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　四季折々の豊かな自然が、訪れるひとに季節の移ろいを伝える旧鴇田家住宅（習志野市実籾）の庭園には、
それを支える職人の確かな想いがあります。

兵藤造園（屋敷）
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2018.10.10　習志野商工会議所　

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）

　　　 「異文化コミュニケー
ション講座」を開催
開催

　当所では、「異文化コミュニケーション講座」を開催し
ます。商業・観光ビジネスにおける訪日観光客へのおも
てなしとして英語は不可欠です。飲食業・商業・サービ
ス業の方々にお役立ていただける講座ですので、奮って
ご参加ください。
日　時　10月19日㈮  14時〜16時30分
場　所　習志野商工会議所
内　容　①接客英語の基本を学ぶ（英語初級者向け）
　　　　②店舗で利用する指差しツールやチラシの作成
　　　　③接客英語ロールプレイの総合練習
講　師　日本マナーOJTインストラクター協会  森 みゆき氏
費　用　無料　　定　員　40名
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）

　　　 「飲食店繁盛セミナー」を開催開催
　
　当所では、㈱フロイデと共催で「飲食店繁盛セミナー」を
開催します。売上・利益アップの具体的な対策を成功事
例を交えてお教えしますので、ぜひご参加ください。
日　時　10月22日㈪  14時〜16時
場　所　習志野商工会議所
内　容　①お店の認知度UPで新規客を集客する
　　　　②客単価＆利益率UPで利益UPをする方法
講　師　（一社）フードアカウティング協会
　　　　相談員  遠山 景子 氏
費　用　無料　　定　員　20名（先着順）
問合せ　㈱フロイデ　TEL：047（406）4888

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

開催　　　 工業部会主催
「先端技術見学会」を開催

　工業部会（吉田 茂雄 部会長）では、会員事業所の技術
振興を目的に、「先端技術見学会」を開催します。多くの
方のご参加をお待ちしています。
日　時　10月23日㈫
視察先　① ㈱北嶋絞製作所（東京都大田区）
　　　　② ㈱日の出製作所（神奈川県川崎市）
費　用　3,000円／人（交通費、食費、保険代等）
定　員　15名　　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）

　　　 「弥生会計セミナー」を
開催～日々の経理処理にパソコン
会計を活用しよう～

開催

　簿記・会計の初級レベルにある個人事業者を対象に、
会計ソフトを利用しながら経理実務の習得を図るセミ
ナーを開催します。

【入門編】
日　時　11月６日㈫  13時〜16時30分
場　所　習志野商工会議所
内　容　弥生会計の導入設定から日々の帳簿入力
受講料　会員：3,000円／一般：5,000円
【応用編】
日　時　12月７日㈮  13時〜16時30分
場　所　習志野商工会議所
内　容　弥生会計での入力データに基づく減価償却
　　　　など決算整理操作
受講料　会員：3,000円／一般：5,000円
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）

 
 

開催　　　 青年部主催
未来の出会いをお手伝い！

「第８回恋活パーティー」を開催 
 
　11月17日㈯、青年部（冨 昭浩 会長）では、後継者・従業
員の方などの縁結びを通じた「事業継承問題」への貢献
を目的に恋活パーティーを開催します。毎回募集人数を
大きく上回る人気事業となっており、昨年は、12組のカッ
プルが成立し大盛況のうちに幕を閉じました。おいし
い料理と共に貴方の素敵な出会いをお届けします。
日　時　11月17日㈯  16時〜18時30分
場　所　ホテル ザ・マンハッタン
費　用　男性：6,000円／女性：4,000円
参加資格　24歳〜45歳までの独身者で当所会員の経営者、
　　　　従業員、その家族及び市内、近隣に在勤・在住の方
定　員　100名（男女各50名、定員を超えた場合は抽選）
問合せ　青年部事務局

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

昨年度の様子

　　　 「一日金融公庫」を開催開催
　年末年始の資金、商品仕入・手形決済資金、車両や機械
の購入など、設備・運転資金が必要な方はぜひ「一日金融
公庫」へご参加ください。
日　時　11月26日㈪  10時〜16時（要予約）
場　所　習志野商工会議所
共　催　日本政策金融公庫 船橋支店
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）
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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

