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　昭和９年（1934年）に、アメリカのメジャーリーグ一向が来日。その頃、日本にはプロ野球がなく大学などから選手を選抜し、
全日本チームを編成しました。後にこのチームが母体となり日本初のプロ野球球団・読売巨人が誕生しました。その全日本チー
ムの練習のために提供されたのが谷津遊園内のグラウンドであったために、ここが巨人軍発祥の地とされました。

読売巨人軍発祥の地
習志野市谷津3-1-14［谷津公園内］

習志野トリビア Vol. 1
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2015.05.10　習志野商工会議所　

　４月27日㈪、平成27年度第１回代表者連絡会議（樋
口惠己委員長）が開催され、平成27年度部会・委員会の
活動調整、常議員会提出議案等について協議し、異議
なく承認されました。
　また、各部会、委員会より提出された、習志野市長への
要望についても協議が行われ、原案通り承認されました。

【協議事項】第１号：会員交流会のあり方について／第
２号：習志野市長への要望について

【報告事項】第１号：新規事業への取り組みについて／
第２号：部会・委員会等の事業計画について／第３号：常
議員会、議員総会について／第４号：習志野市民まつり
について／第５号：習志野市プレミアム付商品券事業に
ついて

　経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取組み
に対し、原則50万円を上限に補助金（補助率2/3）がで
る、小規模事業者持続化補助金についてのセミナー
を４月17日㈮、24日㈮の２日間開催し、「小規模事業
者持続化補助金の概要」、「経営環境分析と事業構造分
析」、「販路開拓等に向けた経営計画について」、「経営
計画書の作成ポイントについて」など、応募にあたる
基礎知識を深める機会となりました。

　習志野市内の消費需要拡大を図ること
により、地域経済の活性化を目的とした
プレミアム付き「ナラシド♪商品券」を販売
と併せて使用できる店舗・事業所を募集します。

1.登録資格
　習志野市において営業し、店舗等を有する事業所
　例◦小売業（飲食料品・衣料品・日用品・雑貨など）
　　◦サービス業（クリーニング、理容、美容など）
　　◦飲食業（居酒屋、和食、洋食、中華など）
　　◦建設業（増改築、造園、内装工事、電気工事など）
　　◦福祉事業者等（福祉施設、民間保育所）
2.募集期間　平成27年４月１日㈬～
3.換金手数料　０％

1.発行総額　６億4,500万円（プレミアム分25％）
2.プレミアム率　25％　
3.販売単位　１冊6,000円（プレミアム分1,500円含む）
4.販売期間　平成27年６月20日㈯～６月28日㈰
5.購入限度額　１人３万円まで（５冊）
6.試用期間　平成27年７月１日㈬～12月31日㈭
7.その他　１冊500円×15枚綴りのナラシド♪商品券
　は「共通券（10枚）」、「専用券（５枚）」に分かれています。
※共通券：大型店、中小店の両方で使用可。
※専用券：中小店で使用可。
※医療関係、建設業関係、福祉事業関係は、面積に係
　わらず中小扱いとなります。
※大型店・中小店は事業所（売場）面積で区分します。
　【大型店】1,000㎡以上　【中小店】1,000㎡未満
申込・問合せ　
　習志野市商店会連合会　TEL：047（455）1955
　習志野商工会議所　　　TEL：047（452）6700

　この融資制度は、小規模企業の方が、商工会議所の
経営指導を経て、経営の安定を図るための融資申込み
をする「無担保・無保証人・低利」の国の制度で、当所の
推薦に基づき、日本政策金融公庫での審査の結果、貸
出しが行われます。
▪借り入れ条件
　借入限度額は、無担保・無保証で2,000万円まで

　　  平成27年度
第1回代表者連絡会議を開催
　 報告
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「マル経融資」をご利用ください

