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大通りの喧騒から一本横道に入ったその先に、
格子窓から柔らかな灯りがこもれる、
大人の隠れ家がひっそりと佇んでいます。

ラ・シェット Ｍ [L’Assiette M]（谷津）
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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）

　　　 小規模事業者持続化補助金
「経営計画作成支援セミナー・

個別相談会」を開催

開催

　当所では、国の「小規模事業者持続化補助金」について
のセミナー・個別相談会を開催します。小規模事業者持
続化補助金を活用するためには、経営計画書の作成が必
須となります。当日は、本補助金の概要や申請書の作成
方法のほか、個別の相談も受付ます。この機会にぜひお
申し込みください。
日　時　４月12日㈮  16時～17時30分
場　所　習志野商工会議所
講　師　中小企業診断士  川村 浩司 氏
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）

　　　和やかな雰囲気のもと交流
「会員交流会2019」を開催

　 報告

　３月５日㈫、ホテル ザ・マンハッタンにて「会員交流会
2019」を開催し、142名の方々にご来場いただきました。
当日は、会員事業所による出店販売ブースや豪華賞品
が当たる抽選会、「ウーマンオーケストラ」の演奏会とサ
ザンオールスターズのトリビュートバンド「いとしのエ
リーズ」のコンサートが会員事業所の交流に花を添え、
終始大盛況のうちに幕を閉じました。

新たな交流の輪が広がりました

　　　
「第64回 通常議員総会」を開催

　 報告

　３月18日㈪、第64回 通常議員総会を開催し、2019年
度習志野商工会議所事業計画や収支決算など、全７議案
が承認されました。報告事項では、第122回 常議員会に
おける決議事項等や、習志野市立習志野高校野球部甲子
園出場における対応などについて、事務局より報告しま
した。

　 表彰　　　多年の功績を称え感謝状を授与
　当所の役員・議員として長きにわたり地域経済の発展
に貢献された次の方に対し、日本商工会議所会頭と習志
野商工会議所会頭連名の感謝状が授与されました。

【授与者】　銀座アスター食品㈱ 津田沼賓館
代表取締役社長  矢谷  郁 氏

（※代理出席 店長  赤松 正博 氏）

白鳥会頭（左）と赤松店長（右）

　　　習志野市産学官連携プラットフォーム事業
「市内製造業現場見学会」を開催

　 報告

　３月20日㈬、習志野商工会議所と習志野市工業地域団
体連合会では「市内製造業現場見学会」を開催し、15名
が参加しました。訪問先のエヌディーシー㈱は主に自
動車関連、建設機械等の高品質軸受基幹部品すべり軸受
けを製造・販売しており、参加者からは「習志野市有数の
工業製品製造企業を訪問し、多くの学びと気付きがあっ
た」といった感想がありました。

　 お知らせ　　　　 春の甲子園出場の
習志野高校に支援金を寄贈しました
　３月24日㈰から甲子園球場で開催された、第91回選抜
高等学校野球大会に出場した習志野市立習志野高校野
球部を応援するため、約130事業所の皆様から頂いた寄
付金を、選手や在校生、吹奏楽部、バトン部の甲子園出場
支援金として寄贈しました。皆様からの温かいご支援
に心から厚く感謝申し上げます。

高野専務理事（左）から小西校長（右）に手渡されました
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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

　 お知らせ　　　　　 
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、視力、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

検診コース・検診料
コース（検診内容） 検診料（税込）

基
本
コ
ー
ス

Ａ［①］ 3,800円
Ｂ［①＋②］ 4,800円
Ｃ［①＋③］ 8,800円
Ｄ［①＋③＋④］ 9,800円
Ｅ［①＋③＋④＋⑤］ 14,000円

オ
プ
シ
ョ
ン

乳がん検査（マンモグラフィ乳房撮影） 3,910円
前立腺がん検査（PSA検査） 2,060円
大腸がん検査 1,030円
じん肺検査 3,600円

※あじさい共済の助成対象は基本コースのみです。
※オプションのみの受診も可能です。

開催日時・会場
日　程 会　場 受付時間 検診内容

5月28日 ㈫ 実花公民館 9：00～11：00 A～D･乳がん
5月29日 ㈬ 谷津公民館 9：00～11：00 A～D･乳がん
5月30日 ㈭ イカリ消毒 9：00～11：00 A～E

