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         お客様がつながる掲示板      2020 年 ９月号 

「お客様がつながる掲示板」とは… ピーシー・ブレインのお客様同士が情報交換する掲示板です。 

気になる情報を見つけたらぜひお客様 WEBサイトをご覧になってみてください！ 

■防犯・防災設備なら設置からメンテナン

スまでトータル・プランニングにお任せく

ださい！ 
防犯カメラやセキュリティーシステムでお困りのことはあ

りませんか？また防災設備は古くなっていませんか？ 

トータル・プランニングでは、設備の強化からコストダウ

ンのご相談まで親切・丁寧な仕事で「安心」「安全」をお

届けします。是非お気軽にお問い合わせください。 
 

 

 

 

株式会社トータル・プランニング 
〒120-0005 東京都足立区綾瀬 2-26-15 第 5 鳥塚ビル 2F 

TEL:0120-168-967   WEB: http://www.total-p.ne.jp/ 

■愛車のキズ、へこみの修理なら、 

「きれいに安く」の千葉自動車工業へ！ 
安心の技術・安心のサ

ポート・安心の価格、3

つの安心でお客様の愛車

をメンテナンスいたしま

す。 

現在コロナウイルス対策

として納車前に車内の除

菌・消毒を実施しており

ます。 

http://www.chibaauto.com/ 

千葉自動車工業  TEL：047-384-4155（月~土 9時～18時） 

〒270-2221 千葉県松戸市紙敷 283-1 

■複数のホテルからパーティー会場・宴会場

の見積書が送られます（無料） 

 
 

パーティーや宴会・会議の準備業務と、当日の裏方業務も

代行します。スピーディー、手間要らずなので、事務局

（幹事）が楽！お気軽にご相談ください！ 

株式会社ファーストページ  https://firstpage-banquet.com/ 

〒107-0052東京都港区赤坂 4-13-5赤坂オフィスハイツビル 

TEL:03-5570-9511  営業時間 10:00~18:00 平日 

■お別れの会・偲ぶ会・社葬のプロデュース 
―大切な人だからこそ、きちんとお別れを伝えたい― 
故人にかかわりのあった友

人や知人、お取引先様に声

を掛け、故人の足跡をたど

る場として、また、お互い

が感謝する場として、催す

『お別れの会』。ネクスト

ページは、ご遺族のご希望

やご意向に添いつつ、故人

の人生に敬意を払い、ご遺族や参会者の心に残る送別の機

会を創りあげるべく、「お別れの会」「偲ぶ会」「社葬」

を、きめ細やかにプロデュースいたします。 

株式会社ネクストページ  https://www.nextpage.co.jp/ 

〒107-0052東京都港区赤坂 4-13-5赤坂オフィスハイツビル 

TEL:0120-480-858 営業時間 10:00~18:00 

■手間なく、無駄なく、高品質！野菜加工機

械・フードスライサーはドリマックスへ 

仕込み時間を減らしたい、人手不足を解消したい、仕上が

りにこだわりたい等、厨房のお悩みをドリマックスが解決

します。野菜・肉・魚・果物まで、進化した最強のマシン

で無駄なく高速大量処理。迫力あるマシンの PV を、 

是非ホームページからご覧下さい。 

株式会社ドリマックス DREMAX  
〒332-0032 埼玉県川口市中青木 5-9-13 

TEL:048-254-1231  http://www.dremax.com/  

■理想のカラダを手に入れて人生を豊かに！ 

 

今より良いカラダを手に入れたい、自分史上最高のカラダ

を手に入れたいと思った方のサポートを全力でさせていた

だきます。コンディション管理をマッサージに頼り過ぎず

に、正確・適切なトレーニングでのカラダ作りから、新し

い自分との出会いを提供いたします。 

ソイルストレングス SOIL-STRENGTH  
〒271-0092 千葉県松戸市松戸 2063-9 若松ビル 1 階 

WEB: http://www.soil-strength.com/rental/ 

2008 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

2009

」 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

2009 

 

 

 

 

 

2009 

 

 



