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〜ならしのクラフトビール〜
むぎのいえ
（谷津）

谷津の小さな醸造所で樽詰めされた「言の葉」
「谷津ブラック」
「碧」
「Am Black」
「Amber Ale」
「むぎのくら」
「Spring IPA」…
一杯のクラフトビールにとけ込んだブルワーの静かな想いが、その独特の色や風味・香りと相まって、飲み手の想像力をかき立てます。

※社内でご回覧ください
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開催

習志野商工会議所

習志野市特定創業支援事業

「ならしの創業塾」を開催

当所では、将来の地域社会を担う創業者の育成が地域
経済活性化の一助になるとの考えのもと、創業支援に力
をいれています。全６回の「ならしの創業塾」の修了者
（一定要件有）は、株式会社を設立する際の登録免許税が
軽減されるなどの優遇支援を受けることができます。創
業をお考えの方は、この機会にぜひお申し込みください。
日 時 ６月30日㈯、７月７日㈯、28日㈯、
８月４日㈯、８月18日㈯、25日㈯
※現場実習 ８月５日㈰
全日９時30分～16時30分
場 所 習志野商工会議所
内 容 開業の仕方、事業計画の策定、融資・税務・販促
の知識など、創業に必要な知識を幅広く習得
（専門家による個別相談あり）
講 師 中小企業診断士、税理士、行政書士ほか
費 用 3,000円
（全６回、税込み）※但し、学生は無料
定 員 40名（先着順）
問合せ 中小企業支援室
（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

昨年度の創業塾からも起業者が輩出

報告

「第１回 代表者連絡会議」を開催
４月25日㈬、平成30年度 第１回代表者連絡会議（吉田
茂雄 議長）が開催されました。会議では、各部会等の事
業計画や市長要望など３議案が可決承認。また、事務局
よりおもてなし事業、習志野ソーセージイベント事業な
どが報告されました。

お知らせ

働くひとすべてが活き活きと！

春の巡回健康診断を実施します

あじさい共済加入者は最大2,000円割引！
健康診断は働くひとの健康状態を知る第一歩です。
会員事業所の方であればどなたでも受診できます。
基本健診内容

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、
γ-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
オプションのみの受診も可

・乳がん検査（マンモグラフィ乳房撮影） ・じん肺検査
・前立腺がん検査（PSA検査） ・大腸がん検査
開催日時・会場
日

程

会

場

5月29日 ㈫

商工会議所

5月30日 ㈬
5月31日 ㈭

実花公民館
イカリ消毒

6月 1日 ㈮

商工会議所

6月 4日 ㈪
6月 6日 ㈬
6月 7日 ㈭

イカリ消毒
実花公民館
谷津公民館

受付時間

8：30 ～11：00
13：00 ～15：00
9：00 ～11：00
9：00 ～11：00
8：30 ～11：00
13：00 ～15：00
9：00 ～11：00
9：00 ～11：00
9：00 ～11：00

検診内容

A～E
A～D･乳がん
A～D･乳がん
A～D･乳がん
A～D
A～D
A～E
A～E
A～D･乳がん

※あじさい共済の助成対象者は基本コースのみです。
※前立腺がん・大腸がん、じん肺検査は全日程受診可能です。
問合せ 経営室
（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

お知らせ

『商工会議所福祉制度キャンペーン』
を実施
ベストウイズクラブでは、
「福祉制度キャンペーン」を
４月16日㈪ ～６月29日㈮ に実施いたします。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。
商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社
員がお伺いした際には、是非ご協力いただきますようお
願い申しあげます。
※
「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
アクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

各部会・委員長から 30年度事業計画を発表

問合せ

経営室 TEL：047（ 452）6700

2 毎月2,000部発行「商工習志野」へ誌面広告を掲載して PR しませんか？

掲載料 10,290円／月（６か月未満 ※長期割引あり） サイズ（５×8.6cm（縦×横）／１コマ）

習志野商工会議所

小規模事業者
持続化補助金について
補助金情報

2018.5.10

議員職務執行者の変更
３号議員

小規模事業者が取組む販路開拓等の経費の一部（上限
50万円、補助率２ ⁄ ３）を補助する小規模事業者持続化補助
金の公募が開始されています。申請に際しては、事業計画
書の策定など商工会議所の支援を受ける必要があります。
＜対象となる取組み例＞
⃝集客力を高める店舗改装 ⃝広告宣伝
⃝商品パッケージ等のデザイン刷新 ほか
申請期間 ５月18日㈮ まで
問合せ 中小企業支援室

