
H60mm×W90mm H60mm×W90mm
034033

広　告

@kisarazu_city

生活に役立つさまざな情報や市からの情報だ
けでなく、ごみの持込・母子手帳の交付等の
予約もできます。市民の方から情報を提供し
ていただくコンテンツも。

災害時等の緊急のお知ら
せや、広く市民の皆様に
お知らせしたい情報をツ
イートしています。

市内外への木更津の魅力
を発信するため、木更津
市公式チャンネルを運用
しています。

海ほたる、朝日庁舎、全15公民館、金田地域交流セン
ター、木更津市市民活動支援センターにデジタルサイネー
ジを整備し、行政情報等を配信しています。

トカイナカ KISARAZU REPORT

オーガニックシティきさらづ

おっぺせ木更津！

きさらづプロモチャンネル
←コチラから

らづナビ（木更津市公式アプリ）

@city.kisarazu

市民の皆様との情報共有
を深めるとともに、市内
外へ木更津の魅力を発信
しています。

Facebook

Twitter

YouTube

デジタルサイネージ

関東エリアにイベント情報や観光情報等を放送しています。

市政情報やイベント情報などを紹介する番組です。

市長と担当職員が出演して、市政情報やイベント情報等を
放送しています。
第２・第４火曜日 午後0時15分ごろから8分間

ベイエフエム FM78.0MHz

かずさエフエム FM83.4MHz

旬な情報はコチラから
Check!

市民活動支援課内に設置された専
用FAXで、24時間市政に対する
意見・要望を受け付けています。

ホームページ「みなさんの声をお寄せください」のお問い合わ
せフォームでまちづくりの提案や意見などをEメールで24時間
受け付けています。担当する課などがわかる場合は、各課の
ページから直接Eメールを受け付けています。

ミミちゃんFAX：25-3566

アプリ SNS

電子
看板

TV
番組

ラジオ

Application

SNS

Digital 
Signage

TV Program
Radio Program

みなさんの声 お問い合わせフォーム

木更津のコト
いっぱい知ってね

伺いますを

皆様のご意見

Opinions are welcome.

ジェイコム千葉木更津局 11チャンネル
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H60mm×W90mm H60mm×W90mm
032031

広　告

吉田 眞紀人
さん

https://www.city.kisarazu.lg.jp/

イシワタケイタ KAORUKO 小桜 舞子 C-Style

鈴木 希依子 鳥海  晃司 松本 佳奈

市ホームページ

　市からのお知らせや市内のイベント
情報等を掲載している木更津市の広報
紙。毎月1日の朝刊に折り込んで皆様
へお届けするほか、新聞未購読の方に
はポスティングで無料配送しますので
シティプロモーション課までご連絡く
ださい。木更津市内の公共施設・木更
津市観光案内所・商業施設等でも配布
しています。

　市制施行75周年の
2017年から、木更津
の魅力を全国に広く情
報発信し、市のイメー
ジ ア ッ プ や 文 化、産
業、観光、定住促進等
の振興の活動をいただ
ける方としてこちらの
２名に就任いただいて
います。 市からインターネットで最新情報を配信しています。

視覚障がい者の方へ、広報きさらづを録音したCDを
障がい福祉課・図書館の窓口で貸し出しています。ま
た、希望する方には録音したCDを郵送しています。

視覚障がい者用広報CD

問 シティプロモーション課　☎  23-7460　 F  23-9338

市では、魅力あふれる木更津の情報をさまざまな
媒体で、皆様に向けて情報配信を行っています。

もっと知ってほしい

365日24時間、市役所へのよく
ある質問にお答えします。ホーム
ページの左側「きさポンボタン」
でチェック！

FAQ

さん

中尾 彬
木 更 津 市 出 身 で、俳
優、コメンテーターな
ど、さまざまな分野で
活躍。

さん 綾小路 翔
氣志團のメインボーカ
ルとして、長年にわた
り、木更津への愛情を
標榜し続けています。

さん

さん

さん

さん

©CEREZO OSAKA ©EHIMEFC

さん

さん

さん
（左：潮干狩 鯏さん、右：八剱 咲羅さん）

柳亭 芝楽
さん

木 更 津 の 魅 力

木更津PR大使

広報きさらづ

ホームページ

木更津ふるさと応援団

木更津の魅力を紹介
Check!

市政情報などを広く発信
Check!

