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　明治32年、日本陸軍初の快速兵団として騎兵連隊が習志野原に創設されました。同34年には大久保に転営。現在の東邦大学、
日本大学付近に第13･14連隊からなる第1旅団と、東邦中学校･高校附近に第15･16連隊から成る第2旅団がおかれ、さらに八幡
公園･市民プラザ大久保の地に旅団司令部がおかれました。

習志野騎兵旅団発祥の地
習志野市大久保4-2
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2015.06.10　習志野商工会議所　

　５月25日㈪習志野商工会議所会館にて、第110回常
議員会が開催されました。
　協議事項については、平成26年度事業報告・収支決
算、習志野市長への要望、平成27年度補正予算などが
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23日㈫16時～）、市民まつり（７
月19日㈰開催）などの報告がありました。

　サービス業部会（布施國雄部会長）では、習志野・船
橋・八千代・浦安、東京商工会議所江戸川支部（今回よ
り参加）を加えた５商工会議所の会員事業所が、地域
および業種を超えて事業の拡大・取引の促進を図る機
会の創出を目的に「ビジネス情報交流会」を開催しま
す。大変好評をいただいている事業です。更に今年
は東京商工会議所が加わり多くの方々との交流が期
待されていますので、ぜひご参加ください。
日　時　７月23日㈭　16時～（受付15時～）
費　用　１名1,000円（１社２名まで）
定　員　先着80社（定員になり次第締切）
場　所　浦安市民プラザウェーブ101　大ホール
　　　　浦安市入船1-4-1　
　　　　ショッパーズプラザ新浦安４階
内　容　交流会（自己紹介含む）　16時～19時30分
　　　　PR物は会場内での配布・展示も可能です。
　　　　名刺交換や情報交換をしていただきます。
　　　　軽食をご用意しております。商品の試食の
　　　　持ち込みも可能です。
申　込　同封のチラシまたはお電話にてお申込みく
　　　　ださい。
問合せ　中小企業支援室　原田

　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「中小企業振興月
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、ご参加ください。

日　時　６月16日㈫　10時～16時
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こと
相談員　（一社）千葉県発明協会所属　窓口支援担当者
費　用　無料

日　時　６月19日㈮　13時～16時
場　所　習志野商工会議所
内　容　会社、NPO法人等の設立、事業を始めるため

の手続き、会社法務・運営諸規定構築など
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

日　時　６月19日㈮　14時～15時30分
場　所　習志野商工会議所
内　容　成年後見制度の活用や、遺言書作成の留意点など
講　師　行政書士　鈴木 清子 氏
費　用　無料
定　員　30名

日　時　６月24日㈬　10時～16時
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
申込みまで幅広い内容に個別で対応します。

相談員　日本政策金融公庫　融資担当者
費　用　無料
定　員　要予約

日　時　７月３日㈮、８日㈬　10時～16時
場　所　習志野商工会議所
内　容　源泉税納付相談及び、その他税務相談
相談員　税理士会　所属税理士
費　用　無料
定　員　要予約

日　時　７月13日㈪　13時30分～17時
場　所　習志野商工会議所

　　  通常総会提出議案等を承認
第110回常議員会を開催

６・７月は中小企業振興月間　 報告

　 募集　　 　5 商工会議所合同
ビジネス情報交流会を開催

昨年の交流会の様子

無料行政書士相談会

一日金融公庫

無料発明相談会

今知りたい終活セミナー

税務相談会

売れる仕組みの作り方教えます
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　６月23日㈫に開催する通常議員総会終了後に、市
長、市議会正副議長、県議会議員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23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）になり次第締め切らせていた
　　　　　だきます。
費　用　3,000円
申　込　電話もくしはFAXにてお申し込みください。
　　　　※準備の関係上、６月16日㈫までにお願いします。
問合せ　経営室　橋本

　習志野商工会議所では、QVCマリンフィールドで
開催される千葉ロッテマリーンズ戦をお気軽にお
楽しみいただけるよう、“会員限定”のお得なサービ
ス券をご用意しました。内野自由席10枚セットで
10,800円と大変お得なサービスとなっていますので、
ぜひこの機会にお買い求めください。
内野自由席共通回数券 10枚セット 10,800円（税込）
※通常価格／当日券2,600円　前売券2,400円
利用可能日　６月９日㈫～９月17日㈭
　　　　　　※上記期間内の25試合利用可能
　　　　　　※利用可能試合については同封のチラシ
　　　　　　　をご確認ください。
申　込　方　法　同封のチラシに必要事項を記入のうえ、
　　　　　　FAXにてお申込みください。
問　合　せ　中小企業支援室