㈱日立産機システム 習志野事業所
所長 千葉 宏 氏

↓

代表者変更により、
所長 千野 則昭 氏

１号議員
㈱千葉信用金庫 津田沼支店
支店長 清原 正明 氏

↓

補助金情報

代表者変更により、
支店長 浅野 公夫 氏

IT導入補助金について
IT導入補助金（サービス等生産性向上IT導入支援事業）
は、中小企業・小規模事業者等が ITツール（ソフトウエ
ア、サービス等）を導入する経費の一部（上限 50万円、補
助率１ ⁄ ２）を国が補助するもので、中小企業等の業務効
率化や売上アップをサポートするものです。
申請期間 平成30年４月20日㈮ ～６月４日㈪ ※一次公募
問合せ サービス等生産性向上
IT 導入支援事業コールセンター
TEL：0570（ 000）429
HP：https://www.it-hojo.jp/

訃 報
当所１号議員の、髙橋 健二 氏
（㈱サカエヤ 代表取締役 享年 69
歳）
がご逝去されました。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。

2018 ソーセージ＆ビールフェスティバル 開催！
！

今年も習志野ソーセージや地ビールを扱うイベントを開催します。当日は習志野市の交流都市である山梨県富士
吉田市の「ふじやまビール」に加え、千葉県内の地ビール、そして谷津にお店を構える「むぎの家」も出店します。また
ステージイベントも行いますので、多くの方のご来場をお待ちしています。

５月26 日㈯ ～27日㈰

日 程 2018年

▼昨年のイベントの様子（モリシア前広場）

午前11時〜午後８時

（27日は午後７時まで）

▶会 場 津田沼公園
（モリシア津田沼前） ▶問合せ 中小企業支援室
▶交 通 JR 津田沼駅南口から徒歩２分

☎ 047（452）6700

※一部店舗では Suica・PASMO の使用ができます。

刺繍、プリント、
マーキング

１枚から制作します
ユニホーム、作業着、制服

〜 事業運用・業務改善での困り事は！〜

品質マネジメントに基づいた無料診断で､ 運用課題が明確化！
【支援内容】業務課題
（ヒューマンエラー､ 技術伝承､
事業計画､ QCツール､ 管理職育成､ 目標管理､ 顧客
満足度､ 他）､ 個人情報保護・マイナンバー対策､ ISO
認証業務
（導入､ 移行､ 模擬審査）
､ ITシステム導入

習志野スポーツ［２F マーキング工房］
TEL：047-477-5151 FAX：047-477-5152
問合せ：習志野商工会議所

TEL：0 4 7（ 452）6700

ナラフジ・ビジネスサポート

〒275-0017 千葉県習志野市藤崎 3-6-4
TEL：070（4158）4917 FAX：047（478）5530
MAIL：t_kobayashi@narafuji.com HP：http://narafuji.com/hp3/

FAX：047（452）6744

：同封チラシ有り
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特集

ご存知ですか？ 習志野商工会議所の活動紹介

〜「青年部」
・
「女性会」〜
習志野商工会議所 青年部

創立：1987年

会員数：32名

習志野商工会議所青年部は、次代の地域経済を担う若手経営者・後継者の相互研鑽の場として、また
青年経済人として資質の向上と会員相互の交流を通じて、企業の発展と豊かな地域経済を築くことを目
的として活動しております。平成30年度は、
『習志野旋風 巻き起こせ！嵐 for Dream』をスローガンに
掲げ、部員一丸となり活動して参ります。
毎月第３木曜日に定例会を開催し、事業の企画・準備などの会議を行っております。平成31年度には
新規事業を計画しており、現在準備を進めている段階です。当青年部は、習志野商工会議所会員の事業
会長 冨 昭浩さん
所で、経営者もしくは従業員で満20歳以上から満50歳未満の方であれば誰でも入部可能ですのでご興
味のある方はお気軽にご参加下さい。

～人と地域・未来を拓く活動を、交流を通して広げます～
高度化・多様化する会議所事業の一翼を担うものとして、若手経営者等の立場から、地域経済や組
織の活性化に資する事業活動に取組むとともに、本市商工業の発展に寄与します。

