
分類 名称 電話番号 住所 地図座標

市
役
所

茂原市役所 23-2111 道表1 3図C-1
本納支所（ほのおか館内）34-2111 本納1741-1 6図A-4
下水道課川中島下水処理場 23-3128 早野3750 4図D-5

文
化
・
教
育
施
設

東部台文化会館 23-8711 東部台1-7-15 11図C-4
中央学校給食共同調理場 24-6920 小林1978-49 10図E-1
子どもセンター 20-1665 千代田町2-8-20 4図A-3
社会教育センター・
青少年指導センター 22-4466 千代田町

2-8-20 4図A-3

市立美術館・郷土資料館 26-2131 高師1345-1 10図D-2
茂原市市民体育館 23-2811 高師2165 1図E-1
中央公民館・市民会館 22-5072 茂原101 3図B・C-2
本納公民館（ほのおか館内） 34-2349 本納1741-1 6図A-4
鶴枝公民館 25-1834 上永吉1012 13図A-3
市立図書館 23-6151 千代田町1-6-1 4図B-2
富士見公園（市） 22-4646 東郷2078 2図D-4
長生の森公園（県） 26-2474 押日816-1 8図C-3

保
健
・
福
祉
施
設

保健センター 25-1725 高師3001 1図E-2
豊岡福祉センター 34-8321 粟生野2675-4 7図A-5
五郷福祉センター 25-7880 綱島656 10図D-5
東郷福祉センター 25-5882 谷本1887-1 9図C-5
豊田福祉センター 26-1105 長尾148 8図E-3
二宮福祉センター 26-3740 国府関1683-1 8図B-4
総合市民センター 24-9511 町保13-20 2図B-5
社会福祉協議会 23-1969 町保13-20 2図B-5
シルバー人材センター 25-4140 茂原168 3図D-2
福祉作業所あゆみの家 24-9135 本小轡319-1 9図B-4
獅子吼園（民間） 22-2397 小林546 8図D-4
長生厚生園（民間） 24-2003 立木477 13図A-3
特別養護老人ホーム
長生共楽園（民間） 22-1888 下永吉2812 13図A-2

特別養護老人ホーム
実恵園（民間） 34-5808 法目2672-1 6図C-2

特別養護老人ホーム
光風荘（民間） 34-9100 御蔵芝39-1 7図B-5

特別養護老人ホーム
長生苑（民間） 30-9777 南吉田4061-1 9図D-1

特別養護老人ホーム
真名実恵園（民間） 27-3356 真名675-2 8図A-3

特別養護老人ホーム
あんしん（民間） 27-5700 三ケ谷1368-1 13図B-3

特別養護老人ホーム
第二長生共楽園ひめはる 20-2288 下永吉2667-5 13図A-2

特別養護老人ホーム
あんしん東郷（民間） 47-3022 千町2231-2 9図E-4

介護老人保健施設
つくも苑（民間） 25-5335 六ツ野1841 11図C-1

介護老人保健施設
ケアセンターかずさ（民間） 27-4111 高師台3-3-3 1図C-1

分類 名称 電話番号 住所 地図座標

保
育
所
・
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園

本納保育所 34-3155 本納3302-1 5図E-4
東郷保育所 22-2832 谷本1795 9図C-5
豊田保育所 22-5056 長尾2103-1 8図E-3
鶴枝保育所 22-4709 上永吉1013-1 13図A-2
二宮保育所 22-4894 国府関1536-1 8図B-4
五郷保育所 22-5539 綱島102 10図D-5
中の島保育所 24-1894 下永吉787 11図B-5
町保保育所 22-2544 高師555-28 4図C-1
朝日の森保育所 22-3126 茂原1016 3図C-2
高師保育園（民間） 22-2419 高師864-1 3図E-1
東茂原保育園（民間） 23-6513 東茂原13-21 11図C-5
豊岡幼稚園 34-8050 粟生野2653-1 7図A-5
五郷幼稚園 23-5185 早野17-1 10図D-4
新茂原幼稚園 24-8710 上林56-2 9図A-5
中の島幼稚園 24-8720 下永吉1056-2 13図A-1
エンゼル幼稚園（民間） 22-3210 八千代1-11-1 3図E-3
ふたば幼稚園（民間） 22-3964 茂原646 4図B-3
茂原聖マリア幼稚園（民間） 22-4386 高師980 3図D-1
もばら幼稚園（民間） 24-1095 東郷842-2 9図B-5
認定こども園
アップル幼稚園（民間） 24-6685 押日595 8図C-4

