱っています。今回は千葉
興業銀行の提携ビジネスローン「クイックコスモ
ス」を紹介します。
 提携内容
①金利優遇

通常年 2.35％～（変動金利）のところ、特別金
利年 1.85％から（変動金利）0.50 の優遇

②事務取扱手数料優遇
千葉興業銀行とお借入取引がない法人会員様は、

千葉興業銀行 会員限定

法人会員向け提携ビジネスローン

クイックコスモス

　労働者を１人でも使用する事業主は、労働保険徴
収法により労働保険に加入手続きをしなければなら
ないことになっています。
★労災保険は、労働者が業務災害や通勤災害を被っ
　たときに療養補償や休業補償などの必要な保険給
　付を行う制度です。
★雇用保険は、労働者が失業した場合に失業等給付を
　行うほか、事業主の方には失業予防および雇用の改
　善等の措置に対して各種助成金を支給する制度です。
　いずれも事業主に加入が義務付けられています。未
手続事業所の事業主は至急加入手続きをしてください。
　詳細については、習志野商工会議所、千葉労働局
労働保険徴収課または、最寄りの労働基準監督署、
ハローワーク（公共職業安定所）にお尋ねください。
問合せ
習志野商工会議所　TEL：047（452）6700
千葉労働局労働保険徴収課　TEL：043（221）4317
※または最寄りの労働基準監督署、ハローワーク
　（公共職業安定所）にお尋ねください。

　千葉県内の事業所で働くすべての労働者（パート、
アルバイト等を含む。）及び、その使用者に適用され
る地域別最低賃金「千葉県最低賃金」が改正されます。
　最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、
時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞
与及び臨時の賃金は含まれません。
　なお、「千葉県最低賃金」のほかに定められている
特定最低賃金がありますのでご注意ください。
※最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働
　局労働基準部賃金室（TEL：043（221）2328）　
　又は最寄りの労働基準監督署へお問合せください。
※「経営労務改善相談センター」（千葉県最低賃金総
　合相談支援センター）におきまして経営課題及び
　労務管理の無料相談を受け付けています。
　（TEL：043（222）0500）
※ 24 時間テレフォンサービス（TEL：043（221）4700）
※千葉労働局ホームページ
　http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

通常お借入金額の 0.525%（税込）のところ、お
借入金額の0.315%（税込）でご利用いただけます。
0.21%の優遇

③無担保、第三者保証人不要（代表者の保障のみ）
④３～５営業日程度で審査結果を回答※
⑤今までお借入取引がない法人会員様でも申込可能
⑥最高 3,000 万円まで融資可能
⑦融資期間は最長３年
 申込資格

◦習志野商工会議所の会員であること
◦法人企業であること
◦その他、当行所定の基準をみたしていること
※審査結果により、ご希望に添えない場合もご
　ざいますので、あらかじめご了承ください。

 お問合せ
千葉興業銀行習志野支店　
TEL：047（472）7111

茜浜名人寄席
平成26年11月21日（金）
開演　午後６時30分（開場６時）
茜浜文化ホール

（JR新習志野駅から徒歩３分）
木戸銭　500円
定　員　150名（先着）
前　座　三遊亭　遊松
二つ目　神　田　真紅 講談

真　打　隅田川　馬石

霜月

次回は11月21日（金）

11 月は
「労働保険適用促進強化月間」です

「千葉県最低賃金」が平成26年
10月より時間額798円に改正
されました
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「経営計画作成＆与信管理セミナー」
～経営計画を作成し経営環境の変化に
対応しよう！～
日　時　11月14日㈮　14時〜16時
場　所　習志野商工会議所　
講　師　帝国データバンク高田秀明 氏
　　　　中小企業診断士 川村浩司 氏
定　員　40名　　参加費　無料
問合せ　中小企業支援室
建設業部会研修会「公民連携の時代」
～新しい入札制度にどう対応するか～（仮題）
日　時　11月25日㈫　13時30分〜15時
場　所　習志野商工会議所
講　師　社団法人　国土政策研究会
　　　　理事 PFI事務局長 伊庭良知 氏
定　員　30名　　費　用　無料
問合せ　中小企業支援室
経営に役立つIT利活用セミナー

