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　 募集　　  
会員交流パーティーを開催
　会員事業所の皆様の交流の場とネットワークづく
りの機会として、３月３日㈭にモリシアホールにて

「会員交流パーティー」を開催します。
　名刺交換会をはじめ、ライブ演奏もお楽しみいただ
きます。より多くの方々と交流できますよう、お誘い
合わせのうえ、ぜひご参加ください。
日　時　３月３日㈭　18時～19時45分
場　所　モリシアホール（習志野市谷津1-16-1）
　　　　JR津田沼駅南口より徒歩４分
参加費　2,000円
定　員　150名
問合せ　経営室
※詳細は同封のチラシをご確認ください

　　  建設業部会主催
視察研修会開催
　 募集

　建設業部会（鯨井徹部会長）主催による視察研修会
を下記のとおり開催します。
　視察先は、建設作業現場の労働環境改善や、労働災
害防止への活躍が期待されている作業支援用ロボッ
トスーツの開発・販売を行うCYBERDYNE㈱。
　地図作成、気象情報など身近な生活を支える人工衛
星の技術など、日本の宇宙開発行う、宇宙航空研究開
発機構（JAXA）筑波宇宙センターの視察を行います。
ぜひご参加ください。
日　時　１月19日㈫　８時30分　会議所出発
視察先　◦CYBERDYNE㈱ （サイバーダインスタジオ）
　　　　　（茨城県つくば市学園南2-2-1）
　　　　◦宇宙航空研究開発機構（JAXA）筑波宇宙
　　　　　開発センター（茨城県つくば市千現2-1-1）
費　用　9,000円（入場料、夕食、保険代含む）
定　員　26人（定員になり次第締切）
問合せ　中小企業支援室　山野井

　 募集　　  ５商工会議所合同
ビジネス交流会開催
　習志野・船橋・八千代・浦安・千葉商工会議所合同で
行う「ビジネス交流会」を開催します。今年は千葉商
工会議所も加わり、さらに地域を超えた交流が期待さ
れます。奮ってご参加ください。
日　時　２月10日㈬  15時～
場　所　千葉商工会議所14階
　　　　（千葉市中央区中央2-5-1）
　　　　※駐車場はありませんので、公共の交通機関

　　　　　をご利用ください。
内　容　第１部　事業PR（１社60秒以内）
　　　　第２部　懇談会（名刺交換、商品説明等）
費　用　3,000円（お一人様）　※１事業所２名まで
締　切　平成28年１月25日㈪まで
問合せ　中小企業支援室　原田

　　  平成27年分
決算・確定申告相談会を開催
　 募集

　習志野商工会議所では、経営改善普及事業および会
員サービスの一環として「平成27年分決算・確定申告
相談会」を開催します。ご相談には千葉県税理士会千
葉西支部所属税理士が対応します。ぜひこの機会を
ご利用ください。
日　時　２月17 日㈬、23日㈫、26日㈮
　　　　３月４日㈮、７日㈪、８日㈫、
　　　　10日㈭、14日㈪
場　所　習志野商工会議所
相談員　千葉県税理士会 千葉西支部所属税理士
相談料　無料
【必要書類】
◦平成27年分決算書、確定申告書用紙
◦前年分決算書、確定申告書控え
◦関係帳簿類（現金出納帳、経費帳、売掛帳、買掛帳）
◦各種控除証明書（国保・国民年金、健康保険、生命保
　険、地震保険、介護医療保険、小規模企業共済など）
◦印鑑
問合せ　中小企業支援室

　　  女性会主催
第22回チャリティダンス
パーティー開催

　 募集

　第22回目を迎える毎年恒例のチャリティダンス
パーティー。近隣の社交ダンス愛好家をはじめ、毎年
多くの方方々にご参加いただいています。ダンスは
もちろんのこと、お楽しみ抽選会も開催されますので
ぜひお誘い合わせのうえご参加ください。
　なお、この事業の収益金の一部は、毎年市内福祉事
業に寄付を行っています。
日　時　２月６日㈯　13時30分～16時30分
場　所　習志野商工会議所会館３階
費　用　前売：1,200円　当日：1,500円
主　催　習志野商工会議所
協　力　ダンス＆シューズ アユザワ
　　　　※ご参加される方はヒールカバーの装着を
　　　　　お願いします。
問合せ　中小企業支援室　山野井
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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

