のお願い】

広告

8FK970H0A

下記にご記入のうえ、
ご返送お願い致します！
286

不動産・建設・リフォーム

校正出し日 ： 2015年10月22日
案件名

： シティマップ もばら生活ガイドブック

2校

商品コード ： 8FK970H0A
割付番号

090

校了日

年

：２８５

コード番号 ：０９３
顧客名称

【原稿確認のお願い】
■画像著作権：確認済 年
月

校了印
株式会社阿曽営繕

月

FAX 043-261-7714

日

コマ広告

印

修正提出日

： ㈱協和土地建物 御中

、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
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。

年

月

もばら生活ガイドブック

認済

287

年

■画像著作権：確認済
月
日

AD H60mm×W90mm

285
株式会社協和土地建物

※広告が入ります

暮らしに合わせた物件をご提供

AD H60mm×W90mm

286

3校

■茂原市東部台2-10-1
■TEL:0475-25-3635 ■FAX:0475-26-2231
■営業時間／8:30〜19:00
■URL:http://www.kyowa-tochi.co.jp
■E-mail:info@kyowa-tochi.co.jp

ニッポンの窓をよくしたい
AD
H60mm×W90mm

287

： 株式会社サトペン 御中

月

日

※広告が入ります

日
：２９３

年

コード番号 ：０７１
修正提出日
エリアマップ2図 C‐3
不動産
顧客名称 ：（有）
フクダホーム設備 御中

エリアマップ6図 B‐4

AD H60mm×W90mm

291

修正

※広告が入ります

年

もばら生活ガイドブッ
ク
FAX 043−261−7714
●不動産の売買、賃貸、管理
★ 自然素材『もみの木』で健康な住まいを！
（ˆoˆ）
!
! ★
●住友不動産提携・三井住友海上代理店・大東建託代理店
8FK970H0A
時間をかけ天日乾燥し、柾目に浮造り加工を施した「もみの木」は、
●「家を建てたいけど土地を探さないと」当社にお任せください。
■画像著作権：確認済
空気清浄・調湿・消臭・蓄熱保温・害虫忌避等に効果を発揮します。
希望地・予算を教えて頂ければ歩いて希望物件を探します。
294
年
月
日
一生で一番高価な買い物です。喜んでお手伝い致します。
アレルギーのある方必見☆是非一度モデルハウスでご体感ください。
106
■茂原市法目1244-1
保川建設（株）
0120-79-5889 ■FAX:0475-34-4560
■
■営業時間／9:00〜17:30 ■定休日／水曜（1,2,7,8月は水・木定休）
■URL:http://www.green-w.jp/
あり

■茂原市高師521−1
■TEL:0475-47-3422 ■FAX:0475-47-3423
■営業時間／10:00〜18:30 ■定休日／水曜・木曜
■URL:http://fudousan-bonds.com/
■E-mail:mobara@fudousan-bonds.com
年

FAX
043-261-7714
建設
・リフォーム

水まわり・住宅リフォーム・エクステリア

AD H60mm×W90mm
看板・塗装・建築

292

エリアマップ10図 E‐5

※広告が入ります

AD H60mm×W90mm

293

月

日あり

エリアマップ9図 A‐5

※広告が入ります

生活にあったリフォームプランをご提案

年

月

もばら生活ガイドブック
●看板部：総合看板・企画・デザイン・製作・施工
☆水漏れ修理などの小さな工事からリフォーム工事まで、お住ま
8FK970H0A
●塗装部：店舗・建築塗装工事、重防食工事・吹付塗装工事、塗料販売
いに関することなら何でもお任せください。
●内装部：店舗・事務所、建築内装工事
☆快適な住まいづくりのお手伝いをさせていただきます。
296
年
月
日
看板・塗装・内装の事ならお任せください！
☆ご相談、見積もり無料ですのでお気軽にお電話ください。
044

日

7校

Free

あり

年

月

日

リフォームの専門
店です。小さな硝子の交換から大きなリフォーム工事まで、お気軽にご相談下さい。
※広告が入ります
AD H60mm×W90mm
※広告が入ります

お急ぎの場合は

月
割付番号

2015年10月27日

株式会社サンペイント

E−mail oositaa@peach.ocn.ne.jp

校了

広告

： シティマップ もばら生活ガイドブック

商品コード ： 8FK970H0A
印

年

※広告が入ります

2015年10月19日

もばらふるさとガイドブック
土地の販売を始め、住宅の新築、中古住宅のリフォームや販売
8FK970H0A
等、永住・別荘に適する物件の提供をしております。又、賃貸物
件も取り扱っております。不動産に関する事ならお気軽にご相談
289
下さい。買取も致しております。
008