小
学
校

東郷小学校 22-2834 谷本142 9図C-5
豊田小学校 22-3779 長尾156 8図E-3
二宮小学校 22-3221 国府関1415-1 8図B-4
茂原小学校 23-5155 茂原614 4図A-2
西小学校 22-3719 茂原1229-1 3図A-2
五郷小学校 24-1161 綱島1185 10図D-4
鶴枝小学校 22-2829 上永吉955 13図A-3
萩原小学校 24-2161 萩原町1-17 2図A-1
中の島小学校 22-3910 中の島町451 11図B-5
本納小学校 34-2031 本納1987 6図A-4
新治小学校 34-3154 下太田150 5図D-4
豊岡小学校 34-7757 弓渡255 6図E-5
東部小学校 23-5184 東部台1-9-1 11図C-3
緑ケ丘小学校 22-0789 緑ケ丘4-38 10図B-1

中
学
校

東中学校 24-2141 東郷301 11図C-1
冨士見中学校 23-7145 押日1468 8図D-5
茂原中学校 22-2320 高師427 2図B-1
南中学校 23-8825 上永吉1185-2 12図E-1
本納中学校 34-2074 本納1623 6図B-3
早野中学校 25-0951 早野206-1 10図D-4
西陵中学校 22-8011 緑ケ丘1-53 10図B-1
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空き地の草刈り依頼
問  環境保全課  ☎20-1504

　空き地に雑草等が繁茂し、良好な生活環境を阻害している
場合は、「茂原市空き地にかかる雑草等の除去に関する条例」
に基づき、土地所有者に雑草を除去するよう指導しています。

不法投棄について
問  環境保全課  ☎20-1504

 私有地や私道上に投棄された場合
　私有地や私道上にごみを不法投棄された場合、ごみは土地
の所有者または管理者が自己の責任において処理することに
なります。 日ごろから不法投棄されないような土地などの管
理が大切です。

合併処理浄化槽の設置補助
問  環境保全課  ☎20-1504

　公共下水道や農業集落排水整備事業計画区域以外の地域を
対象とし、専用住宅（貸家・販売目的の住宅などを除く）の単
独処理浄化槽またはくみ取り便槽を合併浄化槽に転換設置す
る方（新築・建替を除く）に対し補助金を交付します。
　申請は工事着手前に行ってください。
　詳しくは、環境保全課へお問い合わせください。

飲用井戸についてのご相談
問  健康管理課  ☎20-1574

　飲用井戸の衛生確保は、原則として設置者の自己責任とな
りますので、自ら適正な管理に努めてください。水質検査機
関を案内していますので、ご相談ください。

悪臭や騒音、野焼き等に対する苦情
問  環境保全課  ☎20-1504

　受忍限度を超えるような臭気・騒音や、野焼きによる煙な
どで困っている場合はご相談ください。

スズメバチの巣の駆除
問  環境保全課  ☎20-1504

　スズメバチの巣の駆除は下記業者などへご依頼ください。
・イカリ消毒㈱ ☎24-5126
・㈲サンヨー消毒 ☎25-3434
・千葉県害虫防除協同組合 ☎043-221-0064 
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市立図書館
問  図書館　千代田町1-6-1  ☎23-6151

 【エリアマップ4図B-2】
　市立図書館では東部台文化会館図書室、鶴枝・本納公民館
図書室、五郷・豊田・二宮・東郷・豊岡福祉センター図書室
の9カ所をオンラインで結び相互に利用できます。

　開館時間：10時〜19時
　休館日：年末年始、特別整理期間

 図書館カードを作るには
【市内在住・在勤・在学の方および長生郡、市原市、勝浦市、
いすみ市、大多喜町、御宿町在住の方に限ります】
・申込書に必要事項を記入の上、住所を証明できるもの（運転

免許証・保険証など）と一緒にカウンターへお持ちくださ
い。なお、在勤・在学の方は、社員証・在勤証明・学生証
などが別途必要になります。

・図書館カードは、9カ所共通で利用できます。

 資料（本・雑誌・CD・DVD）を借りるには
・借りる資料と図書館カードをカウンターにお持ちください。
・2週間借りることができます。
・貸出期間内で予約が入っていない場合に限り、申し出があっ

