
有限会社　高秀牧場
　八千代市内には、現在12戸の酪農家がいます。都市化が進み酪農家も減
少しましたが、安心、安全な牛乳を毎日生産しています。また酪農家仲間で、
道の駅「八千代」にて搾りたての牛乳によるアイスクリームの製造販売を
しております。
　写真の乳牛は、2018年関東地区乳牛共進会にて準名誉賞を頂いた牛です。
■設　立：昭和39年10月　　■住　所：八千代市吉橋727
■E-mail：takahide@mtj.biglobe.ne.jp

丑年のお正月は
芸術品とも言える立派な乳房の乳牛を
御紹介します。
関東地区の大会で見事、「準名誉賞」に
輝きました！

会員のアート作品紹介Ⅲ

丑年

ハイエクセル  クイーン  ハマー

ハイエクセル  ブラクストン  アルマ
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スマホ・タブレットの方は
こちらから

※千葉西法人会の事業予定はホームページをご参照ください。

新年のご挨拶（会長・署長）
厚生委員会主催 新春福引大会参加へのご案内
令和2年度 納税表彰式
税務署だより
会員投稿頁『歯の健康シリーズ』(Ⅳ) −最終回− 上野歯科医院  上野正志 院長

こんにちはトップに直撃！　  松本ESテック株式会社  
地域の仲間たち
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大和証券㈱海浜幕張営業所／㈱オーケー光学
㈲川口メカニック／千葉フーズ㈱

https://www.chibanishi.or.jp

東国原英夫氏来る！
6月 8日㈫

通常総会にて記念講演会
御期待ください
詳しくは春号で

新
年
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令和3年 新年のご挨拶
　皆様、明けまして、おめでとうございます。

　会員各位におかれましては、新たな気持ちで正月をお迎
えのことと存じます。
　また、この間も医療関係者をはじめ、感染症への対応を
続けられている皆様に心より御礼と感謝を申し上げます。
　昨年１年間、新型コロナウイルスの影響下、会員の皆々
様には非常に厳しい１年間であり、法人会もその中で、会
員が新たに求める事業をいかに安全に実施するかを模索
し続けた年でありました。
　会長職をお受けして、今は２年目の第４コーナーに差し
掛かっています。こうした大きな環境変化の前で、昨年夏
頃迄は、事業の延期や中止、或いは組み換え等に追われ
る状態でした。その後、新しい時代を見据えた千葉西法
人会として、三密回避を念頭に、慎重な中でも出来る限り
前向きに事業を展開すべく皆で相談し、工夫を重ねて参っ
たところです。これは一重に、役員・会員の皆様のご協力、
ご支援の賜物であります。大変ありがたく感じております。

　これ迄、私は法人会でも皆で協力し合うことの重要性に
ついて強調して参りました。お陰様でこれにつきましては、
多くの皆様からご支持頂くと共に、本会の組織力を更に盛
り上げる動きに繋がっている様にも感じております。現状
は、多くの人が集まる交流の場作りはまだ、厳しいものが
ございますが、支部単位で役員同士が密を避けて昼間集
まったり、電話・メール等リモートで情報交換を行うことは、

こうした時だからこそ逆に重要なことと考えております。
支部長や支部役員のリーダーシップと会員の皆様のご理
解に改めて、御礼申し上げる次第です。法人会事業の原点、
各支部での団結がこうした時期にも一層強まることを念願
しております。
　長い歴史を歩んで参りました本会も、今、まさに新時代
を迎えています。この大きな流れを正しく捉え、これから
も多くの局面で存在感ある組織として、また会員・地域の
皆様方のお役に立つ団体として、一層の努力が必要です。
　法人会活動の柱、「企業の発展」「地域の振興」「社会へ
の貢献」に向け、千葉西、千葉北、習志野、八千代の4ブロッ
クが、そしてその中の33支部が、今年も力を合わせて参り
ましょう。相互に理解し合える関係作りを進めて参りましょ
う。 
　本年もこれ迄に倍するご支援、ご指導を頂戴できます様、
何卒宜しくお願い申し上げます。

　結びに当たり、会員企業並びに会員各位、そして社員、
ご家族の皆様方のご健勝をお祈り
申し上げ、新年のご挨拶とさせて
いただきます。

公益社団法人 千葉西法人会 会長
　渡邉　敏美 

　明けましておめでとうございます。
　令和３年の年頭に当たりまして、公益社団法人千葉西
法人会の皆様方に謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は、渡邉会長をはじめ千葉西法人会の役員並びに
会員の皆様方には、日頃より税務行政に深いご理解と格
別なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、新型コロナウイルスの感染拡大は、皆様方の事
業及び会活動に多大な影響を及ぼしているものと拝察し
ており、心からお見舞い申し上げます。一日でも早く感
染症が終息し、本来の事業活動が再開できますよう、切
にお祈り申し上げます。
　また、このような状況下におきましても、貴会におか
れましては、地域社会における税のオピニオンリーダー
として、「租税教室」や「税に関する絵はがきコンクール」
への取り組みなど、税知識の普及に努められるとともに、
各種講演会・研修会の開催など「新しい生活様式」にも
配意しながら幅広い事業活動を活発に展開されておりま
す。貴会がこれらの事業活動に熱心に取り組んでおられ
ることに心から敬意を表しますとともに、皆様方のご活
動が今後より一層盛んなものとなりますようご期待申し
上げます。

　なお、間もなく令和２年分の所得税、個人事業者の消
費税及び贈与税の確定申告期を迎えますが、千葉西税務
署では、庁舎建設工事のため駐車場が使用できなくなっ
ております。皆様方には、ご不便をおかけいたしますが、
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
　また、申告や納税につきましては、税務署や金融機関
など人の集まる場所に出向く必要のないe-Taxによる申告
や電子納税・ダイレクト納付があります。貴会におかれ
ましては、従前よりe-Taxの利用促進に多大なるご支援を
賜っているところですが、新型コロナウイルスの感染防
止対策の観点からも、今一度ご検討いただきますようお
願い申し上げます。
　結びに当たりまして、公益社団法人千葉西法人会の
益々のご発展と、会員の皆様方の
ご健勝並びに事業のご繁栄を心か
ら祈念いたしまして、新年の挨拶
とさせていただきます。

千葉西税務署 署長
　菅田　　進



〜厚生委員会主催〜

特賞 ： １０万円相当旅行券 【１本】
※コロナが落ちついてから、ゆっくりご利用可能です

1 等賞 ： ホテル 利用券 （約４万円相当） 【5 本】

法人会賞：グルメ物産品 ( 平均１万円相当 ) 【100 本！！】

 今年度、厚生委員会所管の交流事業は、感染症拡大防止の観点より、何れも中止せざるを
得ませんでした。
 そこで、会員の皆様に、“ 三密 ” を完全に避けた上での、会員交流事業を何か実施したいと 
委員会で協議して企画したものです。ナイター応援や管外研修会で予定していた予算を使っ
て、準備しています。
  会員の皆様だけの特典です。どうぞ今すぐ、ご参加下さい！

参加申し込みは、同封の
『新春大福引大会参加申込書』を

事務局宛にFAXするだけ！！
※1会員/1申込み、準会員・賛助会員も同じです

千葉西法人会からの年賀状でもお申込み可能です。
（どちらか一方で）

奮ってのご応募、 お待ちしています !