FAX 043-261-7714

顧客名称

案件名

初校

大下アルミ有限会社

エリアマップ11図 C‐3

コード番号 ：１２９

290

FAX 043−261−7714

043

コマ広告

： シティマップ もばら生活ガイドブック

商品コード ： 8FK970H0A
月
日
割付番号 ：２９２

年

校正出し日
： 2015年10月21日
校了
日
校了印

自由設計注文住宅・一級建築士事務所
賃貸・売買物件・土地建物のご相談は
※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
年
月
日
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※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。
※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。
2015年10月6日
ご了承願います。
ご了承願います。

日

年

FAX・建設
043-261-7714
不動産

案件名

AD H60mm×W90mm

8FK970H0A

初校

下記にご記入のうえ、
【原稿確認のお願い】
ご返送お願い致します！
下記にご記入のうえ、ご返送お願い
■画像著作権：確認済

校正出し日 ： 2015年10月21日

建設

2015年9月10日

7714

日

288

かんたん二重窓リフォームで、住まいを快適空間に。

断熱には、
真空を。

090−3097−7999（大 下まで）

真空ガラス

正規取扱店

エコ内窓

■茂原市早野972
㈱玉川工産
■TEL:0475-24-6846 ■FAX:0475-22-5100
■営業時間／8:00〜17:00 ■定休日／第2・4・5土曜、日曜、祝日
■URL:http://www.satopen.com/ ■E-mail:info@satopen.com
千葉県知事許可 第24489号 千葉県屋外広告業登録 第01-110356号
あり

■茂原市上林143-2
■フリーダイヤル：0120-26-1395
■TEL:0475-26-1395 ■FAX:0475-26-1317
■営業時間／8:00〜18:00 ■定休日／日曜・祝日
■URL:http://f-h-s.co.jp/
☆家族の繋がりを感じることができる理想の空間を演出
年 します。 月

日あり

FAX 043-261-7714

AD H60mm×W90mm

294

※広告が入ります

AD H60mm×W90mm

295

※広告が入ります

プラマード

お家の事なら何でもおまかせください。お見積り無料です。

大下アルミ有限会社

289
000

104

※広告が入ります

MADO シ ョ ッ プ キ ャ ラ ク タ ー

長生村七井土1425 エリアマップ 13 図 C−2
『窓辺のマドレーヌ』
☎0475−32−0095 FAX 0475−32−1510 お気軽にお電話下さい！

AD H60mm×W185mm

AD H30mm×W90mm

T POINT

貯まります
使えます

AD H30mm×W90mm

エリアマップ10図 D-1

※広告が入ります

AD
人 H60mm×W185mm
に 優 し い 住 ま い づ くりを 応 援 し ま す

※広告が入ります

※広告が入ります
エリアマップ2図 C-3

AD H30mm×W90mm

※広告が入ります

000 http://www.sun-paint.co.jp/

296
000

※広告が入ります

http://www.tamagawa-k.co.jp/
〒297−0037 茂原市早野1071−1

エリアマップ3図 C-5

AD H30mm×W90mm

000
TA M A G A W A K O USA N

株式会社 玉川工産

不動産・建設・リフォーム

不動産・建設・リフォーム

●外壁塗装・サイディング工事も得意です！
●タイルのお風呂からユニットバスに交換してみませんか？
●給湯機の交換・エアコン取付工事も承ります！

105

309

年

096

初校
葬祭

月

日

プレア茂原ホール

広告
年

月

日

FAX 043-261-7714

AD H60mm×W90mm

※広告が入ります

AD H60mm×W90mm

相続できる人、納税申告など

311
312
知っておこう！相続の基礎知識

2015年9月18日
もばら生活ガイドブック
8FK970H0A

AD H60mm×W185mm

309

※広告が入ります
年
月
日

310
045

3校

株式会社アスカ
年

月

日

FAX 043-261-7714

相続とは、人が亡くなったときに、その人の配
偶者や子どもなどが遺産 ( 負債 ) を引継ぐことで
す。このとき、亡くなった人のことを「被相続人」
、
遺産を引継ぐ人を「相続人」といいます。遺産に
は現金 ･ 預貯金 ･ 家 ･ 土地車 ･ 貴金属 ･ 有価証券 ･
家財道具などがあり、負債には借金 ･ 連帯保証債
務 ･ 未納税 ･ 未払医療費などがあります。財産を
AD H60mm×W185mm
受け取る、または借金の支払いを拒否するには、
すべて法律上の手続きが必要となります。
なお、相続する遺産により相続税がかかること
があります。相続税の申請と納税は、被相続人が
死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
に行うことになっています。期限までに申告しな
かった場合には加算税が、納税しなかった場合に
は延滞税がかかりますので注意が必要です。相続
税の金額については適用条件 ･ 計算式があるので、
詳しくは税務署にお問い合わせを。

