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㈱谷津どうぶつ病院（谷津）
「病に厳しく、動物に優しく、人に丁寧に」
いつでも、いつまでも、飼い主とペットの生活を支える
ホームドクターでありたいという想いとともに。
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習志野商工会議所

「日商簿記２級試験
直前対策セミナー」
を開催
開催

当所では、TAC津田沼校と共催で、第155回 日商簿記
検定２級試験に向けた直前対策セミナーを開催します。
２級独学者の試験対策として、ぜひご参加ください。
内 容 「２級合格に向けた直前対策セミナー」
日 時 ５月９日㈯ 14時～15時30分
場 所 TAC津田沼校
費 用 無料
問合せ TAC津田沼校 TEL：047（470）1831
（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

開催

習志野市特定創業支援事業

「ならしの創業塾」
を開催

当所では、将来の地域社会を担う創業者の育成が地域
経済活性化の一助になるとの考えのもと、創業支援に力
をいれています。全５回の「ならしの創業塾」
の修了者（一
定要件有）には、株式会社を設立する際の登録免許税が軽
減されるなどの優遇支援を受けることができます。創業
をお考えの方は、この機会にぜひお申し込みください。
日 時 ５月16日㈯、23日㈯、24日㈰、30日㈯
６月６日㈯
全日９時30分～16時30分
場 所 習志野商工会議所
内 容 開業の仕方、事業計画の策定、融資・税務・販促
の知識など、創業に必要な知識を幅広く習得
（専門家による個別相談あり）
講 師 中小企業診断士、税理士、行政書士ほか
費 用 3,000円
（全５回、税込み）※学生は無料
定 員 30人（先着順）
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）

開会の挨拶をする白鳥会頭

表彰

第131回日本商工会議所表彰

第66回 通常議員総会にて、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方々に、日本商
工会議所会頭と習志野商工会議所会頭連名の表彰状が
授与されました。
（順不同、敬称略）
【授与者】
藤建㈱ 代表取締役 伊藤 達也 氏／不二装備工業㈱ 代表
取締役 﨑山 征雄 氏／㈱関東広興 代表取締役 澤田 雅彦
氏／㈱司茂商店 専務取締役 司茂 晃史 氏／本田土木工
業㈱ 代表取締役 髙山 貴子 氏／田久保建設㈱ 代表取締
役 田久保 浩一 氏／㈲𠮷田商店  代表取締役  仲澤 仁 氏
／平澤規雄税理士事務所 所長 平澤 規雄 氏／㈲習志野
スポーツ 代表取締役 三橋 正文 氏／
（医）
社団菊田会習志
野第一病院 理事長 三橋 稔 氏／㈱三代川運送 代表取締
役 三代川 文史朗 氏／日本ケーブル㈱ 本社工場 常務取
締役 湯浅 貞雄 氏／㈱横打 代表取締役 横打 研 氏／
コメット工業㈱ 代表取締役 由川 久子 氏

左から伊藤 氏、澤田 氏、白鳥会頭、髙山 氏、横打 氏（通常議員総会にて）

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！
昨年度の創業塾からも多数の起業者を輩出

報告「第66回 通常議員総会」
を開催
３月16日㈪、第66回 通常議員総会を開催し、令和２年度
（案）
（案）
習志野商工会議所 事業計画
や収支決算
など、全６
議案が承認されました。報告事項では、第126回 常議員
会における決議事項や、新型コロナウイルスに関する習志
野市への緊急要望書などについて事務局より報告しま
した。

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。
（今後の新型コロナウイルス感染症の状況次第では、中
止させていただく場合がございます。あらかじめご理
解とご了承賜りますようお願いいたします。）
基本検査内容

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）
γ-GTP）
③労働法令血液検査、肝機能（GOT、GPT、
、血中脂質

2 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）

習志野商工会議所

（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
開 催 日 時・会 場

日 程

会 場

5月26日㈫

商工会議所

5月27日㈬
谷津公民館
5月28日㈭
東部体育館
5月29日㈮ トーセイホテル
6月 2日㈫
東部体育館
6月 3日㈬ トーセイホテル
6月 5日㈮

商工会議所

受付時間
8：30～11：00
13：00～15：00
9：00～11：00
9：00～11：00
9：00～11：00
9：00～11：00
9：00～11：00
8：30～11：00
13：00～15：00