　　  工業部会主催
企業見学会参加者募集
　 募集

　工業部会（樋口惠己部会長）主催による企業見学会
を下記のとおり開催します。
　地域の「特色ある事業所」を訪問する工場見学会。
今回は、製品やサービス・サプライチェーン全体の環
境負荷の低減を図る「環境経営」を軸に、自動車部品の
製造・開発から資源リサイクルまで一貫して取り組ん
でいる「㈱啓愛社」を訪問し、合理化された現場での環
境マネジメントシステムの実務管理・運用手法等を学
びます。ご興味のある方はぜひご参加ください。
日　時　２月17日㈬  ９時50分現場集合
　　　　（13時解散予定）
視察先　㈱啓愛社 千葉リサイクル工業
　　　　（八千代市上高野1734-6）
定　員　30名
参加費　1,000円（昼食代含）
問合せ　中小企業支援室　堀

　　  全６日間開催
ハッピー福祉起業塾
　 報告

　福祉分野で独立・開業を志す方々を対象に、創業の
心構えや具体的な指定申請書の作成、事業資金の調達
など実務的な講義を集中的に行うことで、新規創業に
よる地域経済の活性化及び福祉のまち習志野の推進
を図ることを目的に「ハッピー福祉起業塾」を11月１
日～12月20日までの全６日間で開催しました。
　市内在住、在勤の方総勢15名が参加され、福祉分野
事業の概要から、事業計画書の作成方法、開業資金、
労務管理など福祉分野での創業、開業後に必要な知
識など実務に則した講義が行われました。
　講義を通して参加者の方々から「今後のビジョン
がクリアになった」、「実際に現場を訪問し、それぞれ
の事業所の工夫、苦労などを感じることができた」な
どといった開業へ向けての前向きな意見をいただき
ました。今後も習志野商工会議所では創業志望者の
育成を地域経済活性化の重点と位置付け、その支援
に力を注いでいきます。

平成 28 年１月場所  大相撲観戦チケット（７事業所）

こんなにお得なあじさい共済！

　　  あじさい共済
加入事業所限定還元事業
当選者発表

　 報告

　厳選なる抽選の結果、以下の事業所様が当選されま
した。たくさんのご応募ありがとうございました。

【応募総数81通】（順不同・敬称略）

㈲織戸社寺工務所、辻精磁社東京出張所、㈱ミツワ堂、
㈱ヨシキスポーツ、ワンワンハウスはな、㈱市古商店、
アルタモーダ  当選者の皆様おめでとうございます！

あじさい共済をご利用ください！
　習志野商工会議所では、会員事業所の福利厚生の充
実を目的とした共済制度「あじさい共済」をご提供し
ています。
　事業主の方をはじめ、従業員の方々の“いざ”とい
う時のため、安い掛金で充実した保障を受けられます
のでぜひご加入をご検討ください。

▪月々800円／１口から幅広い保障！
▪見舞金、独自の祝い金制度が充実！
▪毎年余剰金があれば配当金も！
▪１年更新で医師の審査なし！
▪業務上、業務外問わず24時間保障！
問合せ　経営室　柴崎・鈴木

福祉事業者とのパネルディスカッション
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録」の手続きを進めておりますので、ご期待いただ
けましたら幸いでございます。
　結びになりますが、時代の分岐点になると言われ
る丙申（ひのえさる）の本年、習志野商工会議所で
は、役職員が一丸となり、様々な事業に取り組んで
まいりますので、本年も、変わらぬご支援をお願い
いたします。

習志野市長　宮本 泰介
　新年おめでとうございます。
皆様におかれましては、希望に満
ちた清々しい新春をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。
　また、日頃より、市政に対しま