　　お申込み期限：２月５日（金）必着
　　抽選：２月末頃　発表：賞品発送をもって

♪ ・ ・ ・ 喜びの声等は、 広報誌 / 春号で予定しています ・ ・ ・ ♪

幕張新都心地区

★応募いただかなくては当たりません !

福
引
当
て
て

　

ま
っ
た
り
♡

会員様
会員様限定限定
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千葉西間税会主催「令和2年度  税の標語」入選作品の紹介



千葉西税務署 署長表彰受彰者（千葉西法人会からは、３名）
11 月 12 日（木）　千葉西税務署 ３階

千葉西税務署 署長感謝状受彰者（千葉西法人会からは、４名）

千葉西法人会 会長感謝状受彰者（７名）

令和 2 年度 納税表彰

受彰者の皆様、おめでとうございます

前列右から、 前列右から、 
髙際 完純 理事（八千代ブロック）、髙橋 勝 理事（習志野ブロック）髙際 完純 理事（八千代ブロック）、髙橋 勝 理事（習志野ブロック）

（前列左から２番目、徳永理事は今回は、間税会での受彰です）（前列左から２番目、徳永理事は今回は、間税会での受彰です）
高橋 秀治 理事（習志野ブロック）は当日所用にて、ご欠席高橋 秀治 理事（習志野ブロック）は当日所用にて、ご欠席

前列右から、  前列右から、  
安宅 照男 理事（八千代ブロック）、市原 浩一 理事（八千代ブロック）、安宅 照男 理事（八千代ブロック）、市原 浩一 理事（八千代ブロック）、
鈴木 和弘 理事（習志野ブロック）  鈴木 和弘 理事（習志野ブロック）  
前列一番左、  前列一番左、  
吹出 國男 理事（千葉北ブロック）吹出 國男 理事（千葉北ブロック）

上段左から、里見 陽 理事、佐藤あかね 理事 ( 共に千葉西ブロック）、大田 嘉之 理事、 上段左から、里見 陽 理事、佐藤あかね 理事 ( 共に千葉西ブロック）、大田 嘉之 理事、 
月山 早人 理事月山 早人 理事（共に千葉北ブロック）（共に千葉北ブロック）
下段左から佐藤 康弘 理事下段左から佐藤 康弘 理事（千葉北ブロック）（千葉北ブロック）、山口 博成 理事、小池 康博 理事（共に、山口 博成 理事、小池 康博 理事（共に
八千代ブロック）八千代ブロック）

高橋 秀治 理事高橋 秀治 理事
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千葉西間税会では管内小学生から“税の標語”を募集し、優秀作品を表彰しました



　令和２年度の「千葉西税務署管内 納税表彰」も、例年の幕張メッセでの表彰式典・祝賀会は、コロナ禍により中止と
なりました。千葉西税務署長のご配慮により、「署長表彰」と「同感謝状」の授与式のみが、11月12日（木）の午前、
午後に分け、三密回避を徹底する中、千葉西税務署３階において執り行われました。また、授与式は行えませんでしたが、
千葉西法人会会長感謝状授与の７名の理事へも個別に賞状及び副賞の授与を行うことができました。今回の受彰者は以
下のとおりです。
　また、同時に実施されている“中学生の「税についての作文コンクール」”についても、今年
度「千葉西税務懇和会代表幹事」を務める渡邉敏美会長から、習志野市立第２中学校にて、生
徒への授与を行うことができました。

令和2年度 納税表彰

納税表彰受彰者 ご紹介
（敬称略、五十音順）

千葉西税務署長表彰
　髙際　完純　理事　　株式会社 共栄工業
　髙橋   　勝　理事　   有限会社 髙橋化粧品店
   高橋　秀治　理事　   株式会社 サカエヤ
千葉西税務署長感謝状
　安宅　照男　理事　　株式会社 安宅
　市原　浩一　理事　　サンコー住宅産業 株式会社 
   鈴木　和弘　理事　　株式会社 ミツワ堂
　吹出　國男　理事　　株式会社 冷研エンジニアリング

公益社団法人 千葉西法人会 会長感謝状
　大田　嘉之　理事　　株式会社 アキテック
　小池　康博　理事　　株式会社 小池電機　
　佐藤あかね　理事　　アップ・テック・ジャパン 株式会社
　佐藤　康弘　理事　　株式会社 サトウオート
　里見　　陽　理事　　里見興業 株式会社
　月山　早人　理事　　株式会社 展商
　山口　博成　理事　　株式会社 追分水道

『税を考える週間』のページ
　毎年11月11日～ 17日の『税を考える週間』には、税に関する様々な企画が進められます。感染症予防の観点より、街頭
広報活動や税務署での公開講演会は中止となりましたが、千葉西法人会では以下の２事業を実施することができました。ご
協力ありがとうございました。

【『税を考える週間』の様子は、千葉西法人会HPのトップ頁にて詳細をご覧いただけます】
　ＨＰは
⇒こちら
　から

　午後2時30分から約1時間半、千葉西税務署３階会議室にて、署長
以下、幹部の皆様と女性部会員6名の意見交換会が行なわれました。
菅田署長からのご挨拶に続き、女性部会からは、参加者各位からの自
己紹介や税の使い道等に関する質問も出されました。今回の対コロナ
補正予算で、どういった分野にどの規模で税金が使われているか等々、
懇談だけではなく、税の意義について勉強することもできました。