た日から2週間、1回だけ延長ができます。
・CD・DVDは図書館でのみ所蔵しています。

市内在住 市内在勤・在学 市外在住（※）

貸出点数 10点（内CD・
DVD 3点）

10点（内CD・
DVD 3点）

5点（内CD・
DVD 3点）

CD・DVD 3点
（内DVD 1点）

3点
（内DVD 1点）

3点
（内DVD 1点）

予約・
リクエスト 5点 ご利用できません ご利用できません

南口駐車場
駐車券 90分まで発行 90分まで発行 発行できません

※長生郡内および市原市・勝浦市・いすみ市・大多喜町・御宿町

 資料を返すには
・資料を返却カウンターにお返しください。
・9カ所どこでも返却できます。
・CD・DVDは破損のおそれがあるため、必ず図書館か東部

台文化会館図書室のカウンターへお返しください。

 利用について
●中央公民館・市民会館・本納公民館・鶴枝公民館
　開館時間： 8時30分〜17時(夜間の使用がある場合、21

時まで使用できます)
　休館日：年末年始
　利用申込方法： 受付は公民館の開館時間内。公民館は使用

日の3カ月前より申し込みができます。た
だし、夜間使用の場合は、7日前までに申
し込みをお願いします。市民会館は使用日
の６カ月前より申し込みができます。（市民
会館は平成31年3月31日で閉館）

●東部台文化会館

　施設： 音楽ホール、体育センター、図書室、会議室、集会
室、音楽室、調理実習室、和室ほか

　住所：東部台1-7-15　【エリアマップ11図C-4】
　開館時間：9時〜21時（図書室は9時〜17時）
　休館日：偶数月第2木曜、3月第2木曜、年末年始
　☎23-8711　FAX23-9767

●社会教育センター
　施設：会議室、和室、講習室
　住所：千代田町2-8-20　【エリアマップ4図A-3】
　☎22-5090

●青少年指導センター
　住所：千代田町2-8-20　【エリアマップ4図A-3】
　☎22-4466　FAX22-0080

●子どもセンター
　住所：千代田町2-8-20　【エリアマップ4図A-3】
　☎20-1665
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●中央公民館
　施設： 講座室、調理室、研修室、会議室、図書室、ギャラ

リー
　住所：茂原101　【エリアマップ3図C-2】
　☎22-5072　FAX24-0008

●市民会館
　施設：定員1,030席（固定954席、可動76席）
　住所：茂原101　【エリアマップ3図B-2】
　☎22-5072　FAX24-0008
　※なお、市民会館は平成31年3月31日で閉館となります

●本納公民館（ほのおか館内）
　施設： 多目的ホール、会議室、音楽室・プレイルーム、研修

室 、調理室、図書コーナー、授乳室
　住所：本納1741-1　【エリアマップ6図A-4】
　☎34-2349　FAX34-2302

●鶴枝公民館
　施設：研修室、会議室、図書室、調理実習室
　住所：上永吉1012　【エリアマップ13図A-3】
　☎25-1834　FAX26-2220

分類 名称 電話番号 住所 地図座標
高
校
・
生
涯
大
学
校

県立長生高校 22-3378 高師286 1図E-4
県立茂原高校 22-4505 高師1300 1図B-4
県立茂原樟陽高校 22-3315 上林283 2図B-1
私立茂原北陵高校 34-3211 吉井上128 5図E-4
千葉県生涯大学校
外房学園 25-8228 本小轡319-1 9図B-4

水
道
・
衛
生
施
設

長生郡市広域
市町村圏組合水道部 23-9481 高師395-2 2図B-3

長生郡市広域
市町村圏組合環境衛生課 23-4944 下永吉2101 13図B-1

長南聖苑(斎場） 46-3525 長南町報恩寺
579 —

消
防

長生郡市広域
市町村圏組合消防本部 24-0119 茂原598 4図A-3

中央消防署 24-0119 茂原598 4図A-3
本納分署 34-2119 本納2149-1 9図A-1

警
察

茂原警察署 22-0110 早野新田7 4図E-4
新茂原交番 24-2164 小林2879-6 9図A-5
茂原駅前交番 23-6116 町保3-3 4図B-2
五郷駐在所 23-6111 綱島1103-4 10図D-5
鶴枝駐在所 23-6119 上永吉883-5 13図A-3
東郷駐在所 24-5110 谷本142-1 9図C-4
豊岡駐在所 34-8745 粟生野2653-6 7図A-5
新治駐在所 34-2100 下太田141-3 5図D-4
二宮駐在所 23-6115 緑ケ丘1-44-7 10図B-1
本納駐在所 34-2062 本納1610-7 6図A-4

郵
便
局

茂原郵便局 22-7308 茂原248 3図D-1
新茂原駅前郵便局 23-6528 長尾2695-11 9図A-4
鶴枝郵便局 23-6527 上永吉539-1 12図D-2
新治郵便局 34-3151 下太田141-1 5図D-4