会議の様子

講師の川村氏（中小企業診断士）

　　  ナラシド♪商品券取扱事業者募集
習志野市プレミアム付商品券
　 募集

取扱事業所登録について

事業概要

　　 小規模事業者
持続化補助金経営計画作成
セミナーを開催

　 報告

資金の使途 利率 返済期間
運転資金 年1.25%

（固定金利）
 ７年以内（据置１年以内を含む）

設備資金 10年以内（据置２年以内を含む）
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　習志野商工会議所では、街の活性化に繋がるとして
個店強化事業を実施しています。
　この事業は専門家（中小企業診断士）が店舗診断お
よび個別指導を行い、お客様のニーズに合う、繁盛店
になろうと頑張っている事業主を支援するものです。
　参加店舗からは、「店舗前の看板を設置しただけで
お客様の印象が変わった」「メニューの見せ方を変え
ただけで注文が増えた」「店内ボード、DMやチラシの
ポスティングによる積極的な情報発信によりお客様
の来店頻度が増え、お客様から声を掛けられるように
なった」など参加店舗からの報告も受けています。
　景気回復過程の中、いまできる最大限の事業改善行
動の積み重ねが将来の事業経営の安定に繋がるもので
す。習志野商工会議所では個店強化事業の重点事業と
位置づけ、現在も当事業を延長して参加事業所を募集
しています。この機会に店舗や事業運営を見直したい
事業主の方の積極的な参加をお待ちしています。
専門相談員　中小企業診断士　東正高氏
対　　　象　会員事業所
　　　　　　（小売業、飲食業、サービス業等）
参加負担金　3,000円
申込・問合せ　習志野商工会議所　中小企業支援室

　習志野商工会議所　2015.05.10

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

▪申込から融資実行までの流れ
　1.申込（商工会議所受付）
　2.調査・実訪・確認
　3.商工会議所審査会
　4.日本政策金融公庫へ推薦
　5.融資実行
※申込から融資実行まで約１か月かかる場合があります。
　お早めに資金計画を立ててお申込ください。
▪融資対象者
　・習志野商工会議所地区内で１年以上同一事業を営
　　んでおり、所得の申告をしている。
　・６か月以前から商工会議所の指導を受けている。
　・従業員が20人以下の製造業・建設業その他、5人
　　以下の商業・サービス業。
　・納付すべき税金を完納している（法人税、所得税、
　　固定資産税、事業税、消費税、市県民税）。
▪申込のとき必要なもの

※お申込の方には、後日当所の担当者が営業内容など
　の調査にお伺いします。
▪お問合せ
　習志野商工会議所　中小企業支援室
　その他事業資金のご相談にも商工会議所にお問合
　せください。

　ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペー
ン」を５月、６月に実施します。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。担当がお伺いした
際には、ぜひご協力いただきますようお願いします。
※「ベストウイズクラブ」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。
問合せ　習志野商工会議所　経営室

　　 専門家の指導で繁盛店に
参加店舗募集
　 募集

「商工会議所福祉制度」
キャンペーン実施のお知らせ

法
人
企
業

①前期・前々期の決算書
　（決算後６か月を経ているものは最近の試算表）
②前期・前々期の確定申告書（控）
③法人税・事業税、住民税の領収書または納税証明書
④登記簿謄本
⑤見積書、契約書、カタログ、建築許可書など
　（設備資金申込の時に必要です）
①前期・前々期の青（白）色決算書（控）
②前期・前々期の確定申告書（控）
③所得税・事業税・住民税の領収書または納税証明書
④見積書、図面、カタログ、契約書、建築許可証など
　（設備資金申込の時に必要です）

個
人
企
業

①前期・前々期の青（白）色決算書（控）
②前期・前々期の確定申告書（控）
③所得税・事業税・住民税の領収書または納税証明書
④見積書、図面、カタログ、契約書、建築許可証など
　（設備資金申込の時に必要です）

そ
の
他

・借入金のある場合は銀行別の借入額・毎月の元金の
　返済額・残高
・許認可を必要とする業種の方は許認可証　他



4 マルケイ融資をご利用ください［年利1.25％で2,000万円まで（４月22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！

　習志野商工会議所には、青年経営者や後継者等で構成される「青年部」、女性経営者が集まる「女性会」が設
置されており、会員事業所同士の交流をはじめ、自己研鑽、地域貢献を目的とし活動しています。
　そこで商工習志野５月号では「青年部」、「女性会」の活動をご紹介します。

