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　鷺沼城があったとされる「鷺沼城址公園」は、歴史的価値の高い公園です。
園内には、埴輪や２基の前方後円墳があり、縄文時代の文化に触れ合うことができ、春にはお花見に最適な大きな広場、
滑り台などの子供用遊具も完備しており、多くの花見客で賑わいます。
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第３回代表者連絡会議を開催
　 報告

　10月26日㈪、部会（商業・工業・サービス・建設）、委
員会（街づくり戦術・情報戦術・経営戦術）、青年部、女
性会及び事務局の代表者で構成される代表者連絡会
議が開催され、原案通り可決承認されました。

【協議事項】
①会員交流会について
②創立30周年記念事業の取り組みについて

【報告事項】
①部会・委員会等の活動調整（後期）について
②習志野市内ものづくり企業等販路拡大支援事業　
　について（工業ホームページ）
③習志野ドイツフェア＆グルメフェスタ2015について
④津田沼ミラクル2015について
⑤ITルームの利用について
⑥小規模事業経営支援事業費等補助金実績評価
　結果について

　　  第27 回
マスターズゴルフ大会を開催
　 報告

　10月5日㈪、山武グリーンカントリー倶楽部にて、
第27回習志野商工会議所マスターズゴルフ大会を開
催しました。当日は天候にも恵まれ、78名の参加者の
もとプレーを楽しみました。
　見事１位に輝いたのは、白鳥豊会頭（白鳥製薬㈱）。
２位には宮本泰介市長。３位には林孝治さん（㈲習志
野葬祭）。また、女性優勝に輝いたのは手島久子さん

（阿武松部屋 女将）でした。
　この大会は、会員相互の親睦や交流を目的に毎年開
催していますので、皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひ
ご参加ください。

【賞品提供企業一覧　（順不同・敬称略）】
白鳥製薬㈱/三興ベンディング㈱/アシザワ・ファイ
ンテック㈱/阿武松部屋/㈱樋口製作所/㈲村山モー
タース/京葉フォークリフト㈲/セイスイ工業㈱/東
洋熱工業㈱関東支社/㈱三代川運送/ロック保険/㈱
レカムサービス/京葉交通㈱/サービス電機㈱/㈲習
志野葬祭/㈱メッセエレクトリックサービス/吉谷土
木㈱/新京成電鉄㈱/㈱京葉レヂボン/柳澤運送㈲/
本田土木工業㈱/㈲京葉警備保障/㈲東習保険事務所
/イズミヤ企画㈲/㈱関東広興/アクサ生命保険㈱千
葉支社船橋営業所/山武グリーンカントリー倶楽部
たくさんのご提供ありがとうございました。

　　  創業支援事業
「創業塾」全講座が終了

　 報告

　独立・開業を志望される方を支援する「創業塾」（習

志野市創業・起業支援事業）が、10月18日㈰に19名が
参加し、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10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、参加者同士ま
たは参加者と講師との活発な意見交換が行われるな
ど新たなネットワークを育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が整備されつつあります
が、実際の開廃業率の再逆転はいまだ遠いのが実情で
す。当所では、今後も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づけ、そ
の支援に力を注いでいきます。

「創業塾」講座の様子

　　  大盛況！
習志野ドイツフェア＆グルメフェ
スタ・津田沼ミラクル2015開催

　 報告

　10月17日㈯、18日㈰に行われた「習志野ドイツフェ
ア＆グルメフェスタ」。会場には２日間合計27,828人
の方々にご来場頂きました。両日共に天候に恵まれ、
来場された方々はドイツ民謡を聞きながらビール、
ソーセージに舌鼓を打ち大いに盛り上がりました。中
でも、昔ながらのレシピと製法で作られた「習志野ソー
セージ」は常に行列ができるほどの大人気でした。

大人気の習志野ソーセージ

　また、18日㈰には現在も開催中の「津田沼ミラクル
2015」のキャラクターグリーティングも開催され、ご
当地キャラ達で構成される「津田沼ミラクルズ」が津
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ト／11月18日～20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。
会　　期　11月18日㈬～20日㈮ 
　　　　　10時～18時（最終日は17時）
会　　場　東京ビッグサイト　西１・２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-14）
※詳細は  産業交流展2015  で検索してください