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

習志野スポーツ ［２F マーキング工房］
TEL：047-477-5151  FAX：047-477-5152

〜事業運用・業務改善での困り事は！〜

〒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/

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

ナラフジ・ビジネスサポート

　　　夜空に咲いた大輪の花
「習志野きらっと花火大会」を開催

　 報告

　９月１日㈯、「習志野きらっと花火大会」（習志野市民ま
つり実行委員会主催）が海浜公園で開催されました。習
志野高等学校 吹奏楽部などによるオープニングイベント

「極（きわみ）」から始まり、打ち上げ花火ではなかなか見
ることのできない海上への斜め打ちの海空中花火など
が、習志野市の夜空を彩りました。
　また、花火大会の開催にあたり、多くの皆様からご協
賛・ご協力をいただきました。紙面をお借りして、心か
らお礼申し上げます。

美しい花火が打ちあがりました

　　　サービス業部会主催
「視察研修＆会員交流会」を開催

　 報告

　９月５日㈬、サービス業部会（布施 國雄 部会長）では、
市内事業者のネットワークの構築や経営の向上を図る
ための情報提供等を目的に「視察研修＆会員交流会」を
開催しました。今回、㈱ジェイコムYY船橋習志野にて
視察研修（参加者10名）を行い、会社概要・コンテンツの
紹介のほか、実際に使用されているスタジオで番組制作
の体験を行いました。また、会員交流会では会員間の情
報交換、親睦の場としてZOZOマリンスタジアムにて、
千葉ロッテマリーンズ戦を観戦（参加者23名）しました。

　　　「経営力強化セミナー」を開催　 報告
　当所では、９月９日㈰に中小企業診断士の川村 浩司 
氏を講師に「経営力強化セミナー」を開催しました。当
日は22名が参加し、生き残る経営に必要な視点や中小企
業のための会計活用法や事業計画の策定方法などにつ
いて説明・解説が行われました。

　　　「IT導入補助金獲得セミ
ナー」を開催
　 報告

　当所では、９月13日㈭に山﨑 明弘 氏（リコージャパ
ン㈱）を講師に「IT導入補助金獲得セミナー」を開催し
ました。当日は11名が参加し、参加者に対して平成29
年 度 補 正 サービ ス 等
生産性向上 IT導入支
援事業の概要や申請方
法、ITツールの紹介と
生産性向上に繋がった
事例の紹介が行われま
した。

　　　工業部会
会員事業所と「N＋（エヌプラス）
2018」に共同で出展

　 報告

　工業部会（吉田 茂雄 部会長）は、９月26日㈬から９月
28日㈮（３日間）、東京ビッグサイトで開催されたビジネ
スマッチングイベント「N＋（エヌプラス）2018」に、下記
の２事業所と共同で出展しました。このイベントは、新
規顧客や販路開拓の必要性を感じながら、限られた経営
資源を振り分けられずにいる事業所に対し、当所が媒体
となることで、大規模展示会への出展負担を軽減し、取
引拡大を支援するものです。
　会期中は、工夫を凝らして展示された技術や製品の
PRが積極的に図られ、
訪問者との商談や情報
交換が盛んに行われま
した。

【出展事業所】（順不同）
島崎熱処理㈱
㈲アンドウカンパニー スタジオを見学する参加者 共同出展ブースの様子

熱心に話を聞く参加者
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軽減税率制度の基本ってなんだろう？

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！
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（９月30日現在）。無担保・無保証人］

　   準備はお済みですか？
消費税軽減税率制度施行まであと１年！

　国は、2019年10月１日に消費税率を10％へ引き上げると同時に、消費税軽減税率制度を導入する予定です。事業
者にとっては、消費税率が２つになることから経理処理など新たな事務負担の増加に加え、駆け込み需要や消費者への
事前告知、値札の適切な対応など、さまざまな対応が必要になるため、早めの準備が必要です。

※実施時期はいつ？　➡ 2019 年10月１日
※税率はどうなるの？➡ 標準税率は10％（うち消費税 7.8％、地方消費税 2.2％）

　　　　　　　　　　 軽減税率は 8％（うち消費税 6.24％、地方消費税 1.76％）

標準税率（10％）の対象
⃝店内、フードコートでの飲食
⃝ケータリング・出張料理等

標準税率（10％）の対象

外食
軽減税率（８％）の対象軽減税率（８％）の対象

⃝テイクアウト、お持ち帰り、出前宅配、お土産
⃝屋台での軽食（テーブル、椅子がない場合）

外食
ではない

Q  食品は取扱ってないから、軽減税率の対応は必要ないのでは？

A  会議用のお弁当など、軽減税対象商品を購入した場合、８％、10％で税率ごとに分けて経理処理
　　をする必要があります。そのため、ほとんどすべての事業者で経理処理の変更が必要になります。