　習志野商工会議所　2015.06.10

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

内　容　顧客に選ばれるポイントや、売れる仕組みの
作り方について

講　師　よろず支援コーディネーター 岩瀬 敦智 氏
費　用　無料
定　員　30名

日　時　７月14日㈫　13時～16時30分
場　所　習志野商工会議所
内　容　パソコン会計導入設定のポイント、帳票入力（演習）など
　　　　※弥生15シリーズ体験版DVD-ROMプレゼント
費　用　会員：3,000円　一般：5,000円
定　員　10名

日　時　７月16日㈭　17時30～19時
場　所　習志野商工会議所
内　容　結婚しない独身者、結婚限界年齢とは
講　師　日本ブライダル連盟　浅井 正輝 氏
費　用　無料
定　員　40名

日　時　７月24日㈮　14時～16時
場　所　習志野商工会議所
内　容　見逃しがちなビジネスチャンスや、地元だから

できる売上アップの「4つの方法」についてなど
講　師　牛島経営財務コンサルティング　牛島 邦秀 氏
費　用　無料
定　員　40名

日　時　７月31日㈮　14時～16時
場　所　習志野商工会議所
内　容　•マイナンバー制度とは
　　　　•いつまでにどんな準備をしなければならな 
　　　　  いのか、個人情報の管理地
講　師　中小企業診断士　秋島 一雄 氏
費　用　無料
定　員　40名

　　 
役員・議員、会員交流会を開催
　 募集

パソコン会計入門セミナー

ビジネスチャンスは溢れている！
とらえて、動いて、売上アップ！

婚活支援セミナー
～独身者が結婚しない現状と今時の婚活～

企業における「マイナンバー制度」
実務対応セミナー

半額以下
　 募集　　 
会員限定サービス
千葉ロッテマリーンズ

「トクトク回数券」販売中！



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（５月29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！

　　 「活躍する女性経営者」特 集

〒275-0021 
習志野市袖ヶ浦1-10-11

代表取締役　高山 貴子 氏
　土木一式工事、舗装工事、
とび・土工工事などを行って
いる「本田土木工業㈱」。“人々
に、社会に心地よく安心して

生活できる環境の整った美しい街づくり”を合言葉に
技術を提供しています。

　両親がこの会社を立ち上げたのが昭和34年になり
ます。最初は２人だけの小さな会社からはじまり、先
代社長が亡くなった平成15年から私が代表となり現
在に至ります。
　元々この仕事に携わっていて、営業や入札をはじ
め、先代の社長と一緒に様々な団体の会合にも出席を
してたので、自分が会社を動かしている感覚はありま
したが、いざ先代の社長が亡くなり、自分自身が社長
になったとき、ただならぬ重みを感じました。代表に
なって初めて受注した仕事では今までにない重圧を
感じ、今でもその緊張を覚えています。これが私の代
表としてのスタートです。

　会社が成り立っているのは、まず社員が一生懸命
仕事に取り組んでいてくれるからだと考えています。
社員１人ひとりがそれぞれの立場で、仕事を行ってく
れているからこそ、今の会社があります。
　現在、千葉県が行っている「“社員いきいき！元気な
会社”宣言企業」に登録しており、社員が働きやすい
環境づくりを心掛けています。働きやすい職場だか
らこそ、いい仕事ができ、満足していただけるものを
提供できると思っています。

　この仕事をしていて得られる達成感は、竣工検査が
無事に終わり、社員たちが作り上げた作品をお客様に
引渡しができたときです。会社の代表として毎回竣
工検査は必ず立ち会っています。あとは当たり前の
ことですが、事故、怪我が無く安全に仕事を完了でき
た時が一番嬉しいかもしれません。滞りなく仕事を
進められるのも、施工現場の近隣住民の方々をはじ

