
会議所は企業の要、地域の灯
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館山法輪閣 アスカメモリアルホール
プリエ

故人様への最高の手向けは感謝の心
私たちはそう信じています

株式
会社 館山店

館山市北条301-1 ☎0470-24-3330 www.asuka.gr.jp
0800-800-5154通話料無料

ご相談・お問い合わせは 365日・24時間受付

無理なく節電！

発電機搭載ダイキンGHP
「ハイパワーシリーズ」

ガスエンジンを使って冷暖房を行うGHPは
電気エアコンと比べて消費電力を９０％削減

都市ガス・ＬＰガス
各種ガス機器 房州ガス㈱

建物全体の受電電力が
大幅にダウンします！



トータルでパッケージを提案します

あなたのお店あなたの暮らしを
　元気にするあれこれ便利なお店です

包装用品・商店用品・事務用品・家庭用品

tel0470-22-3274　fax0470-23-6888

株式
会社 杉  井  工  業  所
本         　　　社 tel0470-23-6076　fax0470-23-6328
営業本部・段ボール工場 tel0470-22-7421　fax0470-23-6888
八幡 配送センター tel0470-22-5311　fax0470-22-5312
http://kk-sugii. jp　E-mail：kk.sugii@yacht.ocn.ne.jp
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一人の消費者が併せ持つ二つの消費志向

生活必需 人生充足

価格・利便性は絶対条件
買物は苦行

なるべく時間をかけたくない
店主の顔を知らない

他によい店があれば乗り換える

価格・利便性以外の価値がある
買い物は楽しい
毎日でも行きたくなる
店主とは顔なじみだ
この店を応援したい



丸高石油株式会社

☎0470
（23）8155

☎0470
（22）7221

ホームガスプラザ丸高

カーライフの
　ホットステーション

24時間体制で
　安心をお届けする

テックピット
ガーデン



日　時 2月21日(火)・2月22日(水)・3月2日(木)
《午後2時00分～午後4時30分》

場　所 館山商工会議所　会議室

相談費用 無料（事前にご予約ください）

申込方法 電話又はFAXにて下記までお申込下さい。

主　催 館山商工会議所　中小企業相談所
【TEL 22－8330 ／ FAX 23－4011】

持参物 ①28年分各関係帳簿
②26・27年分決算書・申告書控
③各種控除証明書等
④税務署から送られてきた
　　　　　　　　決算・確定申告書

　館山市では、「ふるさと納税返礼品公募
説明会」と「恋人の聖地提携事業者説明会」
を開催します。
　新規にふるさと納税返礼品の企画提案
を検討している事業者や、制度に関心が
ある事業者。また、「恋人の聖地」優待特
典店舗として、「恋人の聖地」サイトへの
掲載による情報発信をご検討いただける
事業者は是非ご参加ください。



館山商工会議所
財形貯蓄事務代行制度



「　　　　　　」千葉県商工会議所連合会・千葉県商工会連合会　共催

採用力向上特別セミナーのご案内
県内中小企業の採用力向上に向けて２人のコンサルタントが登壇 !!

千葉県採用力向上サポートプロジェクトの本年度最後のセミナーですので、是非ご参加ください。

◆開催日 平成 29 年 2月23日（木）
◆時　間 受付開始　13 時 15 分／開演　13 時 30 分／終了予定　15 時 30 分
◆場　所 千葉商工会議所　14 階　第1ホール
◆定　員 100 名
◆第1部 講演
　○テーマ　売り手市場の採用戦略

著書「人が集まる、定着する！会社の採用」をもとに、中小企業が売り手市場の中、
行うべき採用戦略を提言する。

　○講　師　原　正紀氏（株式会社クオリティ・オブ・ライフ代表取締役／高知大学客員教授）
◆第 2部 パネルディスカッション
　○テーマ 千葉県の中小企業が採用を成功させるためには
　○コーディネータ 常見陽平氏（千葉商科大学　国際教養学部　専任講師）
　○パネリスト 県内企業採用担当者
◆お問い合わせ・お申し込み先
　千葉県商工会議所連合会　中小企業人材採用サポートグループ　総括責任者　澤田辰雄
　TEL:043-222-8170　FAX:043-222-8171　E-mail:chiba-10@cfcci.or.jp

館山商工会議所飲食店事業者の皆様へ

登録料・売上手数料、無料で機関紙・ホームページ・メルマガ・チラシなどの媒体を使って
組合員約16,000人とその家族へアピールします！

加盟店看板　見本

●募集業種
　飲食店　※和菓子店や洋菓子店は可
●募集期間
　平成２９年４月末締め切り
●加盟店登録条件
　組合員への特典・サービスの提供
　（無理のない年間通して行える特典・サービスをお願いいたします）
●登録までの流れ
　加盟店参加希望書の提出後、加盟店制度概要を確認いただき、千葉県庁生活協同組合と
　契約書を交わし加盟店登録となります。登録後、加盟店看板を掲示いただきます。

千葉県庁生活協同組合
千葉県庁職員及び県外郭団体の職員に対して、店舗食堂の
運営や生損保の保険事業など福利厚生事業を行う団体です。
県庁職員の約９割の方が組合員になっています。

加盟店参加希望書のお取り寄せ、お問い合わせ先

千葉県庁生活協同組合　総務課

℡043-223-4605
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