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高い技術力と確かな品質を生かす新旧の職人が、
未来にその技術を繋げていきます

小林伸和鉄工㈱（東習志野）
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　　　 「第31回 マスターズ
ゴルフ大会」を開催
開催

　今年も恒例の「マスターズゴルフ大会」を開催します。
快晴の秋に、ゴルフを通して社内外の交流を深める絶好
の機会です。事業者、従業員、ご家族の方など、お誘い合
わせのうえ、奮ってお申込みください。
日　時　10月４日㈮ ８時30分
　　　　第１組スタート（予定）
場　所　佐倉カントリー倶楽部（佐倉市飯田1000）
費　用　・プレー費　15,800円
　　　　　※プレー、キャディフィー、乗用カート、
　　　　　　昼食、パーティー代
　　　　・参　加　費　2,000円（賞品代ほか）
競技方法　新ペリア方式・ローカルルール
締　切　９月17日㈫まで  ※先着130名
問合せ　経営室
※視察プレーをご希望の方には優待券がございます

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

伝統と格式のある名門コース

　　　 秋の健康診断を実施
あじさい共済加入で最大2,000円割引
開催

　当所では会員事業所で働く方の健康の維持増進を目
的とした『秋の健康診断』を実施します。事業主の方を
はじめ、従業員の方も受診できますので、まだ受診をさ
れていない方はぜひご利用ください。４つの基本コース
に加え、オプションで乳がん検診、前立腺がん検診、大腸
がん検診、じん肺検査の受診が可能です。また、「あじさ
い共済」の加入者は最大2,000円の割引が適用されます
ので、この機会にぜひご検討ください。
日　時　11月11日㈪ ９時〜11時
場　所　習志野商工会議所
問合せ　経営室

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

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）

　　　建設業部会
「行政との研修会・懇談会」を開催

　 報告

　８月１日㈭、建設業部会（田久保 浩一 部会長）では、建
設行政に関する情報収集などを目的とする「行政との研
修会・懇談会」を開催しました（参加者34名）。研修会で
は、講師の市担当職員から『習志野市の公共施設再生の
今』『建築基準法改正』について説明があり、参加者は熱
心に耳を傾けるとともに、懇談会では和やかな雰囲気の
もと交流を深めました。

今後の建設行政の動向等が説明されました

　　　「ならしの創業塾」
全講座が終了
　 報告

　８月３日㈯、『ならしの創業塾』（習志野市特定創業支援
事業）の全６回の講義が終了し、独立・開業を志す総勢24人
の参加者が、夢に向かって新たなあゆみをはじめました。
　講義では創業形態が多様化するなか、基礎的な知識か
ら事業計画の策定、起業体験など実践的な内容ですす
められ、参加者からは「起業に向けた具体的な課題やス
テップが分かった」「参加者同士のつながりを今後も大
切にしたい」などの声が上がっていました。

将来の地域経済の担い手の方々が受講しました

　　　「軽減税率・キャッシュレス
対応推進フェアin習志野」を開催
　 報告

　当所では、８月28日㈬・29日㈭、10月から開始される消
費税軽減税率やキャッシュレス・ポイント還元事業等を
踏まえ、習志野市役所１階展示スペースコーナーで「軽減
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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

税率・キャッシュレス対応推進フェア」を開催しました。
　本フェアでは、キャッシュレス決済事業者の展示ブー
スや導入に向けての相談コーナーが設置され、軽減税率
やキャッシュレスサービスへの対応が必要な中小規模事
業者の方などが、熱心に機器を手に導入方法などを相談
する姿が見られました。

消費税率改正に備え多くの方が来場

　　　　 習志野高校野球部
への寄付金のお礼
　 お知らせ

　習志野高校野球部の第101回全国高校野球選手権大会
出場に際しては、多くの事業所の皆さまから多大なご寄
付を賜り、誠にありがとうございました。寄付金につき
ましては、習志野高校に、選手や在校生などの甲子園出
場支援金として、芳名録とあわせて寄贈させていただき
ました。心から厚く感謝申し上げます。