　 募集　　  サービス業部会セミナー
クレーム対応セミナー
「どうする？苦情対応」

　サービス業部会（布施國雄部会長）主催によりクレー
ム対応セミナーを開催します。中小企業では実施するこ
とが難しい社会人として必須ともいえるクレーム対応
技術を学べるセミナーですので、ぜひご参加ください。
日　時　11月27日㈮　15時～17時 
場　所　習志野商工会議所
内　容　テーマ　「どうする？苦情対応」
　　　　講　師　大塚友子 氏（㈱インソース講師）
　　　　テーマ　「最近増えているパクリ屋の手口」
　　　　講　師　高田秀明 氏（㈱帝国データバンク）
費　用　無料　　定　員　35名
問合せ　中小企業支援室　原田

　習志野商工会議所　2015.11.10

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

田沼駅周辺を回り、事業のPR活動を行いました。

津田沼ミラクルズ

　　  
オービックシーガルズ応援
バスツアー実施！ｉｎ川崎

　 報告

　10月17日㈯、富士通スタジアム川崎にて開催された
【オ―ビックシーガルズVS富士通フロンティアーズ】
戦の応援バスツアーを実施しました。アウェイのゲー
ムにも関わらず、当日はアクアグリーンのTシャツを
着たオービックファンが多く駆けつけました。
　試合は７対41で強豪富士通フロンティアーズに敗れ、
ファーストステージ３位通過となりました。
　試合終了後に行われた懇親会には、選手やチアリー
ダーも駆けつけ、良い交流の機会となりました。

アウェイにも関わらず多くオービックファンが集まったスタンド

　 お知らせ　　　 工業部会
『産業交流展 2015』に出展 !!

　工業部会（樋口恵己 部会長）は、首都圏の個性あふ
れる中小企業などの販路拡大や企業間連携、情報収集
交換などの機会創出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2015」（東京ビッグサイ

　当所元常議員 司茂實瑠氏（株式
会社司茂商店 代表取締役 享年 79
歳）が、９月 23 日ご逝去されま
した。慎んで深く哀悼の意を表し
ますとともに、心からご冥福をお
祈りいたします。

　当所元副会頭 髙橋謙二氏（有限
会社髙橋化粧品店 享年 91 歳）が、
10 月２日ご逝去されました。
　慎んで深く哀悼の意を表します
とともに、心からご冥福をお祈り
いたします。

訃 報



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（10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！
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東邦大学
⑴求人手続きの流れ

「TOHOアライアンス」
http://www.ncareer.toho-u.ac.jp/recruit/alliance/index.html

　東邦大学ホームページ上のキャリアセンターサイト
の左側に「企業の方へ」というバナーがありますので、求
人について、求人票についてへ進んでください。
　求人票のフォームは大学指定の書式に限定していま
せんので企業独自のフォームでも受け付けています。
郵送、メール添付、FAXいずれでも受け付けています。
⑵求人説明会の有無
　昨年までは12月、今年は３月に開催し、２日間で約
150社が参加しました。昨年から案内する企業数を絞っ
たため、希望する企業全てに参加していただけず、現状
では新規の参加は難しい状況です。
⑶推薦企業リストへの登録方法
　卒業生が多く就職している企業をリスト化していま
す。また、昨年度、技術力（特許）を評価した企業リスト
を作成しました。
⑷教員の方からの個別紹介の得方
　理学部には、６学科にそれぞれ就職担当の教員。薬学
部は３名の就職担当教員がいます。必要であればキャ
リアセンターに仲介していただくことは可能です。
⑸インターンシップの受け入れ等、日常からの大学との

関係づくり
　市内にも毎年、受け入れている企業があります。た
だ、学生が志向する業界・業種に偏りがあるため、枠が
ある企業にも、希望者がなく就職に繋がらない事例が
見られます。
　インターンシップについても、「TOHOアライアンス」
にご登録いただくと、受け入れ要請の依頼文書を送って
います。

⑹効果のあった事例
　地元での就職志向は強く、東邦大学の場合、東京・千葉
での就職を希望する学生が圧倒的に多いとのこと。学
内企業合同説明会でも、所在地が地元であると関心が高
いようです。
⑺その他
　学生の就職志向が本人の志向に合わず、未就職の学生
もいるため、大学側では年度途中の求人や、障害を持っ
た学生の求人を期待しています。
■お問い合せ　
　東邦大学　習志野学事部キャリアセンター
　理学部担当　TEL：047（472）1823
　薬学部担当　TEL：047（472）1226

日本大学 生産学部  

⑴求人手続きの流れ
　求人票は企業で使用しているもの、大学指定のもの、
いずれのフォーマットでも受付可能です。提出方法は、
持参、郵送、メール添付で受付しています。
　大学指定の求人票フォーマットは，以下のホームペー
ジアドレスにアクセスしていただければダウンロード
できます。
http://www.nihon-u.ac.jp/campuslife/career/business/