（女性部会長/髙山　貴子）

◆女性部会主催「署の幹部を囲む座談会」11/17（火）

◆「署長を囲む懇談会」　11/16（月）　

　例年通り、本週間事業の一環として、11月16日(月)午後2時～ 3時
30分、千葉西税務署にて、優申会会員と千葉西税務署長、副署長、法
人課税第一部門統括官、上席との懇談会を開催しました。優申会から
は安宅照男会長、吉田茂雄・黒子恭伸副会長ら11名の会員が参加し、
コロナ影響下での企業情勢や経営方針等の話題や税制の関係等につい
て、様々に意見交換を行いました。

優申会だより
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※全2,291作品の中から入選された10作品を新年号、春号にてご紹介させていただきます



税 務 署 だ よ り
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税金は　人を支えて　支えられ
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千葉市立瑞穂小学校　6年生　【千葉西税務署　署長賞】



令和2年度第3四半期
本部関係会議等

会議名 開催日時 会　場  内　容 出席数

税制改正提言活動

10月26日(月）
8:30 ～ 9:00 小林鷹之事務所

・渡邉会長、植村副会長(八千代ﾌﾞﾛｯｸ長)が地元選出国会議員へ次年度税
制改正への提言を行った。今回提言の主旨は、コロナ対策最優先の後、
財政健全化にもしっかり取り組むこととしたが、同時に中小企業税制措
置等への要望、景気刺激策についても幅広く意見交換を行った。

3名

10月26日(月）
10:30 ～ 11:00

八千代市
市長応接室

・同じく渡邉会長と植村副会長で市長室を訪問し、次年度の地方税制
等への提言を行なった。また、本会の広報誌を見ていただきながら、
諸活動について報告を行った。（以降、納税課窓口に、広報誌を置いて
広く納税意識高揚に役立てていただけることとなった。）

3名

11月4日(水）
15:00 ～ 15:40

習志野市
市長応接室

・吉田副会長(習志野ブロック長)が市長室を訪問し、新年度に評価替え
予定の固定資産評価をはじめとして地方税制への要望等、法人会からの
提言を行った。また、寒さを迎え、一段と厳しくなる感染症対策に関し
ても、新年賀詞交歓会中止等、今後の活動への理解を得ることができた。

2名

11月20日(金）
9:30 ～ 10:00

千葉市
市長応接室

・今回も千葉東法人会と共に、佐藤正直副会長（千葉北ブロック長）が
本会を代表し、熊谷市長に税制改正提言を行った。千葉市が進める感染
症対策について、こうした中での法人会の活動について、相互に報告を
行い、引き続きこの非常事態を協力して乗り切って行くことを確認した。

2名

委員会活動状況
会議名 開催日時 会　場  内　容 出席数

第3回広報委員会 10月6日(火）
13:30 ～ 14:30

千葉西法人会
１階研修室

・広報誌秋号(161号)の編集会議②
・広報誌新年号以降の企画について
・ホームページの見直しについて

11名

第2回研修委員会
10月22日(木）

17:00 ～ 18:30
千葉西法人会
１階研修室

・本年度の本部・ブロック研修事業について
・「第25回法人会フォーラム」について
・今後の研修事業体系について

9名

第2回厚生委員会 11月4日(水）
17:00 ～ 18:30

千葉西法人会
１階研修室

・今年度の福利厚生制度進捗について
・新企画「福引大会」についての協議 7名

（総務委員会）
第2回法人会会館
長期修繕費検討小委員会

11月10日(火）
16:00 ～ 17:30

千葉西法人会
１階研修室

・法人会会館長期修繕費算定と実施時期基準について
・修繕工事発注規則の検討（9/30第1回小委員会に続き開
催）

6名

第2回総務委員会 11月19日(木）
17:00 ～ 18:30

千葉西法人会
１階研修室

・本年度事業計画運営状況について
・法人会会館長期修繕費検討小委員会からの報告
・次年度予算の組み立て、役員改選について

9名

第4回広報委員会 11月24日(火）
12:30 ～ 14:30

千葉西法人会
１階研修室

・広報誌秋号（161号）の反省
・広報誌新年号（162号）編集会議①
・本会新ホームページ切り替え後の対応について

8名

第5回広報委員会 12月15日(火）
13:30 ～ 14:30

千葉西法人会
１階研修室

・広報誌新年号(162号)の最終編集会議②
・広報誌春号からの新企画について
・ホームページ見直しと「会員検索システム」について

9名

10/26　税制改正提言活動10/26　税制改正提言活動

小林鷹之衆議院議員へ小林鷹之衆議院議員へ 服部友則八千代市長へ服部友則八千代市長へ

熊谷俊人千葉市長へ熊谷俊人千葉市長へ
（県連花島会長と共に）（県連花島会長と共に）

宮本泰介習志野市長へ宮本泰介習志野市長へ

11/4　税制改正提言活動11/4　税制改正提言活動

10/26　税制改正提言活動10/26　税制改正提言活動

11/20　税制改正提言活動11/20　税制改正提言活動

10/6　第3回  広報委員会 11/4　第2回厚生委員会 11/10　修繕費検討小委員会 11/19　第2回総務委員会

7 ほうじん千葉西 8ほうじん千葉西

子どもでも　支えあってるよ　消費税

本部・委員会だより



研修委員会活動状況
会議名 開催日時 会　場  内　容 出席数

第4回
新設法人説明会

10月13日(火）
13:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

「企業経営と税金の関係」
「法人税、消費税、源泉所得税の基礎知識」
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官

9名

第7回
決算法人説明会

10月14日(水）
13:30：16:30

千葉西法人会
１階研修室

「決算と申告事務の流れと注意点」
「法人税、消費税、源泉所得税の改正事項と注意点」
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官

8名

第2回
パソコン研修会

〈Excel中級編〉

10月16日(金）
13:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

9月実施の基礎コース続編として開催したパソコン実務研
修の中級コース。普段の業務効率が格段にアップする
Excel操作の小技・裏ワザを順序立てて学習。

4名

1日でわかる簿記の
仕組み

10月21日(水）
9:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

「わかりやすい簿記・経理の実務セミナーとして、　
簿記の仕組みと基礎知識の習得」
講師：千葉県税理士会税理士　勝谷忠広　氏

11名

第8回①、②
決算法人説明会

11月16日(月）
11月18日（水）

13:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室
※定員超過で2回実施

「決算と申告事務の流れと注意点」
「法人税、消費税、源泉所得税の改正事項と注意点」
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官

各7名

税制改正説明会 11月26日(木）
15:00 ～ 16:30

千葉市幕張勤労市民プラザ
2階多目的室

例年は5-6月開催の本説明会は、本年度は各ブロック共延期
となっており、署のご理解を得て、改めて11月に開催した。
千葉西ブロック主催で、全ブロックからの参加を得た。