5月31日 ㈮ 商工会議所
8：30～11：00 A～E

13：00～15：00 A～D･乳がん
6月 3日 ㈪ イカリ消毒 9：00～11：00 A～D･乳がん

6月 4日 ㈫ 商工会議所
8：30～11：00 A～D

13：00～15：00 A～D
6月 5日 ㈬ 実花公民館 9：00～11：00 A～E

※前立腺がん・大腸がん検査、じん肺検査は全日程受診
可能です。
問合せ　習志野商工会議所  経営室

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　 お知らせ　　　　 習志野ソーセージ「新作」
お披露目会を開催します
　昨年11月以来、一部業務用で取扱いを始めた新作「習
志野ソーセージ スモークウインナー」が、このたび小売
店での販売を開始するのに先立ち、４月20日㈯、イオン
津田沼店で12時からお披露目会を開催します。この新
作は羊腸を使用し、通常の習
志野ソーセージと比べて細
く、スモークをかけているの
で焼かずにそのまま美味しく
召し上がれます。当日は試食
会も行われますので、ぜひ足
を運んでください。

　４月１日付（退職は３月31日付）の事務局人事異動
についてお知らせします。

（事務局）事務局長兼経営室長　岡畑 和弘
　　　　　　中小企業支援室長　　 山野井 武

（新入職員）

鎌田 久美子
（経営室）

古澤 慶太
（中小企業

支援室）

（退職者）

野手 利浩
（事務局次長兼中小企業支援室長）
※４月１日より再雇用職員として勤務

　当所では、誠に勝手ながら、ゴールデンウィーク
の４月27日㈯から５月６日㈪までの期間、休業さ
せていただきます。何卒ご了承いただきますよ
うお願い申し上げます。

（※通常業務は５月７日㈫より開始します。）

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

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

人事異動のお知らせ

朝食にもピッタリ

GW休業のお知らせ
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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（3月31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！

2019年度

　当所では、2019年度の事業計画を策定し、構造的課題である「経営者の高齢化による事業承継」「労働人
口の減少による人手不足」「生産性向上」などの対応、そして地域経済の発展と飛躍に向けて、部会、委員会、
青年部・女性会を中心に積極的に事業を展開してまいります。

5つの重点項目5つの重点項目

～中小企業の活力強化と地方創生の実現に向け、
成長戦略の推進役を担います～

習志野商工会議所 事業計画

1. ＜緊急課題＞消費税引上げ・軽減税率への対応
　10月に予定されている消費税率引上げ・軽減税率の導入に対して、事務局内に相談窓口を設置するなど、
緊急課題として取り組みます。
1.「消費税軽減税率・価格転嫁対策相談窓口」の設置 2. 軽減税率対策補助金等の活用促進

3. 地域の特性と潜在力の発揮
　習志野市の特性を生かした地場産業の育成をはじめ、地元スポーツチームへの支援や
地元大学等との連携を通じて、地域に夢と誇りをもてる街づくりに取り組みます。
1. 習志野ソーセージの普及促進
3. 地元大学と連携した共同研究等の促進

2. 地域スポーツを通じた明るく元気な
街づくり

4. 地域総合経済団体としての政策提言活動の強化
　商工業者の世論形成機関として、会議所活動の原点ともいうべき「政策提言活動」を積極的に行うため、
部会や委員会等を通じた意見のとりまとめや日々の相談からの課題把握に取り組みます。
1. 国、県、市への要望、政策提言
3. 各種調査等を通じた現状把握と情報提供

2. JR津田沼駅周辺のまちづくりビジョン
提言に向けた支援

2. 会員事業所への経営支援強化
　会員事業所の課題を自らの課題として捉え、現場の声やニーズに即した事業・サービス
をタイムリーに展開し、企業の経営力向上支援に積極的に取り組みます。
1. キャッシュレス社会に向けた販路開拓支援
3. 人手不足対策、生産性向上
5. 定期的な事業所訪問による経営課題の把握、解決

