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夕暮れ時の帰り道、ほっこり香ばしい揚げたてコロッケの
匂いに誘われてふらりと立ち寄った商店街のお肉屋さん。
種類豊富に並ぶお肉や作りたてのお惣菜を前に、
思わず今晩の献立にあたまを悩ませます。

ハローマザーズ（谷津）



　　 「簿記対策セミナー」を開催開催
　当所では、TAC津田沼校と共催で「第153回日商簿記
検定試験３級」（11月17日㈰実施）の受験者を対象に、「第
153回をあてるTAC直前予想（TAC出版）」を使用しなが
ら出題ポイントを徹底解説するセミナーを開催します。
日　時　10月20日㈰  13時30分～17時
場　所　TAC津田沼校
内　容　第153回 日商簿記検定試験３級の対策
講　師　TAC簿記検定講座担当者（松本 維士 氏）
費　用　無料（要事前申込） 
問合せ　TAC津田沼校　TEL：047（470）1831 ㈹

　　　 「企業防衛セミナー」を開催開催
　当所では、取引先がなくなることで想定される様々な
リスクを知ることで、起こりうる危機を回避し、併せて
企業と経営者自身の将来を健全に繋ぐための事業承継
の行い方についてのセミナーを開催します。
日　時　11月12日㈫  14時～16時
場　所　習志野商工会議所
内　容　第１部「ご存知ですか？取引先がなくなるリスク」
　　　　　㈱帝国データバンク千葉支店営業部
　　　　　副部長  矢萩 正輝 氏
　　　　第２部「未来をつなぐ事業承継」
　　　　　ミライWOつなぐ経営研究所  魚路 剛司 氏
　　　　　※希望者には当日個別相談を受付けます（16時～）
費　用　無料　　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）

　　　 「外国人雇用対策セミ
ナー」〜特定技能徹底解説〜
開催

　当所では、㈱フロイデと共催で「外国人雇用対策セミ
ナー」を開催します。外国籍の方を従業員として雇用す
る上でのルール作りや対策等について、具体的な事例を
交えて説明しますので、ぜひご参加ください。
日　時　11月19日㈫  13時30分～15時30分
場　所　習志野商工会議所
内　容　改正入営法、特定技能、外国人採用のリスク 他
講　師　税理士法人フロイデ　佐藤 純一 氏 
費　用　無料
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」
〜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主を対象に、
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。

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 10,450円／月 （６か月未満 ※長期割引あり）　サイズ （５×8.6cm（縦×横）／１コマ）

【 入 門 編 】
日　時　11月26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６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
　　　　などの決算整理操作
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）

　　　　「機械要素技術展
（M-Tech）」出展企業募集‼

　 募集

　工業部会（吉田 茂雄 部会長）では、会員事業所の新規
受発注取引・販路開拓・共同開発等の取引機会の拡大を
図るため、下記の大規模専門展示会への出展支援を行い
ます。機械要素技術展（M-Tech）は、軸受、ベアリング、
ばねなどの機械要素や、金属、樹脂に関する加工技術を
一堂に集めた専門技術展です。毎年、設計・開発、製造・
生産技術部門を中心とした製造業ユーザーが多数来場
し、出展企業と商談を行っていますので、この機会にぜ
ひ出展し事業の発展に役立てください。
会　期　2020年２月26日㈬～28日㈮  ※３日間
場　所　幕張メッセ
内　容　ブース内に会員企業区画を設置
募集数　５社（予定）
締　切　10月18日㈮
 ※申込多数の場合は抽選
費　用　約７万円／社
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）

　 報告　　　大型店連絡協議会が
「JR津田沼駅商業地域清掃活動」を実施

　大型店連絡協議会では、９月19日㈭、地域活動の一環
として「JR津田沼駅商業地域清掃活動」を実施しました。
当日は、会長の西川 晃石 氏（イトーヨーカ堂 津田沼店 店長）
から、若手従業員の発案で
７店舗が連携して行うこと
になった旨のあいさつの
後、参加者が全員で積極的
に清掃活動に取り組みまし
た。今後も魅力的な買物環
境の整備に向けて継続して
清掃活動を行う予定です。

過年度の展示会の出展の様子

津田沼一丁目公園にて
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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

　 報告　　　オービックシーガルズ
秋季リーグ地元開催試合で勝利！
　オービックシーガルズが、９月22日㈰、地元・第一カッ
ターフィールド（秋津）で行われたアメリカンフットボー
ルXリーグ2019秋季リーグで、東京ガスクリエーターズ
に見事62対７で勝利し、年末のJAPAN Ｘ BOWL出場
に向け弾みをつけまし
た。日本一奪取を掲げ
るシーガルズを、習志野
一丸となって応援しま
しょう！

