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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）

　　　 工団連共催 産学官連携交流事業
「市内工場見学バスツアー」を開催

開催

　３月20日㈬、当所では習志野市工業地域団体連合会と
共催で、習志野市内企業及び、市内大学を対象とし『工場
見学バスツアー』を開催します。習志野市内の専門技術
等を有する企業を改めて知ることにより市内への就職、
企業の活性化を目的に開催します。
日　時　３月20日㈬ 13時30分～16時30分
場　所　エヌデーシー㈱（習志野市実籾2-39-1）
費　用　無料
問合せ　中小企業支援室（柴崎）

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　　 資格の大原津田沼校共催
「春の２大簿記セミナー」を開催

開催

　３月24日㈰、当所では資格の大原津田沼校と共催で、
簿記初学者・２級受験者を対象とした、春の２大簿記セ
ミナーを開催します。
日　時　３月24日㈰ 両方とも14時30分～15時30分
内　容　①「スタートダッシュ簿記２級セミナー」
　　　　　（２級受験者向け）
　　　　②「60分間で簿記の仕組みがわかるセミナー」
　　　　　（初学者向け）
場　所　資格の大原 津田沼校（習志野市津田沼1-1-1）
費　用　無料
定　員　各20名（先着順）
問合せ　資格の大原 津田沼校  TEL：047（472）7001

　　　 経済講演会
「これからの日本経済」を開催

開催

　３月29日㈮、当所では日本を代表するエコノミストの
伊藤 元重 氏をお招きし、『経済講演会』を開催します。経
済の最前線から見た日本の姿、今後の日本経済の展望な
どわかりやすく、タイムリーな話題をお話しいただきます。
日　時　３月29日㈮ 15～16時30分
場　所　習志野商工会議所３階
費　用　無料
問合せ　中小企業支援室（柴崎）

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　　　 中小企業向けセミナー
「外国人雇用の課題と成功事例」

を開催

開催

　４月19日㈮と５月21日㈫、行政書士フロイデと共催
で、外国人材を雇用したい企業、または雇用している企
業の方を対象に、2019年の入管法改正にも対応したセミ
ナーを開催します。

日　時　４月19日㈮、５月21日㈫ 
　　　　両日とも13時30分～15時30分
場　所　習志野商工会議所３階
費　用　無料
問合せ　行政書士フロイデ  TEL：047（406）4888

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　　　サービス業部会主催
「５商工会議所合同ビジネス交流会」を開催

　 報告

　２月５日㈫、サービス業部会（布施 國雄 部会長）では、
『５商工会議所（習志野・船橋・八千代・浦安・千葉）合同ビ
ジネス交流会』を、船橋商工会議所で開催しました。
当日は、各会議所か
ら全56事業所（内当
所９事業所）が参加
し、各事業所のPR
や名刺交換を通じ
て地域を越えた事
業所間の交流が行
われました。

　　　女性会主催
「介護保険と在宅介護セミナー」を開催

　 報告

　２月５日㈫、女性会（田村 裕子 会長）では『介護保険と
在宅介護セミナー』を開催し、31名が参加しました。こ
のセミナーでは、（一社）全国シニアライフサポート協会
副理事長 鎌田 明 氏を講師に招き、健康寿命の延ばし方
や介護保険の仕組み・内容、介護の心構えなどが説明さ
れました。参加者からは、「自分に何かあってからでは
遅いので、事前準備が必要だということが改めてわかり
ました」といった事が聞かれました。

　　　商業部会、地域・まちづくり委員会共催
「キャッシュレス視察研修」を開催

　 報告

　２月21日㈭、商業部会（鈴木 和弘 部会長）、地域・まち
づくり委員会（金子 正 委員長）では、国内で急速に普及
が進む『キャッシュレス』に関する視察研修を実施し、18
名が参加しました。訪問先は、①キャッシュレスTech

展示会（東京ビッグサ
イト） ②LINE Pay㈱ 
③早稲田商店会、中井
商工会。先に、現在の
先端技術や端末機器、
また大手企業の取り
組みを学んだ後、実際
にキャッシュレスで
店頭決済を行ってい