Q  具体的に、軽減税率はどんな場合で適応されるのか？

A  例えば、以下のケースで、軽減税率の対象となります。
　　①会議でのお弁当・お茶や定期購読の新聞は、軽減税率対象商品です。
　　②雑貨店や書店・ガソリンスタンド等で少しでもお菓子や飲料を販売していると、その商品は
　　　軽減税率対象商品です。１年に一度の行事での販売も対象になります。

消費税軽減率 Q&A

軽減税率制度の基本ってなんだろう？

特集

取り扱い品目の
確認が必要

軽減税率対象品目と
対象外の品目を両方
取り扱っている事業
者は、販売の際に税
率の確認などが必要
になるため、特に注
意が必要です。
　【想定される業種】
・小売業（イートインス
ペースのあるパン屋、お
酒の販売をしている弁
当屋等）
・飲食店（出前を行って
いるそば屋、お土産のあ
る寿司店等）

消費税率10％引き上げ時に、生活必需品である飲食料品などの消費税率を８％に据え置く制度です。
軽減税率制度の基本ってなんだろう？
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補助金制度があるって聞いたけど？

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！

毎日の仕事にどんな影響があるの？

⃝８％と10％の税率を分けて記載する必要があるため、請求書や領収書の様式の変更が必要となります。
⃝事業者は、軽減税率に対応した商品管理、請求書、区分した経理処理に基づく税額計算が必要となります。
⃝税率ごとの区分経理が難しい事業者には、簡易な税額計算方法が認められます。

今、お使いのレジは軽減税率に対応していますか？レジの導入や受発注システムの改修・入替えを行うために、
国の補助金制度が利用できます！

毎日の仕事にどんな影響があるの？

補助金制度があるって聞いたけど？

請求書や領収書の様式も変更となります

軽減税率導入後の納税額計算のイメージ軽減税率導入後の納税額計算のイメージ 軽減税率に対応した請求書が必要！軽減税率に対応した請求書が必要！

！！

領収書
記入例

軽減税率対策補助金

※事業完了期限は2019年９月30日となっています。なお、申請受付の
　期限（A型、B-2型：2019年12月16日、B-1型：2019年６月28日）は
　事業完了期限と異なっていますので、ご注意ください。

軽減税率対策補助金HP
http://kzt-hojo.jp

A型 複数税率対応レジの
導入等支援

レジを使用して日頃から軽減税率対象
商品を販売している事業者が、複数税率
に対応するためのレジの新規導入や既
存のレジの改修を支援します。

電子的な受発注システム（EDI／EOS等）を利
用して、軽減税率対象商品を取引している事
業者が、複数税率に対応するために必要とな
る機能の改修・入替えを支援します。

電子的受発注システムの
改修支援B型

ご希望の方は
当所窓口でお渡し

しています！

毎日の仕事にどんな影響があるの？

補助金制度があるって聞いたけど？

軽減税率導入後の納税額計算のイメージ 軽減税率に対応した請求書が必要！
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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　珠算検定  １〜３級 段位  10月28日㈰　　簿記検定  １〜３級  11月18日㈰

会員事業所を
ご利用ください！

⬇ このプレートが目印 ⬇

㈱テックエステート 茜浜ホール事務所
お問合せ・ご予約 ［10：00～16：00］

TEL：047（408）0205
FAX：047（452）0170

http://www.akanehama-hall.jp

〒275-0024 習志野市茜浜2-7-2

　秋の恒例イベント「習志野ドイツフェア」を開催します。当日はご当地グ
ルメの習志野ソーセージをはじめ、ドイツビールやワインとともに市内の飲
食店自慢のグルメも堪能いただけます。皆様のご来場お待ちしています！

会 場

問合せ

日 時 10月13日土・14日日
午前11時～午後８時（14日は午後７時まで）

津田沼公園［モリシア津田沼前］
JR津田沼駅南口より徒歩２分
習志野ドイツフェア2018 実行委員会

（習志野商工会議所内） ☎047（452）6700

習志野市ふるさと納税返礼品等の協力事業者を募集します

習志野市役所  財政課  経営改革係　☎ 047（453）9221

ナラシド♪

　習志野市では、シティセールスの一環として、市外のふるさと納税寄附者に対し、魅力ある商品やサービス等を
返礼品として贈呈しており、この返礼品を提供いただける事業者
を随時募集しています。（返礼品や発送にかかる代金は習志野市
で負担いたします。）
　仕組みや手続きなど詳細については、習志野市のホームページ

（https://www.city.narashino.lg.jp）をご覧いただくか、
下記までお気軽にご連絡ください。

※詳細は同封のチラシをご参照ください。

　　　　

　当日は新作の習志野ソーセージを販売します。いつも
と違う習志野ソーセージをぜひお楽しみください♪

（13日㈯に試食会を行います。※数に限りがあります。）

新作 習志野ソーセージ

中小企業支援室
☎047（452）6700

問合せ

JR津田沼駅周辺 大型店・商店街 ほか会 場

10月27日土・28日日
午前10時～午後５時

イベント

津田沼 Halloween PARTY!