め、通行される一般の方々のご協力があるからだと
思っています。建設業界労働災害防止協会が主催す
る勉強会に参加し、安全に仕事を進めるため日々意識
しています。

　やはりこの業界は男社会ですので、女性ということ
で、入りにくい場面もありますし、過去には辛い思い
をしたこともありました。私自身、２級土木施工管理
技士を取得しており、現場も多数経験していますが、
他社の経営者の方々に比べると実践の弱さはあると
思います。しかし、そういった環境の中でも、この会
社を経営していけるのは現場や、営業など、活躍して
くれている社員達がいるからだと自負しています。

　「強い経営」を目指す当社は、千葉県が行っている
「経営革新の認定」、「ものづくり中小企業・小規模事業
者施策開発等支援補助金」にトライし、認定されまし
た。この「ものづくり中小企業・小規模事業者施策開
発等支援補助金」は基本的には全国の中小製造業を対
象とした助成金です。土木を中心としている当社が
この助成金にトライし、採択されたことはとても大き
な自信となりました。
　自分達にしかできない技術・製品、他社との差別化
を図るため、新たな道を開拓し、社員達と力を合わせ
て会社を発展し続けていきたいと思っています。

　高山社長をモチーフとした女性キャラク
ターとユンボが描かれているロゴマーク。土
木業には珍しいかわいらしいこのロゴマーク
も女性ならではの発想で生まれました。

働きやすく、いい仕事ができる会社に

先代からの事業承継

他社との差別化・自社製品を

支えがあるからこそ会社は成り立つ

安心、安全に、より良い作品を提供することが達成感

　近年、女性が元気な街には活力があると言われるほど「女性の社会進出や活躍」が注目されています。そのよう
な中、習志野市にも、業種を問わず活躍している多くの女性経営者がいます。そこで、今回の特集は当所会員事
業所の女性経営者にスポットをあて、女性ならではの経営理念やビジョン、苦労話などを伺いました。

本田土木工業株式会社

本田土木工業株式会社 ロゴマーク



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　2015.06.10

谷津地域福祉事業所 ひだまり
〒275-0026 

習志野市谷津5-27-2
所長　青山 千詠子 氏

　居宅介護支援事業、通所介
護事業を行っている「ひだま
り」。また、京成谷津駅前に
ある「ふれあいサロンひだま

り」では地域のお年寄りを対象に、健康麻雀、手工芸、
体操などの教室を開催しています。

　大学では経済を専攻し、介護とはまったく畑違い
の内容を勉強していました。今の職に就く前は、販
売や営業などの仕事をしていましたが、自分には合
いませんでした。ふとインターネットで仕事を探
している時、みんなで出資して働く共同労働に興味
を持ち、当所の大元である事業団が行っているヘル
パー講座に参加し、実習先がこの「ひだまり」でし
た。直接現場で利用者と触れ合うことで介護職に改
めて魅力を感じ、この仕事に就くきっかけとなりま
した。
　現在私は所長という肩書ではありますが、共同出資
経営ですので、あくまでも組合員みんなの代表として
前に出ています。今回の取材についてもみんなの意
見をまとめてお答えさせていただいています。

　ひだまりでは、通われる方それぞれが楽しい時間を
過ごしていただくため、個別のケアを欠かさないよう
にしています。
　午前中は手工芸中心のメニュー、午後は体操や散
歩など体を動かすことをメインにしていますが、お
風呂を希望する方は順番に入浴をしていきます。大
まかなスケジュールとして決めてありますが、それ
以外にも利用者の方々の性格を理解したうえで、そ
れぞれがやりたいことを自由にできる体制をとって
います。
　日々仕事をする中でやりがいを感じているのは、利
用者の方々や、そのご家族から「ありがとう」、「感謝し

人の役に立ちたいという思いで介護の世界へ

やりがいは利用者からの感謝の言葉

支えがあって成り立つ

イベントにも積極的に参加

ています」などのお声をいただくことでやりがいを感
じています。これは私を含め、ひだまりの組合員全員
が口を揃えて言っています。

　現在、ひだまりに登録していただいている利用者の
方は21名。組合員は常勤が３名、非常勤が３名の６
名体制で行っています。その中で女性は４名います。
業界に関わらないと思いますが、女性の場合、家庭と
仕事を両立している方が多く、家族の協力なしでは仕
事をしていくのは難しいという意見は組合員からも
多くでました。
　ひだまりに通われている方で全介助の方はいらっ
しゃらないのですが、他施設では利用者を支えきれ
ず、倒れて怪我をしたなどといったこともあります。
そのような事故を起こさないためにも、適正なスタッ
フの配置や、他のスタッフが手伝いに回るなどといっ
た体制をとっています。利用者の安全はもちろんで
すが、スタッフも怪我なく働けるよう最善の注意を
払っています。