新たな商談を求め、
積極的な交流が行われました

早稲田商店会の総菜屋

2019.3.10　習志野商工会議所　

2



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

Ⓒ 千葉ロッテマリーンズ

　千葉ロッテマリーンズホームゲーム（埼玉西武ライオンズ戦）に、習志野商工会議所会員“限定”
で計500名様をご招待いたします。ご希望の方は下記特設サイトよりお申込みください。

日 時: ４月24日㈬ または ４月25日㈭のいずれか１日（18時15分試合開始）
席: 内野自由席　　　　　　　　　定 員: 両日とも250名（抽選）
応募対象: 習志野商工会議所会員
申込URL: http://www.cnplayguide.com/marines/narashinocci/
申込受付: ３月11日㈪10時 ～３月25日㈪22時まで
当選発表: ４月２日㈫

るお店の実情と、商店会として活用を広げようと試みる
現場の話を伺い、参加者にとっては持ち帰る課題と実り
の多い機会となりました。

　　　「第122回 常議員会」を開催　 報告
　２月25日㈪、第122回常議員委員会が開催され、通常
議員総会提出議案「2019年度習志野商工会議所事業計画

（案）」など、全３議案が可決承認されました。（出席23名）
【議案】
第１号　通常議員総会提出議案について
第２号　2018年度 習志野商工会議所補正予算について
第３号　会員加入について

　　　　　 あじさい共済の掛金
が４月１日から改定されます
～月額掛金最大1,658円（５口）値下げ～

　 お知らせ

　お手頃な掛金と充実した保証で多くの会員事業所の
皆様にご利用いただいている習志野商工会議所独自の

『あじさい共済』が、４月１日㈪からリニューアルします。
これにより、掛金が全体的に安価になり、よりご加入し
やすくなりました。

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　 お知らせ　　　　 習志野市市政功労者表彰式
雨宮幸雄氏が受賞されました
　２月５日㈫、習志野市庁舎で習志野市市政功労者表彰
式が開催され、当所監事の雨宮 幸雄 氏（雨宮幸雄税理士
事務所 代表）が受賞されました。おめでとうございます。
　習志野市では毎年、市政に多大な貢献があった市民の
方々を表彰しています。今年は13団体28名の方に表彰
状が授与されました。

千葉ロッテマリーンズ応援感謝企画
千葉ロッテマリーンズ公式戦の特別観戦券プレゼント！

習志野商工会議所会員限定企画

千葉ロッテマリーンズ

「トクトク回数券」発売開始！！

 詳細は、同封のチラシをご覧ください。

雨宮 幸雄 氏（雨宮幸雄税理士事務所代表）

千葉ロッテマリーンズ応援感謝企画
千葉ロッテマリーンズ公式戦の特別観戦券プレゼント！

　習志野商工会議所　2019.3.10
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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（2月28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！

挑む！春の選抜甲子園
習志野高校野球部を応援しよう

　第91回選抜高校野球大会（３月23日㈯開幕）に、習志野市立習志野高等学校野球部の出場が決定しました。
同校の春の選抜出場は10年ぶり４回目（春夏通算12回目）で、地元経済界も大きな喜びに包まれるとともに、
甲子園での活躍に胸を躍らせています。今回は、開幕を直前に控えた小林監督に、チームの特徴や甲子園への
意気込みなどを聞きました。（組合せ抽選会／３月15日㈮）

特
集

　出費ご多端の折とは存じますが、選手の健闘を祈り、在校生徒や吹奏楽部・バトン部とともに応援すべく、
特段のご協力を賜りたくお願い申し上げます。なお、ご寄付をいただける方は恐縮でございますが、習志野
商工会議所（TEL：047-452-6700）までご連絡ください。

〜習志野高校野球部の甲子園出場に係る寄付金のお願い〜

夢の舞台に向かって、悲観的に、楽観的に

　子ども達にとっては夢の舞台です。これからは夢を現実として、今日できる、今できる準備を悲観的に、試合は楽観的にで
きるようにチーム一丸となって準備し、皆さんに応援していただけるような外連味のない試合をしたいと思っています。