して、温かいご支援とご協力を賜り、深く感謝申
し上げます。
　昨年は、４年に一度の統一地方選挙、５年に一度
の国勢調査、そして６年に一度の七年祭りが同じ年
にまとまる、60年に一度の１年でした。
　市政に目を向けますと、将来の人口減少や急激
な少子高齢化がもたらす課題への対応と克服を目
指した「習志野市まち・ひと・しごと創生人口ビジョ
ン・総合戦略」や本市の産業振興の指針となる「習志
野市産業振興計画（平成27年度～平成31年度版）」
のスタートなど、将来に向けて新たな一歩を踏み出
した年でした。
　この度、策定した総合戦略は、より多くの人々
が、習志野市で暮らすことに「幸せ」、「魅力」を感じ、
より多くの人々から、将来にわたって「住みたいま
ち」、「住み続けたいまち」として選ばれ続けること
を目指した総合的なまちづくりの戦略であります。
　本市の魅力を高めるためには、産業の振興と地域
経済の活性化は不可欠であり、総合戦略では、『しご
とをつくり、“働きたい”をかなえるまちづくり』を
基本目標の１つとして設定し、『企業活動・地域産業
の活性化』や、『若者の市内・近隣への就業の促進』に
取り組むこととしています。
　具体的な取組といたしましては、中小企業の経営
支援として、経営支援・指導体制や融資制度の充実
を図ってまいります。
　商業の振興につきましては、商店会の組織力の
強化、大学やNPO法人などとの新たな連携の推進
による商店街の活性化等を、工業の振興につきま
しては、産学民官連携による新技術・新製品の開発
や新たな事業分野への取組の支援等に取り組んで
まいります。
　また、新たな取組といたしまして、市内工業関係
企業の情報を掲載したインターネットサイトの開

習志野商工会議所　会頭　白鳥 豊
　明けましておめでとうござい
ます。
　皆様におかれましては、健やか
に新年をお迎えのことと、心から
お喜び申し上げます。
　年頭にあたり、会員の皆様に新
年のご挨拶を申し上げますとと

もに、旧年中に賜りました習志野商工会議所への温
かなご支援に厚く御礼を申し上げます。
　さて、日本経済は長期不況からの脱却に向けて着
実に歩みを進めており、政府は中長期の経済成長を
確実なものとするために、再生の原動力としての中
小企業の活力強化、とりわけ企業が拠って立つ地方
創生を柱に、中小企業が持つ本来のダイナミズムを
発揮できるよう、様々な政策を打ち出しております。
　しかしながら、足もとの景況は決して楽観できる
ものではなく、人口減少など日本社会の構造的課題
も相まって、その克服に経営者は懸命の努力を重ね
ておりますが、このような中、政府は主要政策を推
進するうえで、地域振興に携わる全国の商工会議所
の役割が重要であるとして、政策実現のために関係
法律の改正ほか、各種支援策を講じております。
　本年、習志野商工会議所は、国・自治体の政策と
企業とのパイプ役として、産業界が持てる潜在力
と特長を発揮し、これらの政策推進に貢献しうる
よう、次の５項目を掲げて、事業に取り組んでま
いります。
　第１に、政府の経済政策・助成制度の効果的な活
用による経営支援
　第２に、中小企業に、しっかりと寄り添う木目細
やかな伴走型の経営支援
　第３に、地域総合経済団体としての行政庁等への
政策提言、意見公表
　第４に、市内の多様な主体との連携と都市間交流
による地域活性化
　そして、第５に、少子・高齢化など社会構造の変
化に対応した事業でございます。
　また、新たな事業として、本年２月から、市内約
200事業所を多言語により、ホームページ等で紹介
する企業ガイド事業を開始し、国内はもとより、海
外からの取引促進にも役立ててまいります。
　更に、日本のソーセージ「製造・発祥の地」である
習志野から、今春には、「習志野ソーセージ」のブラ
ンドで、安定的に商品をご提供できるよう「商標登

年頭所感

「地方創生」に向けて
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設などによる情報発信や金融機関との連携を通じ
て、新規取引や販路拡大等を支援してまいります。
　併せて、大学や事業者等と連携した学生への市内
企業の紹介事業など、学生と市内企業を結び付け、
若い世代が市内で就業、定着する仕組みづくりに取
り組んでまいります。
　総合戦略と産業振興計画を着実に推進し、産業の
振興と地域経済の活性化を図り、本市の発展と繁栄
を実現してまいりますので、更なるお力添えをいた
だきますよう、お願いいたします。
　結びに、貴会会員の皆様のご健勝と、なお一層
のご活躍を祈念いたしまして新年のご挨拶といた
します。

日本商工会議所　会頭　三村 明夫
　明けましておめでとうござい
ます。
　平成28年の新春を迎え、謹んで
お慶び申しあげます。
　昨年の世界の動向は、ギリシャ
問題、中国経済の新常態への移
行、資源・エネルギー価格の下