2 

お客様がつながる掲示板                

■【サッカー】JSC CHIBA 

サッカースクール 
当チームは、「社会人」、「ジュニアユース」、「ジュニ

ア」と３つの年代で活動しています。 

「戦術よりも個人技術の向上」を目指し、全国各地の大会

へ積極的に参加しながら、世界に通用するトッププレー

ヤーの育成を目指します。 http://www.jsc-chiba.com/ 

 

株式会社 グローフィールド  TEL：043-309-7000  

事務局〒263-0015 千葉市稲毛区作草部 2-9-16 笠原 

■インターホンの取り付け・交換工事は…

「集合インターホン相談室」にご相談くだ

さい 
マンション・アパートの

インターホンリニューア

ルはトータル・プランニ

ングの「集合インターホ

ン相談室」にご相談下さ

い。集合住宅のインター

ホンは約 15 年が交換目

安です。故障や不具合を防ぐだけでなく、防犯・防災機能

の強化は集合住宅の資産価値を高めます。 

 
株式会社トータル・プランニング 

集合インターホン相談室 
〒120-0005 東京都足立区綾瀬 2-26-15 第 5 鳥塚ビル 2F 
TEL:0120-168-967  WEB: http://www.total-p.info/ 

■しんせつな会社リフォームのビビット 

建物には必ず「リフォーム」が必要です。少なくとも

10 年に 1 回は必ずどこかしら修繕しなければならない

場所が出てきます。そんな時に安心してお声掛けを頂け

る身近な「街のお医者さん」でありたいと思っていま

す。  
https://vivit-reform.com/ 

有限会社 ViVit 美装  TEL：0120-089-252  

〒277-0054 千葉県柏市南増尾 5-24-11 

■松戸・柏・東葛地区の外壁塗装なら昭和

55年創業、安心実績のコンドーペイントへ 

 
創業以来 39 年、 

一貫して「技術」重

視の完全自社職人施

工でお客様の大切な

家屋を守ります。現

地調査・お見積り無

料です。お気軽にお

問い合わせくださ

い。 

 

有限会社近藤工業   TEL:0120-888-527 
〒271-0068 千葉県松戸市古ケ崎 4-3648-12 

69 歳、代表の近藤が日誌を綴っています。 

http://www.kondoh-paint.co.jp/blog/ 

■切削加工のプロ集団！！ 

 

創業 40年間培ってきた技術力と圧倒的な営業力を武器

に、お客様の様々なお悩みをスピーディに解決します。

「切削加工」以外でも、協力企業様とのネットワークを

活用し、様々な加工に対応が可能ですので、お気軽にご

相談ください。  https://www.tou-ei.com/ 

 

藤恵工業株式会社  TEL： 04-7193-1251  

〒277-0941 千葉県柏市高柳 486 番地 

■歴史的建造物を私たちに教えて下さい 

 

私たちチアーズブライダルは「歴史に集う結婚式」をコン

セプトに、何年たってもなくなることのない歴史的建造物

での結婚式をプロデュースしております。皆様の街に、こ

んな歴史的建造物があるよ！こんな場所があるよ！という

ものを是非私たちに教えて下さい。お待ちしています！ 

 

ウエディングプロデュース Cheers Bridal 
〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸 2-19-2 第二土屋ビル 4階 
TEL:045-412-4531  E-MAIL:mail@jima.i 
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                 2020年 ９月号  

■心をこめて遺品整理を承ります。 

専門的な知識をもった遺品整理士が故人とご遺族の想

いに寄り遺品整理をいたします。 

遺品整理や空き家・ゴミ屋敷清掃のことならなんでも

お気軽にご相談ください。https://www.mk-ihin.com/ 

 

松戸遺品整理センター   

〒270-0092 千葉県松戸市松戸 113-1-210 

TEL： 0120-502-164 

■ZEUS-LOCK取扱い代理店募集！ 
[ZEUS-LOCK]はオートロック機能・徘徊対策機能を備え

た新しい電子錠です。暗証番号・交通系 ic カードを鍵とし

て使用でき、介護施設や不動産管理・事業所での使用に適

しています。取付けが簡単なため施工の習得コストもかか

りません。 

現在、取扱代理店募集中！お気軽にお問い合わせ下さい。 

 
 