⑵求人説明会の有無
　昨年度は、27年３月２日㈪～３月５日㈫の４日間開催
し、400社の企業が参加しました。参加企業は、各学科の
就職指導担当の教員から推薦のあった企業になります。
⑶推薦企業リストへの登録方法
　大学を訪問し、受付けられた企業や、入社実績企業の
求人は、学内に掲示し学生に周知しています。
⑷教員の方からの個別紹介の得方
　生産工学部は９学科あり，それぞれ２名の就職担当

地元学生を地元企業へ！求人·求職者マッチング
　景気回復による人手不足の高まりもあり、中小企業の求人環境は以前にも増して深刻となり、労働生産性の低下が懸念されていま
す。そこで11月号では、市内３大学（東邦大学、日本大学生産工学部、千葉工業大学）の学生と市内企業の、求人・求職のマッチングを
目的に、各大学の求人募集登録の手続きなどを特集としてご紹介します。

特集



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！
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の教員がいます。アポイントは各学科の事務室が窓口
となり常に受け付けています。
⑸インターンシップの受け入れ等、日常からの大学との

関係づくり
　インターンシップ科目である現場での生産実習が必
修科目となっており、受入受付企業は常時受付けていま
す。受付は各学科の生産実習担当教員と事務室で行っ
ています。
⑹効果のあった事例
　生産工学部は東京・千葉の学生が多く、中小企業でも
自宅から通える範囲の立地で専攻している内容にあっ
ている企業に関心が高いようです。
⑺その他
　地元企業の求人情報があれば、学生に随時案内できる
ため、年度途中の求人は特に有効とのことです。
■お問い合せ
　日本大学生産工学部　学生支援部　就職課
　TEL：047（474）2271

千葉工業大学
⑴求人手続きの流れ（窓口・方法・求人票の書式及び提出
　の仕方）
　求人の申し込みは「求人NAVI」で行います。

「求人NAVI」：http://www.kyujin-navi.com/uketsuke

　会社説明会や試験日の更新、追加募集・２次募集、採
用終了情報の更新は、最初に登録した求人内容を訂正
することで、最新情報として学生に公開することが可
能です。
●会社案内について
　会社案内パンフレット・募集要項等を届けると、学生
に情報が提供されます。各学科・専攻ごとに届ける場合
は、就職・進路支援部宛。募集要項等に大学指定のフォー
マットはありません。
⑵求人説明会の有無
（大学による合同企業説明会の有無、参加の仕方）
●合同企業説明会
　適宜開催のため、問合せが必要です。開催方法も状
況に応じて変更はありますが、１度につき約40社の企

業が参加。時間入れ替え制で約40分の説明を４回行う
方式です。
　参加企業は、例年参加している企業と新規希望の企業
に案内メールが送られ、申込み期間内に専用URLから申
込みます（先着順）。
　参加ご希望の場合は、「求人NAVI」にて登録のうえで、
電話で問合せ下さい。
●開催実績について
　2014年度：２月・５月・７月・10月・11月
　2015年度：３月・４月・５月（今後については未定）
●学内個別会社説明会
　学事日程と学生の活動状況を考慮したうえで時期を
検討し、適宜開催しています。ただし、近年では大学の
方針により実施を縮小しているのが現状です。
　参加希望の場合は、「求人NAVI」に登録のうえ、電話で
お問合せください。
⑶推薦企業リストへの登録方法
　学校推薦は、求人票に「推薦」の旨を記載してくださ
い。特に学科指定、採用人数指定のある場合は就職課で
希望学科に連絡されます。
　また、就職課には、卒業生採用企業のファイルが整理
されており、送付された求人票や会社案内等を、学生に
自由に閲覧できるようになっています。
⑷教員の方からの個別紹介の得方
　各学科に就職担当の教員がいますので、直接連絡する
ことになります。

「就職担当教員情報」
http://www.kyujin-navi.com/it-chiba/cp/professor.html
⑸インターンシップの受け入れ等、日常からの大学との