落、シリア問題など、世界経済を揺るがす問題が
多数ありました。新興国経済が低迷する中で、相
対的に先進国経済は底堅く、米国経済は好調に推
移し、昨年の世界経済全体は緩やかな回復となり
ました。本年は、米国がいよいよ金融緩和の出口
戦略に入り、中国経済の先行きの不透明さと合わ
せて、新興国経済に力強さがうかがえないなど、世
界経済の回復は今年も緩慢なものになるのではな
いかとみられております。
　一方で、わが国経済は、ようやくデフレ脱却へ
の道筋が見え、昨年は TPP の大筋合意や訪日観
光客の増加、さらに、昨年後半からは、企業の設備
投資も拡大していることが明らかとなり、国民・
経済界が将来に向けて明るい展望を持てる期待感
が広がりつつあります。また、来年４月には消費
税率が10％にアップすることから、本年後半には
ある程度の駆け込み需要が発生するのではないか
と思われます。
　将来の日本の持続的な成長を成し遂げていくた
めには、50年後の人口１億人の維持を目標とする
抜本的な少子化対策、働く意欲を持った高齢者と女
性の労働参加を促進する労働改革、日本の食の魅力
と安全を世界に発信する強い農業への転換など、構
造改革の推進がいずれも待ったなしの状況となっ
ています。また、これらを実現する財源のためには、
税と社会保障の一体改革の実現も急務となります。
　わが国は、幸いなことに安定政権の下で、政策
を継続的かつ粘り強く実行する体制にあります。

日本再生のためには、改革のプラスとマイナスを明
示し、国民にその必要性を説明し、説得し続けるこ
とで改革を成し遂げることが重要であります。
　さて、このような中で、商工会議所といたしまし
て、どのようなことに軸足を置いていくことが必要
であるか考えますと、全国514の商工会議所が、そ
れぞれの地域で、関係者と緊密に連携しながら地域
の将来をデザインし、地方創生に向けて取り組んで
いくことが肝要だと思います。特に「観光」や「もの
づくり」など地域の強みを生かす活動には、商工会
議所が強いリーダーシップを発揮していくことが
求められているのではないでしょうか。
　まず、地方創生の切り札として期待される観光
分野では、外国人観光客は、一昨年に1300万人を
超え、昨年は約1900万人と急激に増加しました。
2020年の東京オリンピック・パラリンピックまで
に2000万人という当初の目標を前倒しで達成する
ことが確実となっています。それぞれの地域が、外
国人のみならず国内の観光客を引き付けるために
は、デービッド・アトキンソン氏の『新・観光立国論』
にも述べられているように、「文化」「気候」「自然」

「食事」の四大要素を軸として、地域が独自の魅力を
発信するとともに、地域間の連携も必要ではないで
しょうか。新たな目標設定とともに、ボトルネック
の解消と観光消費の効果を得るための現実的な対
策を考えていくことが重要です。
　次に、観光と並んで日本の強みを生かす分野に製
造業があります。六重苦が徐々に解消され、TPP
の大筋合意により、国内立地の競争力は改善傾向に
あり、新しいものづくり立国を構築する好機が訪れ
ています。昨年11月には、「TPP政策大綱」がまと
められ、TPPを活用した中小企業と農業の輸出促
進支援策も検討されており、地方創生にも大いに貢
献することが期待されます。１～２年後にはTPP
が発効することを想定して、これまで海外ビジネス
に取り組んでいなかった企業でも、どのように活用
できるか、検討していくことが重要ではないでしょ
うか。特に、TPPでは日本の農業を強い産業に変
革していくとともに、日本の農産品・食品の輸出拡
大に貢献することが期待されています。
　さらに、日本再生という点では、本年３月で震災
から６年目に入る被災地の復興の歩みも加速させ
なければなりません。一日も早い本格復興に向け
て、現地のニーズに即した支援を着実に実行してい
くことが重要です。
　最後になりますが、地方創生の主役は、われわれ
自身であり、明るい未来を切り開く気概を持った
われわれの一歩が日本再出発の推進力となります。
自信を持って前を向き、変化をチャンスと捉え、果
敢に挑戦してまいりましょう。皆さまの一層のご
支援とご協力を心からお願い申しあげます。
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〜習志野商工会議所の記帳事務代行サービスの特徴〜
⃝弥生会計ソフトによるパソコン入力によって、帳簿
　が迅速に作成できますので、月々の損益計算及び資
　産・負債の状況が正確に把握できます。
⃝貸借対照表も迅速に作成できますので、青色申告
　特別控除（65万円）を受けることができ、節税にも
　なります。

