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　「片づけ」と一言でいうのは簡単ですが、 実際に片づけること
は難しく、 挫折した経験はありませんか？机の周リに積み上げら
れた書類の山、クローゼットからあふれる片づけられない服た
ち等々……。
　片づけられない原因は１つではありません。そのストレスを
減らしていくには、捨てるものを探し、整理収納ノウハウを駆
使してモノを収めていくよりも前に自分の思考のクセや行動特
性を知り、人それぞれに合った方法をみつけることが大切です。
　「人」を主役にした片づけ方「ライフオーガナイズ」の概念を取り
入れて、整えることのサポートをしております。きっとあなたも、
今まで気づかなかった自分自身への発見と、居心地の良い空間を
手に入れることができるはず。片づけサポート、セミナー、オン
ラインレッスンなど行っております。お気軽にお声がけください！

今までなかった「ライフオーガナイズ」で、
心と部屋を整えよう！

Clup

代 表 者：森　真理
所 在 地：新潟市中央区古町通13番町2927
電 　 話：090-9773-7038
業務内容：片づけ、整理収納、住宅建設前のアドバイス等

　各メディアに多く取り上げられ、今話題のハウスクリー
ニング・エアコンクリーニングの専門店「おそうじ革命」
の新潟県第1号店「おそうじ革命 新潟中央区南店」です。
　ご家庭のエアコン、浴室、レンジフード、洗濯槽などの
クリーニングをはじめ、店舗やオフィス、賃貸物件の清掃
ならお任せください！
　エアコンの嫌な臭いやカビが気になる、お風呂のカビが
どうしても落とせない、キッチン周りが油汚れでヌルヌル
そんなお悩みで困っていませんか？
　小さなお子様のためにもエアコンの内部、洗濯槽のカビ
汚れを取り除きたい、共稼ぎで毎日忙しい妻に少しでも自
由な時間を過ごしてほしい、 高齢になった両親へハウスク
リーニングをプレゼント、などといったご依頼が増えてお
ります。是非お気軽にお問合せください！

関東で話題のハウスクリーニング専門店が
新潟に登場！

おそうじ革命

代 表 者：渡辺　謙吾
所 在 地：新潟市江南区所島2-4-65
電 　 話：090-6587-4103� Ｆ Ａ Ｘ：025-382-3733
業務内容：ハウスクリーニング

　Webを作る上で大切な事は、 「更新作
業を続けていけるかどうか」です。せっ
かく作ったページが「作業が面倒で更新
が追い付かない…」となっていては、 
もったいない！日々の更新を楽しく簡単
にできるようにサイトを構築し、お客様
のニーズに合ったデザインを心掛け、そ
の後のサポートをいたします。
　現在、新型コロナウイルス感染症対策で急速に注目を浴
びているテレワークのサポートをはじめ、SNSの活用法
を各企業様の状況に合わせてレクチャーいたします。
　お気軽にご相談ください。

　また、別事業としてお米のネット販
売を行っています。「新潟の美味しいも
のをもっと県外の方々に知って欲しい
…」そんな想いから、店舗販売がされ
ていないお米を農家さ
んから直接仕入れ、ブ
ランド米「新潟の米」（現
在３種類）として販売。

そのお米を使用した「鯛焼きめし太郎」を
考案しイベント等で出店販売しています。

あなたの会社のプロモーション
楽しく行うコツをお伝えします！

株式会社CUBE

代 表 者：山賀　宏明
所 在 地：新潟市中央区古町通13番町2927
電 　 話：080-6596-3992
業務内容：Web制作、デザイン、SEO、マーケティング、米販売

　法人向け語学研修を企画・実施しています。1975年の
創立以来、企業・教育機関での実績は2500以上。国際的
教授資格を有する外国人講師・経験豊富な日本人講師が御
社の海外ビジネス推進を支援します。
　研修プログラムはご予算、目標に合わせてオーダーメイ
ドで作成、講師出張レッスンも可能です。
　海外赴任前研修・海外営業社員育成・TOEIC・サポー
ト付スカイプレッスン等様々なニーズに対応できます。取
扱言語は英語のほか中国語・韓国語・タイ語・インドネシ
ア語他多数。通訳・翻訳もお任せください。
　また新潟校ではお子様の英語レッスンは0歳～、大人の
方向け日常英会話、旅行英会話クラスもあり。新潟では
唯一のGrapeSEEDプログラムもレッスン可能です。
　お気軽にお問合せください。