株式会社 ジャパンキーサービス  http://jks-key.com 
〒270-2231 千葉県松戸市稔台 3-2-908 TEL:047-703-6117 

■古紙処分は創業73年の斎藤英次商店へ！ 
 

【1】会社や自宅に溜まった古紙をどうにかしたい・・・ 

【2】量が多すぎて集積所まで持っていくのが億劫・・・ 
 

そんな方は是非斎藤英次商店をご利用ください！！ 

 
 当社営業所から 15 分圏内・100kg 以上の回収は全て無料！ 

 当社営業所へお持込み頂いた場合は全て無償で引き取ります！ 

［機密文書の処分］や［古紙の買取］ 

なども行っておりますので、 

お気軽にお問合せください！！ 

 

 

 

株式会社 斎藤英次商店 
本社 お客様窓口 電話 04-7186-6701 
https://www.saito-eiji.c 

■石･タイル･レンガ等の切断･研磨と工事は 

恵産業へお任せ下さい！ 
石･タイル･レンガ等

の加工、マンション

等の石及び大判タイ

ル施工工事は恵産業

へお任せ下さい。

ホームページには実

績を多数掲載してお

ります。 

美しく個性的なオブ

ジェ石玉回転噴水(フ

ローティングストーンボール)の製造販売元です。 

 

恵産業株式会社（めぐみさんぎょう） 

http://www.megumi-ind.co.jp/ 
〒274-0055 千葉県船橋市楠が山町 119-6 

TEL： 047-457-6388 FAX：047-457-0803 

■木のぬくもりを感じる  

安全・安心な住まいづくり 

 
新築からリフォームまで、無垢の木や漆喰を使った「住む人にや

さしい家づくり」をしています。 

住まいの悩みやこだわりをご相談ください。 

 

木の家設計室 アトリエ椿 https://www.atsubaki.com/ 

〒277-0063 千葉県柏市西山 2丁目 21-9  

TEL： 090-6046-4649【受付時間】9：00~17：00 

■マンション・集合住宅のリノベーションな

ら実績豊富なさくら住建へ。 

 
さくら住建では自社一貫

責任施工で中間マージン

を完全カット！最低限の

コストで狭い間取りも開

放的な空間に生まれ変わ

ります。 

住まいに関する職人集

団、さくら住建にお任せ

ください。 

 
 

 
http://www.sakurajyuken.co.jp/  
〒285-0846千葉県佐倉市上志津 1790-1 

TEL:0120-616-388 営業時間 9:00~19:00年中無休 
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お客様がつながる掲示板                 

■「あなたの家は安全ですか？」 

まずは『無料簡易耐震診断』を！ 

 
大地震が起こったと

き、あなたの家は安

全でしょうか。 

当事務所では、無料

「簡易耐震診断」を

随時受け付けており

ます。大切な家族を

守るために、まずは

家の耐震診断を受け

ましょう。 

お気軽にお問合せください。 

有限会社アトリエ アル・セッション 一級建築士事務所 

http://www.ar-session.com/topic/topic01.htm 
〒270-0034 千葉県松戸市新松戸 3-328 A-515  

TEL: 047-340-0333  FAXL: 047-340-0321 

■地球にも人にもやさしい昔ながらのお茶缶

を作り続けています。 

江東堂高橋製作所では創業から 100 年以上たった今も一缶

一缶細やかな手仕事で缶を作り続けています。職人が一つ

一つ微調整している缶の、心地よい開閉感をぜひご体感く

ださい。  
製缶 お茶缶 茶筒 海苔缶の製造販売 
江東堂高橋製作所  TEL： 03-5246-4100 （土日祝日定休） 

〒111-0043 東京都台東区駒形 1-3-14 駒形 TC ビル 2 階 

http://www.kotodo-can.co.jp/ 

■「その住宅だいじょうぶ？」住宅購入の際

は是非インスペクション(住宅診断)を！ 
中古・新築住宅のご

購入時には、第三者

的な立場で住宅に精

通したホームインス

ペクター（住宅診断

士）による診断をお

勧めします。 

安心して住宅をご購

入するために、是非

お気軽にお問合せ下

さい。 

 