主な活動内容
▊婚活事業

事業承継の環境作りを目的に、
結婚への出会いの場を提供しています。

▊習志野ソーセージ普及活動

地域資源の「習志野ソーセージ」の普及促進を
通じて、まちを元気に盛り上げます。

▊その他

・部会員交流事業
・研修セミナーの開催
・単会ホームページの運営
・千葉県商工会議所青年部連合会への参加
・映画祭（平成31年度予定） ほか

部員名簿
役 職
会 長
副会長
副会長
地域交流委員長
総務広報委員長
映画祭準備委員長
出向者連絡委員長
監 事
監 事

氏

名
冨
昭浩
瀧澤 博之
戸井田泰明
伊藤
慶
馬場 保行
柳澤 淳一
椎名
徹
安西 繁行
中村 浩一
佐々木秀一
秋元雄一郎
佐藤 友樹
富永 俊平
熊倉 正一
本多 永享
大久保龍樹
小笠原大介
木村 雅道
佐藤 正幸
佐々木 仁
田中 敦士
太和田 章
藤ヶ谷晋典
関根 洋幸
木村 浩章
三代川雅信
牧
成明
神津 竜平
矢口
誠
福田 広樹
田崎
学
石渡 雅基

事業所名

敬称略

㈱フロイデ
ロック保険
㈱アイシン
広栄化学工業㈱
はんこ屋さん21 津田沼店
柳澤運送㈲
㈱レシード
㈱ナラデン
中村労務総合事務所
イーエム電設㈱
あづま屋電気㈱
新京成フロンティア企画㈱
新京成フロンティア企画㈱
㈲熊倉商店
本多永享社会保険労務士事務所
㈱ベル・ヴォア
アピール㈱
三幸工業㈱
藤木園緑化土木㈱
プルデンシャル生命保険㈱
習志野法務総合事務所
太和田章税理士事務所
フルヤ牛乳東部販売店
桜丘けい子ジャズダンススタジオ
きむらさん家
㈱日興機械
弁護士法人リーガルプラス津田沼法律事務所
弁護士法人リーガルプラス津田沼法律事務所
東京キリンビバレッジサービス㈱
シールズ㈱
ソニー生命保険㈱
㈲ワタリエ芸

部員の 声
秋元 雄一郎 さん（あづま屋電気㈱）

青年経営者等の視点から企業や地域の
発展に汗をかいたり、交流の輪を広げて
います。

4 マルケイ融資をご利用ください［年利1.11％で2,000万円まで（４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！

習志野商工会議所

2018.5.10

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』、女性経営者や従業員が集まる
『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て、日々活発
に活動をしています。そこで商工習志野５月号では、
「青年部」および「女性会」
の活動内容をご紹介します。

習志野商工会議所 女性会

創立：1987年

会員数：20名

私ども習志野商工会議所女性会は、今後の発展が期待される習志野商工会議所の一員として活躍する
ことに誇りを感じております。女性会は商工会婦人部から数え35年もの間活躍してまいりました。こ
れも諸先輩方の努力の賜物と思っております。女性であるが故にできる事業、地域福祉への活動、千葉
県、関東、全国の女性会連合会への参加等、長い歴史の中で諸先輩方が築き上げた会をしっかり引き継
いでまいりたいと思っております。
活動内容としましては、24年間続いたダンスパーティーも昨年度で終わりを迎え、今年度は近隣地域
会長 吉野 綾子さん
の一人暮らしの中高年を対象にした出会いの場を提供する新規事業を考えております。女性ならでは
の、細かく柔らかな視点を大切にした事業にしたいと考えております。どうかご協力よろしくお願いいたします。

～女性の視点から、多様性と魅力あふれるまちづくりに貢献します～
習志野商工会議所の女性経営者等が集まる組織として、経営に関する知識や教養、商工業の改善発
達を考えながら、
「ふれあい」と「えがお」を通じて地域社会の福祉の増進に取組みます。