　　　　 オービックシーガルズ
習志野でホームゲームを開催
　 お知らせ

　年末のアメリカンフットボール社会人日本一を決め
る「ジャパンＸボウル」に向けて８月に開幕した秋季
リーグ（X1 Super）。習志野を本拠地とするオービック
シーガルズは、９月22日㈰、地元・第一カッターフィール
ドに東京ガスクリエイターズ（東京）を迎え公式戦を戦
います。皆さんの熱い応援をお願いします。
日　時　９月22日㈰  11時キックオフ
場　所　第一カッターフィールド（秋津サッカー場）
問合せ　オービックシーガルズ事務局  TEL：047（452）2224
※詳細は公式HP（http://www.seagulls.jp/）

　　　　　 第27回習志野市内
事業所従業員表彰式〜市長・会頭から
受賞者全員に直接表彰状が手渡されます〜

　 お知らせ

　市内事業所に勤務する優良従業員の方々を対象に、習志
野市と共催で表彰式を開催します。貴社の福利厚生事業の
一貫として、頑張っている従業員の方をぜひご推薦ください。
日　時　11月13日㈬  16時〜18時30分
場　所　表彰式：モリシアホール
　　　　懇親会：銀座アスター津田沼賓館
問合せ　経営室  担当  橋本・鎌田

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

中小企業支援室
☎047（452）6700

問合せ

JR津田沼駅周辺地域会 場

10月26日土・27日日
両日とも午前10時～午後５時

内 容

津田沼

日 時

※詳細はHPをご参照ください

　当所とJR津田沼駅周辺の商店会、大型店、千葉工
業大学等が連携して津田沼の街をハロウィンで埋
め尽くす「津田沼Halloween PARTY」を開催しま
す。大人から小さいお子様まで、多くの皆様のご来
場をお待ちしています。

パレードやお菓子ラリー、
仮装工作教室など

習志野ドイツフェア開催！習志野ドイツフェア開催！
　習志野の秋を彩る恒例イベント「習志野ドイツフェア」を開催
します。ご当地の習志野ソーセージをはじめ、ドイツビールや
ワイン、市内飲食店自慢のグルメをぜひご堪能ください。

Halloween PARTY

問合せ
習志野ドイツフェア2019 実行委員会

（習志野商工会議所内） ☎047（452）6700
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マルケイ融資をご利用ください［年利1.21％で2,000万円まで（8月31日現在）。無担保・無保証人］

東洋エンジニアリング㈱の３R（リデュース、リユース、リサイクル）の取組み

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！

企画特集

　近年、私たちの生活が、経済発展や技術開発等にともない物質的に豊かで便利になる一方、世界では環境汚染
や資源の枯渇、異常気象など、地球環境の限界が問題視されています。
　そこで、国連では2015年に「持続可能な開発目標＝Sustainable Development Goals」（SDGs）を中
核とする国際的な基本合意「2030アジェンダ―」を採択するとともに、「世界を変革するための17の目標」を
定め、企業にもその達成に向けた取組みが求められています。

※17の目標（ゴール）には達成基準として合計169の「ターゲット」が挙げられています。

ゴール12（持続可能な消費と生産のパターンを確保する）
　生産と消費の過程全体を通して、天然資源や有害物質の利用及び廃棄物や汚染物質の
排出を最小限に抑えることを目指す。

■３R推進活動
　東洋エンジニアリング㈱では、社内で使われなくなった中古事務用品を集め、全社
で再利用する仕組み作りや、ペーパレス化で不要となった中古ファイルなどの現役事
務用品を近隣の学校などに寄贈する地域貢献活動を行っています。また使い捨てコン
タクトレンズの空ケースを回収・リサイクルする「アイシティecoプロジェクト」にも
取組み、3R活動を積極的に行っています。

■ SDGsの17の目標（ゴール）

■ 習志野市内でもSDGsの達成に向けた取組みが始まっています

SDGs（エスディージーズ）
～持続可能な未来と企業の役割について～

※ご希望の方には中古ファイル（写真）を差し上げます。 （習志野商工会議所会員限定、2019年11月30日㈯まで連絡締切）
連絡先：東洋エンジニアリング㈱ 資源リユースワーキンググループ  Email：reuse.wg@toyo-eng.com
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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！