　ひだまりは谷津サンプラザ商店会へ所属していま
す。商店会が主催するお祭りをはじめ、イベントに
は積極的に参加しています。日頃ひだまりに通われ
ている方々も、ご家族の方と一緒にお祭りへ来場し、
楽しんでいます。私達は売り子として参加していま
すので当日ゆっくり対応はできませんが、いつもと
は違った形でお会いでき、お互い新鮮な気持ちにな
ります。

　県内にひだまりと同じような福祉事業所が３か所
あり、月に１度勉強会や報告会を開催しているのです
が、その中で話題になるのが、セミナーや講座を開催
し、介護職の魅力を伝え、人手不足の解消や、障害者
の方向けの就労支援など、事業の多角化を展開してい
くということです。
　福祉の資格を所有していても、この仕事につかない
人が多くいらっしゃいます。私自身、資格取得など更
に知識を深め、改めて福祉の仕事のやりがいや、魅力
を世間に伝えていければと思っています。

今後の展望について
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2015.06.10　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㈯　　

　習志野市ふるさと産品認定委員会では、習志野市にふさわしい製品を「ふるさと産品」として認
定し、習志野市の紹介および地場産業の振興、市民のふるさと意識の高揚を図っています。
　今回は4事業所6品目が認定されました。従来のふるさと産品も含め、おみやげ等にいかがで
しょうか。

６品目が習志野市ふるさと産品に認定されました！

≪商品の概要・特色≫
習志野市の特産である「人参ジュース」を使用して、夏
のギフト用としても使えるゼリーと、人参が苦手な子供
や大人まで食べやすいロールケーキにしてみました。

㈱あかね家

≪商品の概要・特色≫
習志野市のマスコットキャラクター「ナラシド♪」と、
谷津遊路商店街のマスコットキャラクターの「やっぴー」
の焼印を押したどら焼きです。

㈱武蔵野テーブル「金のうさぎ」

≪商品の概要・特色≫
千葉県産の卵を使用した、昔ながらの懐かしいマドレー
ヌです。商品名に「谷津」を使い、谷津の名産品になれ
るよう目指して販売しています。

菓子工房アンジェ

花工芸フルフラワー

≪商品の概要・特色≫
バラ園のある習志野市のシティープロモーションの親善
グッズとして、メッセージ付きブリザードフラワー等を
ベースとしたバラのレイミーフラワーを作成しました。

ナラシノドら焼き・やっぴーどら焼き

谷津物語「バラのレイミーフラワー」

人参ロール（習志野ロール）・人参ゼリー

谷津マドレーヌ

商品名

商品名

商品名

商品名

住所｜習志野市東習志野 6-11-7 住所｜習志野市谷津 4-6-33

住所｜習志野市谷津 4-6-28 住所｜習志野市大久保 3-8-27
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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カルチャーコース
　4,000円　毎回水曜日　14時～16時
　６月17日・24日
　７月１・15日（４日間）
②エクセルクラス
　12,000円　毎回木曜日　９時～正午
　７月16日・23日・30日
　８月６日・20日・27日（６日間）
③ワードクラス
　12,000円　毎回木曜日　13時～16時
　７月16日・23日・30日
　８月６日・20日・27日（６日間）
※②、③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
会員事業所限定DM発送代行サービス
　習志野商工会議所では、貴社のDM

（チラシ）を安価でお送りするサービス
を行っています。習志野商工会議所会
員を対象に毎月10日に発送している
会報紙「商工習志野」に、チラシを折り
込みする発送サービスです。１通約
15.4円で送ることができます。ぜひ
ご利用ください。
発送対象　会員事業所約2,000事業所
費　　用　チラシ持込：30,860円
　　　　　印刷依頼：36,000円
申　　込　経営室　柴崎

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。
　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
自動車運送事業用車両の環境対応車導
入に係る補助制度について（平成27年度）
　 国土交通省では、大気汚染問題や地
球温暖化の改善等を図るため、バス・ト
ラック事業者等によるCNGバス・ト
ラック等の次世代自動車の導入に対す
る補助を平成14年度から開始してお
り、平成26年度までに自動車運送事業
用車両に対する補助を行い、次世代自