♦（2011年夏以来の）甲子園に臨む意気込みは？

全員野球で、つなぐ

　チームワーク・繋がりで粘り強く戦うチームだと思います。１＋１を３にできるよ
うに心掛けて試合をしてきました。守備では相手の攻撃を、投手陣中心に全員で我慢
強く守りきり、攻撃は次打者に繋いで1点を獲りにいく。目立った選手がいるわけで
はありませんので、まさに全員野球で戦うチームです。

♦今年のチームの特徴と理想の試合展開は？

小林監督（習志野高校 野球部）

「やり切ること、活気、我慢強く」を信条として

　子ども達の特性を見極めて、戦略やチームのコンセプトを決めています。今年の
チームは身体面で劣る分、とても前向きで積極的な子ども達なので、練習中から「やり
切ること、活気、我慢強さ」と、世間で言われている今どきの高校生とは真逆のことを
意識して準備をしています。

♦チームづくりで心掛けていることは？

　県大会初戦で前回大会優勝の拓大紅陵をサヨナラで破るとその勢いのまま
準優勝。関東大会でも、１回戦で桐生第一（栃木）を延長戦のすえに下し、大会
ベスト４の実績を残しました。

≪甲子園出場までの軌跡≫

【秋季大会結果】
【県 大 会】　１回戦　　○  習志野　2-1　拓大紅陵　　　準々決勝　　○  習志野　7-0　千葉敬愛
　　　　　　２回戦　　○  習志野　3-1　市立柏　　　準決勝　　○  習志野　6-1　銚子商
　　　　　　３回戦　　○  習志野　7-0　佐　倉　　　決　勝　　●  中央学院　6-2　習志野

【関東大会】　１回戦　　○  習志野　3-1　桐生第一（栃木）
　　　　　　準々決勝　○  習志野　8-4　東海大甲府（山梨）
　　　　　　準決勝　　●  桐蔭学園（神奈川）　4-2　習志野

歓喜に沸く習志野高校 野球部員
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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！