★専門家による「無料個別相談」

　当所では、９月～10月を振興月間と位置づけ、幅広い領域で集中的に経営課題の解決を
お手伝いしますので、是非この機会をご活用ください。

習志野商工会議所 振興月間
頑張る経営を全力でサポートします

★経営を後押しする「セミナー・講演会」（※一部有料）

ご相談の内容 ご相談担当者 実 施 日 予  約

まずは相談したい
◎公的融資制度 ◎経営全般

会議所
経営指導員

平  日
午前９時～午後５時 随  時

特許・発明
◎特許、商標ほか ◎申請書チェック

千葉県発明協会
専門員

９月17日㈫
10月15日㈫

両日 午前10時～午後４時

予約制
許認可・公文書

◎会社設立 ◎許認可申請 行政書士
９月20日㈮
10月18日㈮

両日 午後１時～４時

技術・研究開発 大学教授  ほか 随時（事前予約）

店舗診断
◎店舗内外観 ◎商品構成、価格 中小企業診断士  ほか 随時（事前予約）

 ※ご不明な点は、  中小企業支援室  ☎047 （452） 6700 まで、お気軽にお問合せ下さい。

【11月以降の予定】

 日本政策金融公庫 融資担当者による 「金融（融資）相談会」、税理士による 「弥生会計セミナー（入門編）」 を  

 予定しています。 詳しくは10月号会報でお知らせします。

テ ー マ 講　師 実 施 日 定  員

「軽減税率対策セミナー」
～区分経理から申告書作成～ 千葉西税務署職員 ９月24日㈫

午後２時～３時 30名

「飲食店繁盛セミナー」
～多店舗経営、外国人雇用成功のヒケツ～

（一社）フードアカウンティング
協会相談員  ほか

10月７日㈪
午後１時30分～５時 20名

「ビジネス講演会」
～ビジネスや日常生活で役立つ　
　ウソ（人間心理）の見抜き方～

講師
森  透匡氏（元千葉県警 警部）

10月９日㈬
午後７時30分～ 100名

「日商簿記３級 本試験直前　
　　 仕分けチェックセミナー」

第153回 日商簿記検定３級受験者向け
※TAC津田沼校共催

TAC簿記検定３･２級担当
松本 維士 氏

10月20日㈰
午後１時30分～５時 50名

「経営安定化対策セミナー（仮）」
～経営基盤、競争力の強化に向けて～

㈱帝国データバンク
千葉支店  矢萩 正輝氏
中小企業診断士
魚路 剛司氏

11月12日㈫
午後２時～４時 30名

秘密厳守
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詳しくは、各サイトをご覧ください。
【日商検定HP】 https://www.kentei.ne.jp　　　　　【東商検定HP】 https://www.kentei.org/

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
直近の試験日　簿記検定 １〜３級  11月17日㈰　  リテールマーケティング（販売士）検定 １〜３級  ２月19日㈬

『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ
　ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を９月17日～11月30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。 問合せ  経営室 ☎047（452）6700

令和元年度 後期 検定試験日

検 定 名  施 行 日  受 付 期 間 受 験 料（ 税 込 ）
（※消費税は10％適用）

日商簿記検定試験
第153回　1〜3級 11月17日㈰ 10月 1日㈫〜10月25日㈮ 1級　　 7,850円

2級　　 4,720円
3級　　 2,850円第154回　2・3級 令和２年 2月23日㈰ 12月 1日㈰〜 1月24日㈮

日商珠算検定試験

第217回　1〜3級
10月27日㈰ 9月17日㈫〜 9月20日㈮

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127回　段位

第218回　1〜3級
令和２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）検定試験 第85回　1〜3級 令和２年 2月19日㈬ 12月 1日㈰〜 1月24日㈮

1級　　 7,850円
2級　　 5,770円
3級　　 4,200円

ビジネス実務法務
検定試験® 第46回  1〜3級 12月 8日㈰ 9月24日㈫〜10月25日㈮

1級　 11,000円
2級　　 6,600円
3級　　 4,400円

福祉住環境コーディネーター
検定試験® 第43回  1〜3級 11月24日㈰ 9月10日㈫〜10月11日㈮

1級　 11,000円
2級　　 6,600円
3級　　 4,400円

カラーコーディネーター
検定試験® 第47回  1〜3級 12月 1日㈰ 9月17日㈫〜10月18日㈮

1級　　 9,620円
2級　　 7,480円
3級　　 5,340円

環境社会検定試験®（eco検定） 第27回 12月15日㈰ 10月 1日㈫〜11月 1日㈮ 　　 5,500円

　年間約75万人が受験する商工会議所主催の検定試験は、実践的な能力を育成し、評価や認定に
役立てることを目的に実施しています。多くの企業が昇進の条件や資格手当の対象としたり、
大学等でも推薦入試の基準や単位認定の対象とするなど、様々なシーンで活用されています。

