
主催：市川商工会議所・いちかわ産フェスタ運営委員会／協賛：市川市
後援：市川市観光協会・市川市教育委員会・市川市商店会連合会・市川市塩浜協議会・市川港開発協議会・市川内陸工業会・市川臨海工業会
　　　市川田尻工業会・市川市農業協同組合・市川市漁業協同組合・千葉県トラック協会市川支部
協力：千葉県立現代産業科学館・市川地域ブランド協議会・市川商工会議所青年部

イベントに関するお問合せは…市川商工会議所 ☎047-377-1011

『市川市の産業歴史スタンプラリー』

第 回14
～いちかわ産業 

　　  　未来への架け橋～

30.9.15 10:00-16:00［土］
平
成 雨天決行

市川商工会議所 創立　　周年記念市川商工会議所 創立　　周年記念70
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体験を通し、仕事への興味・
新しい発見の場となる

whkm|.whkm|.
市内工業の素晴らしい
技術・製品を発見！

d)Z√yH
m|.
d)Z√yH
m|.
自慢の商品勢揃い！！
見て良し！食べて良し！

地産地消
m|.
地産地消
m|.
市川の農作物や海産物など地域資源を
活用し、ご当地いちかわをＰＲする！

木象嵌
［戸島甲喜氏］

展示のみ

屏風［田島義弘氏］ 展示のみ

江戸つまみかんざし
［穂積 実氏・穂積 裕氏］
展示・実演・体験コーナーあり

体験は有料です

手描友禅［伊藤知子氏］
展示・実演・体験コーナーあり

体験は有料です

t.a7|m|.t.a7|m|.『匠の伝統工芸』展『匠の伝統工芸』展 歴史的、文化的価値のある伝統工芸品の展示・体験

行徳神輿
［中䑓 實氏・中䑓 洋氏］

展示のみ 会場：千葉県立現代産業科学館
http://www2.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/

市川市コミュニティバスをご利用下さい

会場

本八幡駅
都営新宿線

京葉市川インター

市役所（建設中）

市役所
（仮本庁舎）

歌まね！ものまね！
ヤングライオン！

ミッション鈴木

オープニングセレモニー in  Visual  mall  10:00 よ
り



●市川のなし ●和菓子（どら焼）

『市川市の産業歴史スタンプラリー』
70年の産業を振り返りながら景品を

GET!
市川市の産業を振り返るスタンプラリーを楽しもう！
先着３００名様に「市川のなし１個」または「和菓子１個」などをプレゼント！
さらにＷチャンス !！
「遊園地ペア招待券」１組、「市川のなし１箱」（協賛：JAいちかわ）
を１０名様に抽選で差し上げます。
抽選会は１５：３０ごろから、イベントステージで行います！

いちかわ創業スクール卒業生による新たな扉！
創業相談コーナー有り［創業者・創業予定者・事業継承候補者］
開業予定の方のテストマーケティング

ご意見お聞かせください！

t.a7|m|.t.a7|m|.

写真は見本です。当日の展示物と異なる場合がございます。ご了承下さい。

『匠の伝統工芸』展『匠の伝統工芸』展

［展示・実演・体験］

穂積 実氏・穂積 裕氏

体験は有料 体験は有料
伝統工芸つまみかんざし作りを体験しよう！

※材料が無くなり次第終了

受付10:00～15:00（最終受付）／参加費３００円～

江戸つまみかんざし
え ど

伊藤 知子氏
手描友禅
え がき ゆう ぜん

行徳神輿
ぎょう とく み こし

［展示・実演・体験］

世界に一つのテーブルセンター作り（葉摺り染め体験）

※材料が無くなり次第終了
受付10:00～15:00（最終受付）／参加費1,0００円

中䑓 實氏・中䑓 洋氏

木象嵌
もく ぞう がん

屏 風
びょう ぶ

戸島 甲喜氏

田島 義弘氏

TAGES ERFORMANCEP

千葉県では伝統工芸品産業のより一層の発展を図るため、
昭和５９年度から県指定制度を実施し、優れた工芸品を
伝統的工芸品として指定しています。市川市内で、県の
指定を受けた機能性、芸術性を備えた伝統的工芸品を製
作している方々がいらっしゃいます。歴史的、文化的価値
のある伝統工芸品の「展示」、「体験」を行います！
江戸つまみかんざし、手描友禅の実演も行いますので
是非、ご覧ください！！