検診内容
A～E
A～D･乳がん
A～D･乳がん
A～D･乳がん
A～D･乳がん
A～E
A～E
A～D
A～D

※前立腺がん検査、大腸がん検査、じん肺検査は全日程
で受診が可能です。
※トーセイホテル（茜浜2-3-2）
健診コース

基本コース
オプション

コース（検査内容）
Ａ［①］
Ｂ［①＋②］
Ｃ［①＋③］
Ｄ［①＋③＋④］
Ｅ［①＋③＋④＋⑤］
乳がん検査（マンモグラフィ乳房撮影）
大腸がん検査
じん肺検査
前立腺がん検査（PSA検査）◆

料金（税込）
3, 870円
4, 900円
9, 000円
1 0 , 000円
1 4 , 300円
4 , 000円
1 , 050円
3 , 700円
2, 100円
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習志野市へ「新型
コロナウイルス感染症に関する
緊急要望書」を提出しました
お知らせ

当所では、３月13日㈮、緊急の正副会頭会議を開催し、
新型コロナウイルス感染症の影響から急速に業況が悪化
している市内中小企業・小規模事業者への支援策等につ
いて、宮本市長と意見交換を行いました。また、白鳥会
頭から宮本市長へ、市内事業者を対象に実施した新型コ
ロナウイルスの影響調査結果を踏まえた緊急要望書を提
出しました。
※要望書の内容は当所ホームページからご確認いただけます
【要望内容】
⒈ 資金繰り支援
⒉ 特に甚大な影響を受けた業種への集中的な支援
⒊ 公共工事、物販、役務等における工期・納期の配慮
⒋ 感染者発生時の円滑な対応

※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。
◆前立腺がんはオプションのみでの受診は不可です。
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）

白鳥会頭（左）から宮本市長（右）へ緊急要望書を提出

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響に関する緊急アンケート調査について
当所では、新型コロナウイルス感染症拡大による市内事業所への影響について緊急アンケートを実施
します。つきましては、アンケートにご協力いただけますようお願い致します。
回答方法 当所ホームページ【新型コロナウイルスに係る被害状況調査】
回答期限 ４月10日㈮ ～４月20日㈪
対 象 習志野市内事業所
問合せ 中小企業支援室

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

3

令和２年度

習志野商工会議所 事業計画

～魅力ある習志野の発展に向け、中小企業の
活力強化と地域の活性化に全力で取り組みます～
当所では、令和２年度の事業計画として、変化する経営環境への対応に加えて、構造的課題である「生産性
の向上」
「経営者の高齢化による事業承継の加速」
「労働人口の減少による人手不足の解消」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展開してまいります。

5つの重点項目
1.〈緊急課題〉 新型コロナウイルス関連への対応
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する会員事業所の業況が悪化して
（２月18日 設置）
いることを踏まえ、
「新型コロナウイルス関連経営相談窓口」
にて継続して対応していきます。

1.「緊急相談窓口」にて対応

2. 国、県等の施策や補助金・助成金支援策の周知

2. 会員事業所への経営支援
企業を取り巻く環境が激変する中、時代の変化に対応した経営環境整備への取り組みを
支援するとともに、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ます。

1. 変化する経営環境への対応
3. リスク管理と企業ブランド向上支援
4. 定期的な事業所訪問による経営課題の把握、解決

2. 生産性の向上、
事業継承の加速、
人手不足の解消
建設視察

3. 魅力ある地域づくりと潜在力の発揮
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
関係団体との連携を通じて、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. 地場産業の育成支援と広域連携
4. 地元大学との連携・交流

2. 地域スポーツを通じた明るく
元気な街づくり
習志野ソーセージ＆ビールフェスティバル

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津田沼駅周辺の再開発に向けた支援

5. 商工会議所機能の向上
商工会議所活動への積極的参加や帰属意識の醸成を図るとともに、最大の強みである
ネットワーク力を活かした事業と組織強化に取り組みます。

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

（ネットワーク）
2. 会員間の絆づくり
、
出会い交流

4. 事務局内の IT化推進

ビジネス交流会

4 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（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！