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
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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募集中！
▶日　時　９月29日㈰10時〜11時30分
　　　　　９月30日㈪10時〜11時30分
　　　　　９月30日㈪18時30分〜20時
▶場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　　（JR津田沼駅南口モリシア７Ｆ）
▶定　員　各15名　 ▶費　用　無料
▶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
▶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
令和元年度「千葉ものづくり認定製品」の公募案内
　県では、中小企業が開発・製造する優れ
た製品や独創的な製品を「千葉ものづくり
認定製品」として認定し、広く情報発信する
とともに、製品の販路開拓を支援しており
ます。本制度の対象製品を、県内中小製
造業等の皆様から広く公募いたしますの
で、以下の要件や手続きを御確認のうえ、
応募いただきますよう御案内申し上げます。
▶公募期間　令和元年８月１日㈭〜９月30日㈪まで
▶提出先　〒260-8667 千葉市中央区
　　　　　市場町1-1 千葉県商工労働部

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

　　　　　産業振興課 産業技術班
▶問合せ　千葉県 商工労働部 産業振興課
　　　　　産業技術班
　　　　　TEL：043（223）2718

ＩｏＴワンストップ窓口開設！
　千葉県は経済産業省の「地方版IoT推
進ラボ」に選定され、中小製造業の生産
性向上や事業の高付加価値化につながる
企業の個々の状況に適したスマート化手
法の導入について、支援を行っています。
千葉県IoT推進ラボでは、県内に事務所、
事業所を有する中小企業のみなさまの
IoTに関する相談窓口を開設しました。地
域密着型のサービス体制を活かして、み
なさまのビジネスをサポートいたします。
▶問合せ　CHISA IoT 窓口
　　　　　https://150328
　　　　　2671.jimdo.com

骨髄バンクドナー休暇制度の整備のお願い
　池江選手が白血病発病を公表してから、
骨髄バンクに関心が高まっております。国
内では、毎年新たに約１万人の方が白血
病などの血液疾患を発症しており、毎年約
2,000人以上の方が骨髄バンクを介してド
ナーを探しています。しかし、実際に移植を
受けることができる方は約６割です。その
理由の一つが、ドナーが提供する場合、骨
髄提供では３泊４日程度の入院、末梢血幹細
胞提供では５泊６日程度の入院と、その前後
の通院を含めると約10日程必要となり、会
社員等の、仕事をしているドナーは、なかな
か休めないことです。つきましては、県内
の企業において、一人でも多くの患者さん
が骨髄・末梢血幹細胞移植を受けられるよ
う、年次休暇とは別の休暇制度を導入頂き、
ドナーの支援を是非ともお願いいたします。
▶実施主体　市町村（県は市町村が補助した
　　　　　金額の１／２を補助する）
▶補助対象　①骨髄を提供したドナー
　②従業員にドナー休暇を与えた事業所等
▶上限額　①に対し入院１日当たり
　　　　　20,000円（７日間を上限とする）
　　　　　②に対し入院１日当たり
　　　　　10,000円（７日間を上限とする）
▶問合せ　千葉県健康福祉部薬務課
　企画指導班  TEL：043（223）2614
　千葉骨髄バンク推進連絡会 事務局
　　　　　　  TEL：043（497）5083

行政書士制度広報月間街頭キャンペーン
「行政書士による無料相談会」
　千葉県行政書士会葛南支部では、本年

度も行政書士制度広報月間街頭キャン
ペーンとして、相続・遺言・各種許認可等
くらしの中の身近な手続きごとについ
て、無料相談会を開催いたします。
▶日　程　10月５日㈯
▶場　所　JR津田沼駅自由通路（13時〜
　14時15分）JR船橋駅北口おまつり広場、
　JR南口船橋フェイス連絡通路（13時〜15時）
▶内　容　相続・遺言・各種許認可等に
　　　　　関する相談
▶問合せ　千葉県行政書士会葛南支部
　　　　　TEL：047（401）2042