〜「記帳事務代行サービスを
　ご利用いただいた事業所のみの特典」〜

　訪問による記帳・税務相談を実施します。
1平成27年度分の所得税、消費税の申告に向けて、ご
　不明な点、ご心配な点に迅速に対応します。
2個人の税金に関するお悩みにも迅速に対応します。
3従業員の方に関する、所得税、社会保険関係のお悩
　みにも迅速に対応します。
問合せ　中小企業支援室

Q.「記帳代行」のメリット判定
□日々の業務が忙しく、帳簿の記帳が遅れがち。
□青色65万円特別控除に必要な複式簿記での記帳を
　していない。
□資産・負債の状況を把握できていないため、故に貸
　借対照表を作成できない。
□帳簿をつけていても、10万円の青色申告控除しか
　受けていない。
□消費税の課税事業者になっている。（なりそうだ）
□新規開業したばかりで、経理、税務に不安がある。

　1つでも当てはまる方はぜひ「記帳代行サービス」
（有料）をご利用ください！

「記帳代行サービス」を利用しませんか？

同封のチラシから
お申込み
ください



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

年末調整・源泉税納付個別相談会開催
日　時　１月７日㈭ ・18日㈪
　　　　10時～16時
場　所　習志野商工会議所
持ち物　①27年分源泉徴収簿
　　　　②給与支払明細書
　　　　③扶養控除等申告書
　　　　④源泉税納付書
　　　　（27年上期納付済分・
　　　　下期納付書）
　　　　⑤前年分源泉徴収簿
　　　　⑥国保・年金・生命保険・地震
　　　　　保険・介護医療保険・等控除
　　　　　証明書
　　　　⑦印鑑など
相談員　千葉県税理士会
　　　　千葉西支部所属税理士
問合せ　中小企業支援室
経営者のための労務個別相談会
日　時　２月24日㈬  13時～16時
場　所　習志野商工会議所
内　容　就業規則の作成、社会保険への
　　　　加入、解雇・残業代等を巡るト
　　　　ラブル、問題社員への対応他
対象者　経営者、労務管理者
相談員　社会保険労務士
費　用　無料
定　員　３名（予約制）
問合せ　中小企業支援室
2016年版ビジネスノート
　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
報などが掲載され、様々な用途で毎年
ご好評をいただいています「習志野商

工会議所ビジネスノート2016年版」
を無料配布していますのでご希望され
る事業所はご連絡ください。
※１事業所１冊までとなります。
問合せ　中小企業支援室　葛生

ならしの健康マイレージ、
協力店募集中
　習志野市では、日々の運動や検（健）
診の受診、各種イベントへの参加と
いった、市民の“健康活動”を後押しす
る『ならしの健康マイレージ事業』を展
開中！昨年１月のスタートから、延べ
500人以上の方が参加されています。
　本事業には、事業者の皆さんの御協力
が不可欠です。現在は、約60店舗の「協
力店」に特典を御提供いただいています。
　協力店の増加が参加者の増加に、参
加者の増加が市全体の利益につながり
ます。協力店の届出はWebやFAXで
も可能ですので、ぜひ御協力ください。
事業の詳細や届出の方法は、市ホーム
ページをチェック！
問合せ　習志野市役所
　　　　健康支援課管理係　
　　　　TEL：047（451）1151（代表）
平成27年度習志野市危機管理講演会
～異常気象と災害への備え～
　ＮＨＫ「ニュースウォッチ９」気象
コーナーでおなじみの気象予報士　
井田 寛子氏を講師にお迎えし、「習志
野市危機管理講演会」を開催します。
日　時　１月23日㈯
　　　　13時～14時50分
　　　　（開場12時30分）
場　所　市民会館
　　　　（習志野市本大久保3-8-20）
　　　　※御来場の際は公共交通機関
　　　　を御利用ください。
講　師　気象予報士　井田　寛子　氏
問合せ　習志野市危機管理課
　　　　TEL047-453-9211
千葉西税務署からのお知らせ
　所得税等・個人消費税等・贈与税の確
定申告書作成会場の開設は２月８日㈪
からです。