試 験 名  実 施 回  試 験 日  受 付 期 間 受 験 料
2019年4月～9月

受 験 料
2019年10月～

簿　記
第152回　1〜3級 6月 9日㈰ 4月 1日㈪〜 5月17日㈮ 1級　　 7,710円

2級　　 4,630円
3級　　 2,800円

1級　　 7,850円
2級　　 4,720円
3級　　 2,850円

第153回　1〜3級 11月17日㈰ 10月 1日㈫〜10月25日㈮
第154回　2・3級 2020年 2月23日㈰ 12月 1日㈰〜 1月24日㈮

珠　算

第216回　1〜3級
6月23日㈰ 5月13日㈪〜 5月17日㈮ 1級　　 2,300円

2級　　 1,700円
3級　　 1,500円

（段位）
珠算暗算2,900円
珠算のみ2,500円
暗算のみ1,200円

1級　　 2,340円
2級　　 1,730円
3級　　 1,530円

（段位）
珠算暗算2,950円
珠算のみ2,550円
暗算のみ1,220円

第126回　段位
第217回　1〜3級

10月27日㈰ 9月17日㈫〜 9月20日㈮
第127回　段位
第218回　1〜3級

2020年 2月 9日㈰ 1月 6日㈪〜 1月 9日㈭
第128回　段位

リテール
マーケティング

（販売士）

第84回　2・3級 7月13日㈯ 5月 1日㈬〜 6月21日㈮ 1級　　 7,710円
2級　　 5,660円
3級　　 4,120円

1級　　 7,850円
2級　　 5,770円
3級　　 4,200円第85回　1〜3級 2020年 2月19日㈬ 12月 1日㈰〜 1月24日㈮

日商PC検定 他
日商ネット試験 ※施行級・日時は会場（アビバ津田沼校）によって異なりますので、直接お問い合わせください。

カラーコーディネーター
検定試験

第46回  2・3級 6月16日㈰ 3月26日㈫〜 4月26日㈮ 1級　　 9,440円
2級　　 7,340円
3級　　 5,250円

1級　　 9,620円
2級　　 7,480円
3級　　 5,340円第47回  1〜3級 12月 1日㈰ 9月17日㈫〜10月18日㈮

ビジネス実務法務
検定試験®

第45回  2・3級 6月30日㈰ 4月16日㈫〜 5月17日㈮ 1級　 10,800円
2級　　 6,480円
3級　　 4,320円

1級　 11,000円
2級　　 6,600円
3級　　 4,400円第46回  1〜3級 12月 8日㈰ 9月24日㈫〜10月25日㈮

福祉住環境
コーディネーター

検定試験®

第42回  2・3級 7月 7日㈰ 4月23日㈫〜 5月24日㈮ 1級　 10,800円
2級　　 6,480円
3級　　 4,320円

1級　 11,000円
2級　　 6,600円
3級　　 4,400円第43回  1〜3級 11月24日㈰ 9月10日㈫〜10月11日㈮

環境社会検定試験®
（ECO）

第26回 7月21日㈰ 5月 7日㈫〜 6月 7日㈮
　　 5,400円 　　 5,500円

第27回 12月15日㈰ 10月 1日㈫〜11月 1日㈮

2019年度   習志野商工会議所の検定試験のご案内

【簿記検定】
 企業の経営活動を記録・計算・整理して、企業の経営成績と財政状態を明らかにする技能を習得できます。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

【珠算能力検定】
 そろばん学習で、計算力や暗算力、集中力、記憶力等が学力全体の基礎能力が養われます。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

【リテールマーケティング（販売士）検定】
 多様化する消費者のニーズを把握し、商品開発から仕入・マーケティング、経営管理などのノウハウを習得できます。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

【ビジネス実務法務検定試験】
 業務上必要となる法律知識が習得でき、企業防衛やコンプライアンス意識の向上にも役立ちます。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

【福祉住環境コーディネーター検定試験】
 医療・福祉・建築についての体系的な知識と、適切なプランを提案する知識・能力を身につけることができます。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

【カラーコーディネーター検定試験】
 色彩に関する知識を理論的に身につけ、色の与える心理的効果などを学ぶことができます。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

【ｅｃｏ検定】
 複雑かつ多様化する環境問題に関する知識を、幅広く身につけることで、ビジネスに差をつけることができます。

2019年10月１日の消費税引上げに伴い、受験料が値上がりします。ご確認のうえ、お申し込みください。
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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　簿記検定  １〜３級  ６月９日㈰　　珠算検定  １〜３級 段位  ６月23日㈰

　『特定退職金制度』は、独力で「従業員の退職金」の整備が困難な中小企業を支援するための制度です。
魅力ある職場づくりのためにも退職金をきちんと準備し、従業員の働く意欲を高めましょう！

従業員に将来支払う退職金を毎月定額の掛金を支払い、
計画的に積み立てることで、安定した退職金制度が確立できます。

♦掛金は従業員一人につき 月額１千円～３万円まで
♦事業主が負担する掛け金は全額損金または必要経費に算入可

※他に、（独）勤労者退職金共済機構が運営する、「中小企業退職金共済制度」などがあります。

詳しくは 【習志野商工会議所経営室  ☎047（452）6700】 まで

ここがポイント

特定退職金共済制度 のご案内特定退職金共済制度 のご案内

加
入し
てい
ますか

？

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

検索働き方改革の実現に向けて詳細は、厚生労働省HP 『「働き方改革」の実現に向けて』 をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

働き方改革関連法３つのポイント

「働き方」を変えるのは今！！　
〜2019年４月１日から働き方改革関連法が順次施行されます～

❶時間外労働の上限規制が導入

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合
でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に
設定する必要があります。

2019年4月1日～  ※中小企業は、2020年4月1日～施 行

2019年4月1日～
❷年次有給休暇の取得義務化

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年５日、時季を指定して
有給休暇を与える必要があります。

施 行

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者、
派遣労働者）の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