日 時

※詳細は習志野商工会議所ホームページをご覧ください。

参加
無料

　習志野商工会議所とJR津田沼駅周辺の商店会、大型店、千葉工業大学等による大型連携イベント
「津田沼ハロウィンパーティー」が開催されます。小さいお子様が楽しめるイベントが盛りだくさん
です。皆様のご来場お待ちしています！

★みんなでハロウィンパレード！
［要事前申込／対象：小学生以下］

★各日 先着1,000名様 限定！ 
　ハロウィンお菓子ラリー［対象：小学生以下］

★フォトスポット
イオン津田沼、イオンモール津田沼、パルコ津田沼、
モリシア津田沼、イトーヨーカドー津田沼、千葉工業大学

★ハロウィンの仮装アイテムを作って集まろう
［ワークショップ］

▲習志野市ホームページ

お披露目会 開催！お披露目会 開催！

　　習志野
ドイツフェア2018
　　習志野
ドイツフェア2018
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募　集
貴社のPRを支援します！
　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中！
▶場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　　（JR津田沼駅南口モリシア７Ｆ）
▶参加費　無料
▶定　員　各15名
▶対　象　これから囲碁を覚えたい方、
　　　　　少し知っている方
▶内　容　囲碁のルール、簡単な詰碁、
　　　　　九路盤で実際に対局してみる
▶日　時　10月29日㈪10時～11時30分
　　　　　 18時30分～20時
　　　　　10月30日㈫10時～11時30分
　　　　　10月31日㈬10時～11時30分
▶講　師　囲碁教室講師
▶問合せ　日本棋院 津田沼支部
　　　　　TEL：047（475）5255

お知らせ
千葉県最低賃金改正のお知らせ
　千葉県内の事業場で働くすべての労働
者（パート、アルバイト等含む）及び、そ
の使用者に適用される千葉県最低賃金

（地域別最低賃金）が次のように改正され
ます。

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

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

since1971

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

株式会社ハセガワ
産業廃棄物中間処理場

廃棄物の事は全てお任せ下さい！

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

http://www.hasegawa-eco.com/
TEL：047（473）1638

▶日　付　10月１日㈪～
▶時間額　895円（従来の868円より
　　　　　 27円引上げ）
▶問合せ　千葉労働局 基準部賃金室
　　　　　TEL：043（221）2328
　　　　　又は最寄の労働基準監督署

仕事休もっ化計画～10月は「年次有給
休暇取得促進期間」です～
　各企業において、来年度の業務計画等
の作成に当たり、従業員の年次有給休暇
の取得を十分に考慮するとともに、年次
有給休暇の計画的付与制度の導入を検討
しましょう。
▶メリット
○事業主：労務管理がしやすく計画的な
　　　　 業務運営ができます。
○従業員：ためらいを感じずに、年次有給
　　　　 休暇を取得できます。
※労働基準法が改正され、平成31年４月
　より、使用者は、10日以上の年次有給
　休暇が付与されるすべての労働者に対
　し、毎年時季を指定して有給休暇を与
　える必要があります。
▶問合せ　千葉労働局 雇用環境・均等室
　　　　　TEL：043（221）2307

習志野市まちづくり応援事業提案制度
～事業者の地域貢献活動を募集してい
ます～
　習志野市では、柔軟性と独自のノウハ
ウや資源を有する企業と市が協力して事
業を行うことは、より良い市民サービス
の提供につながると考えています。そこ
で、企業等が行う地域に密着した社会貢
献活動の取組みを随時募集しています。
▶対　象　企業等が社会貢献活動の一環
　　　　　として、より良い市民サービス
　　　　　の提供につながる事業（ノウハ
　　　　　ウ、場、資源の提供など）で、
　　　　　市の財政措置を伴わないもの
▶詳　細　https://www.city.narashi
　　　　　no.lg.jp/joho/matidukuri
　　　　　sanka/kyodoiinkai/mati
　　　　　ouenn.html
▶問合せ　習志野市 協働政策課
　　　　　TEL：047（407）3185

平成30年分 年末調整等説明会及び
消費税の軽減税率制度等説明会開催の
お知らせ
▶日　時　11月13日㈫
　用　紙　配　布　　　  12時30分～13時
　年　末　調　整　等　説　明　会　13時～15時
　軽減税率制度等説明会　15時～16時