習志野商工会議所

部会の取り組み

2020.4.10

工業部会

関係業種における経営課題の改善や企業活動の活発化、
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）

地域関係団体との連携を図りながら、個店

多様な業種が集まるネットワークを活かした
地域産業の技術振興と承継、高度技術の研修、
経営基盤の強化に取り組みます
主な事業

①会員交流会 ②展示会出展支援 ③産学官連携等
基盤整備促進 ④企業視察・研修会 ⑤若手リーダー

の魅力づくりと実践の支援をしていきます

育成支援、交流 ⑥情報発信支援 ⑦雇用創出

主な事業

①地域資源活用 ②商業集客促進

吉田 茂雄 部会長
（広栄化学工業㈱）

建設業部会

③キャッシュレス対応
④HACCP対応 ⑤レジ袋有料化普及活動
⑥先進商業視察・研修

鈴木 和弘 部会長
（㈱ミツワ堂）

受発注機会と情報提供支援、受注先別
の課題の改善をしていきます
主な事業

サービス業部会（金融業分科会）
多様な交流機会を提供し、企業力の

①行政懇談会 ②意見交換会
③定例研修会 ④視察研修会
⑤住宅修繕斡旋 ⑥会員交流

向上と業務運営の円滑化、経営改善

田久保 浩一 部会長
（田久保建設㈱）

⑦労働環境改善等の研究

に貢献します
主な事業

①ビジネスマッチング
②セミナー ③金融機関意見交換会
④部会間交流・研修

織戸 克久 部会長
（㈲織戸自動車整備工場）

企業経営活性化委員会
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

委員会の取り組み

事業活動における重要事項について調査研究や
提言等を行っています。

地域・街づくり委員会

主な事業

①事業承継支援 ②伴走型経営支援
③経営発達支援計画 ④健康経営
⑤人材不足対策・働き方改革等

広報・情報化推進委員会

地域資源を活かしたまちづくりと

戦略としての IT利活用策を企業に

都市イメージの発信、次世代の

提示していきます

ひとづくりをサポートします

主な事業

①情報化推進セミナー

主な事業

①音楽、スポーツを通じた街づくり
②市内への誘客手法・環境整備の研究
③ボランティア団体・NPO等との連携

川村 浩司 委員長
（川村中小企業診断士事務所）

②最新情報施設の視察研修会
金子 正 委員長
（㈱茶茶）

青年部・女性会の取り組み
青年部

③組織内の IT化推進と情報施策の

竹谷 嘉夫 委員長
（総栄建設㈱）

調査研究

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。

女性会

青年経営者としての資質を向上させ、商工業の総合的

“女性ならでは” の視点で商工会議所の組織

な改善発展を図り、新しいまちづくりに取り組みます

基盤を強化し商工業の改善発達に寄与します

主な事業

主な事業

①部員拡大 ②部員の資質向上

①地域活性化事業への推進協力

③部員間のビジネス交流

②女性会事業のPRと研修会、講演会の開催

④県青連事業への参加 ⑤地域資源を活用

③地域福祉活動への協力 ④県女連

佐々木 秀一 会長
したにぎわい創出 ⑥会議所事業への参加 （イーエム電設㈱）

事業への参加 ⑤視察研修の実施

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！

田村 裕子 会長
（サービス電機㈱）
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習志野商工会議所

習志野商工会議所の検定試験のご案内

2020年度
試 験 名
簿

珠

実 施 回

記

算

日商PC検定 他
日商ネット試験
リテールマーケティング
（販売士）
環境社会検定試験®
（ECO）

受 付 期 間

第155回

1〜3級

6月14日㈰

4月 6日㈪〜 5月15日㈮

第156回

1〜3級

11月15日㈰

9月 1日㈫〜10月16日㈮

2021年 2月28日㈰

12月 1日㈫〜 1月29日㈮

6月28日㈰

5月22日㈮〜 5月28日㈭

10月25日㈰

9月16日㈬〜 9月24日㈭

2021年 2月14日㈰

1月 7日㈭〜 1月14日㈭

第157回

2・3級

第219回

1〜3級

第129回

段位

第220回

1〜3級

第130回

段位

第221回

1〜3級

第131回

段位

受 験 料
1級
2級
3級

7,850円
4,720円
2,850円

1級
2級
3級

2,340円
1,730円
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

※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。
第86回

2・3級

7月11日㈯

5月 1日㈮〜 6月19日㈮

第87回

1〜3級

2021年 2月17日㈬

12月 1日㈬〜 1月22日㈮

第28回

7月12日㈰

5月12日㈫〜 5月29日㈮

第29回

12月13日㈰

9月29日㈫〜10月30日㈮