「IT戦略　次の一手」　
日　時　11月26日㈬　14時〜16時
場　所　習志野商工会議所　ITルーム
講　師　NPOサポート技術士センター
　　　　徳永雅彦 氏
定　員　10名　　費　用　無料
個別融資相談会「一日金融公庫」
日　時　11月27日㈭　10時〜16時
場　所　習志野商工会議所
相談員　日本政策金融公庫船橋支店融資
費　用　無料（要事前予約）
問合せ　中小企業支援室　堀
情報戦術委員会主催
Google六本木オフィスを見学！
日　時　11月28日㈮
　　　　13時15分会議所集合
視察先　◦Google六本木オフィス
　　　　◦六本木ヒルズ周辺
定　員　30名　　費　用　5,000円
交　通　貸切バス

問合せ　経営室　岡畑
ホームページで商品の魅力を伝え
て売上アップ！～デジカメでできる商
品・商材写真撮影テクニックセミナー～
日　時　12月２日㈫　13時〜17時15分
場　所　習志野商工会議所　
講　師　あるまじろ書房㈱　
　　　　代表取締役　山田晋也 氏
対　象　自社のホームページ又はネット
　　　　ショップをお持ちの方
定　員　20名　参加費　無料
問合せ　中小企業支援室
経営・起業セミナー
日　時　12月６日㈯
　　　　13時30分〜17時10分
場　所　習志野商工会議所
内　容　第1部13時10分〜15時
　　　　「経営を軌道に乗せる“成功す
　　　　る事業戦力と”」
　　　　講師：経営コンサルタント
　　　　　　　山内英二郎 氏
　　　　第2部15時10分〜17時10分
　　　　「企業の継続的成長を支える
　　　　会計について」
　　　　講師：中小企業診断士
　　　　　　　岩永武大 氏
　　　　交流会
　　　　17時15分〜18時30分
問合せ　中小企業支援室　堀
弥生会計セミナー≪決算編≫
日　時　12月11日㈭　13時〜16時30分
場　所　習志野商工会議所　ITルーム
内　容　弥生会計での入力データに基づ
　　　　く決算・申告書の作成、減価償
　　　　却への対応等を学習
講　師　千葉西税理士会所属税理士
受講料　会員3,000円、一般5,000円
問合せ　中小企業支援室
2015年版ビジネスノート配布開始
　書き込みダイアリー、実用ガイド、
金融制度、共済制度、経営に関する情
報などが記載され、様々な用途で毎年
ご好評いただいています、「習志野商工
会議所・ビジネスノート2015年版」が
配布開始となりました。ご希望の方は
同封のチラシにてお申込みください。
※1事業所1冊までとなります。
パソコン講座　12月開催！
①楽しいデジカメ　5,000円
　12月２日㈫　10時〜16時
　※ワードの基礎が出来る方

since1971

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

株式会社 ハセガワ
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

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

産業廃棄物中間処理場
廃棄物の事は全てお任せ下さい！

TEL：047‒473‒1638

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募　集

②楽しいインターネット　5,000円
　12月９日㈫　10時〜16時
③エクセル応用（２日間）
　12月４日㈭・５日㈮　10時〜17時
　8,000円＋2,160円テキスト代
　※エクセルの基礎が出来る方
場　所　習志野商工会議所
定　員　各10名（申込先着順）
問合せ　中小企業支援室　遠藤
習志野商工会議所
Facebookページ開設
　2014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

工業統計調査へのご回答を！
　工業の実態を明らかにするため、製
造業を営む事業所を対象として、12月
31日現在で、工業統計調査を実施しま
す。調査員が伺いますのでご回答をお
願いします。
経済産業省 千葉県 市区町村
女性の活躍促進セミナー
日　時　12月25日㈭　14時〜16時
場　所　千葉商工会議所第1ホール
内　容　「企業を成長に導く女性活躍