【写真提供】オービック
シーガルズ公式HPより

　 報告　　　３人制プロバスケット
「シールズ．EXE」2019シーズンが終了

　３人制プロバスケッ
ト国内最高リーグ「３×
３.EXE PREMIER」 に
参戦する、地元習志野
の「シールズ.EXE」が、
2019シーズンを終了し
ました。東京オリンピッ

クの開催を来年に控え、男女合計４ヵ国、81チームが
参戦した過去最大のシーズンは、シールズにとっては
残念ながら昨年に続くプレイオフ進出はならず悔しい
シーズンになりました。国内での競技人気が高まりを
見せるなか、シールズの次期シーズンでの活躍が期待
されます。

　　　　 第13期 習志野商工
会議所議員選任状況について
　 お知らせ

　当所では、第12期の役員・議員の任期が令和元年10月
31日（任期３年）で満了することから、現在、第13期の議
員選任を行っているところです。議員定数100名（１号議
員50名、２号議員35名、３号議員15名）のうち、これまで
の選任状況は次の通りです。
■１号議員…会員の中から選挙によって選任され10月
　　　　　　15日の当選人告示をもって確定します
■２号議員…８月から９月にかけて行われた各部会総会
　　　　　　（商業・工業・サービス業・建設業）で定数35名
　　　　　　が選任されました
■３号議員…８月23日に開催された選考委員会で定数
　　　　　　15名が選任されました
　　　　　※上記の２号・３号議員は、各告示日をもって
　　　　　　決定しています
　　　　　※第13期の役員議員体制は、会報（12月号）で
　　　　　　ご案内させていただきます

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
（パレード、お菓子ラリーは27日日のみ）

内 容

津田沼

日 時

※詳細は当所HPをご参照ください▶▶https://www.narashino-cci.or.jp/

パレードの参加申し込みはこちら▶▶

　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

快勝おめでとうございます

熱戦が繰り広げられました
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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（9月30日現在）。無担保・無保証人］

Point2 ▎国の景気対策事業（10月1日以降）

Point1 ▎新たに開始される軽減税率制度への対応について

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！

特集 2019年10月１日から
「消費税率引上げ・軽減税率導入」が始まりました

〔消費税改正に関する参考サイト〕
▊国　税　庁▶▶ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
▊経済産業省▶▶ https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/cashless/index.html
▊中小企業庁▶▶ https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html

⒉ プレミアム付商品券の発行
　消費税率改正による影響緩和、地域の消費喚起
を目的に、子育て世帯や住民税非課税者の方を対
象にプレミアム付商品券を発行・販売します。
（「習志野市プレミアム付商品券」の販売、取扱事業者

の申請等は、習志野市商店会連合会（☎047-455-
1955）へお問合せ下さい）

⒈ キャッシュレス決済へのポイント還元事業
　中小店舗（資本金５千万円以下等）でクレジットカードや電子マネー、スマート
フォンのQRコード決済などで買い物をした際に、決済額の５％（チェーン店は
２％）分が国の補助金で消費者にポイントで還元されます。

今 回 の 消 費 税 改 正 で 注 意 す る ポ イ ント

⒉ 税率区分を分けて管理しなければなりません
　今回の改正にあわせ「区分記載請求書
等保存方式」が、また2023年には「適格
請求書等保存方式」（インボイス方式）が導
入されます。これにより請求書発行の
際は税率ごとに合計した税込価格の額
を記載することが義務づけられ、消費税
申告に向けて税率ごとの区分経理が求
められます。

⒈ 複数税率制度が導入されます
　消費税率は現行の８％から10％に引上げられますが、これまでの一律引上げとは異なり、一部の品目を対象に「軽
減税率」が導入され、事実上「複数税率制度」となります。また軽減税率の８％は、現行の８％とは消費税率・地方消
費税率の内訳が異なるため、消費税申告の際、税率の内訳を変更する必要があります。
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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31,500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！

用途に合わせて多様な使い方が可能です。

経営室  ☎047（452）6700 まで、お気軽にお問合せ下さい。

●駅近の好立地！ 駐車場を完備。
●レイアウト変更自由。音響やプロジェクターなどの設備も充実。パソコン、放送設備、白板等のレンタルが出来ます（一部有料）。
●貸出時間：９時～22時（平日18時以降及び 土・日・祝祭日は、別途警備料（１時間当たり1,650円）が掛ります。）

６ヶ月前から予約が可能で、毎回、会場探しに苦労する必要がありません。
●休館日：お盆、年末年始
●料　金：上記記載料金は、１時間当たりの会員価格です。
●３階大会議室は用途に合わせ、定員50名の会議室ABと定員25名の会議室Cに仕切ることが出来、