The charm of Kisarazu
Hell
o!!
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エリアマップ1図  D-4

【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。　　

木更津市暮らしの便利帳 043－261－7714

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

印 印
顧客名称 ：

031
240

アイクリエイト（ワシントンホテル）御中 2校原稿
木更津市暮らしの便利帳

2022年8月29日
8FK411H0B
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広　告

@kisarazu_city

生活に役立つさまざな情報や市からの情報だ
けでなく、ごみの持込・母子手帳の交付等の
予約もできます。市民の方から情報を提供し
ていただくコンテンツも。

災害時等の緊急のお知ら
せや、広く市民の皆様に
お知らせしたい情報をツ
イートしています。

市内外への木更津の魅力
を発信するため、木更津
市公式チャンネルを運用
しています。

海ほたる、朝日庁舎、全15公民館、金田地域交流セン
ター、木更津市市民活動支援センターにデジタルサイネー
ジを整備し、行政情報等を配信しています。

トカイナカ KISARAZU REPORT

オーガニックシティきさらづ

おっぺせ木更津！

きさらづプロモチャンネル
←コチラから

らづナビ（木更津市公式アプリ）

@city.kisarazu

市民の皆様との情報共有
を深めるとともに、市内
外へ木更津の魅力を発信
しています。

Facebook

Twitter

YouTube

デジタルサイネージ

関東エリアにイベント情報や観光情報等を放送しています。

市政情報やイベント情報などを紹介する番組です。

市長と担当職員が出演して、市政情報やイベント情報等を
放送しています。
第２・第４火曜日 午後0時15分ごろから8分間

ベイエフエム FM78.0MHz

かずさエフエム FM83.4MHz

旬な情報はコチラから
Check!

市民活動支援課内に設置された専
用FAXで、24時間市政に対する
意見・要望を受け付けています。

ホームページ「みなさんの声をお寄せください」のお問い合わ
せフォームでまちづくりの提案や意見などをEメールで24時間
受け付けています。担当する課などがわかる場合は、各課の
ページから直接Eメールを受け付けています。

ミミちゃんFAX：25-3566

アプリ SNS

電子
看板

TV
番組

ラジオ

Application

SNS

Digital 
Signage

TV Program
Radio Program

みなさんの声 お問い合わせフォーム

木更津のコト
いっぱい知ってね

伺いますを

皆様のご意見

Opinions are welcome.
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032031

広　告

吉田 眞紀人
さん

https://www.city.kisarazu.lg.jp/

イシワタケイタ KAORUKO 小桜 舞子 C-Style

鈴木 希依子 鳥海  晃司 松本 佳奈

市ホームページ

　市からのお知らせや市内のイベント
情報等を掲載している木更津市の広報
紙。毎月1日の朝刊に折り込んで皆様
へお届けするほか、新聞未購読の方に
はポスティングで無料配送しますので
シティプロモーション課までご連絡く
ださい。木更津市内の公共施設・木更
津市観光案内所・商業施設等でも配布
しています。

　市制施行75周年の
2017年から、木更津
の魅力を全国に広く情
報発信し、市のイメー
ジ ア ッ プ や 文 化、産
業、観光、定住促進等
の振興の活動をいただ
ける方としてこちらの
２名に就任いただいて
います。 市からインターネットで最新情報を配信しています。

視覚障がい者の方へ、広報きさらづを録音したCDを
障がい福祉課・図書館の窓口で貸し出しています。ま
た、希望する方には録音したCDを郵送しています。

視覚障がい者用広報CD

問 シティプロモーション課　☎  23-7460　 F  23-9338

市では、魅力あふれる木更津の情報をさまざまな
媒体で、皆様に向けて情報配信を行っています。

もっと知ってほしい

365日24時間、市役所へのよく
ある質問にお答えします。ホーム
ページの左側「きさポンボタン」
でチェック！

FAQ

さん

中尾 彬
木 更 津 市 出 身 で、俳
優、コメンテーターな
ど、さまざまな分野で
活躍。

さん 綾小路 翔
氣志團のメインボーカ
ルとして、長年にわた
り、木更津への愛情を
標榜し続けています。

さん

さん

さん

さん
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さん

さん

さん
（左：潮干狩 鯏さん、右：八剱 咲羅さん）

柳亭 芝楽
さん

木 更 津 の 魅 力

木更津PR大使

広報きさらづ

ホームページ

木更津ふるさと応援団

木更津の魅力を紹介
Check!

市政情報などを広く発信
Check!

The charm of Kisarazu
Hell
o!!
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【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。　　

木更津市暮らしの便利帳 043－261－7714

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

印 印
顧客名称 ：

033
350

谷中造園土木 御中 3校原稿
木更津市暮らしの便利帳

2022年7月27日
8FK411H0B

造園工事・土木工事・緑地管理
伐木工事・フェンス工事・除草

〒292-0812　木更津市矢那2381
エリアマップ12図B-3

Phone 0438-52-2552

千葉支店
■千葉県千葉市美浜区中瀬 1-6 mBAYPOINT 幕張 10 階
■TEL  043-441-7071　　　　　     ■FAX    043-441-7070
■URL https://www.o-ence.co.jp　■MAIL  oence@maple.ocn.ne.jp

【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。　　

木更津市暮らしの便利帳 043－261－7714

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

印 印
顧客名称 ：

034
357

オーエンス 御中 2校原稿
木更津市暮らしの便利帳

2022年7月28日
8FK411H0B