2. 事業承継問題への支援
4. 国、県等の施策や補助金・
助成金支援策の周知

5. 商工会議所機能の強化
　会員組織である団体として果たすべき役割と存在意義を会員と共有し、最大の強みで
あるネットワーク力を生かした事業に取り組みます。
1. 部会や委員会活動の活性化
3. 会員増強と退会予防、福利厚生事業等の展開
4. 円滑な役員議員改選への取り組み

2. 会員間の絆づくり（ネットワーク）、
出会い交流

5. 事務局機能の強化

キャッシュスレセミナー

習志野ソーセージ＆ビールフェスティバル

会員交流会
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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！

「経験や知識を活用し、青年経営者
として企業や地域経済を支えます」

主な事業

①部員間交流
②地域資源活用にぎわい創出事業
③日本YEG、
　関・県青連事業への参画

「“女性ならでは”の視点で経営知識や
教養を習得し、市内経済の発展に
寄与します」

主な事業

①地域活性化事業への協力
②地域福祉活動への協力
③全・関・県女連事業への参画

青年部・女性会の取り組み 青年経営者や女性経営者の視点から
地域社会の多様性の実現に貢献しています。

青年部

冨 昭浩 会長
（㈱フロイデ）

田村 裕子 会長
（サービス電機㈱）

女性会

「地域関係団体との連携を図りながら、
個店が抱える課題を研究し、解決します」

主な事業

①地域資源活用
②先進地視察
③個店魅力強化支援
④商店会、関係機関との連携

「多様な交流機会を提供し、企業力の
向上と業務運営の円滑化、経営改善
に貢献します」

主な事業

①中域商圏ビジネスマッチング
②業種毎情報交換会（金融機関ほか）
③セミナー　④交流促進

「会員企業の交流を通して企業力の
向上、対外競争力の強化に向けた
先端技術等の情報共有を図ります」

主な事業

①産学官連携　②視察研修
③展示会出展支援
④会議所ネットワークによる情報発信強化

「受発注等に係る情報の収集と発信、
技術研修の機会を提供していきます」

主な事業

①行政との懇談・意見交換会
②技術研修、視察
③受注機会の提供
④公民連携事業の研究

部会の取り組み 業種別の経営課題の改善や企業活動の活性化、
交流の促進を図るための事業を展開しています。

商業部会（食品業分科会）

サービス業部会（金融業分科会）

鈴木 和弘 部会長
（㈱ミツワ堂）

工業部会

吉田 茂雄 部会長
（広栄化学工業㈱）

布施 國雄 部会長
（㈱レカムサービス）

建設業部会

田久保 浩一 部会長
（田久保建設㈱）

「地域資源を活かしたまちづくりと
都市イメージの発信、次世代の
ひとづくりをサポートします」

主な事業

①音楽、スポーツを通じた街づくり
②誘客基盤整備策の検討
③地域の現況分析、施策提言

「戦略としてのIT利活用策を
企業に提示していきます」

主な事業

①情報化推進セミナー
②最新情報施設の視察研修会
③組織内のIT化推進と情報施策の
　調査研究

「事業所が活用できる施策情報の
提供を外部機関と連携しながら
推進します」

主な事業

①経営支援策の活用促進、調査・研究
②支援機関・人材の活用手段の構築
③経営発達支援計画の推進

委員会の取り組み
商工会議所の事業活動における重要事項
について、日常的に調査研究や提言等を
行っています。

企業経営活性化委員会

川村 浩司 委員長
（川村中小企業診断士事務所）

地域・街づくり委員会

金子 正 委員長
（㈱茶茶）

広報・情報化推進委員会

竹谷 嘉夫 委員長
（総栄建設㈱）
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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㈰

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

祭 祭

開催日時　７月14日㈰  ９時～21時
募集期間　４月９日㈫～18日㈭ ※平日９時～17時
参加資格　千葉県暴力団排除条例に抵触しない者及び出
　　　　店内容が市民まつりの趣旨を逸脱しない者で、
　　　　次の①・②いずれかに該当するもの。
　　　　①習志野商工会議所会員で、習志野市内に店舗
　　　　　及び事業所を有する事業者（ただし、登記だけ
　　　　　で店舗及び事業所が市内に実在しない事業者な
　　　　　どは不可）。
　　　　②習志野市内で活動している団体及び町会・
　 　 　 　自治会等。