習志野商工会議所 青年部・女性会特 集

　　　　　　　　会長　安西 繁行（株式会社ナラデン）
　習志野商工会議所青年部は、商工会議所の青年の集いとして、1987年にスタートしま
した。地域活性化、人脈の拡大をはじめ若手経済人の資質向上を目的とし、活動を行っ
ています。
　毎月第３木曜日に開催している定例会では、主要事業である「婚活事業」、「市民まつりへ
の参加」をはじめ、事業に向けての企画、調整の会議を行っています。当青年部は20歳～48

歳まで入会が可能です。同世代の経済人との交流に興味のある方はお気軽にご参加、ご連絡ください。

会長挨拶

事務局　習志野商工会議所　中小企業支援室　葛生
　　　　TEL：047（452）6700

習志野商工会議所　青年部

主な事業

■市民まつり 習志野きらっと出店
　毎年行われている習志野市民まつり「習志野きらっと」
の模擬店コーナーへ出店し、一般市民へ青年部活動をPR。

青年部会員名簿
役　職 氏　名 会社名

会長 安　西　繁　行 ㈱ナラデン
副会長／総務委員長 本　多　永　享 本多永享社会保険労務士事務所
副会長／地域交流委員長 久　島　幹　雄 ㈱京葉レジボン
直前会長 高　橋　正　英 三興ベンディング㈱
監事 中　村　浩　一 中村労務総合事務所
福祉青少年育成委員会 小笠原　大　介 アピール㈱
出向者連絡委員長 秋　元　雄一郎 あづま屋電気㈱

木　村　雅　道 三幸工業㈱
髙　木　俊　行 髙木建築設計室
佐　藤　正　幸 藤木園緑化土木㈱

　 佐々木　　　仁 プルデンシャル生命保険㈱
　 駒　井　栄次朗 駒井税理士事務所
　 田　中　敦　士 習志野法務総合事務所
　 庄　司　和　正 房総メンテナンス㈱
　 大久保　龍　樹 ㈱ベル・ヴォア

藤ヶ谷　晋　典 フルヤ牛乳東部販売店
　 関　根　洋　幸 桜丘ジャズダンススタジオ
　 柳　沢　淳　一 柳沢運送㈲
　 三　上　貴　彦 三上物産㈱
　 太和田　　　章 秋津会計事務所

佐々木　秀　一 イーエム電設㈱

■目的
　高度化し多様化する商工会議所事業の一翼を担う
ものとして、流動的な経済環境に対応する事業や、さ
らには組織の拡充に対する事業活動の充実、活性化を
図ることで、本市商工業の発展に寄与することを目的
としています。
■活動内容
総務委員会
・定例会、総会の運営
・ホームページとメーリングリストの整備
・新入部員増強の促進、単会PR
地域交流委員会
・イベント事業の積極的参加と実施
　（市民祭り・経済振興イベント）等
福祉青少年委員会
・「習志野バリアフリーガイド」の事業継続
　高齢者、身障者に向けたガイド本、サイトを制作
出向者連絡委員会
・千葉県商工会議所 県連３区への出向
・千葉県商工会議所青年部連合会への出向
環境・経済委員会
・地域経済の調査・研究及び地域経済振興のイベントの実施
・環境問題の調査・研究及び環境問題対策イベントの実施

■婚活事業
　近隣市の未婚者後継者等
に対し、結婚へ向けての出
会いの場を提供することに
より、円滑な事業承継の環
境づくりを図っています。

創　立：1987年　会員数：21名

青年部とは？



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！

　習志野商工会議所　2015.05.10

　　　　　　　　会長　梓澤 キヨ子（有限会社朱泉）
　習志野商工会議所女性会では、会員相互の親睦と連携を図り商工業に携わる女性とし
て経営知識と教養を深め商工会議所の組織強化に寄与しています。近年では「終活セミ
ナー」、「食育講演会」など独自開催の事業を行うことにより、市民の方々への女性会活動の
普及をはじめ、新たな会員の増加など組織強化にも繋がっています。
　「ふれあいを大切に」を合言葉に絆を深め、地域貢献に寄与して参ります。皆様のご参加