企業の成長の鍵は女性の活躍促
進」〜優秀な人材の確保、生産
性の向上に向けた経営戦略〜

講　師　山極清子 氏（㈱wiwiw 社長執
　　　　行役員　昭和女子大学客員教授）
定　員　100名（申込先着順）
費　用　無料
申　込　千葉県雇用労働課
　　　　TEL：043（223）2743

「健康マイレージ事業」協力店募集
　習志野市では、日々の運動や健康診断
の受診、健康教室や地域活動へ参加し、
一定のポイントを達成した人にサービ
スカードを発行する「ならしの健康マイ
レージ事業」を平成27年1月から実施し
ます。つきましては、当事業へ協力いた
だける事業所を募集しています。
※詳細は、折込チラシをご覧ください。

お知らせ
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ドコモショップ津田沼店
TEL：047-476-1100
ドコモショップ津田沼北口店
TEL：047-455-7778
ドコモショップ北習志野店
TEL：047-496-3900
ドコモショップ八千代中央店
TEL：047-480-6622

★ ますます充実！ スマートフォン ★
～ 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

詳しくは、ドコモショップへ！

ファミリーマート東習志野一丁目店

　習志野高校すぐそばにある「ファミリーマート東習
志野一丁目店」。
　大きな駐車場の他、豊富な品揃えはもちろん、スポ
ーツ、映画、コンサート、バスなどのチケットや、ス
ポーツ振興くじ toto の購入、各種お支払いサービスが
可能の端末「Fami ポート」が設置されています。また、
近日 EV（電気自動車）用急速充電器の設置も完了しま
す。お近くの方はぜひご利用ください。

住所：習志野市東習志野 1-3-16　
代表者名： 石川 貴規さん
TEL：047（470）1573　FAX：047（470）1573
営業時間：年中無休

　安心・安全な国内産にこだわる「森登志夫畳店」の
畳表はご利用いただいたすべてのお客様に和みと安ら
ぎを届けています。
　畳床の交換時には「伊藤園」の茶殻を再利用した抗菌・
消臭効果のある「さらり畳」をおすすめしています。
　また、現在６畳あたり 6,480 円で提供している防虫・
防カビシートの無料施工キャンペーンを実施中ですの
で、ぜひこの機会をご利用ください。

住所：習志野市秋津 4-8-9　代表者名： 森 登志夫さん
TEL：047（451）7777　FAX：047（451）7826
受付時間：８時〜 18 時　定休日：年中無休
HP：http://www.tatami-mori.com/index.html

地図 QRコード

LHB ㈱

　LHB 株式会社では主に、オリジナルピンバッチやオ
リジナル贈答用品などを取り扱った営業、販売をして
います。
　習志野市制施行 60 周年を記念して生まれた「ナラ
シド♪」のピンバッチも販売しています。１個 300 円

（税込）で販売しており、京成津田沼駅ビルサンロード
１階の植草洋品店にて販売中です。ご興味のある方は、
ぜひご購入ください。

住所：習志野市実籾 2-12-10　
代表者名： 杉山 美起子さん
TEL：047（478）6596　FAX：047（478）6596
営業時間：8 時〜 18 時　定休日：日曜・祭日

地図 QRコードHP QRコード

㈲森登志夫畳店

菓子工房　アンジェ

　マラソン道路の一本裏手に店舗を構え、来年１月中
旬オープン予定の「菓子工房アンジェ」。
　代表の中川さんは、洋菓子、和菓子の修行を経て開業。
主に卸売メインですが、焼き菓子や、和洋の修行を活
かした他店にはないオリジナルの創作菓子などの店頭
販売のほか、予約をすればケーキの販売も予定してい
るとのことです。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち
寄りください。

住所：習志野市東習志野 6-10-3
代表者名： 中川 伸郎さん
TEL：047（497）9215　FAX：047（477）9215
営業時間：10 時〜 18 時　定休日：月曜日

地図 QRコード