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

※確定申告書は国税庁ホームページの
　「確定申告書等作成コーナー」でも作
　成できます。
日　時　２月８日㈪～３月15日㈫
　　　　９時～17時
　　　　（受付８時30分～）
　　　　※土日祝日除く。ただし、２
　　　　月21日㈰、28日㈰は相談・受
　　　　付を行います。
会　場　千葉市花見川区武石町1-520
問合せ　千葉西税務署
　　　　TEL：043（274）2111
2016睦月囲碁大会参加者募集中！
日　時　１月31日㈰ 13時～
場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　（モリシアレストラン棟７ F）
内　容　・チャンピオン戦（無差別、総
　　　　　互先、先番６目半コミダシ）
　　　　・点数制（普段対局している
　　　　　対戦方法です）
会　費　2,000円（昼食は出ません）
定　員　80名
問合せ　津田沼囲碁クラブ
　　　　TEL：047（475）5255
習志野警察署からのお知らせ

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

　習志野商工会議所　2016.01.10

募　集
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　習志野市を中心に買取り・販売を行っているリサイ
クルショップ「アールショップ」。
　出張費無料で買取り、回収を行っており、事前に型
番等を伝えれば無料の見積もりを行い、現金即日買取
りで対応していただけます。
　また、ラインナップ豊富な販売商品は１万円以上購
入いただくと送料無料から。不用品、電化製品買い替
えの際はぜひ一度ご相談ください。　

㈱日本資産総研ワークス

　JR 津田沼駅南口より徒歩３分、モリシアオフィスビ
ルに事務所を構える、㈱日本資産総研ワークスでは「事
業承継」、「相続」などに関するコンサルティング業務
を幅広く行っています。法人・個人問わず、きめ細や
かな分析、お客様それぞれに合った提案を行い、最適
なサービスを提供しています。個別無料相談を随時行
っていますので、資産運用等についてお困りの際はぜ
ひ一度ご連絡ください。

住所：習志野市谷津 1-16-1 モリシアビルオフィス５F
代表者名：小川 隆臣さん
TEL：047（403）3338　FAX：047（403）3348
営業時間：８時 45 分～ 17 時 30 分　定休日：土日祝日
HP：http://www.nssw.jp/

城南コベッツ京成津田沼教室

　京成津田沼駅より徒歩４分、ワイがや通り内 成績保
証のある学習塾「城南コベッツ京成津田沼教室」では
個別の学習状況から分析したカリキュラム、徹底した
プロセス管理で生徒一人ひとりを「わかる」から「で
きる」へと導きます。
　現在、冬期講習学習カウンセリング、無料体験授業
を実施していますので通塾をお考えの方はぜひお気軽
にお問合せください。

HP QRコード

アールショップ

アルタ・モーダ

　実籾駅前、ゴールドショップ習志野の内に店舗を構
える「アルタ・モーダ」は 1988 年に開業し、お客様
に着ることが嬉しく、楽しく、着心地が良い服を提供
することを思いに長年地元の方々に愛されているお店。
　婦人用衣料品をメインに取り扱っており、アクセサ
リーなども多く取り揃えています。期間限定のセール
も随時行っていますので、お近くの方は一度伺ってみ
てはいかがでしょうか。

HP QRコード

住所：習志野市津田沼 2-3-44　代表者名：鈴木 浩由さん
TEL：047（474）1422
営業時間：11 時～ 19 時（日祭日 17 時まで）　定休日：不定休
HP：http://www.r-shop-jp.com/

HP QRコード

地図 QRコード

住所：習志野市実籾 1-4-1-B1　代表者名：松本 治子さん
TEL：047（477）9600　FAX：047（477）9600
営業時間：10 時～ 20 時　定休日：水・木・日曜

住所：習志野市津田沼 4-1-29　代表者名：鈴木 孝芳さん
TEL：047（408）4480　FAX：047（408）4481
営業時間：14 時～ 20 時　定休日：日曜祝日
HP：http://www.covez.jp/blog/chiba_keiseitsudanuma/