をお待ちしています。

会長挨拶

事務局　習志野商工会議所　中小企業支援室　山野井
　　　　TEL：047（452）6700

■目的
　会員相互の親睦と連帯を図るとともに、女性経営者
の立場から、商工業の改善発達を考え、また、経営に
関する知識教養を深め、社会一般の福祉の増進に資す
ることを目的として、昭和57年に設立しました。
■活動内容
企画委員会
・チャリティーダンスパーティーの実施
・資質向上のための研修会・講演会の実施
・会員間の親睦事業
福祉委員会
・地域振興のためのイベント参加
・福祉施設に対するボランティア活動
・グリーンカーテン推進事業の実施
広報委員会
・女性会誌ウーマンズ・アイの発行

▪チャリティーダンスパーティー開催
▪市民まつり（パレード参加）
▪千葉県商工会議所女性会連合会事業への参加
■チャリティーダンスパーティー
　商工会議所会員、地域生活者の交流促進を目的に開
催。市内在住の社交ダンス愛好家が毎年多く参加し、
好評を得ています。また、、本事業で得た収益の一部
は地域福祉団体への寄付を行っています。

■習志野きらっとオープニングパレード参加
　毎年行われている習志野市民まつり「習志野きらっ
と」のオープニングパレードへ参加し、熱中症予防対策
の啓蒙活動をはじめ、一般市民へ女性会活動をPR。

女性会 会員名簿
役　職 氏　名 会社名

会　長 梓　澤　キヨ子 ㈲朱泉
副会長 吉　野　綾　子 ㈱津田沼運輸サービス
副会長 田　村　裕　子 サービス電機㈱
広報委員長 伊　藤　　　薫 藤建㈱
福祉委員長 大　竹　和　子 花工芸 フルフラワー
企画委員長 田　渕　雅　子 ダイアナ　トゥッティ

浜　名　靖　子 豊栄工業㈱
別　井　槇　子 ㈲別井新聞舗
染　谷　　　操 ㈲日盛堂
飯　島　多美子 松樹印刷㈲
前　田　洋　子 宝塚運行サービス㈱
髙　木　関　子 ㈱油工産業

　 秋　山　奈穂子 秋山木材産業㈱
　 桜　丘　けい子 桜丘ジャズダンススタジオ
　 西　田　禮　子 ㈲アール・ビー
　 伊　藤　よし子

（いとう　美　香） スタジオ　アロハフレンド

　 岩　崎　よしみ 歌手
　 關　口　佳　子 ㈱BELA
　 小　田　美　恵 カフェ nico nico
　 山　田　路　子 ㈱カクタスカンパニー

小　倉　恵美子 素敵屋 Alook
茂　木　ユウ子 健香堂
岡　　　明　子 Tru AgeサロンUFFIZI
畔　栁　みゆき シャロン

西　田　文　恵  NT人事法務サポート
(西田社会保険労務士事務所）

森　　　スミ子 シロノホームケア

習志野商工会議所　女性会
創　立：1987年　会員数：26名

女性会とは？

主な事業



6

2015.05.10　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　６月14日㈰　　販売士検定　３級　６月28日㈯　　

　当所では会員事業所で働く人達の健康の維持増
進を図る目的で、下記により巡回健康診断を行い
ます。事業主の方、従業員の方、どなたでも受診で
きます。

①胸部 X 線撮影、身長、体重、聴力、内科検診、
BMI、血圧、検尿（血糖、蛋白、ウロビリ、潜血）、
腹囲（C、D、Eコースのみ）

②貧血検査（赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット）
③労働法令血液検査、肝機能（GOT、GPT、r-GTP）、

血中脂質（LDL、HDL、中性脂肪）、貧血（赤血球、
白色素）、血糖検査

④心電図検査（心疾患関係の検査）
⑤胃部X線撮影

•乳がん検査（マンモグラフィ乳房撮影）
•前立腺がん検査（PSA検査）
•大腸がん検査
•じん肺検査

開催日時・会場
日　程 会　場 受付時間 検診内容

5月26日 ㈫ 東部体育館 9：00～11：00 A～D･乳
5月27日 ㈬ 東部体育館 9：00～11：00 A～E

5月29日 ㈮ 商工会議所
8：30～11：00 A～D･乳

13：00～15：00 A～D
6月 2日 ㈫ 谷津公民館 9：00～11：00 A～D･乳
6月 3日 ㈬ 茜浜ホール 8：30～11：00 A～D･乳
6月 4日 ㈭ 茜浜ホール 8：30～11：00 A～E