12:00～12:30 15:00～15:30

15:30～16:00
スタンプラリー抽選会  ゲスト／ミッション鈴木 

ステージ内容は当日変更になる場合がございます。

ミッション鈴木

氣志團氣志團

スティービーワンダースティービーワンダー

秦基博秦基博

みなぎる若さで
ステージを圧倒！！
みなぎる若さで
ステージを圧倒！！

ユニバーサルバトン

レンコンバンド

10:30～11:00

11:00～11:30

11:40～12:00

三沢モダンバレエ ジャズダンススタジオ クラウンダンススクール

13:00～15:00
SK CHEERS

12:30～13:00



市川商工会議所

会員増強キャンペーン中！

対話、交流、連携、発展！

地球環境を見据え、地域に根差して

The Ichikawa Chamber of Commerce and Industry

I Ichikawa-CCI

Anniversaryth70

建築資材の流通を担う

http://www.tsukamoto-kenzai.co.jp

住友大阪セメント株式会社　特約店

〒272-0035 千葉県市川市新田5丁目8番27号
TEL 047-322-1131  FAX 047-322-6692

本　社



こんな時代
だからこそ地元で1952年

昭和27年創業 へ

建築資材総合販売

☎047－334－7777

修理
リォーム
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私たちは「顔の見える会社」です！！
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森井運送㈲