❸不合理な待遇差の禁止
2020年4月1日～　※中小企業は、2021年4月1日～施 行
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募　集
春季囲碁大会参加者募集中！
▶日　時　３月31日㈰ 13時〜
▶場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　　（JR津田沼駅南口モリシア７Ｆ）
▶試　合　○チャンピオン戦
　　　　　○点数制
▶　賞　　●優勝、準優勝、
　　　　　　敢闘賞、参加賞
　　　　　●原則として８人で対局し、
　　　　　　約半数が入賞します
　　　　　●２敗すると失格しますが、
　　　　　　一般対局が出来ます
　　　　　◎入賞者は段位免状申請可
▶定　員　80名
▶費　用　2,000円（昼食なし）
▶問合せ　日本棋院 津田沼支部
　　　　　TEL：047（475）5255

お知らせ
「改正健康増進法に関する説明会」の
お知らせ
　2018年７月に成立した「改正健康増
進法」により、病院・学校等には2019年
７月１日から原則敷地内禁煙（屋内全面
禁煙）が、飲食店・職場等には2020年４
月１日から原則屋内禁煙が義務付けられ
ます。改正法の定期用開始に向けて各施
設管理者の皆様に詳細を説明します。
▶日　時　３月26日㈫ 14時30分〜
▶会　場　千葉市生涯学習センターホール
▶定　員　300名（申し込み先着順）
▶対象者　改正健康増進法による規制対
　　　　　象の管理責任者・担当者
▶問合せ　千葉県健康福祉部
　　　　　健康づくり支援課
　　　　　TEL：043（223）2660

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

災害発生時の心得～むやみに移動を開
始せず、落ち着いた行動を～
　大規模な災害が発生すると、公共交通
機関が運行を停止し、帰宅が困難になる
ことが予想されます。
　多くの人が一斉に帰宅を始めると、火
災や建物からの落下物などにより負傷す
る恐れがあり危険であるほか、救助・救急
活動の妨げとなります。

【むやみに移動を開始しない】
○身の安全を確保し、職場や集客施設等
　の安全な場所にとどまろう。
○災害用伝言サービスにより、家族の安
　否などを確かめよう。
○交通情報や被害情報などを入手しよう。

【日ごろから準備しておきたいこと】
○携帯ラジオや地図を持ち歩こう。
○スニーカーや懐中電灯、手袋、飲料水
　や食料などを用意しよう。
○家族などと安否確認の方法、集合場所、
　帰宅経路の状況を確認しておこう。
▶問合せ　千葉県防災危機管理部防災政策課
　　　　　TEL：043（223）2163

「平成31年度 前期技能検定」を開催
　技能検定は、労働者の有する技能を一
定の基準で検定し、これを公証する国家
資格です。技能者の技能習得意欲の増進、
技能の向上、産業の発展に寄与すること
を目的として、職業能力開発促進法に基
づき、年２回実施されています。
▶資　格　原則として各職種とも所定の
　　　　　実務経験が必要
▶等　級　１級、２級、３級（一部職種）
　　　　　及び単一等級
▶職　種　54職種88作業
▶受付期間　４月３日㈬〜16日㈫
▶試験日　６月７日㈮〜９月10日㈫の
　　　　　指定する日
▶合格発表日　⃝３級職種
　　　　　（金属熱処理を除く） ８月30日㈮
　　　　　⃝１級・２級・単一等級・３級
　　　　　（金属熱処理） 10月４日㈮
▶問合せ　千葉県職業能力開発協会技能検定課
　　　　　TEL：043（296）1150

平成30年度補正「ものづくり・商業・サービ
ス生産性向上促進補助金」の公募について
　今年度も「ものづくり補助金」の公募が
開始されました。本補助金は中小企業・
小規模事業者が取り組む、生産性向上に