6月 5日 ㈮ 商工会議所
8：30～11：00 A～E

13：00～15：00 A～D

検診コース・検診料
コース（検診内容） 検診料（税込）

基
本
コ
ー
ス

Ａ ［①］ 3,800円
Ｂ ［①＋②］ 4,800円
Ｃ ［①＋③］ 8,800円
Ｄ ［①＋③＋④］ 9,800円
Ｅ ［①＋③＋④＋⑤］ 14,000円

オ
プ
シ
ョ
ン

乳がん検査 3,910円
前立腺がん検査 2,060円
大腸がん検査 1,030円
じん肺検査 3,600円

※前立腺がん・大腸がん検査は全日程受診可能です。

　　　　　　　　　習志野商工会議所　経営室
 TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744
お申込み・お問合せ

基本健診内容

オプション

あじさい共済加入者最大2,000円割引！

春の健康診断を
実施します！

　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。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・サイズ　１区画１週間　1,030円（税込）　
　　　　　　　　 縦65㎝×横60㎝
　　　　　　　　　※１度の申込みで最大４週間までお貸出し。
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

空き状況を確認のうえ、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

会員限定サービス！
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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

「パソコン講座」受講者募集
①生涯学習コース・カルチャークラス
　4,000円　水曜日　14時～16時
　５月13・20・27・6月3日(4日間）
②研修コース・ワードクラス
　12,000円　木曜日　 9時～正午
　６月４・11・18・25・7月2・９日　
　（６日間）
※別途テキスト代2,160円
③研修コース・エクセルクラス
　12,000円　木曜日　13時～16時
　６月４・11・18・25・7月2・９日　
　（６日間）
※別途テキスト代2,160円
・Office2007での講習
・ノートパソコン持込可
　（講座内容は2007）
場　所　習志野商工会議所
定　員　各20名
問合せ　中小企業支援室　遠藤
習志野商工会議所
千葉ロッテマリーンズ戦内野自由席
“トクトク回数券”販売中
　会員限定の優待チケットをご用意し
ました。花火開催日、セ・パ交流戦もあ
りますので、ぜひこの機会にお買い求
めください。
対象試合　６月９日㈫～９月17日㈭
　　　　　計27試合
価　　格　内野自由席共通回数券
　　　　　10枚セット 10,800円(税込)
※観戦可能日程等の詳細、お申し込み方法に
　ついては同封のチラシをご確認ください。
問　合　せ　中小企業支援室

習志野商工会議所Facebookページ開設
　習志野商工会議所公式Facebook
を公開中。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

マイナンバー法で企業が準備すべきこと
日　時　５月27日㈬
　　　　18時～20時10分
定　員　100名
内　容　第一部「マイナンバー法の概

要と施行に伴う企業の対応」
　　　　第二部　「準備しておきたい個

人情報漏えい対策のポイント」
会　場　船橋商工会議所６階大ホール
　　　　船橋市本町1-10-10
申　込　船橋商工会議所
　　　　TEL：047（432）0211
船橋公共商業安定所からのお知らせ
　平成28年3月新規学校卒業予定者の
求人の取扱い等について、説明会を開
催いたしますので、事業主の皆様方の
ご参加をお願いいたします。
日　時　平成27年６月１日㈪
　　　　14時～16時30分
　　　　（受付開始13時30分）
場　所　船橋市民文化創造館
　　　　「きららホール」
　　　　船橋市本町1-3-1
　　　　フェイスビル6階
内　容　平成28年３月新規学卒予定者
　　　　の求人の取扱いについて
問合せ　船橋公共職業安定所
　　　　TEL：047（431）8287
販路開拓に悩むものづくり中小企業を
支援します（千葉県産業振興センター）
　メーカー等で製品開発に携わった経
験を有する人材や営業等のマーケティ
ング活動の経験を有する人材が販路相
談員として、中小企業が抱える販路に
関する問題等に対してアドバイスを行
います。

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募　集

　また、専門的なアドバイスが必要な
場合は、専門家を派遣し、より具体的
なアドバイスを受けられます。（無料）
対象企業
下記の２項目に該当する中小企業が対
象となります。
◦県内に本社または事業所を有すること
◦自社製品または自社で開発した新技
　術を活用した製品の販路開拓を希望
　していること
問合せ