http://morii-unso.co.jp

代表取締役　森井 義勝

TEL.047-378-2424

一緒に働きましょう！

市川市市川南1-9-23 京葉住設市川ビル5階

 JR市川駅南口３分

TEL.047-325-7378

リバーシティ法律事務所

株式
会社 米 山 鉄 工 所
代表取締役
米 山 芳 昭

㈱米山鉄工所倉庫部
㈱米山鉄工所運輸部

047（395）1111 ショッピングセンター ショップス
047（370）8311047（396）5511

047（395）1111

本八幡南口

不動産・相続対策・賃貸管理

☎ 047-314-0005

市川市八幡3-21-28

事務用品・OA機器販売

TEL.047-321-2411

㈲ 平　 和 　堂

八 幡 店
南 八 幡 店
東 菅 野 店
市川福栄 2 丁目店
市川八幡 3 丁目店

335－3651
377－2795
333－2863
397－3707
324－1219

中 山 　 子 母 神

市川市中山2-10-1　☎047-334-3433

大本山 法華経寺

市川市農業協同組合
市川市北方町4-1352-2

幸せ運ぶ みどりの風

TEL.047-339-1111
FAX.047-339-1125

OTC 556

http://www.otc556.com

TEL.047-336-4111

市川市原木1-18-18

安心・安全を運んで50年

TEL.047-328-6587

宮 崎 運 送 ㈲

市川市八幡3-19-3
TEL.047-322-3741

㈲ジェイホテル

地元で愛され半世紀

市川市八幡2-14-14
TEL.047-334-4324

㈱土谷不動産

市川市宮久保１－２９－１４

建設・鉄骨工事・リフォーム

TEL.047-435-2345

リフォームエコライフ／㈲武田建設工業

SKバンケット
おかげさまで３０周年

毎月毎年現金の残る経営の実践  主宰 加納智

少人数制の勉強会

sato.kano@nifty.com

「市川社長塾」

山形市大字切畑８５４

ハッピーライフの創造

TEL.023-686-3675

ハッピーホーム

市川市原木2-11-15
TEL.047-327-4480

ナグモ産業㈱

ゴキブリ・ねずみ・ハクビシンなどの害虫駆除

ベイトータル
　　　サービスジャパン
ベイトータル
　　　サービスジャパン

総合お問い合わせ窓口
フリーダイヤル

0120-017-910
受付時間／9:30～18:00 年中無休（作業はお客様のご都合に応じます）
クレジットカードでお支払い可能です。

市川市南八幡4-2-5 いちかわ情報プラザ
TEL.047-370-5441

㈱大崎コンピュータエンヂニアリング 市川支店

TRY-EX KICKBOXING GYM
市川市平田２－１９－９
http://www.try-ex.net

強く楽しくホドホドに



http://breezbay-group.com/ichikawa-gh/

公益社団法人市川青色申告会

市川市市川南3-14-37

技術で地元に奉仕する

TEL.047-324-8800

㈱ 電　洋　社

市川市大和田4-19-8
TEL.047-378-3226

㈱ 中 山 運 輸

市川市市川4-8-13
TEL.047-372-0131

㈱ 林　 　屋
船橋市藤原１-２０-１-１０１
TEL.047-337-4939

㈱東興ビルメンテナンス

市川市南八幡2-15-1

海苔一筋

TEL.047-378-6161

㈲伊藤海苔店

市川市南八幡3-2-15
TEL.047-378-3847

後藤税理士事務所 和洋女子大学
学校法人  和洋学園

㈱東葉ハウジングセンター

TEL.047-318-1717
代表取締役　上 杉 健 志

市川市曽谷5-11-12
TEL.047-373-0061

㈲馬場 印 刷

ダンボール回収・産廃

市川市国府台3-2-3
TEL.047-371-6916

㈲小倉商店

市川市市川2-32-4

墓石・石材工事

TEL.047-323-4185

㈱ 横 山 石 材

http://itati.co.jp

安心を見守るカメラ

㈱ I T A T I

オータムフェア in科学館2018 9/8～9/17

・「たんけん！！ 科学館」（クイズラリー）
9月16日（日）・17日（月・祝）

・「タリップ号乗車会」 9月8日（土）

・「きらきらミラーキューブ（万華鏡）をつくろう」
9月9日（日）

・「チーバくんの折り紙」 9月16日（日）

・「飛ぶたねをつくろう」 9月17日（月・祝）

各イベントの詳細については、当館のHPをご覧になるか、お電話でお問合せください。

JAXAに認証された宇宙日本食やアメリカとロシアの宇宙食など、貴重な実物が見ら
れます。さらに、伝統的な保存食や備蓄食糧、食育など、暮らしに役立つ展示会です。

お問合せ　電話047-379-2005（普及課）

科学館わくわく教室

・「手作りカメラをつくろう」 10月8日（月・祝）

・「ガリレオ温度計をつくろう」 9月23日（日）

10月13日（土）～12月2日（日）

市川市八幡1-11-13 シャトー森井1F

手作り居酒屋

TEL.047-332-1373

GARAGE★K

千葉市中央区中央４-１３-１０　千葉県教育会館４Ｆ
支部長　本  多    誠

TEL.043-227-8009

千葉県行政書士会葛南支部

地元愛を応援します！

㈱エム・ケイ
代表取締役　近  藤  誠  利

http://m-k.sol.co.jp

市川市東菅野1－19－7－303

TEL.047-321-4857

(一社)市川青年会議所
20～40歳の仲間募集！

我々は地域の
　サポーターです。
市川JC で検索！

㈱天乃家石材店
市川霊園墓石のプロ！

代表取締役　天野　喜晴
市川市大野町4 -2463

http://www.amano-ya.co.jp/

フリーダイヤル .0120-41-0052
FAX.047-339-1278