主な活動内容

会員名簿

▊市民まつり（パレード）参加

「習志野きらっと」のパレードで、女性会の
PRや各種啓蒙活動を行っています。

役

職

氏

会

社会一般に女性会活動を広く発信し、
周知を図っています。

事業所名

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㈱

副会長

伊藤

薫

企画委員長

田渕

雅子

Mariage Tutti

広報委員長

内田

恵子

広栄化学工業㈱

福祉委員長

小澤

香織

かまた企画

相談役

▊広報誌「ウーマンズ・アイ」の発行

敬称略

名

梓澤キヨ子

藤建㈱

㈲朱泉

岡

明子

AGE less community《dólce vita》

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）

別井

槇子

㈲別井新聞舗

飯島多美子

松樹印刷㈲

秋山奈穂子

秋山木材産業㈱

桜丘けい子
桜丘けい子ジャズダンススタジオ
伊藤よし子
スタジオ アロハフレンド
（いとう美香）
山田

路子

㈱カクタスカンパニー

大竹

和子

花工芸フルフラワー

安岡

葉子

ロゼフローラル

大和田梨花

音楽酒場 酒楽

國藤

美和

㈱トーソーコーポレーション

飯田

淳子

京葉観光バス㈱

会員の 声
田村 裕子 さん（サービス電機㈱）
▊チャリティーダンスパーティーの開催

会員や地域生活者、社交ダンス愛好家が集まり楽
（平成29年度で終了）
しく交流する機会を作っています。

▊その他

・独身者交流会
（平成30年予定）
・千葉県商工会議
所女性会連合会
への参加 ほか

仕事も生活も、優しく、穏やかに、そし
てパワフルに、楽しく学びながら交流を
図っています。

是非、私たちと一緒に活動をしませんか？
「青年部」
・
「女性会」では、一緒に活動をする
会員を募集しています！ご入会希望の方は、
事務局担当までお問い合わせください。

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！

会員
募集中
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オービックシーガルズ
2018 春季シーズンがスタート！
「オービックシーガルズ」
（ 習志野市）の2018年シーズンが、東
日本の12 チームが出場する「パールボール 2018」
（春季社会人ア
メリカンフットボール 東日本選手権）で始まります。皆様の大声
援で、ともに日本一を勝ち取りましょう！

６/14㈭

千葉ロッテマリーンズ

ALL for CHIBA デー

～習志野高校吹奏楽部が
マリーンズを応援します～

地元 千葉県のために戦う・ALL for CHIBA デー。６月14日㈭
は選手が「習志野市」
のロゴを右袖に掲出して戦うほか、当日は
特別企画として習志野高等学校 吹奏楽部が出場し、試合前セレ
モニーの国歌演奏のほか、試合中のマリーンズの応援に参加し
ます。多くの習志野市民のご声援を、千葉ロッテマリーンズに
届けましょう！
■日 程
６月14日㈭ 18 時15分 試合開始
（ZOZOマリン）
■内 容
日本生命セ・パ交流戦
千葉ロッテマリーンズ vs 横浜DeNAベイスターズ
■詳 細
千葉ロッテマリーンズ公式 HP：https://www.marines.co.jp/

★パールボウル2018 試合日程★

【予選リーグ】※Aブロック
・５月３日㈭㈷ 14時 vs 明治安田 PentaOcean（終了）
・５月20日㈰ 14時 vs 富士通フロンティアーズ ＠富士通スタジアム川崎
【準決勝】※Aブロック １位通過の場合
・６月10日㈰ 11時 vs Ｂブロック1位 @ 富士通スタジアム川崎
【決 勝】・６月28日㈭ 19時 @ 東京ドーム
（詳細）オービックシーガルズ公式 HP：http://www.seagulls.jp/index.html

会員限定

© CHIBA LOTTE MARINES

『JR津田沼駅広告板』を利用しませんか？
習志野の玄関口、JR 津田沼駅で多くの人に情報を届けられます！
… そんな声に応える会員限定サービス、
「自社の商品や活動を知ってもらいたい」

『JR 津田沼駅広告板』が、昨年４月のリニューアル以来、多くの事業所に活用されています。

特
▋薄型でスマートな透明カバー付き
掲示ボックス
▶雨風による汚れやいたずらも防止
▋マグネット式で利用の自由度が高い
▶ A2 サイズ（420 × 600）まで
利用が可能
経営室 ☎ 047（452）6700

徴
▋抜群のコストパフォーマンス
▶多額の広告費用に比べて、低額で広範に
情報発信が可能
※１区画 ／１週間 2,160 円
（１回の申込で最大４週迄）
▋ボックス脇に専用チラシケースを設置