313

知ってると
便利

※広告が入ります

相続に関する基礎用語

●法定相続人

民法によって定められた遺産を相続できる人。相続できる親族の範囲と順位は、被相続人の配偶者
を相続人として、子ども（既に死亡している場合には孫。孫も死亡している場合には曾孫）→親（既
に死亡している場合には祖父母）→兄弟姉妹（既に死亡している場合には甥・姪）の順になる

●遺留分制度

※広告が入ります

相続財産の一部を一定の範囲の遺族に留保する制度。民法では遺言自由の原則により、被相続人は
自分の意志により遺言を残すことで自由に財産を処分することが認められているが、一定の親族
については、相続させないという遺言があるからといって、まったく財産をもらえないということ
はない

●相続時精算課税制度

高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度。2500万円までは贈与税がかる
ことなく、財産を自分の名義にできる。贈与を受けた財産から利益を受けられるといったメリット
がある

●相続税の非課税財産

相続財産のなかには、性質 ･ 社会政策的な面から、相続税をかけるのは不適当な以下のようなもの
がある。①墓地や仏壇／②寄付をした財産（相続した財産を国や市町村、公益法人などに寄付した
場合）／③生命保険金のうちの一部（500万円×相続人の数）／④弔慰金や慰謝料（例外あり）
参考／国税庁ホームページ

エリアマップ⑧
E−4

のセレモニーホールは 絆をはぐくむ場所
アスカ
310
AD H130mm×W185mm

※広告が入ります

家族葬・少人数から様々な規模に対応

遺族控室・導師控室完備

ご安置専用控室完備

法要室完備

AD H130mm×W185mm

※広告が入ります
2015/02/06

シティマップ埋め草_修正.indd 9

314

19:54

365日、24時間の安心体制。

茂原市綱島829−1

TEL.0475−22−0010

TEL.0475−22−0010

エリアマップ10図E−5

エリアマップ12図D−1

茂原お仏壇ギャラリー あかり
千葉県茂原市三ヶ谷744−1
エリアマップ13図A−3
TEL.0475−23−0010

AD H30mm×W90mm

000

※広告が入ります

茂原市本納2309

茂原市六ツ野3863−3

TEL.0475−30−5200

TEL.0475−22−2111

エリアマップ6図A−5

エリアマップ11図C−3

六ツ野お仏壇テラス あかり

千葉県茂原市六ツ野3863−3
エリアマップ11図C−3
TEL.0475−22−2111

AD H30mm×W90mm

000

葬祭

葬祭

茂原市綱島829−1

大切な人をお送りする
人生最後のセレモニー…
アスカは安心の心配りを忘れません。
真心をこめてお手伝いさせていただきます。

アスカ墓石センター

茂原市三ヶ谷1591
エリアマップ13図A−4
TEL.0475−22−4114

※広告が入ります

0120ｰ 256ｰ1 6 4

AD H30mm×W90mm

000

※広告が入ります

AD H30mm×W90mm

000

※広告が入ります

全法輪閣 館内見学・事前相談受付中 まずはお電話にてご連絡ください。
106

107

茂原商工会議所

8FK970H0A

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

初校
FAX 043-261-7714
電子部品
・電子機器・生産器材

幅広い独自技術でお応えします

350

「商工会議所法（昭和 28 年 8 月制定）」
原則として、市単位に設立されており
千葉県内には 21 の商工会議所、
全国では 520 弱の商工会議所があります。

AD H60mm×W90mm

いずれも地域商工業者の世論を代表する
唯一の地域総合経済団体で、公正・不偏の立場から
地域商工業者の発展を図る公共性の高い民間の経済団体として、国際的にも認知された機関です。

経営相談

人材育成

茂原商工会議所中小企業相談所では、経営指導員
が事業を営んでいる方々の経営上の様々な問題に関
してご相談に応じています。
また、相談内容に応じて弁護士・税理士・中小企
業診断士・弁理士・社会保険労務士などの専門相談
員のアドバイスも受けられます。

人材は企業の財産です。時代の要請に応じた「人
づくり」を多目的にサポートします。

取引相談
海外との取引に役立つ「貿易関係証明」
「特定（恵）
原産地証明」の発給や、POS システム対応の JAN
コードの登録受付、容器リサイクル法、PL 保険の
申込窓口等、あなたの取り引きを強力にバックアッ
プする事業を実施しています。

開業相談
これから事業を起こす方、開業して間もない方を
対象に相談業務を行っています。

茂原商工会議所

本所

茂原商工会議所

本納支所

〒 297-0026 茂原市茂原 443
TEL：
（22）3361、FAX：
（23）7895
〒 299-4114 茂原市本納 2001
TEL：
（34）2090、FAX：
（34）2171