有限会社アトリエ アル・セッション一級建築士事務所 

http://www.ar-session.com/topic/topic02.htm 
〒270-0034 千葉県松戸市新松戸 3-328 A-515  

TEL: 047-340-0333  FAXL: 047-340-0321 

■最新の赤外線カメラを使った無料雨漏り

診断！ 

ヤマモトホールディングスでは、プロの職人と最新の赤外

線カメラを使用し、原因箇所をすばやく発見します。迅速

な対応、短時間の調査、お施主さまにも分かりやすい調査

結果を報告いたします。WEB:http://matsudo-paint.com/ 

 

ヤマモトホールディングス株式会社 

270-2267 千葉県松戸市牧の原 2-32  TEL:047-311-2386 

■高品質な人工芝のお庭は、ふわふわの肌触

りで草むしりも不要！ 

 
グリーンフォエバーでは素材選びからこだわった高品質の

人工芝を使用しております。チクチクしない寝ころびたく

なる肌触りで耐久性も抜群！10 年雑草の生えないお庭も夢

ではありません。お庭のお手入れにお悩みの方はぜひご相

談ください。 https://www.g-forever.com/ 

Green Forever グリーンフォエバー 

〒272-0836千葉県市川市北国分 1-8-21 

TEL：047-371-6700  受付時間 9：00-18:00土日祝定休 

■大手品質の塗装を安心価格でご提供 

松戸・柏の外壁塗装は優(すぐれ)塗装へ 

 
住まいの塗替え専

門の塗装屋とし

て、外壁塗装から

屋根の塗替え、室

内塗装、防水工事

まで、千葉県松戸

市を中心に「直接

施工・安心価格・

妥協の無い拘り」

をモットーに、丁寧で高品質な施工をして おります。 

 

優塗装（すぐれとそう） 

http://www.sugurepaint.com/ 
〒271-0064千葉県松戸市上本郷 3008-2 

TEL：047-701-8048営業時間 10：00~19：00年中無休 
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■会計をフル活用して会社を成長させる 

アクア会計事務所がサポートいたします 
 

利益を生み出す力、資金を使いこなす力、未来を切り拓く

力、3 つの「会計力」が会社の経営レベルを向上させます。

アクア会計事務所では、貴社の将来を共に考え抜くパート

ナーとして成長計画の実行までをサポートいたします。ま

ずはお電話かホームページからお気軽にご連絡ください。 

 

アクア会計事務所/アクア・フェリクス株式会社 
【横浜本店】横浜市神奈川区鶴屋町 3-32-14 新港ビル 305 

【東京営業所】東京都中央区日本橋本町 2-3-11 日本橋ライフサイ

エンスビルディング 

TEL:0120-135-500 WEB: http://aqua-cpa. 

■ヘッドライトの黄ばみはプロテクション

フィルムで防ぐことができます！ 
 

リュウフラップのプロ

テクションフィルムは

紫外線を 94％カッ

ト！貼ってあることが

わからない程透明度の

高いフィルムで、ヘッ

ドライトを黄ばみや白

濁から長期間保護する

ことが可能です。最高の技術とフィルムでお客様の大切な

お車を更に輝かせます。 

 
ガラスコーティング専門店 
Ryu flap リュウフラップ   
〒270-2261 千葉県松戸市常盤平 6-3-6  http://www.ryuflap.com/ 

TEL： 047-384-8887 （日曜・祝日定休） 

■お菓子に会社のロゴマークを 

印刷してみませんか！ 

 
お菓子をノベル

ティ・販促にご利

用しませんか。 

当社では 400 枚

からの小ロットで

お菓子をノベル

ティとして活用す

ることをご提案し

ております。 

 

詳細はホームページをご覧ください。 

 

株式会社ヘクセンハウス http://hexen-cookies.com/ 

〒130-0013 東京都墨田区錦糸 2-14-7 ヘクセンハウスビル 6F 
TEL:03-5610-5011 FAX:03-5610-5022 

■松戸唯一の給食パン工場 葛飾屋では、 

特産品を使ったパンを一般販売しています。 

 

安心・安全・おいしいをモットーに美味しい給食パンを作

る葛飾屋では、パンの一般販売を行っております。そして

毎週第二土曜日は大人気揚げパンの日！揚げたてホカホカ

の美味しい揚げパンを店頭販売しております。詳しくは

HP をご覧ください。 

 