参加人数や用途に応じた会場選びが可能です。

当所会館貸会議室をご利用ください！
〜出会いの場  話合いの場  交流の場〜
習志野商工会議所は、JR津田沼駅、京成津田沼駅から徒歩10分圏の便利な立地にあり、社内外の会議
や研修のほか、面接会場やサークル活動など、多くの方々にご利用いただいています。近隣で会場を
お探しの方は、お気軽にご相談ください。

３階

２階

詳細は、習志野商工会議所ホームページ
（https://www.narashino-cci.or.jp/
yoyaku01.html）でご確認ください。

「社員研修で100名程が入る近
隣の会場を探していました。
会議室はレイアウト変更が自
在で、グループワークをする上
で非常に使い勝手が良く、快適
な環境で研修を行う事が出来
ました。有難うございました。」

（総務部 中野部長）

特別会議室

大会議室

研修室 【定  員】22名
【面  積】62㎡
【料  金】5,240円/ 時間
【利用例】会議、商談 ほか

【定  員】8名
【面  積】34㎡
【料  金】840円/ 時間
【利用例】少人数での打合

せ、面接会場、サークル
活動 ほか

【定  員】10〜110名
【面  積】50〜177㎡
【料  金】2,100円˜/ 時間
【利用例】講習会、懇親会

ほか

㈱小出ロール鐵工所
（３階大会議室／社員研修で利用）

ご利用者様の 声
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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
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㈬

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

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　 担当：鶴岡、林  ☎047（453）9221
mail：keiei@city.narashino.lg.jp

習志野市
イメージキャラクター
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。

▲習志野市ホームページ

会員の皆様へ  〜消費税改正に伴う料金改定のお知らせ〜
　消費税改正に伴い、令和元年10月1日より、会報チラシ同封サービス利用料・JR津田沼駅広告板利用料・
会報広告掲載料・会館使用料を次の通り変更させていただきます。

10月号（10月10日発行） 同封分より
■１回 31,500円（税込）（発送物持込の場合）

会報チラシ同封サービス利用料

10月１日 利用分より
■１区画／１週間 2,200円（税込）

JR津田沼駅広告板利用料

10月号（10月10日発行） 掲載分より
■１コマ 8,450円（税込）（12ヶ月以上の場合）

会報誌面広告掲載料

〔単位：円／1H／税込〕

・貸出時間：９時～22時　・休館日：年末年始・お盆
・18時以降（平日） 及び土・日・祝祭日は、上記料金に時間外警備料（１時間当たり）

1,650円が加算されます
・プロジェクター使用料・放送設備使用料・ホワイトボード使用料  各1,050円／1H

会館使用料（会員／一般）

区分 大会議室
(ABC全)

中会議室
(AB) 

小会議室
(Cのみ) 研修室 特別会議室

会 員 6,300円 4,200円 2,100円 840円 5,240円

一 般 8,190円 5,460円 2,730円 1,050円 6,810円
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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：31,500円
　　　　　印刷依頼：36,700円
　　　　　（※１通約 15.7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　10月29日㈫10時～11時30分
　　　　　10月30日㈬10時～11時30分
　　　　　10月31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
「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、アルバイト等を含む）とその
使用者に適用される「千葉県最低賃金」

（地域別最低賃金）が改正されました。最
低賃金の詳しい内容につきましては千葉
労働局労働基準部賃金室又は最寄の労働
基準監督署にお問い合わせください。
▶問合せ　千葉労働局労働基準部賃金室
　　　　　TEL：043（221）2328

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

　　　　　【千葉労働局HP】
　　　　　https://jsite.mhlw.go.jp/
　　　　　chiba-roudoukyoku/

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
〜来年度の業務計画等を作成するに当たり、従業
員の年次有給休暇の取得を十分考慮しましょう〜
　労働基準法が改正され、年５日の年次
有給休暇（以下「年休」という。）の確実な
取得が平成31年４月から始まっていま
す。各企業において、来年度の業務計画
等の作成に当たり、従業員の年休取得を
十分考慮するとともに、年休の計画的付
与制度の導入を検討しましょう。
▶問合せ　千葉労働局 雇用環境・均等室
　　　　　TEL：043（221）2307

令和元年分年末調整等説明会開催のお知らせ
▶日　程　11月８日㈮
▶用紙配布　12時30分～13時
▶年末調整等説明会　13時～15時30分
▶軽減税率制度等説明会　15時30分～16時
▶場　所　習志野市民ホールプラッツ習志野
　　　　　（習志野市本大久保3-8-19）
　※昨年の説明会場から変更となってお
　　りますのでご注意願います。
　※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

令和元年度 千葉県労働大学講座
　千葉県では、基礎的な労働法令等の知
識習得のため、千葉県労働大学講座を開催
します。働くにあたって基本的なルール
を学びたい方、会社の人事労務管理のヒン
トをお探しの方は、是非、ご参加ください。
▶日　時　令和元年10月11日㈮～
　　　　　11月21日㈭のうち８日間
         　　18時15分～20時15分
▶場　所　千葉県教育会館新館５階501会議室
　　　　　千葉市中央区中央4-13-10
▶対　象　県内に在住または在勤の方は
　　　　　どなたでもご参加いただけます。
▶問合せ　千葉県商工労働部
　　　　　雇用労働課
　　　　　TEL：043（223）2743