108

エリアマップ11図 B‐4

※広告が入ります

■茂原市大芝629
■TEL:0475-24-1111 ■FAX:0475-23-1346
■定休日／土曜、日曜、祝日 ■URL:http://www.futaba.co.jp/
【関係会社】フタバビジネスシステム株式会社「農園工房ふたば」にて野菜・バナナ販売中（エリアマップ13図B-1）
TEL：0475-32-3836 FAX：0475-32-3837

に基づき設立された特別認可法人です。

・各種検定試験…日商簿記検定、珠算検定、東商検
定等を実施
・セミナー開催…ビジネスに役立つ各種セミナーを
開催
・社 員 表 彰…勤続功労者、優良社員に対し、事
業主と連名で各種表彰を行ってい
ます。

352

☎

月

日

東洋ケミカルエンジニアリング株式会社

各種電子部品・電子機器・生産器材の製造・販売を行っております。
※代表的な製品
蛍光表示管、蛍光表示管モジュール、有機ＥＬディスプレイ、タッチパネル、
ホビー用ラジコン機器、産業用ラジコン機器、ロボット用機能部品、
プレス金型用部品、モールド金型用部品、プレシジョンプレート、省力機器

商工会議所とは、

年

年

AD H60mm×W90mm

がんばる経 営
応 援します！

■画像著作権：確認済
352
■ロゴの著作権：確認済
023

※広告が入ります

スーパーマーケット

AD H60mm×W90mm

351

月

日

エリアマップ3図 B‐1

※広告が入ります

地場の新鮮な味覚を食卓へ。
真に価値ある商品をご提供いたします。
本店
：0475-24-5451
（代）09:30〜21:00
（エリアマップ①B-5）
六ツ野店：0475-20-2720
（代）09:30〜20:00
（エリアマップ⑪C-1）
アスモ店：0475-20-0111
（代）10:00〜20:00
（エリアマップ①C-2）
■茂原市茂原1298
■TEL:0475-24-5066
■FAX:0475-24-5483
■URL:http://www.fud-hayashi.co.jp/
※上記の住所・電話番号は㈱ハヤシ本部の代表番号となります。

あり

AD H60mm×W90mm

※広告が入ります

353

☎

AD H60mm×W90mm

※広告が入ります

AD H60mm×W90mm

※広告が入ります

AD H60mm×W90mm

※広告が入ります

AD H60mm×W90mm

※広告が入ります

354

355

経営革新
中小企業新事業活動促進法の制定に伴い、経営革
新に取り組む企業の支援を行っています。
また、売上予測の作成や数値計画の作成等の支援
も行っています。
無料で相談を行っていますので、お気軽にご相談
ください。

中小企業支援ネットワーク構築支援
・専門家相談（会員限定）
茂原商工会議所では、経営指導員による一般経営
相談のほか、中小企業診断士による事業計画やマー
ケティング戦略などの高度な経営相談、弁護士や税
理士による法務や税務相談など、専門家による各種
無料相談会を実施しています。
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子どもたち の 安全・安心

110

111

災害時は携帯電話もパソコンも使えないかもしれません。大切なことをこのカードに書いておきましょう。
自分が被害にあって意識のない時に救助者へ大切な情報を伝える事ができます。

もばら生活ガイドブック
2015年11月発行

発行：茂原市

株式会社ゼンリン 千葉営業所

City of MOBARA

○行政の業務に関するお問い合わせは、茂原市役所・各担当課までご連絡ください。
※掲載内容は、平成27年10月1日現在のものです。発行後、掲載情報に変更が生じる場合もありますのでご了承ください。
○広告内容及び地図内容については、㈱ゼンリンまでお問い合わせください。
茂原市役所
㈱ゼンリン 千葉営業所

〒297-8511 千葉県茂原市道表1番地
〒260-0842 千葉県千葉市中央区南町2丁目18番6号

TEL 0475-23-2111（代表）
TEL 043-261-0043

「この地図の作成に当たっては、
国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分1地方図、2万5千分1地形図及び電子地形図25000を使用した。
（承認番号平26情使、
第244−A243号）」
「この地図は、
茂原市長の承認を得て、
1/2,500茂原都市計画平面図を使用したものである。」
（茂都計第65号）
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本文中の地図は弊社2015年3月発行の茂原市住宅地図データをもと
に作成しております。作成には細心の注意をはらい編集作業を行っ
ておりますが、データ量は膨大であり日々変化する現状と地図面と
が一致しない場合があります。また、目標名称などは見やすさを優
先し正式名称などを一部割愛して表現をしております。
申し訳ございませんが何卒ご了承くださいますようよろしくお願い
申し上げます。