7月 5日㈰

4月30日㈭〜 5月22日㈮

11月22日㈰

9月 8日㈫〜10月 9日㈮

6月21日㈰

4月21日㈫〜 5月 8日㈮

12月 6日㈰

9月23日㈬〜10月23日㈮

第48回

6月 7日㈰

4月 7日㈫〜 4月24日㈮

第49回

11月29日㈰

9月15日㈫〜10月16日㈮

福祉住環境
コーディネーター
検定試験®

第44回 2・3級

ビジネス実務法務
検定試験®

第47回 2・3級

カラーコーディネーター
検定試験

試 験 日

第45回 1〜3級

第48回 1〜3級

1級
2級
3級

7,850円
5,770円
4,200円
5,500円

1級
2級
3級

11,000円
6,600円
4,400円

1級
2級
3級

11,000円
6,600円
4,400円

スタンダードクラス
5,500円
アドバンスクラス
7,700円

【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。

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！〜

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

〒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/

6 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 ６月14日㈰

リテールマーケティング（販売士）検定 ２・３級 ７月11日㈯

習志野商工会議所

お知らせ・募集
習志野商工会議所 TEL：047（452）6700

募

▶定 員
▶対 象
▶内

容

▶問合せ

集

貴社のPRを支援します！

（JR津田沼駅南口 モリシア７F）

各10名 ▶参加費 1,000円
これから囲碁を覚えたい方、
少し知っている方
囲碁のルール、簡単な詰碁、
九路盤で実際に対局してみる
日本棋院 津田沼支部
TEL：047（475）5255

令和元年度補正予算
「ものづくり補助金」
習志野商工会議所では、会員限定で、
「持続化補助金」
の公募が開始されました
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
令和元年度 補正予算で措置された中小
毎月10日に発送している会報誌「商工
企業生産性革命推進事業のうち、
「ものづ
習志野」に、貴社のチラシを安価で折り込
くり・商業・サービス生産性向上促進補助
むＤＭ発送サービスを実施しています。
金（ものづくり補助金）」、
「小規模事業者持
▶発送先 会員事業所（約2,000事業所）
続化補助金（持続化補助金）」の公募が開始
されました。なお、これらの補助金にお
▶費 用 チラシ持込：31,500 円
いては、今般の新型コロナウイルス感染
印刷依頼：36,700 円（※１通約 15.7 円）
症の影響を受けた事業者に対し、採択審
▶問合せ 経営室 TEL：047（452）6700
査における加点措置等を講じます。
お知らせ
▶問合せ 独立行政法人 中小企業基盤
みんなで囲碁入門 参加者募集中！
整備機構 企画部
生産性革命推進事業室
▶日 時 ４月29日㈬㈷10時～11時30分
TEL：03（6459）0866
４月30日㈭ 10時～11時30分
▶場 所 津田沼囲碁クラブ
（受付時間：平日９時30分～12時、13時～17時30分）

2020.4.10

千葉県中小企業復旧支援補助金について
県では、令和元年台風第15号、第19号
又は10月25日の大雨により被災した地
域の復旧及び復興を促進するため、被害
を受けた中小企業者が行う施設や設備の
修繕に必要な費用の一部について、以下
のとおり補助します。
▶申請受付期間
２月３日㈪～４月30日㈭ 17時まで
▶問合せ 千葉県商工労働部 経済政策課
中小企業復旧支援補助金窓口
【２月３日開設】

TEL：043（223）3725
（受付時間：平日９時～17時）

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20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。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
習志野商工会議所では、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受ける中小企業者の皆様を対象に
「新型コロナウイルス関連緊急経営相談窓口」を設置し、資金繰り・補助金・助成金等のご相談に応じています。

＜新型コロナウイルス感染症関連の中小企業者支援策＞（※３月19日時点）

◉セーフティネット保証４号・５号
【千葉県信用保証協会】

〔資金繰り関連〕

◉新型コロナウイルス感染症特別貸付
【日本政策金融公庫】

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保
証（最大2.8億円）とは別枠の保証の対象とする資金繰り
（※市町村発行の認定書が必要です）
支援制度。