8名

10/16　第2回  パソコン研修会 10/21　第2回  1日でわかる簿記の仕組み 11/26　税制改正説明会

初企画 『オン・デマンド セミナー』を開催しました！

　研修委員会では、今年度の諸状況を勘案し、年度途中に、上記セミナーを初めて立案し、その第１回
を12月９日（水）午後２時から３時半迄、実施しました。
　初回にも関わらず、34名の参加申し込みがありました。参加された皆様からの視聴後の感想は以下の
とおりです。

　次回は、２月３日（水）「渋沢栄一に学ぶ「論語と算盤」」の演題で、講師は、福永雅文 氏（戦国マー
ケティング㈱代表、ＮＰＯランチェスター協会 常務理事兼研修部長）です。 こちらも定員制ですので、
お早目のお申し込みをお願いします。　
          ⇒　聴講申し込みはこちらから　https：//rod-ｍ.com/210203/1424.html

第１回　千葉西法人会 特別企画オンラインセミナー

（視聴後の感想等）
　・実体験に基づくお話が多く、面白い内容だった　　・銀座という街の歴史と現在が垣間見られた
　・社員教育の部分でとても参考になった
　　　5段階中の評価では上位から2番目の評定を最も多く頂きました。

好評開催‼
with コロナ after コロナに向き合う
「銀座のママに学ぶ　接遇・おもてなし講座」

講師：銀座「クラブ稲葉」ママ
　　　株式会社白坂企画代表 白坂　亜紀　氏

7 ほうじん千葉西 8ほうじん千葉西

八千代市立萱田南小学校　6年生　【千葉県間税会連合会　会長賞】



令和2年度第3四半期
役員会

研修名 開催日時 会　場  内　容 出席数
千葉西ブロック
第1回正副ブロッ
ク長委員長会議

11月2日(月）
17:30 ～ 19:30

ホテルスプリン
グス幕張

・本年度事業進捗状況について
・今後のブロック事業予定について
・収支決算見込み

8名

千葉北ブロック
第1回正副ブロッ
ク長委員長会議

11月6日(金）
12:30 ～ 14:00 花見川「川京」 ・本年度事業進捗状況について

・今後のブロック事業予定について 13名

習志野ブロック
第1回正副ブロッ
ク長委員長会議

11月9日(木）
11:30 ～ 13:00

津田沼モリシア
銀座アスター
津田沼賓館

・本年度事業進捗状況について
・今後のブロック事業予定について
・次年度ブロックの組織構成について

13名

八千代ブロック
第1回正副ブロッ
ク長委員長会議

11月27日(金）
18:00 ～ 20:00

八千代台
ユアエルム２階
ブラームス

・本年度事業進捗状況について
・今後のブロック事業予定について
・収支決算見込み

15名

千葉北ブロック
第2回正副ブロッ
ク長会議

12月11日(金）
12:30 ～ 14:00

ホテルグリーン
タワー幕張

・新年度役員改選について
・収支決算見込み 6名

ブロックだより

11/2　千葉西ブロック 正副 B 長委員長会議 11/6　千葉北ブロック 正副 B 長委員長会議

11/27　八千代ブロック 正副 B 長委員長会議 12/11　千葉北ブロック 正副 B 長委員長会議

11/9　習志野ブロック 正副 B 長委員長会議

事　　業 月日 曜日 時間 会場等 主　な　内　容

第５回 
新設法人説明会 1/13 水 13:30 ～

16:30
千葉西法人会
１階

「企業経営と税金の関係」「法人税、
消費税、源泉所得税の基礎知識」 
講師：千葉県税理士会税理士、千葉
西税務署担当官

第 9 回 
決算法人説明会 1/14 木 13:30 ～

16:30
千葉西法人会
１階

「 決 算と申 告 事 務 の 流 れと注 意
点 」「 法 人 税、 消 費 税、 源 泉
所 得 税 の 改 正 事 項 と 注 意 点 」 
講師：千葉県税理士会税理士、千葉
西税務署担当官

第１回 
八千代ブロック
研修会

1/18 月 15:00 ～
16:30

八千代
商工会議所

内 容： ① こ の 機 会 に 弁 護 士 に
聞 い て み よ う！聞 い て ｽ ｯ ｷ ﾘ 悩
み 相 談 室 ② Ｅ Ａ Ｐ ～ 福 利 厚
生 と し て の 法 律 相 談 の 導 入 ～ 
講師：一葉法律事務所 石川 真也弁
護士 /M.L.T 法律事務所 福世健一郎
弁護士 / 弁護士 髙際  康寛　氏

各ブロック役員会
1/

下旬～
２/
下旬

未定
・今年度事業の経過と決算見込み
・新年度事業計画と収支予算
・ 新年度ブロック、支部役員改選に

ついて

会費完納強化月間 2/1 ～
3/15

1ヶ
月半

支部毎に適
宜

各ブロック                                              
・支部等

各支部における会員未納会員に対し
行う
個別訪問の集金活動

第 6 回 
新設法人説明会 2/9 火 13:30 ～

16:30
千葉西法人会
１階

「企業経営と税金の関係」「法人税、
消費税、源泉所得税の基礎知識」 
講師：千葉県税理士会税理士、千葉
西税務署担当官

第 3 回総務委員会 2/16 火 17:00 ～
18:30

千葉西法人会
１階 

（予定）

・新年度事業計画と収支予算
・新年度役員改選の件
・今年度事業報告と決算見込み 他

事　　業 月日 曜日 時間 会場等 主　な　内　容

第 6 回広報委員会 2/
中旬

13:30 ～
14:30

千葉西法人会
１階

・「広報誌 / 新年号」の反省
・「広報誌 / 春号」編集会議
・ホームページについて 他

第 3 回研修委員会 未定 未定
・本年度のブロック研修会状況報告
・ 第 25 回法人会フォーラムの件
・その他研修企画について

正副会長会議 2/ 
中下旬 未定

・ 今年度事業の経過と次年度事業案
の件

・新年度役員改選の件
・今年度事業報告と決算見込み 他

理事会（予算） 3/9 火 11:00 ～
13:00 ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰ幕張