募集内容　●グルメの部（飲食物の販売）：24コマ
　　　　●バザーの部（物品の販売・ゲーム等）：10コマ
出店協賛金　１日１コマ：グルメ 50,000円／１コマ
　　　　 バザー 30,000円／１コマ
応募方法　①募集期間中（４月９日㈫～18日㈭）に、習志野
　　　　　商工会議所へ電話受付を行ってください。
　　　　　その際、出店の概要を確認します。
　　　　　（※詳細は、ホームページをご覧ください）

問合せ　経営室  ☎︎047（452）6700

きらっと君

ご
当
地
キ
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ラ
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ラ
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♪

４月９日㈫より 仮受付開始！

2019年
ここが変わります！

❸ 消費税軽減税率制度の施行
✿消費税率10％引き上げ時、生活必需品
　である飲食料品などの消費税率を8％に据え置き
　※軽減税率（8％）の対象⬇
　　飲食料品やテイクアウト、持ち帰り、宅配など
　※標準税率（10％）の対象⬇
　　外食、酒類、医薬品・医薬部外品など

✿請求書や領収書の様式の変更
　（8％と10％の税率を分けて記載が必要）

10月1日
より施行

❷ 改正出入国管理法の施行
✿新たな在留資格の設置
　（特定技能1号、特定技能2号）
✿建設業、飲食料品製造業、産業機械製造業、外食業
　など14分野を対象にした外国人の単純労働者を
　受け入れ

4月1日
より施行

❶ 働き方改革関連法の施行
✿月45時間、年360時間を原則とした
　時間外労働の上限規制の導入
✿毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える
　年次有給休暇の取得義務化
✿正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
　不合理な待遇差の禁止

4月1日
より

順次施行

新年度は元号改正のほか、経済界や産業界を
取り巻くルールが大きく変わります。
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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

お知らせ
新緑囲碁大会参加者募集中！
▶日　時　４月28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

「協会けんぽの平成31年度の保険料率」
は、平成31年３月分（４月納付分）から改定
されます
　千葉支部の健康保険料率・介護保険料
率ともに変更となります。

お知らせ
募  集
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

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

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

○健康保険料率…引き下げ
　　9.89％（平成31年２月分まで）
　→8.81％（平成31年３月分から）
○介護保険料率…引き上げ
　　1.57％（平成31年２月分まで）
　→1.73％（平成31年３月分から）
▶問合せ　全国健康保険協会 千葉支部
　　　　　TEL：043（308）0521

「健康増進法の一部を改正する法律」の
施行について
　平成30年７月25日付で公布された

「健康増進法の一部を改正する法律」の施
行により、学校・病院等の第一種施設や
旅客運送事業自動車・旅客運送事業航空
機には平成31（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・
職場等の第二種施設や旅客運送事業鉄
道等車両・旅客運送事業船舶には平成32

（2020）年４月１日から原則屋内禁煙が
義務付けられます。
▶問合せ　千葉県健康福祉部
　　　　　健康づくり支援課
　　　　　TEL：043（223）2660

「ちばぎん研究開発助成制度2019」の
ご案内
　千葉銀行では、新たな事業活動を進め
る中小企業と大学（千葉大学、千葉工業大
学、又は木更津工業高等専門学校）の連携
を支援する助成金の募集を行っておりま
す。募集は来年度ですが、相談は既にお
受けしております。
▶応募期間　４月１日㈪〜５月31日㈮
▶選考基準　研究する技術・商品・サービス
　　　　　の新規性・独創性、事業化の可
　　　　　能性を考慮の上、厳正かつ公
　　　　　正な審査・選考を行います。
▶助成金　⑴１企業あたりの助成金の条件
　　　　　・助成金の上限：100万円
　　　　　・助成率：研究費の4/5まで
　　　　　⑵助成金の総額について
　　　　　・500万円
▶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　㈱千葉銀行法人 営業部
　　　　　成長ビジネスサポート室
　　　　　TEL：043（301）8295

千葉県労働相談センターのご案内
　千葉県労働相談センターでは、労働問
題全般の相談のほか、高度に法的な問題

は弁護士による相談、心の健康に関して
は、メンタルヘルスの専門家による相談
を実施しています。
▶場　所　千葉県庁本庁舎２階
▶問合せ　千葉県労働相談センター
　　　　　TEL：043（223）2744