分類 名称 電話番号 住所 地図座標

郵
便
局

二宮本郷郵便局 23-6525 国府関1476-1 8図B-4
本納南吉田郵便局 34-7725 南吉田1717-9 7図D-4
本納郵便局 34-3157 本納1597-1 6図A-4
茂原駅前郵便局 23-6523 高師755 4図A-1
茂原大芝郵便局 23-6519 大茂382-6 11図B-5
茂原高師郵便局 23-6524 高師266-21 2図A-3
茂原東郷郵便局 23-6520 東郷1397-3 11図B-1
茂原東部台郵便局 25-3233 茂原1596-11 11図C-3
茂原早野郵便局 23-6529 早野2702-4 11図A-5
茂原緑ヶ丘郵便局 25-1717 緑ケ丘1-41-1 10図B-1
茂原緑町郵便局 24-2083 緑町51-8 10図D-4

県
の
機
関

長生地域振興事務所 22-1711 茂原1102-1 3図B-2
茂原県税事務所 22-1721 茂原1102-1 3図B-2
長生健康福祉センター

（長生保健所） 22-5167 茂原1102-1 3図B-2

東上総児童相談所 27-1733 高師3007-6 1図D-2
南総食肉衛生検査所 24-6511 上林203-1 11図A-1
長生農業事務所 25-1141 茂原1102-1 3図B-2
長生土木事務所 24-4521 茂原1102-1 3図B-2
東上総教育事務所 23-8125 八千代2-10 3図D-4

国
の
機
関

茂原公共職業安定所
（ハローワーク茂原） 25-8609 高師台1-5-1 1図C-5

茂原労働基準監督署 22-4551 萩原町3-20-3 9図A-5
茂原税務署 22-2166 高師台1-5-1 1図C-5
関東農政局千葉
農政事務所地域第二課 23-1205 萩原町3-20 9図A-5

千葉地方法務局茂原支局 24-2188 高師台1-5-3 1図C-4
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案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年10月10日

もばら生活ガイドブック2018
8FK142H0B
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矢崎建築設計事務所 御中

建築設計・監理 エリアマップ1図 C‐5
夢があふれる街づくり！！

株式会社矢﨑建築設計事務所
●建築設計・監理 ●耐震診断 ●建物調査

■茂原市道表6-1
■TEL:0475-24-8816 ■FAX:0475-24-8120
■E-mail:yazaki.1976@nifty.com
■（公）千葉県建築士事務所協会会員 あり（2台）

043－261－7714
もばら生活ガイドブック2018

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年10月10日
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モデン工業株式会社 御中

電気設備工事設計・施工 エリアマップ4図 D‐5
半世紀を超えて時代が求める多彩な電気設備を先端技術でサポート

先進の技術力と県内トップクラスの豊富な経験、県内全域でのネットワークと半世紀超の実
績と信頼を生かし、多様な電気設備工事を承ります。
■茂原市早野新田69 ■TEL:0475-22-4526 ■FAX:0475-23-6544
■営業時間／8:00～17:30 ■定休日／土曜、日曜、祝日
■URL:http://www.moden.co.jp
■建設業許可：千葉県知事許可（特-27）第38986号 電気工事業 あり

043－261－7714
もばら生活ガイドブック2018

■ロゴの著作権：確認済



農政
問  農政課 ☎20-1526

　地域の特性を生かしながら、生産者の創意工夫を支援し、
さらに環境に優しい農業の振興を図るべく各種の事業を行っ
ています。
　産業振興・経営基盤強化のため、経営感覚に優れた農家の
育成支援や農地の利用集積と土地利用の合理化を図るととも
に、特色ある農産物の振興と併せて、関係機関との連携によ
る販路拡大の取り組みを推進します。また、良質な農産物生
産のための各種補助事業、病害虫防除事業などのほか、畜産、
林業の振興も行っていきます。
　生産基盤の整備面からは、関係機関と連携した土地改良事
業など、農地や農道の整備を行い、生産性の向上を図ります。
　また、市内4地区で農業集落排水事業を実施し、公共用水
域の水質保全や農村環境の改善を図っていきます。

農業委員会
問  農業委員会事務局  ☎20-1530

農地の権利移動・設定、転用
　農地の売買、贈与、賃貸借や他用途への変更などをしよう
とするときは、事前に農業委員会に申請し、許可を受けてく
ださい。

農業者年金
　60歳未満の国民年金第1号被保険者の方で、年間60日以
上農業に従事する方なら誰でも農業者年金に加入することが
できます（要件を満たせば、保険料の助成制度もあります）。