・新年度事業計画と収支予算
・会員増強報告
・本年度決算見込み 他

第 10 回・第 11 回
決算法人説明会 

（3 月決算法人対
象）

3/18 木
①  9:30 ～

12:30 
② 13:30 ～

16:30

津田沼モリシア
ホール 4 階 

（午前、午後の 2
コマ）

「決算と申告事務の流れと注意点」
「法人税、消費税、源泉所得税の改
正事項と注意点」
講師：千葉県税理士会税理士、千葉
西税務署担当官

( 参考）次年度の予定

理事会（決算） 4/20 火 11:00 ～
13:00

ホテル 
 ザ・マンハッタ
ン

・令和２度事業報告と収支決算
・新年度事業計画と収支予算（報告）
・第 45 回通常総会議案について 他

第 45 回通常総会 6/8 火 14:00 ～
アパ ホテル 
＆リゾート 
東京ベイ幕張

・令和２年度事業報告、決算
・令和３年度事業計画、予算（報告）
・諸規定の見直し　・役員改選

今後の事業計画（本部・委員会・ブロック）

9 ほうじん千葉西 10ほうじん千葉西

みんなの税　人の笑顔に　使われる



部会だより

10/15　税研部会 第 3 回研修会

11/17　女性部会第 3 回役員会

11/29 ～ 30　青年部会管外研修会

11/5　税研部会 第 4 回研修会

11/20　税研部会 第 5 回研修会

11/11　税研部会 役員研修会兼税制委員会

令和2年度 第3四半期
会議・研修

部会名 開催日時 会　場  内　容 出席数

税研部会
第3回研修会

10月15日(木）
15:00 ～ 16:30

千葉西法人会
1階研修室

・源泉所得税講座「報酬料金、非居住者の取り扱い」
講師：千葉西税務署 法人課税第2部門担当官 14名

税研部会
第4回研修会

11月5日(木)
①9:30～12:00
②14:00～16:30

津田沼ﾓﾘｼｱﾎｰﾙ
4階 年末調整等説明会（午前、午後2コマ開催） ①24名

②33名

税研部会
役員研修会
兼税制委員会

11月11日(水）
16:00 ～ 18:00

ﾒｲﾌﾟﾙｲﾝ幕張
ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

・会議：本年度事業計画、税制提言活動について
・研修会：審議担当事例紹介、電子帳簿について 10名

女性部会
第3回役員会

11月17日(火）
12:00 ～ 13:30

千葉西法人会
1階研修室

・「署の幹部を囲む座談会」について
・今年度事業について、　・租税教室、絵はがきコンクールの件
・創立40周年記念事業について

12名

税研部会
第5回研修会

（公開講座）

11月20日(金）
①9:30～12:00
②14:00～16:30

津田沼ﾓﾘｼｱﾎｰﾙ
4階

年末調整等説明会（午前、午後2コマ開催）
※会員以外の方々への参加を促進

①12名
②12名

青年部会
管外研修会

11月29日(日）
～

11月30日(月）

伊香保
塚越屋七兵衛

本年度は部会員の研鑽を目的として、研修事業に力を入れる事業方針の
中、旅館事業立て直しの経験講話を受講。これ迄の研修の中で最高の内
容だったとの評。（感染症対策、全員で徹底しました）

11名

事　　業 月日 曜日 時間 会場等 主　な　内　容

税法研究部会第 2 回役員会 
( 税制委員会合同 ) 1 ～ 2 中旬 18:00 ～

20:00 未定
･ 次年度税制改正の提言に関する手順の件
・4 月上旬開催予定、定時総会の運営等の件
・役員改選の件

青年部会 
第 3 回部会員会議 1/21 木 18:30 ～

20:30 千葉西法人会　1 階研修室 ・次年度事業計画、収支予算
・役員改選について

女性部会 
第 4 回役員会 2/3 水 15:00 ～

17:00 千葉西法人会　1 階研修室 ・今後の事業運営の件　・新年度役員の件
・第 41 回定時総会の諸事項の件

税法研究部会 
第 6 回研修会 2/4 木 15:00 ～

16:30 千葉西法人会　1 階研修室 ★源泉所得税講座④
 「退職所得の取扱い」

税法研究部会 
第 7 回研修会 3 初旬 15:00 ～

16:30 千葉西法人会　1 階研修室
☆税法税務・経営等研究講座③
・テーマ：令和 3 年度 税制改正の概要
･ 講　師：千葉県税理士会所属税理士

女性部会 
第 5 回役員会 3/3 水 15:00 ～

17:00 千葉西法人会　1 階研修室 ・第 41 回定時総会の議案と運営の件
・「租税教室」「絵はがきコンクール」最終報告

青年部会 
第 4 回部会員会議 ３/ ４ 木 18:30 ～

20:30 千葉西法人会　1 階研修室
・次年度事業報告と決算見込み
・役員改選について
・部会総会の件

今後の事業計画（令和２年度第 4 四半期）

9 ほうじん千葉西 10ほうじん千葉西

八千代市立八千代台西小学校　6年生　【千葉西間税会　会長賞】



委 員 長　
　　　髙橋　　勝（習志野ブロック）

副委員長
　　　吉橋　雅晴（八千代ブロック）

委　員　篠原　秀作（千葉西ブロック）
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事業所名 ホームページアドレス 所　　在　　地 電　　話 業　　種
千葉西ブロック
幕張西部支部
　幕張 PLAY ㈱ 千葉市花見川区幕張本郷 3-5-10-104 080-4668-2134 土木建築サービス業（建築設計）
　㈱ホウエイ技建 千葉市花見川区幕張本郷 2-34-19-210 043-286-1300 貸家、貸間業
　㈱ホウエイアセット 千葉市花見川区幕張本郷 2-34-19-210 090-3060-4199 貸家、貸間業
　フレスコツナ㈱ 千葉市花見川区幕張本郷 1-3-33キャロットビル402 043-301-5524 魚類販売業
作新支部
　㈱ナイトーコーポレーション 千葉市花見川区作新台 5-26-23 043-311-5555 電気工事業
　㈱壁装社 千葉市花見川区作新台 3-10-19 043-301-3980 内装工事業
　小川産業㈱ 千葉市花見川区長作町 708 043-432-9911 建設用金属製品製造
花園支部
　STORY UP㈱ https://start-story.com/ 千葉市花見川区花園町 1522-20 050-1745-9111 コンサルティング業
幕張新都心支部
　㈱ビュート www.bute.co.jp 千葉市美浜区中瀬 1-3MTG-CB 棟 3 階 MBP 043-273-7123 旅行業(クルーズ)
　LC TECH ㈱ 千葉市美浜区中瀬 1-3MTG-CB 棟 3 階 MBP 043-296-7435 電子部品コンサルティング
　㈱アジアブリッジパートナーズ ｗｗｗ .abp2020.co.jp 千葉市美浜区中瀬 2-6-1WBGマリブイースト14階 043-297-3145 ＩＴ・ソフトウエア
　㈱セカンドトラック 千葉市美浜区打瀬 1-6-4-E1703 047-498-9981 自動車小売業
　㈱フューチャードリーム mizunokura.com 千葉市美浜区ひび野2-3アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張3階 043-400-2818 建設業