東京都江戸川区松江4-17-3-209

リレーションバンケット

TEL.03-3656-7374

2018年 のイベント

市川市国府台4-6-21
TEL.047-372-0111

㈲ 水 野 運 輸

市川市南八幡4-17-8
フリーコール 0120-914-000

㈱ジェイコム市川
心に響くサービスを

市川市平田3-18-18
エスポワールソレーユ206
TEL.047-303-3855

㈱ A Z E S

市川市市川1-10-10 Y’sビル1F

150種類以上のワイン

TEL.047-324-8028

wine cafe Pub Jack

市川市田尻３－7－33－１01

映像で魅せるチカラ…

TEL.047-370-1726 FAX.370-0726

㈱ムービーアイ

代表取締役　武 長 彩 子
市川市八幡2-14-11  川上ビル2-D号室

TEL.047-316-0002
FAX.047-316-2001

市川市南八幡4-4-22-701

完全予約制・丁寧施術

TEL.047-379-0387

冨 田 治 療 院

市川市鬼高３－１３－１

生花、観葉植物、花鉢

TEL.047-370-7542 FAX.370-7543

㈲ 花　野　菜

市川市南八幡3-7-16-305
TEL.047-316-0769

今川良司税理士事務所

学校法人　創志学園

市川市南八幡2-16-16-3階

税理士・行政書士

TEL.047-712-5671

大坪恭也税理士行政書士事務所

市川市市川南1-6-9

水道・リフォーム工事

TEL.047-324-3804

㈲英設備工業

市川市田尻5-9-11　リバーサイド市川101
TEL.047-376-5381

㈱セフティ物流
一般貨物自動車運送

市川市八幡5-1-26
TEL.047-312-6561

http://www.posso.ne.jp/TomsGarden

株式会社  魁

市川市南八幡4-15-12

TEL.047-378-5111

㈱ コ　マ　ツ
市川市国分3-3-14

TEL.047-375-1677

㈱フジハウス

市川市国府台1-9-7
TEL.047-372-6650

㈲京葉不動産管理
土地売却はご相談を!!

市川市南八幡5-8-5-2F
TEL.047-314-6700

一般社団法人
千葉県宅地建物取引業協会市川支部

「宇宙の味  ー宇宙日本食と食品保存技術ー」企画展 そ ら



TEL.047-377-1105
支部長 福  本  路  昭

トラックは生活と経済の
ライフライン

印刷で地元市川の文化に貢献して71年

http://www.ichi-shoren.jp/

市川商工会議所女性会

佐藤フジエ会　長

〒272-8522 市川市南八幡2-21-1
TEL.047-377-1011  FAX.047-377-1048

女性会新規会員募集中！！

市川市市川南1-7-8

良質な住まい創り

TEL.047-322-8111

鈴 木 建 設 ㈱

市川市田尻2-11-25
 ㈱市川環境エンジニアリング内

TEL.047-376-1711

市川東ロータリークラブ
会長　久保  裕司
幹事　大野  繁雄

新規会員募集中！

多数の行事と素晴らしい委員会
で活動しています！

会 長　瀧  澤  猛  龍

会長　米  山  芳  昭

塩浜駅前再開発中です

市川市鬼高３－２８－１６
市川市高浜町7

TEL.047-395-2151
FAX.047-396-7049

会長　渡辺  宏 一 会長　羽  生 　弘
市川市市川南2-8-8 京葉ガス㈱内
TEL.047-325-4111
FAX.047-324-6026

会長　小  張  雅  示
市川市高谷新町７－１

TEL.047-328-1111
FAX.047-327-5544

未来創造型の人材育成
学校法人 千葉学園
千葉商科大学
市川市国府台１－３－１

http://www.cuc.ac.jp/
TEL.047-372-4111

㈱大　城　組
市川市真間3-10-23

http://www.ooshirogumi.co.jp/

総 合 建 設 業

TEL.047-322-1166
FAX.047-321-3490

佐々木　建雄代表取締役社長

総合ビル管理業

コスモ・メンテナンス㈱
代表取締役　笹 本　　浩
市川市鬼高1-1-1

TEL.047-377-3481
FAX.047-377-3595

http://1987.co.jp

㈱明光企画
いちかわ・行徳新聞

市川に密着！
広告・求人・印刷・ポスティング

http://www.meiko-kikaku.co.jp/
TEL.047-396-2211

市川市相之川3-2-13

安心と満足を当社で！

市川市市川1-3-18 SRビル市川2F

ご来店お待ちしてます

TEL.03-3681-3304

大和証券㈱ 市川営業所
人事・労務相談のプロ

http://srfunabashi.com/

NTT東日本
千葉西支店
船橋市湊町2 -6 - 33

TEL.047-435-1232
FAX.047-434-4448

http://www.ntt-east.co.jp/chiba/

市川市八幡4-1-5

㈱オフィス・ティースカイ
市川市塩焼3-4-21

TEL.047-396-1881
FAX.047-359-3954

印刷全般・デザイン

㈱国際技術コンサルタンツ
土と水のコンサルタント

代表取締役　中　村　政　邦

市川市新田5-4-4
TEL.047-326-5951
FAX.047-326-5930



 &

市川工業高校

「匠の伝統工芸」展

日新製鋼建材㈱　本社製造所
㈱クボタ　市川工場

学校紹介(写真・ポスター・実習作品等)、プラ板キーホルダー製作体験（無料）

千葉県指定伝統工芸品等の展示／行徳神輿（中䑓 實 氏､中䑓 洋 氏）・屏風（田島義弘氏）
江戸つまみかんざし（穂積 実 氏､穂積 裕 氏）・木象嵌（戸島甲喜氏）・手描友禅（伊藤知子氏） 