関係づくり
●インターンシップ
　企業での就業体験による実務的知識や就職への意識
向上を目的とし、２年生、３年生、大学院１年生を対象に
夏季休暇期間中の「インターンシップ」への積極的な参
加を勧めています。
　「求人NAVI」にて求人登録をした企業にインターン
シップ学生の受け入れの依頼があります（郵送、FAX
可）。メールで登録用のID・パスワード・URLが送られ、
インターンシップ実施が決まり次第順次登録されます。
 　また、貴社インターンシップの募集要項等の資料があ
りましたら、郵送またはFAXなどにてお送りください。
書面でいただいたものはこちらで登録します。
●日常からの大学との関係づくり
　求人等の件で就職先に訪問する際は、電話で予約を取
ることをお勧めします。
⑹効果のあった事例
　千葉工業大学は、千葉県出身者が圧倒的に多く、地元
就職志向の割合が高い傾向にあり、実家から通える範囲
を希望する学生が多いため、千葉県近隣の都県の企業に
集中します。
⑺その他
　新卒に求人を限定している場合には、継続的に求人情
報を提供することや、秋以降の求人が有効です。
■お問い合せ
　千葉工業大学　就職・進路支援部　就職課
　TEL：047（478）0232
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2015.11.10　習志野商工会議所　

　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。）および、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
与および臨時の賃金は含まれません。
　なお、「千葉県最低賃金」のほかに業種により定めら
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）　
　また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
　https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/roudoumondai/
　kanrenhouki/saiteichingin.html

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27年
10月１日から時間額817円に
改正されました

習志野商工会議所主催　各10名限定！
弥生会計セミナー

「弥生会計」とは、複式簿記の帳簿、減価償却費
の計算、青色申告決算書（青色申告特別控除対応）・
確定申告書、消費税申告書などを作成できる
パソコン会計ソフトです。

【決算編（弥生会計を導入している方、または
入門編を受講される方）】
日　時：平成27年 12月 8日㈫
　　　　13時～16時 30分
内　容：弥生会計での入力データに基づく決算・
　　　　申告の操作、減価償却費への対応・
　　　　決算書・確定申告書・消費税申告書の
　　　　作成方法までを学習
受講料：会員3,000円／一般：5,000円



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

金融相談会・一日金融公庫を開催
　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、運転資金、
設備資金が必要などお考えの方はぜひ
ご参加ください。
日　時　11月25日㈬　10時～16時
　　　　（要予約）
場　所　習志野商工会議所
費　用　無料
相談員　日本政策金融公庫船橋支店
問合せ　中小企業支援室
経営者のための労務相談会
日　時　11月26日㈭　13時～16時
　　　　（要予約）
場　所　習志野商工会議所
相談員　社会保険労務士
費　用　無料
問合せ　中小企業支援室
習志野・八千代商工会議所合同士業
ビジネス交流会参加者募集
　税理士や診断士等の士業間および、
他士業同士の交流の機会の提供を目的
としています。多くの士業の方々のご
参加をお待ちしています。
日　時　11月27日㈮　18時～20時
場　所　習志野商工会議所３階会議室
内　容　自己PR、名刺交換、情報交換、
　　　　他の士業との交流
対　象　会員士業者
費　用　3,000円
問合せ　中小企業支援室
経営＆企業フォローアップセミナー
日　時　12月５日㈯

　　　　13時30分～17時10分
場　所　習志野商工会議所
費　用　無料
内　容　第１部：創業３年で事業を軌
　　　　道に乗せ、発展させるコツ
　　　　第２部：会計を経営に活かす
　　　　～経営改善・発達のポイント～
講　師　経営コンサルタント
　　　　山内英二郎 氏
　　　　中小企業診断士
　　　　岩永武大 氏
問合せ　中小企業支援室

（公社）習志野青年会議所主催セミナー
自己を見出す「己の価値とは」～挫折
があるから、現在（いま）がある、女子
プロレス界の再起をかかえる想い～
日　時　11月11日㈬
　　　　19時30分～21時
場　所　習志野商工会議所
講　師　長与 千種氏
　　　　（女子プロレスラー）
費　用　無料
定　員　50名
問合せ　（公社）習志野青年会議所
　　　　TEL：047（452）9909
年末調整等説明会開催のお知らせ
日　時　11月11日㈬
　　　　用紙配布　13時～13時45分
　　　　説　明　会　13時45分～16時
場　所　習志野市民会館
　　　　（本大久保3-8-20）
　　　　※駐車場はありませんので
　　　　お車でのご来場はご遠慮く
　　　　ださい。
問合せ　○説明会、源泉所得税関係
　　　　千葉西税務署　
　　　　源泉所得税担当
　　　　TEL：043（274）2111
　　　　内線222～224
　　　　○用紙請求、法定調書関係
　　　　千葉西税務署
　　　　管理運営部門
　　　　TEL：043（274）2111
　　　　内線122～123