（公財）千葉県産業振興センター
TEL：047（426）9200
高齢者雇用安定助成金のご案内
　高年齢者が意欲と能力ある限り年齢
に関わりなく、いきいきと働ける社会
を構築していくために、高年齢者の活
用促進のための雇用環境整備の措置を
実施した事業主に対して、助成金を支
給します。
支給額　支給対象経費の2/3（中小企

業以外は1/2）を支給します
（上限１千万円）。ただし、１
年以上継続して雇用されてい
る60歳以上の雇用保険被保
険者１人につき20万円限度。

（建設・製造・医療・保育・介護
の分野は30万円が上限）

問合せ　（独行）高齢・障害・求職者雇用
　　　　支援機構
　　　　TEL：043（204）2901
過激派アジト発見にご協力を

あれ？変だな…と思ったら
習志野警察署　TEL：047（474）0110
千葉県警察本部　110番または
　　　　　　　TEL：043（201）0110
http://www.police.pref.chiba.jp/

お知らせ

会員限定
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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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　3 月 11 日まろにえ通り沿いに開業した「かみの接骨
院」。代表の田辺さんは、社会貢献・地域貢献・福祉貢
献を志し、患者さんと二人三脚で歩める接骨院づくり
をモットーとしています。院内は畳張りで、電気・温
熱治療のほか、接骨院では珍しい「レッドコード」を
使用した運動療法・トレーニングは、老若男女問わず
おすすめです。診療時間外での予約診療も可能ですの
で、お近くの方はご連絡してみてはいかがでしょうか。

住所：習志野市谷津 2-4-29　代表者名：田辺 秀敏さん
TEL：047（427）0625　
営業時間：月曜～金曜 8 時 30 分～ 11 時 30 分、14 時～ 19 時
土曜 8 時 30 分～ 11 時 30 分　定休日：土曜午後、日曜祝日

Aqua Vitae

　4 月 6 日からオープンした通販ワインショップ
「Aqua Vitae」。取り揃えているワインは、河合さんが
自ら試飲会などに足を運び、飲まれるシュチュエーシ
ョンを考えながら選ばれたワインです。中でもおすす
めは、有機栽培で育てた葡萄から作られた自然派ワイ
ン。お酒が苦手な方でも飲みやすいワインです。こだ
わりのワインを見つけたい方はぜひ一度サイトをご覧
ください。

住所：習志野市大久保 1-29-6 中台ビル 2F　代表者名：河合 吾朗さん
TEL：047（478）2595　FAX：047（478）2595　
メール：aquavitae@xpost.plala.or.jp
HP：http://aquavitae.ocnk.net/

丸治酒店

　ワイン、日本酒を多く取り揃えている「丸治酒店」。
　田久保さんは、SSI 認定日本酒きき酒師という資格を
持っており、来店するお客さんの好みに合ったお酒を
提供してくれます。
　11 月には毎年賑わう「ボージョレヌーボー」、2 月
には酒蔵でその日の朝に絞り上がったばかり「立春朝
搾り」など季節ごとのイベントも開催していますので
ぜひお立ち寄りください。

住所：習志野市藤崎 1-17-13　代表者名：田久保 修さん 
TEL：047（475）8663
営業時間：11 時～ 20 時 30 分 　定休日：火・水曜日

地図 QRコード

かみの接骨院

勝自動車販売

　地元藤崎で 30 年以上営業している「勝自動車販売」
では、一般修理、車検、保険、鈑金、塗装、中古車販売、
買取など車に関することなら全般取り扱っています。
　二代目の永田さんは、大型店や、ディーラーと差別
化を図るため、お客さん 1 人ひとりが満足いくよう低
価格で安心、丁寧なサービスを提供しています。車の
ことで気になることがありましたら、ぜひ一度お問合
せしてみてはいかがでしょうか。

住所：習志野市藤崎 1-10-11　代表者名：永田 清さん
TEL：047（471）2168　FAX：047（471）9411
営業時間：平日 9 時～ 19 時 土日祝日 10 時～ 19 時　定休日：不定休
HP：http://www.kurumaerabi.com/shop/detail/13501/

地図 QRコード

HP QRコード

HP QRコード