問  ※使用についてのお問い合わせ
　　 富士見公園管理事務所　東郷2078
　　 ☎22-4646　 【エリアマップ2図D-4】
　 ※有料公園施設貸し出しについてのお問い合わせ
　　 茂原市市民体育館　☎23-2811
　 ※多目的広場についてのお問い合わせ
　　 都市整備課　☎20-1548

有料公園施設：野球場、庭球場
利用時間：9時〜17時
休場日：火曜日（休日の場合はその翌日）、年末年始
その他施設：多目的広場

申込方法： 野球場、庭球場については、茂原市市民体育館の
窓口に料金を添え直接申し込んでください。申し
込みは利用日の8週間前からできます。多目的広
場については、都市整備課に申し込んでください。

利用料金：野球場1時間　320円　　庭球場1時間210円
　　　　　多目的広場無料
使用上の注意： 〈共通事項〉道具は各自で用意してください。

使用後は必ず整備・清掃をしてください。 
〈庭球場〉テニスシューズ以外での使用はでき
ません。ライン引きおよびネット張りは、各
自で行ってください。   

〈野球場〉硬式野球の使用はできません。

富士見公園
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農
業

美術館・郷土資料館 ほか

農業

mobara1015_BOOK.indb   75 18/11/06   19:51

 ご利用案内
開館時間：9時〜17時
入 館 料：無料
休 館 日：臨時休館日、年末年始
※開館日であっても、美術館は展示の入れ替えのときはご覧

いただけない期間がありますので、あらかじめ美術館・郷
土資料館ウェブページやお電話などで開催中の展覧会をご
確認ください。

アドレス　http://www.city.mobara.chiba.jp/
 soshiki/13-10-0-0-0-1.html

茂原市市民体育館
問  市民体育館　高師2165  ☎23-2811

 【エリアマップ1図E-1】

施　　設： 大体育室、剣道場、柔道場、弓道場、卓球場、第
1会議室、第2会議室、トレーニング室

利用時間：9時〜21時
休 館 日：原則年末年始
申込方法： 体育館の窓口に料金を添え直接申し込んでくださ

い。申し込みは利用日の前月の同日からできます。
利用料金： 各施設により異なりますので、お問い合わせくだ

さい。
使用上の注意： 道具(卓球以外)は各自で用意してください。

会議室、2階走路、観客席以外は土足禁止です
ので、室内靴に履きかえてお入りください。 
敷地内はすべて禁煙です。

 予約・リクエストについて
【市内在住の方に限ります】
・お探しの資料が貸出中または書架にないときは、予約・リ

クエスト制度をご利用ください。
・予約・リクエストは合計5点までです。
・パスワードを登録していただくと、インターネットから資

料の予約ができます。
・市が所蔵していない本などで、利用を希望されるものがあ

る場合、市外の図書館からのお取り寄せができます。
※時間がかかったり、ご希望に添えない場合があります。

 その他のサービス
・レファレンス（図書館の資料に基づいて、調べ物のお手伝

いをします）
・コピー（図書館資料に限ります）　

 催し物
・おはなし会 ・赤ちゃんといっしょのおはなし会
・おたのしみ会 ・映画会　・ショート託児サービス
・催し物等は市の広報紙、図書館ウェブサイト等でお知らせ

しています。

市立美術館・郷土資料館
問  美術館・郷土資料館　高師1345-1 ☎26-2131

 【エリアマップ10図D-2】
　美術館・郷土資料館は、日本のさくら名所百選に選ばれた
茂原公園内に美術館と郷土資料館の複合施設として平成6年
10月に開館しました。公園を散歩しながら、気軽に芸術文化
に親しんでいただける絶好の場所にあります。
　美術館では、速水御舟(はやみぎょしゅう)、林功(はやし
いさお)、鳰川誠一(におかわせいいち)など郷土ゆかり作家
の収蔵作品による展覧会開催のほか、市民参加型の展示とし
て市民美術展、書道協会展、小中学校作品展など各美術団体
の発表の場としてご利用いただいています。
　郷土資料館の常設展示は、国府関(こうせき)遺跡や下太田
(しもおおた)貝塚の発掘調査成果の展示や農耕具、暮らしの
道具を展示するなど、郷土愛を育む学習の場でもあります。
　また、美術実技講座や郷土の歴史講座も行います。
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農業協同組合 エリアマップ1図 B‐4

長生農業協同組合
■茂原市高師1153
■TEL:0475-24-5111
■URL:http://www.ja-chosei.or.jp/ あり

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　
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校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

印 印
顧客名称 ：
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JA長生 御中 2校原稿
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