お問合せ・ご予約［10：00〜16：00］

㈱テックエステート

茜浜ホール事務所

TEL：047
（408）
0205
FAX：047
（452）
0170
http://www.akanehama-hall.jp

会員事業所を

ご利用ください！

⬇ このプレートが目印 ⬇

〒275-0024 習志野市茜浜 2-7-2

6 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10日㈰

販売士検定 ２〜３級 ７月14日㈯

習志野商工会議所

お知らせ
募 集
習志野商工会議所
TEL：047（452）6700
募

習志野商工会議所では、会員限定で、
下記の広報サービスを行っています。
■ DM 発送代行サービス
毎月10 日に発送している会報誌「商工
習志野」に、貴社のチラシを安価で折り込
むＤＭ 発送サービスを実施しています。
▶発送先 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
（※１通約 15.4 円）
▶問合せ 経営室 TEL：047（452）6700

みんなで囲碁入門参加者を募集
所

▶参加費
▶対 象
▶内

容

▶日

時

▶講 師
▶問合せ

働き方改革を成功させるための方策と
モデルについて具体的事例を含めて紹介
します。
▶日 時 ７月５日㈭
15時30分 ～17時30分
▶場 所 習志野商工会議所
▶参加費 無料
▶定 員 30名
▶講 師 それから㈱
代表取締役 庄司 桃子 氏
▶問合せ 中小企業支援室
TEL：047（475）6700

お知らせ

集

貴社のPRを支援します！

▶場

働き方改革のためのマネジメント

津田沼囲碁クラブ
（JR津田沼駅南口モリシア７Ｆ）
無料
▶定 員 各15 名
これから囲碁を覚えたい方、
少し知っている方
囲碁のルール、簡単な詰碁、
九路盤で実際に対局してみる
５月29日㈫ 10時～11時30分
５月30日㈬ 10時～11時30分
５月31日㈭ 10時～11時30分
囲碁教室講師
日本棋院 津田沼支部
TEL：047（475）5255

講習会・セミナー
働き方改革を実現する人事評価セミナー
従来の常識を否定し、会社の業績と社
員の給与アップを実現する人事評価制度
について説明します。
▶日 時 ６月15日㈮ 14時 ～17時
▶場 所 習志野商工会議所
▶参加費 無料
▶定 員 30名
▶問合せ 中小企業支援室
TEL：047（475）6700

習志野きらっと花火大会
有料観覧席の申込受付について

習志野きらっと花火大会（９月１日㈯／
海浜公園及び茜浜緑地）における有料観
覧席の申込受付を下記の通り開始します。
▶受付開始 ５月15日㈫ ９時～（先着順）
▶料 金
■茜浜緑地側・テーブル席 20,000円
・ブルーシート席 5,000円／9,000円
・椅子席 2,200円
■海浜公園側・テーブル席 22,000円
・ブルーシート席
9,000円／10,000円／12,000円
・椅子席 2,500円
▶問合せ 市民まつり実行委員会事務局
TEL：047（453）9289

平成30年 工業統計調査のお知らせ

▶問合せ

2018.5.10

習志野市役所 住宅課
TEL：047（453）9296

赤十字活動資金へのご協力のお願い
～５月・６月は赤十字運動月間です～

日本赤十字社は、
「人のいのちと健康、
尊厳を守る」ことを使命として、国内外
において様々な人道的活動を展開して
おり、千葉県支部におきましても、災害
時の医療救護活動や被災者への救援物
資の配布、命を救う救急法の普及、赤十
字ボランティアの育成等に取り組んで
おります。
赤十字の使命をご理解いただくととも
に赤十字活動にご山道いただき、何卒、
活動資金へのご協力を賜りますようお願
い申し上げます。
▶問合せ 日本赤十字社
千葉県支部 振興課
TEL：043（241）7531

平成31年３月 新規学校卒業予定者
求人等 説明会のご案内

平成31年３月 新規学校卒業予定者求
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 ・１回目 …５月23日㈬
・２回目 …５月24日㈭
14時 ～16時
▶開催場所 船橋公共職業安定所２階
▶説明内容 ①平成31年３月新規学卒
業予定者の求人の取り扱いについて
②男女均等な採用選考ルール、働き方改
革等について
③高校教諭との情報交換会
▶問合せ 船橋公共職業安定所
TEL：047（431）8287