国が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業
況が悪化した事業者（フリーランスを含む）に対して別枠
融資制度を創設。信用力や担保に依らず一律金利とし、
〔雇用関連〕
融資後３年間まで0.9％の金利を引下げ。

◉雇用調整助成金の特例措置
【千葉労働局】

（※特別利子補給制度を併用することで実質無利子化）

◉新型コロナウイルス対策マル経
【習志野商工会議所】

商工会議所等で経営指導を受けた小規模事業者に対し
て、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う
制度に、新たにコロナウイルス感染症の影響を踏まえ
て特例措置（別枠1,000万円の範囲内で当初３年間、通常の
貸付金利から▲0.9％引下げ）
を講じた制度を創設。

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた
事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又
は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休
（※新型コロナウ
業手当、賃金等の一部を助成する制度。
イルス感染症の影響を踏まえた特例措置あり）

【問合せ】習志野商工会議所まで
他にも各種支援策がございます。

廃棄物の事は全てお任せ下さい！

産業廃棄物中間処理場

株式会社 ハセガワ

since1971

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

TEL：047（ 473）1638

http://www.hasegawa-eco.com/

なやみごと・相談受付、お気軽にご相談ください

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

顧問弁護士 渡辺 惇 先生

TEL：047（472）0911

7

あの店・この工場

会員紹介
No.

356
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習志野商工会議所

EDP合同会社
"お客様の満足向上を目指して
痒いところに手が届くサービスを"
『EDP合同会社』では、ITに関する商品・サービス等の
企画及び開発、Webサーバーの貸出し、ドメインの販
売及びホスティングサービスをメインにお客様のニー
ズに合わせたシステム開発業務を行っています。ま
た、お客様をサポートする最良のパートナーを目指し、
ベストサービス・ベストプロダクトを提供しています。
IT（インターネット等）のことでお困りごとなどございまし
たら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

HP QRコード

住所：大久保 1-1-36-404 代表者：江上 智之さん
TEL：047（427）5102 営業時間：９時〜18時
定休日：土曜日・日曜日・祝日 MAIL：info@edp-web.co.jp
HP：http://www.edp-web.co.jp

㈲燈台（ボディケアみどりの湯 田喜野井店）

HP QRコード

"一人一人の健康と笑顔を作ります "
『有限会社 燈台』では、美容健康関連事業者として本
物志向の美容と健康を提供しています。また、みどり
の湯 田喜野井店で行われているボディケアでは、健康
面でのさまざまなトラブルを解消するだけでなく、肩
こり・腰痛・冷え症などの不調も改善しています。お体
のことで何かお困りのことがある時にはぜひお気軽に
ご相談ください。皆様のご来店お待ちしています。

LINE QRコード

住所：船橋市田喜野井 6-24-10 代表者：和田 智恵子さん
TEL：047（462）5650 営業時間：10時～23時 定休日：なし
HP：http://toudai.co.jp/balance-mt1

㈲三協ドライセンター
" 衣替えの季節です！冬物の
衣料品のクリーニングは当店へ"
『有限会社 三協ドライセンター』では、自家ドライ機、
水洗機を完備して、一般衣料品、高級デラックス品、作
業衣、特殊品（皮革・着物・布団等）のクリーニングをお
預かりしています。一点一点丁寧に手仕上げしていま
すのでご安心してお任せいただけます。また、集配に
ついてもご相談ください。

地図 QRコード

住所：東習志野 2-20-2 代表者：菊地 慎吾さん
【平日】８時30分～19時
TEL：047（477）0566 営業時間：
【日曜日】10時～17時 定休日：水曜日・祝日

★ ますます充実！ スマートフォン ★
ドコモショップ 津田沼店

▼▽▼ ドコモおすすめサービス ▼▽▼

♥ d カード d カードゴールド

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

♥「災害用音声お届けサービス」

8 【発行所】習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

① ポイントカードも電子マネーも１枚でスマートに。
② d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。
③ dポイントを貯めてお得に♪

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！

【発行人】専務理事 高野 次夫

FAX：047（452）6744

詳しくは、ドコモショップへ！

〒275-0016 習志野市津田沼４-11-14

HP：https://www.narashino-cci.or.jp Ｅメール：key21＠narashino-cci.or.jp

※社内でご回覧ください

TEL：047（476）1100

ドコモショップ 津田沼北口店