千葉北ブロック
犢橋支部
　㈱ AREA ONE 千葉市花見川区犢橋町 1649-9-2 階 043-307-7128 建設業
畑天戸支部
　㈱双葉 kanbanya.biz 千葉市花見川区天戸町 6-3 043-301-5625 サイン業（看板）
　㈱トミナガ 千葉市花見川区天戸町 352 043-258-7920 製造業(粘着ｶ ﾑ゙ﾃｰﾌﾟ等の加工・販売)
こてはし台支部
　㈱クリーン回収便 千葉市花見川区大日町 1451-4 043-445-7071 リサイクル・建設
　冨永クリサナー 千葉市花見川区こてはし台 1-12-4 080-2286-6484 サービス業(マッサージ)

習志野ブロック
津田沼支部
　永幸不動産㈱ 習志野市袖ケ浦 4-14-6 047-767-0721 不動産賃貸業
　㈱エムトラスト 習志野市津田沼 5-14-16 047-411-7613 建設業
谷津支部
　㈱ＡＭＢＩＣＩＯＮ 習志野市谷津 1-18-30-TSK アベニュー 103 080-6590-1525 経営コンサルタント
　㈲八百初 習志野市谷津 3-1-2 047-453-5618 野菜、果物販売業
　㈱谷津どうぶつ病院 習志野市谷津 2-20-7 047-451-5566 動物病院
　㈱ハロー・マザーズ 習志野市谷津 3-1-2-103 047-453-5657 食肉業(焼き鳥屋経営)等
　㈱レシード 習志野市谷津 7-10-3 047-409-0470 不動産賃貸業・管理業
本大久保鷺沼支部
　㈱ WOW 習志野市鷺沼 3-6-15 047-494-9834 一般土木建築工事業

八千代ブロック
大和田萱田支部
　㈲いわい 八千代市萱田 1758 047-482-2052 不動産賃貸・管理業
　㈱正新建設 http://www.seishin-kensetsu.co.jp/ 八千代市萱田町 542-99 047-409-3952 土木工事業
　㈱エグノ 八千代市大和田 910-5-2 階 047-752-2055 造園工事業
大和田第２支部
　㈱マルナカ 佐倉市畔田字塚原 756 043-312-5612 機械製造・販売・レンタル
　京成バラ園芸㈱ https://www.keiseirose.co.jp 八千代市大和田新田 755 047-459-0055 バラ苗生産販売、バラ園・園芸店直営、造園設計施工管理
大和田第３支部
　㈱ワイシーエス yomiuri-ysc.com 八千代市高津 678-2 047-459-0084 新聞業
　千葉開発事業 ( 協 ) 八千代市高津 1066-15 047-419-9100 建設工事等の共同受注
睦支部
　㈱沼岡設備 八千代市島田台 963-6 047-488-0265 都市ガス配管設備工事
八千代台支部
　トーハク・物流サービス㈱ 八千代市八千代台西 2-5-2 047-411-6220 運送業
　㈲いづみ屋 八千代台東 4-8-19 090-1882-1508 飲食業
上高野阿蘇支部
　愛敬㈱ 八千代市米本 2207-8 047-488-1118 居宅サービス業
　㈱サンリツ http://www.san-g.com 八千代市上高野 1353-25 047-487-2850 臨床検査事業
村上下市場
　㈱グラスランチハウス 八千代市村上南 3-5-3-102 047-409-6996 一般土木建築工事(住宅新築ﾘﾌｫｰﾑ)

賛助会員
管外
　㈱Ｓａｒａｒｉ 千葉市稲毛区小仲台 2-11-1 ｽｶｲﾊﾟﾚｽ小仲台 101 043-254-5966 パソコン教室
  （同）ウェアハウス 白井市野口 3-10 − 不動産賃貸業
　グレスリンク㈱ 千葉市中央区新千葉 2-18-5 043-310-3361 不動産賃貸業
　㈱オーヴァル 東京都江東区新砂 1-6-35 ｲｰｽﾄｽｸｴｱ東京 7 階 03-3686-9001 ステンレス卸

新会員紹介新会員紹介 (2020.10.1 ～ 12.20）
※  ホームページアドレスは入会申込書に記載があった場合のみ掲載しています。また、本会

ホームページとのリンク承諾先は逐次、手続きを進めています。ご要望があれば、事務局宛、
どうぞご連絡下さい。 〈敬称略〉  
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人々の　支えになるよ　消費税



　「歯の健康シリーズ」最終回は、定期検診の重要性
についてです。

歯を失う原因は様々
①むし歯、歯周病（感染症）
　→　クリーニングで予防
②歯の破折（過大な力）
　→　「気づくこと」とマウスピースで治療
③治療の先送り・中断
　→　定期的通院で予防
　特に③の治療の中断は治療を受ける前よりも歯を
脆くすることになるので、絶対に避けたいところです。
　これらを避けるには定期健診（メインテナンス）が
極めて有効になります。

定期健診（メインテナンス）の必要性
①�「メインテナンスを受けていた人」と「痛いとき
に初めて治療を受けた人」では80歳時の残存歯が
15.7本と6.8本の差になる統計があります。
②�毎日の歯ブラシでは落としきれない汚れ・細菌・歯
石をプロによるクリーニングできれいにし、むし
歯と歯周病を防ぐことができます。
③�口腔がんなどの命にかかわる病気の早期発見がで
きます。（目に見えるところなので早期発見が可能。
必ずしもバリウムを飲んだり、レントゲン検査を
受ける必要がない。）
④�早期発見で歯を抜いたり削ったりしないですむ。結
局は通院回数が少なくてすむ。

定期健診（メインテナンス）の具体的方法

①まずはお口の中の現状を知る
②口腔および歯周組織検査
③ブラッシングチェック
④プロフェッショナルクリーニング
⑤フッ素塗布

　メインテナンスは痛くなく快適で爽快です
　明日から、歯科医院でメインテナンスを受けてみ
ましょう。

　一般医科の掛かり方とは少し違った利用の仕方が歯科
にはあります。
　痛くないときにこそ歯科医院を利用し、定期健診（メ
インテナンス）を習慣づけましょう。
　4回シリーズはこれで完了です。
　歯を大切にしましょう‼