▶場　所　習志野市民会館
　※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　千葉西税務署
　　　　　TEL：043（274）2111
◯説明会、源泉所得税関係
　源泉所得税担当
　（内線222～224）
◯用紙請求、法定調書関係
　管理運営部門
　（内線122～123）
◯消費税の軽減税率制度関係
　消費税担当
　（内線214）

谷津遊路商店街秋まつり開催
▶日　程　10月27日㈯  12時～19時
　　　　　※雨天中止
▶場　所　谷津遊路商店街
　　　　　（京成谷津駅南口すぐ）
▶内　容　LIVE、ハロウィンパレード、
　　　　　ワークショップ、縁日屋台 等
▶問合せ　谷津遊路商店街協同組合
　　　　　TEL：047（451）3744

ホームページアドレス変更に
関するお知らせ
　平素は、習志野商工会議所の
ホームページをご利用いただ
きありがとうございます。当
所では、より安全にホームペー
ジをご利用いただくため、９月
１日より、セキュリティ強化対
策としてすべてのページを常
時SSL化（https化）しました。
これに伴い、以下の通りホーム
ページのアドレスが変更とな
りました。

【変更前】
http://www.narashino-
cci.or.jp
【変更後】

https://www.narashino-
cci.or.jp
※常時SSL化（https化）：
　ホームページの全てのペー
　ジをhttps化（通信の暗号化）
　するセキュリティ手法のこ
　とです。
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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

あ
の
店
・
こ
の
工
場

会
員
紹
介

338
No.

ドコモショップ津田沼店
TEL：047（476）1100
ドコモショップ津田沼北口店
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

★ますます充実！スマートフォン★
▼▽▼ ドコモおすすめサービス ▼▽▼

♥dカード  dカードゴールド
①ポイントカードも電子マネーも１枚でスマートに。
②d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。
③dポイントを貯めてお得に♪
♥「災害用音声お届けサービス」
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！ 詳しくは、ドコモショップへ！

　当所では、ライティング業務や検品、データ入力
などの業務委託（請負）作業を行う「就労継続支援
A型」と、個別プログラムや講座を通じて就労に向
けたスキルを学ぶ「就労移行支援」を行っています。
仕事の委託（請負）先を探している、障がいがある方
の雇用に関する相談、講師の派遣、実習受入の検討
などのニーズがあれば、ぜひ、ご相談いただければ
と思います。ご連絡お待ちしています。

リンクアップ津田沼
" 障がいを持った方一人ひとりと向き合い、
思考力や行動力、生きる力を共に探します "

住友不動産㈱【シティテラス習志野大久保ステーションコート】

住所：津田沼 5-12-12 京成津田沼サンロードビル４階
代表者：山本 健二さん　TEL：047（429）8500
営業時間：９時〜17時　定休日：日、祝、土（不定休）

　京成本線「京成大久保」駅徒歩３分の好立地に、住
友不動産のマンション『シティテラス習志野大久保
ステーションコート』が誕生します。大型スーパー

「マルエツ」直結。全225邸の大規模レジデンス。
迎賓の趣漂う車寄せやエントランス、白と黒の外観
にガラスの輝きをアクセントとする洗練されたデ
ザインは街の新たな象徴となる。ご予約・資料のお
問い合わせなど、お気軽にご連絡ください。

" 京成大久保駅 徒歩３分！
住宅・商業一体の大規模レジデンス"

　実籾駅から徒歩５分に店を構える『mai921』では、
前菜・一口スープ・メイン（５種類から選択可）・デザ
ート・ドリンクがセットになったお得なランチセッ
ト（1,500円）がいただけます。また、ディナータイ
ムは素材の旨味を最大限に引き出したメイン料理
やワインとの相性を考えて作った種類豊富なおつ
まみが並び、地域の主婦の憩いの場となっています。
ぜひ美味しい料理をご堪能ください。

"美味しい料理を食べに来ませんか？"

ソウサクビストロ＆カフェmai921

住所：実籾 4-12-18-101　代表者：中島 麻衣子さん
TEL：070（4375）0531　定休日：水・日（予約の場合営業）
営業時間：【ラ　ン　チ】11時30分〜（L.O 14時） 
　　　　【ディナー】17時30分〜（L.O 21時）
HP：http://mai921.com/index.html

住所：大久保 1-26-20　代表者：滝口 美香さん
TEL：0120（006）760　FAX：047（40）0608
営業時間：10時〜18時　定休日：火・水
HP：http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/k_okubo/

地図 QRコード

HP QRコード

HP QRコード