ナイフ・スクレーパー･工業用刃物展示

ボルトサンプル　写真展示
嗅覚検査キット

スチール物置・集合用ごみ置き場
スピアーズ(ラグビーチーム)の紹介
製品サンプル展示
会社紹介ＶＴＲ、家電リサイクルの解体モデル展示、パネル展示
フォークリフト等ポスター展示
パネル、ミニチュア、講習日程表
カタログ、商品PR
バイクの展示、運転免許相談会(粗品等配布)
秋の大茶会(試飲会とお茶の即売会)

災害用伝言ダイヤル「１７１」の体験
ガスメーター機器の展示

当社グループ商品の展示・当社グループポスターの展示
ガラスびん、ガラスおはじき、抗菌ガラス
パネル展示等
パネル展示(リサイクル工場の紹介等)・会社案内DVDの放映・間伐材のチャーム作り

カルチャーモールカルチャーモール

テクノモールテクノモール

ビジュアルモールビジュアルモール

Techno mallTechno mall

Shopping mall

地産地消モール地産地消モール

 Play mall Play mall

 Play mall Play mall

Shopping mall Shopping mall 

Culture mallCulture mall

千葉県社会保険労務士会 船橋支部 年金・雇用・労働問題・成年後見の無料相談4

15

市川商工会議所  金融業部会 　3
2
1

5

16

6

17

㈲アイナ 鬼越(フットワーク強化デバイス)、はつらつ道場(脳機能低下防止デイバイス)

7

18

市川市消防局　起震車 地震体験

千葉県トラック協会 市川支部
交通安全・広報啓発
アンケート・グッズ配布

8

19
　

9

20

10

21
なりきり消防士市川市消防局
　

11

22

12

23

13

25
24

14

26
　27

28
29

㈲武田建設工業 体験型のイベント及びアンケート実施 ※希望があった場合無料相談も実施
東京外かく環状道路（千葉県区間）
整備促進市川・松戸市民会議

パネル展示　他
37

市川商工会議所 建設・不動産業部会、金融業部会 建設・不動産業部会ＰＲ、金融業部会ＰＲ

36
市川商工会議所 建設・不動産業部会 建設・不動産業部会ＰＲ

35 市川市街づくり部建築指導課 耐震改修等の啓発・耐震促進講演会
34 京成トランジットバス㈱ 大型ノンステップバス展示
33
32
31
30

ヒノデ第一交通㈱ 介護車輌展示

38
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3327

28

29

36
37
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イベントステージ 本部PA
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12S13S

佐賀料理むつごろう ミンチ天、ミン天バーガー、ウインナー、からあげ、ポテト

ピザポケット ピザ・ポテト・唐揚げ

PARADISE KEBAB ケバブ1S

にわとりトラック 　

2S

3S

4S

5S

6S

7S

8S

Paprika

広岡商店

みうら商事㈱

12S

13S

10S

11S

14S

15S

16S

17S

18S

19S

20S

21S

ユニバーサルバトン10:30～11:00
レンコンバンド11:00～11:30
三沢モダンバレエ・ジャズダンススタジオ11:40～12:00

SK. CHEERS12:30～13:00

ミッション鈴木（２回目）15:00～15:30
スタンプラリー抽選会（ゲスト：ミッション鈴木）15:30～16:00

イベントステージスケジュールイベントステージスケジュール

ミッション鈴木（１回目）12:00～12:30

クラウンダンススクール13:00～15:00

※ステージ内容は当日変更になる場合がございます。

地産地消モール

エネルギー㈱　市川油槽所JXTG

㈱SORAND谷間
国府台自動車学校
ライズ（ウェルネスクラブ）

「地震への備えは〝モシモ〟ではなく〝イツモ〟」
いつもの生活の中で、地震への備えに取り組めるように、みんなでゲームに挑戦し、
楽しみながら、防災の知識を身につけよう。