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募　集

動車等の普及に貢献してきたところで
す。平成27年度についても、本事業（予
算額4.8億円）の補助金交付予定枠の申
込みを行います。
※詳細は国土交通省のホームページを
　ご覧ください。
問合せ　国土交通省自動車局
　　　　TEL：03（5253）8111
労働講演会「働く人のコミュニケーション力向
上セミナー」 ～職場の風通しをよくしよう～
　職場の風通しを良くし、活力ある職
場環境を作るためのコミュニケーショ
ンの方法を紹介します。
日　時　７月14日㈬　18時～20時
場　所　サンロード津田沼６階大会議室
定　員　80名
費　用　無料
問合せ　習志野市商工振興課
　　　　TEL：047（451）1151（内線376）
習志野市内商店街夏祭り情報
谷津サンプラザ商店街 納涼風物まつり
日　時　７月４㈯、５日㈰
津田沼一丁目商店会 ふれあい夏祭り
日　時　７月25㈯
津田沼南口商店会 いきいき津田沼夏まつり
日　時　７月25㈯、26日㈰
谷津遊路商店街 星まつり
日　時　８月22㈯
※雨天の場合は23日㈰に延期
新習志野商店会 地域交流ふれあい盆踊り
日　時　８月22㈯、23日㈰
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
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　JR 津田沼駅北口から徒歩 3 分、津田沼十字路にある
「Kids Duo 津田沼」。
　「英語で遊ぶ、学ぶ」新しいタイプの学童保育、幼
児教育施設です。3 歳から小学 6 年生までを対象とし、
お子様それぞれの英語力に合わせて対応していますの
で、英語が全然話せなくても大丈夫です。また、安心
して通っていただくため、送迎サービスも行っていま
すので、ぜひお気軽にお問合せください。

住所：船橋市前原西 2-33-9 Prime Court 2F　代表者名：山木 仁美さん
TEL：047（411）4528　FAX：047（411）4529
営業時間：９時 30 分〜 20 時　定休日：土日祝・他スクール休日
HP：http://navi.kidsduo.com/tabid/61/pdid/4036/Default.aspx

そらまめ幼保園

　JR 津田沼駅南口より徒歩 1 分と非常に便利な場所に
事務所を構える「そらまめ幼保園」。
　幼稚園と保育園の両方の特色をもっている「そらま
め幼保園」では、音楽・体育・知能学習を主軸に保育、
教育をそれぞれの専門教員が行っています。
　また、子育てについての悩みや不安も優しい目線で
対応しています。新入園に関するお問合せはお気軽に
してください。

住所：習志野市谷津 7-7-1 ブロックビル 1F　代表者名：山﨑 厚子さん
TEL：047（411）4528　FAX：047（411）4529
営業時間：７時〜 21 時　定休日：日曜祝日、年末年始
HP：http://www.soramame-kids.jp/tu/top.html

セブンイレブン習志野奏の杜店

　習志野市奏の杜、谷津小学校の向かいにあるセブン
イレブン習志野奏の杜店。
　奏の杜店では 500 円から無料で配達してもらえるサ
ービス「セブンミール」を取り扱っています。お米、野菜、
お弁当など注文してから翌日には届きますので買い物
に行く時間のない方、自宅からあまり出られない方に
はとても便利なサービスとなっています。近隣にお住
いの方はぜひご利用ください。

住所：習志野市奏の杜 2-4-1　代表者名：大塚 政雄さん
TEL：047（471）2323
営業時間：24 時間営業　定休日：年中無休

地図 QRコード

Kids Duo 津田沼

うつ病回復研究所

　代表の浅尾さんも以前、うつ病で苦しみましたが 6
年をかけて、うつ病から抜け出すことに成功しました。
自身の経験を活かしながら、幅広い医学を学び、現在
うつ病に苦しむ同世代の方達の回復のお手伝いをして
います。
　うつ病者本人への対面または、スカイプを利用した
面談や、企業向けのセミナーや講演会を開催していま
す。お困りの方はぜひお気軽にお問合せください。

HP QRコードHP QRコード

住所：東京都中央区銀座 7-13-6 サガミビル 2 階 銀座アントレサロン内
代表者名：浅尾 進さん　TEL：03（4455）4750
営業時間：９時〜 20 時　定休日：不定休
HP：http://utsukaifuku.com/

HP QRコード