歯の健康シリーズ

会員投稿ページ　第 2弾
4回シリーズ
第 4回

定期検診の重要性とここまでのまとめ
千葉西ブロック　真砂磯辺支部
医療法人社団　上野歯科医院　院長・歯学博士　上野　正志

① ②

③ ④

⑤

ポイント
お口の健康は全身の健康と深く関係する

定期健診（メインテナンス）はお口の健康を
維持増進するための強力な武器である。

メインテナンスは痛くなく、怖くなく、爽
快である

次回シリーズ　会員投稿ページ　第 3 弾
『心理学を社内、家庭、社会に生かす！（全 4 回）』（仮題）
アニモプラス株式会社　代表取締役社長　高橋 晃子（産業カウンセラー）さんです。ご期待ください‼
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八千代市立八千代台西小学校　6年生　【全国間税会総連合会　入選】



篠原委員長：こんにちは。最初に会社の設立の経緯(どの
様な想いで)と歴史をご紹介下さい。
松本社長：1947年（昭和22年）に私の祖父である松本
兼吉が復員後、都内御徒町に松本商店を創業し、珪素鋼
板（のちの電磁鋼板《脚注》）の販売を始めました。当時、
珪素鋼板は“サブロク”の板（３尺×６尺、鋼板の大き
さの単位。畳やベニヤ板の大きさ）と呼ばれる状態でした。
祖父はそれを鉄鋼メーカーから仕入れ、リヤカーに積ん
でお客様に届けていたそうです。祖父は戦時中レーダー
の技術者をするなど、元々機械を扱うことが好きだった
こともあり、戦後知人から勧められたモーターの鉄芯材
料である珪素鋼板に将来性を感じたのかもしれません。
ほどなく、珪素鋼板はロール状の鋼帯になり、鋼板の
シャーリング（切断）を開始し、素材販売を専門に少し
ずつ規模を大きくしていきました。1955年に有限会社松
本商店を設立、1957年には株式会社に改組しました。そ
してそれまで素材販売のみだったところから、さらに加
工して付加価値を付けていきたいと考えていたところに、
当時参加していたセミナーの講師として来ていた東芝社
長の土光敏夫氏との縁で同社がちょうど指向していた外
注を手掛けるに至り、同社柳町工場より機械の譲渡や技
術指導を受け、プレス加工を始めることになりました。
事業拡大に伴い1966年に幕張に用地を取得、工場を建
設、稼働させるに至りました。1970年には松本シリコン
スチール工業と商号変更し、本社を幕張工場に移動しま
した。その後オイルショック、省エネの波は当社をさら

に精密加工メーカーに
変貌させることになり
ます。そして当時とし
ては最新鋭のプレス機
を持つ加工工場として
1980年には千葉県白井
市に白井工場、1984年
には山形県鶴岡市に鶴
岡工場が稼働し、３拠
点での生産が始まりま
した。2005年の当社設
立50周年には更なる発
展を期待し社名を松本
ESテックと変更しまし
た。そして時代が環境に配慮した電気エネルギー中心と
なり、また労働人口の減少を背景に工場自動化による産
業用ロボットの普及などこれからのモーター市場がさら
に拡大する傾向がある中、2007年に白井第二工場、
2015年には白井第二工場２号棟を建設し、国内１号機と
なる大型の高速精密プレス機械を設置、現在では当社の
主力として稼働しています。
篠原委員長：創業者からの、社長引き継ぎ迄のお話を伺
わせていただきたいです。
松本社長：私は当社３代目社長になります。私が入社し
たのは約25年前になりますが、当時すでに祖父は高齢で
したが創業者の気概といいますか第一線の現役社長とし
てバリバリ会社をけん引しておりました。周囲からは心
配もされていたようですが、まだまだ後継者のことを考
えるような感じもないほどでした。私は入社時、まず管
理部に配属され、そこで製品の売上や出荷、また素材の
管理からスリット加工ラインの生産計画などを担当して
いました。その時の上司が、今の依田取締役財務・経理
部長でした。入社して10年くらい経った頃、これからの
ことを考えまず人事をしっかりさせたいと祖父に進言し、
人財開発部を立ち上げ、軌道に乗った時期に改めて人事
部門を含めた総務部を立ち上げました。そして2008年、

松本ESテック株式会社
代表取締役社長  松本  晴代

会員企業訪問シリーズNo.19

　今回は、創業73年、千葉西ブロックの松本ESテック株式会社
さんで、トップに直撃インタビュー！
　国道14号線上り車線を幕張から京葉道路幕張インターに向け
て進む途中、明るいマリンブルーの社屋が当社のシンボルです。
幕張本社に伺い、松本晴代代表取締役社長から、千葉西ブロック、
篠原秀作広報委員長がお話を伺いました。

インタビュアー： 篠原　秀作  千葉西ブロック広報委員長
日時：2020年11月4日（水）10：00 ～ 11：50
場所：松本ESテック株式会社（千葉市花見川区幕張町2-7714）

こんに
ちは

トップ
に直撃

！
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税金で　明るい未来を　支えよう



14ほうじん千葉西

ありますが、これがうまくい
かないと不具合に繋がった
りしますし、コミュニケー
ションから得られることは大
きいと考えているので地道
に積み重ねていくようにし
ています。
篠原委員長：最後に、製品 
(事業)について、もう少し詳
しく教えて下さい。
松本社長：当社は昭和22年
の創業以来、社内一貫生産体制のもと電磁鋼帯のスリッ
ト（裁断）加工・販売からモーターコア（鉄芯）などの
電磁鋼製品の量産・試作・販売までを行っています。
　モーターコア（鉄芯）は、0.2㎜～ 0.5㎜程度の薄さの
鋼板を、高速精密プレス機を使い、決められた形に打ち
抜き、積層したもので、主に家電関係、例えばエアコン
の室外機に組み込まれているコンプレッサーモーターや、
自動車関係ではラジエーターのファンモーター、パワー
ウインドウ用の小型モーターなどに使われています。ほ
かにスリット製品については1000㎜～ 1300㎜の素材幅
のある電磁鋼帯をお客様のご要望の幅に裁断して出荷し
ています。また、新機種の試作などその他電磁鋼に関す
るあらゆるお客様の要望にお応えできるよう体制を整え
ており、現在では「電磁鋼板加工を通して社会に貢献す
る信念」（社是）で、家電や自動車関係のモーターコア製
造おいては稀有な独立系企業として、国内トップの技術
を有すると自負しています。