有限会社 葛飾屋 https://www.katsushikaya.com/ 

〒270-0092千葉県松戸市松戸 1775  TEL:047-362-2025 

■「生活をデザインする」Vide〔ヴィーデ〕 

 
Vide はライフスタ

イルに合わせたご提

案をさせて頂きま

す。家族の思い出が

詰まる我が家。 

 

一生を安心快適に過

ごす我が家。 

これからの住まいを

一緒に考えません

か？ 
 

リノベーションショップ Vide〔ヴィーデ〕 

 http://www.vide-j.com/ 
〒277-0052 千葉県柏市増尾台 1-11-55  

柏本店 TEL:0120-958-518 松戸六高台店 TEL:0120-515-41 

■千葉の墓石、霊園、墓地に関するご相

談は昭和 10 年創業の飯沼石材へ 
飯沼石材は昭和 10 年創業。 

長きに亘り培った、建墓と霊園案内における豊富な知識と

経験を生かし、意欲的に新しい技術を取入れ、お客様の

ニーズにお応えします。私達と共に亡き故人への想いを形

にしていきませんか？誠意と真心を込めて、親身にご相談

させて頂きながら一緒に永久の御住いのお手伝いをさせて

頂きます。 

 

 

飯沼石材株式会社 

〒270-2254  

千葉県松戸市河原塚
400-12 
TEL:047-388-1114  
WEB: http://iinumasekizai.com/ 
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セメタリーパーク霊園 
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新規掲載募集中！！ お申込はお電話（047-311-6677）または当社ホームページをご覧ください！ 

お知らせ→「お客様がつながる掲示板」掲載募集中！ 

https://www.pcbrain.co.jp/topics/2020/05/28/4305/ 

 

お客様がつながる掲示板                 

■鼠径ヘルニア（脱腸）を体操療法で改善す

る施術所です。 

 
姿勢は健康の基本です。 

双葉整骨院では、体操療法により正し

い姿勢を身につけることで体とこころ

を楽にし、自然治癒力・免疫力・生命

力を高めるお手伝いをいたします。鼠

径ヘルニア・腰痛・胃下垂・自律神経

失調症などご相談ください。 

 

双葉整骨院   

  
https://hisago-hara.com/ 
〒270-2235   

千葉県松戸市日暮 3 丁目 1-5 コーポヒロ 307 

TEL:047-711-7339 
(平日 9:00~18:00/土曜 9:00~17:00/日祝休み） 

■拡声器(メガホン)や車載スピーカー・アンプ

を激安レンタル&販売！全国対応します！ 

選挙向け車載アンプ・スピーカーをはじめ、野外イベント

向けの屋外対応音響機器や、工場見学・観光ガイドなどに

便利な小型ハンズフリー拡声器まで様々な機器をご用意し

ております。用途・ご予算に合わせてご提案いたしますの

でまずはご連絡ください。 

アーバンレント 株式会社 http://e-shop.u-rent.co.jp/ 

〒338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷 4-5-11 

TEL:0120-448877 (受付時間 9:00~18:00 水曜定休) 

■無垢材の家で木の香り、土の香りが漂うス

ローライフを楽しみませんか。          

 

千葉市・我孫子市・柏市で「木の家」づくり・リフォーム

を手掛けております。設計から施工までこだわりの新築か

ら、マンションリノベーション、古民家再生、住まいに合

わせた造作家具もご相談ください。 

スローライフホーム 株式会社
http://www.slowlifehome.jp/ 
〒270-1177 千葉県我孫子市柴崎 2919 

TEL:04-7128-4541 (受付時間 10:00~18:00 日曜定休日) 

■職人様・協力業者様大募集！           
業務拡大のため、大工・電気・給排水・塗装等施工におい

て当社社員と連携し、お力をお貸しいただける協力業者

様・職人様を随時募集しております。まずはお電話かホー

ムページよりお気軽にご連絡ください。 

 

株式会社 ハクヤ   http://www.hakuya.jp 

〒274-0816 千葉県船橋市芝山 1 丁目 10 番 6 号 

TEL:047-468-7898 (受付時間 9:00~18:00 日曜祝祭日休業 
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