令和元年度 後期技能検定
▶等　級　特級（該当職種）、１級、２級、
　　　　　３級（一部職種）及び単一等級
▶職　種　48職種59作業
▶受験資格　原則として各職種とも所定の
　　　　　実務経験が必要
▶受験手数料　<一般> 実技 18,200円
　　　　　 学科　3,100円
　その他、35歳未満の方や学生・訓練生
が２・３級受験の場合は実技試験受験手
数料が異なりますので、詳細はお問合せ
下さい。また、今年度後期から実技受験
の受験手数料が変更になります。
▶受付期間　10月７日㈪〜10月18日㈮
▶試験実施日程　令和元年12月６日㈮〜
　令和２年２月16日㈰の間の指定する日
▶合格発表日　令和２年３月13日㈮
▶受付場所・問合せ　千葉県職業能力
　　　　　開発協会 技能検定課
　　　　　TEL：043（296）1150
　　　　　http://www.chivada.or.jp

平成30年度補正予算「ものづくり・商
業・サービス生産性向上促進補助金」の
二次公募について
　国では、平成30年度補正予算「ものづ
くり・商業・サービス生産性向上促進補助
金」の二次公募を、令和元年８月19日㈪か
ら９月20日㈮まで行っています。本事業
は、中小企業・小規模事業者等が取り組
む、生産性向上に資する革新的なサービ
ス開発・試作品開発・生産プロセスの改善
に必要な設備投資等を支援するものです。
公募に関するご質問については、最寄りの
都道府県地域事務局までお尋ねください。
▶公募期間　令和元年８月19日㈪13時〜
　　　　　　　　　９月20日㈮15時
　　　　　※電子申請のみの受付です。
▶問合せ　千葉県事務局
　　　　　（千葉県中小企業団体中央会）
　　　　　TEL：043（225）2533
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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！

　『WOW！TOWN 幕張』では、国産車・輸入車と
もに数多くの展示車両を揃え、貴方のお探しの最適
な１台をご提案します。また、ご購入いただいた車
は無料での洗車サービスも実施しております。商談
スペースに加え、広いキッズルームやカフェも完備
し、お子様連れからカップルまでお気軽にご利用で
きます。ぜひ一度、お問合わせ・ご来店ください。

WOW！TOWN 幕張
"車好きにはたまらない！

車のことならお任せください"

　実籾駅から徒歩９分、『鈴蘭苑』ではお好み焼き・もん
じゃ焼きを中心に、鉄板焼きのメニューも取扱っています。
最近注目の柔らかいラム肉を使用したジンギスカンや、
自家製秘伝の焼肉のタレなどこだわりも満載。また、旨
味を引き出すために手間暇をかけて作ったもつ煮や、ア
ツアツのお好み焼きの間にカマンベールチーズをまるご
と一個挟んだ「カマンベールチーズ鈴蘭焼き」など、サイド
メニューも豊富です。お子様からご年配の方まで幅広い
方がお食事を楽しめますので、ぜひ一度お越しください。

鈴蘭苑
"お腹いっぱい、幸せいっぱい。"

　『司法書士 松本事務所』では、お客様のお話を
じっくり伺いきめ細やかな対応を心がけています。
貴方の相談内容に合った解決方法につき、メリッ
ト・デメリットをご説明した上で納得のいく回答を
お示し致します。遺産相続・生前贈与などの不動産
登記、不動産に関してのお困りの事、会社設立など
の商業登記、債務整理、過払金の請求、簡易裁判所
での裁判実務等は、津田沼駅近くの『司法書士 松本
事務所』にお任せください。

"地域に密着した法律事務所"

司法書士 松本事務所

住所：船橋市前原西2-11-5 松田第三ビル206号
代表者：松本 浩さん　TEL：047（404）0177　営業時間：９時～18時
定休日：土曜日・日曜日・祝日  ※事前打合せで休日もご相談に応じます

住所：実籾4-34-5　代表者：石渡 敏夫さん
TEL：047（475）7428　営業時間：17時～０時（L.O23時）
定休日：火曜日（祝日は営業）  店情報は食べログ『鈴蘭苑』で検索

住所：芝園1-3-1　代表者：磯野 祐介さん
TEL：047（408）2661　営業時間：10時～20時　定休日：なし

地図 QRコード

地図 QRコード

HP QRコード
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