■時間／13:40～14:40［13:20開場］
■会場／ビジュアルモール（サイエンスドーム）
■講師／NPO法人プラス・アーツ東京事務所長
　　　小倉丈佳 （おぐらたけよし）

■テーマ／ゲームで学ぼう！親子サバイバル教室
　　　　～家具転倒防止編～

■プロフィール
阪神・淡路大震災をきっかけに、「防災の日常化」をテーマに掲げて
活動している団体。被災者から学んだ震災の教訓をもとに、楽しみ
ながら学べる防災イベントや講座の開発、防災グッズや防災備蓄品
の監修など、市民目線の防災に取り組んでいる。 全国の地域・自治
体と協働する他、東京ガスや東京メトロなど企業のアドバイザーも
務める。 『第14回防災まちづくり大賞消防科学センター理事長賞』、
『第１回まちづくり法人国土交通大臣賞【まちの安全・快適化部門】』
受賞。

Visual mall

リフォーム相談・材料・部材(植木・タイルなど)販売
自転車シュミレーター無料体験
身体年齢測定

9S

飲食ゾーン

エコ・ピア

フォー(ベトナムラーメン)

㈱華商 居酒屋七の子 　もつ煮、鶏から揚、胡瓜漬、ビール、ソフトドリンク

焼きそば、ポテトフライ、からあげ
串やき、かき氷、チョコバナナ

JAいちかわ直売組合

焼きそば、綿菓子、ポップコーン、かすてら、落花生他食品

串焼き

焼き鳥、焼きそば、たこ焼、ジュース、ビール、かき氷
ZENT 唐揚げ・たこやき・ドリンク

徳読（トクヨム） かき氷

加藤商事 氷、チョコバナナ、たこ焼き

㈱魁（カイジェラート） アイスクリーム

22S 禅騨木輪業 オートバイ
23S みすず 射的＆ダーツ
24S

㈱ITATI 見守りカメラ・パソコン保守

25S ぷんぷく堂 鉛筆・メモ帳・消ゴム・マルマン６０周年記念グッズ・ガチャガチャ
26S

㈱丹羽 玩具・空気ビニールおもちゃ・ボール・衣料・家庭雑貨用品

27S

生活協同組合パルシステム千葉 パルシステムのオリジナル商品の試食・試飲

28S

㈱グランパ ボローニャデニッシュパン

29S

アランチャドレッシング ドレッシング

30S
社会福祉法人市川レンコンの会 わたあめ、スーパーボールすくい、手造りジャム販売

31S

32S

33S ベイトータルサービスジャパン㈱ 害虫害獣駆除についてのご紹介・ご案内
34S フィリップモリスジャパン㈱ IQOS（アイコス）
35S 創業支援ブース 　
36S スタンプラリー スタンプラリー（ゴール地点）
37S

和洋女子大学 教育に関するワークショップ等

38S

市川市観光協会 市川市の観光案内・情報提供及び物産販売

39S

㈱明光企画 いちかわ新聞 お楽しみ抽選会

40S

㈱ジェイコム市川 自社サービス紹介と無料抽選イベント

35S

36S

案内

手造り居酒屋たまらん 若鶏からあげ、酒

インド料理イスマイル カレー、ナン、ポテトフライ、タンドリーチキン、ケバブ
ワイアード イチコロドッグ(ホットドッグ)、フライ、ワイン、ビール等(お酒)

　千葉県税理士会 市川支部 税の無料相談
　ワイアイシー 太陽光発電関連製品、サービス
　千葉県行政書士会 葛南支部 無料相談ブース

24～29

パトカー・白バイ展示

15～18

地震体験

6～8

なりきり消防士

Q＆AQ＆A

クイズ形式で楽しく
学ぶ！

クイズ形式で楽しく
学ぶ！

？

！

知っておくと便利な
「技」を伝授！

梨・野菜

市川市漁業協同組合 ホンビノス貝・焼海苔・浜焼き

㈲エムエスセーリング オートバイ展示

市川商工会議所
運輸・通信業部会

交通安全・広報啓発
パトカー・白バイ
トラック展示

 &

&
地産地消モール

Shopping mall
&

市川で創業しよう

34
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