《脚注》「電磁鋼板」
　変圧器やモーターの鉄芯として使用される磁気の特性を持
つ鉄、ニッケル、コバルト材の板。素材の製造は全て大手鉄
鋼メーカーに依っている。

祖父が90歳の時に体調を崩したため検査を受けたとこ
ろ、癌であることがわかりました。その後すぐに祖父は
これで自分の寿命は決まったから色々とやらなければい
けないことがあると言い、これからの会社の体制のこと、
そして自分自身の葬儀についての指示まで、聞いている
こちらが驚くほど明確に話をしてくれました。“引き継ぎ”
の話を聞いたのは後にも先にもこのときだけだったので
すが、この時に私を後継者にするということもはっきり
と言ってくれたので、私自身、身の引き締まる思いがし
たことを覚えています。祖父は、「自分は創業者だから何
でも一人で決めてやってきた。けれども同じようにする
必要はない。これからはみんなと相談しながら進めてい
けば良い。」、「これからは若い人たちに会社を任せていく
のに今後の足かせになってはいけないから、これまで会
社を支えてきてくれた長年の役員たちは自分と一緒に引
退させる」と言い、すぐに実行しました。そして私は総
務部長から副社長になり、祖父は会長として最後まで会
社を見守ってくれました。その後私が社長に就任してか
ら約６年になりますが、営業や工場部門は私の従弟（常務）
が担ってくれるなど、日々責任の重さを痛感しつつも信
頼できる役員や社員に恵まれ、山あり谷ありではありま
すが現在に至っています。
篠原委員長：社長は就任後どういったことに力を入れて
こられたのですか？
松本社長：色々とありますが、取り組みのひとつに「ミー
ティング」があります。これは普段、意見をし難い人でも、
そうした“場”を作ることで、発言しやすくなるからです。
上下関係よりも横の繋がりで協力体制を構築していくこ
とを重視し、そしてお互いに情報を共有する。社内でも
お客様との関係でも、コミュニケーションを第一とする
ことに力を入れています。思うようにいかないことも多々

〜 編集後記 〜
　前号に続き、今回も戦後すぐに創業され、経営が引き
継がれ、その中でも残すもの、変えるものを巧みに選択し、
成長を遂げている日本経済を支える製造業トップとのイ
ンタビューでした。工場の中も見学させて頂きましたが、
古いものと新しいものの混在がとても印象的でした。

（千葉西ブロック広報委員長 / 篠原秀作）

八千代市立八千代台西小学校　6年生　【東京国税局関税会連合会　入選】



地域地域のの仲間仲間たちたち

千葉西法人会広報誌やホームページで貴社をPRしてください!!
広報誌「地域の仲間たち」原稿募集中！  HP「会員企業PR」リンク先受付中！

詳しくは、事務局までお問い合わせ下さい

掲載原稿
募集中！

「公園と手をつなぐいえ」

公益
社団法人 千葉西法人会会員証

e-Tax ご利用の場合は法人事業概況説明書の「16 加入組合等の状況」欄に千葉西法人会会員と入力しましょう。

◀法人税確定申告書「別表−」下の余白に貼付する会員証です
　申告書にこのマークを切り取って貼りましょう。

有限会社　川口メカニック 千葉フーズ株式会社

株式会社 オーケー光学大和証券株式会社 海浜幕張営業所

代 表 者　代表取締役　大谷　京子
設　　立　1977年2月
事業内容　サングラスレンズ製造
住 　 所　千葉市花見川区宇那谷町 1504-9 
TEL：043-215-0830  FAX：043-215-0831
E-mail：ohkei@ohkei.co.jp
URL：http://www.ohkei.co.jp/　
　当社は1977年より、千葉県で偏光レンズの製造を開始致しまし
た。軽量で耐衝撃に優れ、目に有害な紫外線や反射光をカットし、
クリアな視界を確保する、プラスチック製の日本製偏光レンズは、
国内のみならず、全世界の様々なサングラスブランドにOEM品と
しても採用され、高い評価を頂いています。
　また、偏光レンズ事業と併せ、各種サングラスや老眼鏡の製造・
販売、また、アメリカCliC社が開発した、フレームに埋め込まれた
磁石でメガネの掛け外しを行い、海外セレブや著名人なども使用し
ているデザイン性の高い商品「クリックリーダー」（既成老眼鏡）
の日本総販売元として、同商品の製造及び販売も行っております。

代 表 者　代表取締役　磯貝　榮
設　　立　昭和57年11月6日
事業内容　 居酒屋の経営（すし海鮮）
住 　 所　八千代市勝田台 1-19-3
TEL：047-485-2693
FAX：047-483-6404
E-mail：masahito-isogai@chibafoods.co.jp
URL：https://chibafoods.co.jp　

代 表 者　川口　義徳
設　　立　1991年3月
事業内容　 精密機械部品加工・組立・修理、汎用施盤・

フライス加工、円筒・平面研削加工、小型工
作機械の設計・製作・修理　etc　

住 　 所　習志野市実籾 2-41-2
TEL：047-475-8908  FAX：047-475-8911
E-mail：info@k-mechanic.co.jp
URL：https://k-mechanic.co.jp/company
　　長年蓄積してきた経験や実績による加工ノウハウで、
設計から図面作成、部品加工、アッセンブリまで、お客
様のご要望に対応できる体制を整えておりますので、ど
うぞお気軽にお問合せ下さい。

代 表 者　営業所長　堀場　信吾
営業所設立　2018年8月
事業内容　 証券業
住 　 所　 千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGアトリウム2階
TEL：047-419-3890（代表）

　大和証券では、資産運用以外にも相続・贈与のご相談
や、Ｍ＆Ａによる事業拡大・事業承継など法人様の本業
においても適切なアドバイスができるよう努めておりま
す。お客様のお悩みは千差万別ですが、このコロナ禍の
タイミングだからこそお客様に寄り添い、地域に根差し
たコンサルティングサービスを提供することをモットー
に営業活動を行っております。

　すし海鮮
うまいもんや

　ごかん
人生はご恩返し

私たちは、お客様の「うまい！」と
「笑顔」のために五感を磨き研鑽し、
自分が一番大切に思っている人に食べて
頂くつもりで料理をつくり提供します。
食を通しより多くの人に喜びを与えます。

感謝の
　気持ち
　　を込めて
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