令和元年 秋季全国火災予防運動の
実施について
　火災が発生しやすい時季を迎えるに当
たり、火災予防思想の一層の普及を図り、
もって火災の発生を防止し、高齢者を中心
とする死者の発生を減少させるとともに、
財産の損失を防ぐことを目的として令和元
年秋季全国火災予防運動を実施致します。

▶日　程　令和元年11月９日㈯～15日㈮
▶問合せ　千葉県防災危機管理部消防課
　　　　　予防・石油コンビナート班
　　　　　TEL：043（223）2177

小規模企業共済契約者の皆様へ
「災害時貸付」の実施について
　令和元年度 台風第15号の影響による
停電に伴う災害は小規模企業者に対して
大きな被害をもたらしました。中小機構で
は、災害の影響を受けた小規模企業共済
契約者を対象として、経営の安定を図るた
めに必要な事業資金の貸付を実施します。
▶問合せ　中小企業基盤整備機構
　　　　　小規模共済融資課
　　　　　TEL：03（3433）8811㈹

「中小企業に役立つメールマガジン」
〜千葉県産業情報ヘッドライン〜
　県内中小企業に対し、県、経済関係団
体等と連携し国・県・市町村・関係団体等
の有益な中小企業支援や経済・産業に関
する情報をお届けします。
▶問合せ　公益財団法人
　　　　　千葉県産業振興センター
　　　　　TEL：043（299）1078
　　　　　http://www.ccjc-net.or.jp

令和２・３年度 入札参加資格審査申請
（当初申請）について
　市および市企業局の入札に参加するに
は、入札参加資格者名簿に登録されてい
ることが必要です。入札参加資格申請は

「ちば電子調達システム」を利用した電子
申請で行います。詳細は市ホームページ
または県電子自治体共同運営協議会ホー
ムページをご覧ください。
▶申請期間　令和元年９月17日㈫～
　　　　　11月15日㈮ 17時必着

秋空肉バル＆オータムコンサート2019
▶日　時　10月20日㈰ 11時～17時
▶場　所　津田沼一丁目公園（通称SL公園）
▶内　容　出店、コンサート等
▶問合せ　船橋市前原商店会
　　　　　TEL：090（3210）3376

「秋まつり」を開催
▶日　時　10月26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　ハロウィンパレード、LIVE、
　　　　　アートフリーマーケット 等
▶問合せ　谷津遊路商店街
　　　　　TEL：047（451）3744
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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！

焼肉 善
ぜ ん

　『有限会社 大武薬局』では、1970年の開局以来、
地域の方々の健康をサポートしています。処方せん
の調剤や一般医薬品の販売はもちろん、介護用品や
在宅医療の相談も随時受け付けています。ご自身の
健康に不安を感じたり、何かお困りのことがある時
にはぜひお気軽にご相談下さい。

有限会社 大武薬局

"今日も、明日も、
患者さんのために"

　『額縁・額装工房 ベルトリー』では、額縁の加工・
取付、絵画の販売を専門に行っています。また、掛
軸の額への変更や、ピクチャーレールの取付、絵画
の引取りも可能です。是非、大切なポスターや小さ
い子供達の絵、ご自身で撮られた写真などを素敵に
飾ってみませんか。皆様のご来店お待ちしています。

"額縁・額装専門で30年！"

額縁・額装工房 ベルトリー

住所：津田沼 7-1-9　代表者：鈴木 茂さん　TEL：047（409）9992
営業時間：11時～19時　定休日：日曜日・月曜日  ※駐車場：有り
HP：http://www.belltory.com

住所：袖ヶ浦 5-7-6　代表者：大武 祐典さん
TEL：047（452）7985　営業時間：９時～19時（土曜日は17時まで）
定休日：日曜日・祝日

HP QRコード

地図 QRコード

　実籾駅北口から徒歩３分のところにある『焼肉 
善』は、肉の質と美味しさにこだわったお店です。
テーブル席は４席と限られており、週末になると予
約で埋まることもしばしば。家族連れはもちろんの
こと、ふっくら焼けたお肉をつまみにゆっくり飲み
たい方や友人同士でのご利用にもおすすめです。皆
様のご来店お待ちしています。

"この美味しさ 拡散希望！"

住所：実籾 5-3-24 白鳥ビル２階　代表者：田中 章幹さん
TEL：047（429）8898　営業時間：18時～25時
定休日：火曜日  ※21時以降カラオケもOK

地図 QRコード
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