経済産業省では、平成30年６月１日 現
在で「工業統計調査」を県、市区町村を通
じて実施します。工業統計調査は、製造
業を営む事業所を対象として、その活動実
態を明らかにすることを目的としています。
５月中旬 から６月にかけて調査員が「調
査員証」を携帯してお伺いいたしますの 「千葉県採用力向上サポートプロジェクト
（千葉県補助事業）
」開催のお知らせ
で、ご回答をよろしくお願いいたします。
▶問合せ 習志野市 総務課
千葉県商工会議所連合会では、平成28
TEL：047（453）9300
年６月より開始した「千葉県採用力向上
サポートプロジェクト
（千葉県補助事業）」
親子近居の住宅取得に助成します！
を今年度も実施することとなりました。
（習志野市 親元近居住宅 取得促進助成金）
人材の採用・定着・育成をテーマとした
セミナーや、リクルーター養成ゼミ、高
子世帯と親世帯が近居するため、市内
校・大学・専修学校と連携した面談会の実
に住宅を取得した場合に登記費用の一部
施等、企業の人材確保活動をサポート。
を助成します。
まずはホームページからご登録下さい。
▶助成金額 上限10万円
▶参加費 無料 ▶対 象 県内中小企業
▶要 件 平成27年４月１日～
平成30年10月31日に
▶問合せ 千葉県商工会議所連合会
登記が完了
中小企業人材採用サポートグループ
▶申請期間 平成 30 年11月30日 まで
TEL：043（222）8170

廃棄物の事は全てお任せ下さい！

産業廃棄物中間処理場

株式会社 ハセガワ

since1971

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

TEL：047（ 473）1638

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

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

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
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ジョリエブロカント
" 大人の可愛らしさを追求した店 "
『ジョリエブロカント』は、ヨーロッパを中心に、
アンティークのビスクドール・ジュエリー・レース
などを販売しています。繊細な細工のアンティーク
やコスチュームジュエリー、ヴィクトリアンから現
代のドレスまで、オーナーの感性で集めた素敵なコ
レクションを紹介します。また、当店は皆様のもと
に眠っている素敵なアンティークの買取も行って
います。お気軽にお問い合わせ下さい。

No.

333

HP QRコード

住所：津田沼 2-4-24 代表者：石川 晴野さん TEL：047（472）8393
営業時間：11時〜19 時 定休日：日・祝（予約制）
、買付時期、夏季・年末年始
HP：http://joliebrocante.com/

コカ・コーラ ボトラーズジャパン ㈱船橋セールスセンター
" みんなと地域の日々に、
ハッピーな瞬間とさわやかさを "
『コカ・コーラ ボトラーズジャパン』は、
「地域密
着」と「顧客起点」を経営の原理とし、皆さまの生活
に寄り添い、飲んだ時のハッピーな瞬間とさわや
かさを提供する総合飲料企業として、安全・安心な
コカ・コーラ社製品をお届けしています。自動販売
機を始めとした販売機材の導入を検討中の皆さま、
我々は充実のサポートでさまざまなニーズにお応
えします。ぜひお問い合わせ下さい。

HP QRコード

住所：茜浜 3-2-6 支店長：井上 弘樹さん
TEL：0800（919）0509 FAX：048（615）0362
営業時間：９時 〜17 時 45 分 HP：https://www.ccbji.co.jp/

津田沼耳鼻科クリニック
" ロハル津田沼４階に
耳鼻科クリニックがオープン "
今年４月、ロハル津田沼 A 館４階の医療モール内
に、耳鼻科クリニックを開設しました。地域基幹病
院での勤務経験を生かし、お子様からご年配の方ま
で皆様に安心して受診していただけるクリニック
にしたいと思います。みみ・はな・のど・アレルギー
から腫瘍まで、お困りの際は津田沼耳鼻科クリニッ
クにお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願
いいたします。

HP QRコード

住所：谷津 7-7-1 Loharu 津田沼 A 館４階 院長：堀中 敦史さん
TEL：047（470）3387 診療時間：（月・火・木・金）９時 ～12 時30 分、
14 時30 分 ～18 時30 分 （水・土）９時 ～12 時30 分
定休日：水・土（午後）、日・祝 HP：https://tsudanuma-jibika.jp

★ ますます充実！ スマートフォン ★
ドコモショップ 津田沼店

TEL：047（476）1100

♥ d カード d カードゴールド

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（450）8300

♥「災害用音声お届けサービス」

ドコモショップ 津田沼北口店
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▼▽▼ ドコモおすすめサービス ▼▽▼

① ポイントカードも電子マネーも１枚でスマートに。
② dポイントがさらに溜まりやすい dカードゴールドも人気です。
③ dポイントを貯めてお得に♪

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サービスです。

♥ドコモ光 好評受付中！

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

詳しくは、ドコモショップへ！

渡辺 惇 先生

TEL：047（472）0911