資する革新的サービス開発・試作品開発・
生産プロセスの改善を行うための設備投
資等を支援するものです。
▶応募期間　２月18日㈪〜５月８日㈬
▶補助対象者　日本国内に本社及び実施場所
　　　　　を有する中小企業者および
　　　　　特定非営利活動法人
▶補助内容
　【一般型】
　▶概　要　中小企業者が行う革新的な
　　サービス開発・試作品開発・生産プロ
　　セスの改善に必要な設備投資を支援
　▶補助額　100万円〜1,000万円
　▶補助率　1/2以内
　▶補助対象経費
　　機械装置、技術導入費、運搬費、
　　専門家経費、クラウド利用費
　　※設備投資が必要となります
　【小規模型】
　（設備投資のみ）
　▶概　要　小規模な額で中小企業者が
　　行う革新的サービス開発・生産プロ
　　セスの改善を支援
　▶補助額　100万円〜500万円
　▶補助率　1/2以内
　▶補助対象経費
　　機械装置、技術導入費、運搬費、
　　専門家経費、クラウド利用費
　　※設備投資が必要となります
　（試作品開発等）もあり
▶問合せ　千葉県地域事務局 千葉県中小企
　　　　　業団体中央会 工業連携支援部
　　　　　TEL：043（225）2533
　　　　　http://www.chuokai-chiba.or.jp/
chuokai2/wp-content/uploads/2019/02/e8
d0c46af03b96d5fc2a13b71739517d.pdf

（誤）
昨秋の関東地区大会 準優勝

（正）
昨秋の関東地区大会 準決勝進出

　商工習志野２月号に掲載の
「習志野高校野球部 春の甲子園
出場決定」の 記事に誤りがござ
いました。関係者の皆様に心か
らお詫び申し上げるとともに、下
記の通り訂正させていただきます。

お詫びと訂正
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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

343
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！

　津田沼駅南口徒歩２分の『笑い上戸 肉若丸』は、看
板料理の若鶏の素揚げをはじめとした肉料理が豊富
の居酒屋です。低温調理で柔らかくジューシーに仕
上げた肉料理や生に近い食感の絶品鶏刺し、お食事
に合わせたお酒を豊富にご用意しています。店内は
仕事終わりのサラリーマンや近隣の家族連れ、カウン
ター席のおひとり様で毎日賑わっています。20名様
から貸切のご宴会も承れます。ぜひお越しください。

笑い上戸 肉若丸 津田沼本店
" 美味しい肉料理が

食べたければ当店へ！"

住所：谷津 7-10-3 椎名ビル 1階1号　店長：若本 辰朗さん
TEL･FAX：047（411）5611　定休日：不定休
営業時間：日曜～木曜・祝日 17時～24時、金曜・土曜・祝前日 17時～25時
HP：https://www.hotpepper.jp/strJ001208300

HP QRコード

　JRと京成津田沼駅から徒歩７分にあるフラスタジ
オ『ティアレヌイフラスタジオ』は、地域に根ざした明
るく居心地のいい教室を目指し、レッスンを行ってい
ます。３月30日㈯に習志野文化ホールにて開催する
創立10周年のアニバーサリーホイケでは、お客様に
喜んでいただくために多彩なゲストをお呼びし、ハー
トフルなステージになるよう一同練習に励んでいます。
皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

"フラを通して
楽しい思い出をたくさん作ろう！"

ティアレヌイフラスタジオ

住所：津田沼 2-3-28 第２川島ビル２階　代表者：日野 まこさん
TEL：090（3683）5008　レッスン日：HP参照
HP：https://tiarenui.jimdo.com/　MAIL：maliu5@ezweb.ne.jp

HP QRコード

　創業65年を迎える『㈱レンティ』は、「眠り」「快適
で清潔」「事務機能の供給」「生活環境」の４つのテー
マを基にレンタル事業を行っております。業界最安
の寝具用品、生活家具・家電、オフィス用品、工事現場
等に必要なハウスやトイレ、介護用品まで、お客様の
お役に立てるように安心・安全な商品をご提供しま
す。お客様にとってより良い暮らしとビジネス支援
のために発展し続ける当社を、ぜひご利用ください。

㈱レンティ
" 時代に沿った技術と

サービスをお届けします "

住所：芝園 2-6-7　社長：鎌形 博さん　TEL：047（453）2105
FAX：047（453）2103　定休日：日・祝　営業時間：９時～17時
HP：http://www.renty.co.jp

HP QRコード
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