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

平成28・29年度入札参加資格審査
申請（当初申請）について
　市および市企業局の入札に参加する
には、入札参加資格者名簿に登録され
ていることが必要です。入札参加資格
申請は「ちば電子調達システム」を利用
した電子申請で行います。
■申請期間
平成27年９月16日㈬～
平成27年11月16日㈪　午後５時必着
※詳細は市ホームページまたは県電子
　自治体共同運営協議会ホームページ
　をご覧ください。
■問合せ
県電子自治体共同運営協議会
TEL：043（441）5551　
URL：http://www.e-chiba.org/
障害年金無料個別相談会のお知らせ
　「障害年金の申請をしたいが複雑で
よくわからない」など年金の専門家で
ある社会保険労務士が無料でご相談に
応じます。
日　時　11月10日㈫、12月８日㈫、

１月12日㈫、２月９日㈫、
３月８日㈫

　　　　（毎月第２火曜日開催）
場　所　習志野商工会議所
費　用　無料
問合せ　NPO法人みんなでサポートちば
　　　　TEL：043（301）2311
　　　　FAX：043（301）2312

お知らせ

　習志野商工会議所　2015.11.10

募　集
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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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　JR 津田沼駅より徒歩４分、オーダーメイドランドセ
ル、カルちゃんランドセルの販売を行っている「神田
屋鞄製作所　船橋ランドセル館」では、最適なランド
セルを見つけていただくため、実際に背負い、触り心地、
色合いなどを確かめていただき、館内に常駐するラン
ドセルを熟知した「ランドセルアドバイザー」が疑問
点に答えていただけます。ランドセルの購入をお考え
の方は一度伺ってみてはいかがでしょうか。

カラー＆スタイルコンサルタント 横田仁実

　JR 津田沼駅より徒歩３分にサロンを構える横田 仁実
さんは、パーソナルカラー（＝似合う色）診断や骨格
ライン分析、メイク、内面的要素を掛け合わせたオリ
ジナルメソッドで、女性をステキに輝かせるコンサル
タント。女性に限らず、営業や接客業、人前に立つ仕
事の男性にもおすすめです。企業向けのセミナーや研
修、集客アップに繋げるイベントなども行っています
ので、気になった方はお気軽にご連絡ください。

住所：習志野市谷津　代表者名：横田 仁実さん
TEL：090（6515）9766・047（411）6362
営業時間：10 時 30 分～ 18 時 00 分　定休日：不定休
　　　　　（ブログでご確認ください）
ブログ：http://ameblo.jp/himin50/

Blue Rose

　京成谷津駅前、６月にオープンされたスナック「Blue 
Rose」。店内はカウンター４席とソファー席を合わせて
15 名ほどの落ち着いた空間です。日替わりで提供され
るおつまみは小林さんの手料理で、楽しみにされてい
る常連の方も多いそうです。
　忘年会の予約も随時受付けており、「商工習志野を
見た」と伝えて予約をすれば、飲み放題時間無制限で
5,000 円の特別価格ですので、ぜひご利用ください。

地図 QRコード

神田屋鞄製作所 船橋ランドセル館

学伸 奏の杜

　JR 津田沼より徒歩５分。塾長自ら全ての科目を直接
指導する集団授業形式の地域密着型個人塾。万全のテス
ト対策で、自己最高得点を大幅に更新する生徒が続出。
分かりやすく、しかも親身な熱血指導で、勉強に対する
姿勢が変わったと口コミで評判が広まっています。　
　無料一ヶ月体験、季節講習体験など ( 別途諸費用が掛
かります )、随時受け付けていますので、興味がありま
したらお気軽にお問い合わせください。

HP QRコード

住所：船橋市前原西 2-22-12　代表者名： 生田 順洸さん
TEL：047（493）7701　営業時間：10 時～ 18 時
定休日：火曜日（祝日は営業）
HP：http://www.kandaya-kaban.net/

HP QRコード

HP QRコード

住所：習志野市谷津 1-12-3-2F　代表者名：児玉 渉さん
TEL：047（409）0876　MAIL：gakushin@sirius.ne.jp
営業時間：15 時（土曜 16 時）～ 20 時　定休日：日曜日・祝日
HP：http://www.gakushinn.com/

住所：習志野市谷津 5-5-2 浅井店舗 2F
代表者名：小林 智津子さん
TEL：047（407）0885　FAX：047（407）0885
営業時間：19 時～ 24 時　定休日：日曜日