第21回 谷津遊路商店街アートフリー
マーケット開催
　食品・既製品以外の手作り品ならなん
でもオッケーな、アートフリーマーケッ
トです。ご参加お待ちしています。
▶日　時　６月１日㈯11時〜17時※雨天中止
▶場　所　谷津遊路商店街（京成谷津駅南口）
▶申　込　４月１日㈪〜５月７日㈫
▶費　用　500円（１日１ブース）
　　　　※申込書は商店街のチラシ、　
　　　　　商店街事務局前、ホームペ　
　　　　　ージをご確認ください。
▶問合せ　谷津商店街協同組合
　　　　　TEL：047（451）3744

ちば企業人スキルアップセミナー2019
開催のお知らせ
　千葉県立高等技術専門校（ちばテク）で
は、企業の従業員の皆様を対象に、「ちば
企業人スキルアップセミナー」を開催し
ています。現在お勤めの方で、今の仕事
に必要なスキルや技能を身に付けたい
方、社員のスキルアップを図りたい方は
ぜひご活用ください。なお、現在求職中
で新たな技術・技能を身に付けたい方も
受講することが可能です。
▶実施校　船橋高等技術専門校、市原高
　　　　　等技術専門校、我孫子高等技
　　　　　術専門校、旭高等技術専門校、
　　　　　東金高等技術専門校
▶詳　細　開催日等は実施校へお問合せ
　　　　　いただくか、HPをご覧ください。
　　　　　https://www.pref.chiba.lg
　　　　　.jp/sanjin/kunren/skillup/

商工会議所からのお知らせ
会費の納入について

　会費を「預金口座振替扱い」で
納入されている会員の皆様には、
４月22日㈪に貴事業所指定口座
から振替させていただきます。
出費ご多端の折とは存じますが、
ご確認をお願いいたします。
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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！

　創業13年目を迎えた『税理士法人アークネット』
が昨年１月に新しく千葉事業所を開業しました。主
に税務申告や税務相談、経理アウトソーシング、財
務・業務コンサルティングを承ります。医者にも専門
分野があると同様、税理士によっても法人税、相続
税等得意分野は異なります。当所は税理士の総合病
院として、様々な角度からお客様の有利不利を計算
し、ニーズに沿った一番有利な選択を導き出します。

税理士法人アークネット 千葉事業所

" 税務の総合病院として "

住所：千葉市花見川区幕張本郷 1-11-24 フォルテ4B
所長：清瀨  由さん　TEL：043（307）5590　FAX：043（307）5591
営業時間：９時30分～17時30分　定休日：土日・祝、年末年始
HP：http://www.arknet.info

HP QRコード

　都内行政書士事務所で多くの経験を積み、今年２
月に『葛生行政書士事務所』を独立開業しました。主
に補助金や在留資格の申請などを承ります。在留更
新など忘れることが許されないお客様の人生に関
わる大事な作業など、更新日管理を含めてトータル
サポートしておりますので、ご相談から申請まで安
心してお任せください。これから変わる日本の景色
を楽しむためにも、ご依頼お待ちしています。

葛生行政書士事務所

"Make Our Future"

住所：船橋市薬円台 1-16-1　代表者：葛生 雅子さん
TEL：090（7826）3659　営業時間：９時～18時
定休日：土日（相談により対応あり）　MAIL：masako.kuzuu@gmail.com

地図 QRコード

　『㈱トイパッククリエーションズ』では、商品企画から設
計や生産指導に至るまで一貫して行います。3D-CAD
及び電気CADを使用して設計をし、プログラムが必要
な場合もご対応可能です。「こんなのを作りたい」と考
えた試作から動作確認用・プレゼン用、量産確認用など、
目的に合わせて作成します。一通りの開発業務を行うこ
とができるので、他組織との開発もスムーズです。アイ
ディアをカタチにしたい方、ぜひ当社にご連絡下さい。

" お客様の理想をカタチにします "

㈱トイパッククリエーションズ

住所：谷津 4-5-10　代表者：松代 行雄さん　TEL：047（454）1189
FAX：047（454）4889　営業時間：９時～17時　定休日：土日・祝
HP：http://www.toypack.co.jp

HP QRコード
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