御社の海外ビジネス推進に
英語・中国語・タイ語他取扱

株式会社エデュコ ジェイムズ英会話新潟校

代 表 者：木川　賢一朗
所 在 地：新潟市中央区弁天1-1-22�東信新潟ビル7F
電 　 話：025-244-8850� Ｆ Ａ Ｘ：050-3335-1689
業務内容：語学研修・通訳・翻訳
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　花と緑で、人と人をつなぐ日比谷花壇。私たちは、
お客様をあらゆる発想と行動の原点にして、どのよう
に貢献できるのかを考え、実践してきました。日比谷
花壇がお客様とそのご家族、地域のコミュニティに
とって、かけがえのない存在となることを願って。私
たちがデザインとホスピタリティで、人と人のつなが
りをはぐくみ続けることが、日比谷花壇の約束です。
花束やアレンジメントをはじめ、ブライダルやフュー
ネラル、空間装飾など幅広く行っております。お気軽
にお問合せください。

感動はいつも花とともに

株式会社日比谷花壇　新潟デザインスタジオ店

代 表 者：笠原　信也
電 　 話：025-281-0187� Ｆ Ａ Ｘ：025-288-0907
業務内容：生花販売、装飾、デザイン

　夏になったら、新潟の海辺に出かけませんか。「昔はよく行って
いた新潟の海辺。でも最近はあまり行かなくなったなあ……。」ぜひ、
出かけてみてください。
　そして、遊び疲れたらおしゃれな海の家に休みに来てください。
関屋浜にあるG's Longboard Bar&Grillでは日本海のきれいな夕日
が望めるロケーション、国際色豊かな料理とビールでお客様をおも
てなしします。
　他にも、アイデアマンの夫とそれを実現していく妻の夫婦２人３
脚で様々な事業に挑戦しています。創業当時から始めた英会話教室
GES英会話、海の家の空きスペースを使って始めたヨガスタジオ
Gstudioや宿泊施設BOOK INN（一泊2500円から）等々……。
　新潟駅前に移転したヨガスタジオではエアリアルヨガという、天
井から伸びたカラフルな布を使って空中を舞う新感覚のヨガを楽し
めます。また、ヨガスタジオは貸しスタジオとしても、英会話教室
内に併設された個別スペースはコワーキングスペースとしても貸し
出しできます。ご利用ご相談は下記電話番号まで！

海とヨガで体と心をリフレッシュ
語学で日常に彩りをプラス！

GES株式会社

代 表 者：長谷川　グレッグ
所 在 地：新潟市中央区弁天3-2-1　マルキタ弁天ビル3F
電 　 話：025-244-0034
業務内容：英会話教室・ヨガスタジオ・宿泊施設（BOOK�INN）・飲食業（海の家）

掲載の採否につきましては編集部にご一任くださいますようお願いいたします。
また、当所は取引上のトラブルについては一切責任を負いません。
※�新型コロナウイルス感染拡大に伴う自粛要請等により、休業・時短等の対応が
図られている場合がありますのでご注意ください。

事　業　所　名 業　　種
代　表　者　名 T　E　L
所　　在　　地

（順不同・敬称略）

葵総建 建設業
青瀬　瑞希 025-384-4927
東区物見山4-6-14-C
エフテクニクス㈱ 電気通信工事業
藤島　俊祐 025-275-7111
東区寺山3-4-4
㈱CUBE Web制作・米販売
山賀　宏明 080-6596-3992
中央区古町通13番町2927
ジェムバービー 小売業
大沼　直子 025-382-4960
中央区古町通6番町963-1
㈱エデュコ ジェイムズ英会話新潟校 語学研修・通訳・翻訳
木川　賢一朗 025-244-8850
中央区弁天1-1-22 東信新潟ビル7F
㈱ライブポート イベント企画・制作・運営
東　潤 025-278-8274
中央区弁天橋通1-28-1 第1原の台ビル1-B
クライヴ㈱ 不動産業
藤田　幸成 025-250-7970
中央区天神1-1プラーカ3 6F
廣川建築 建築業
廣川　洋 025-378-2971
江南区長潟1-285-1
東洋ワークセキュリティ㈱ 警備業
髙橋　徹 025-383-8707
中央区女池4-18-18 マクスウェル女池301号
角田屋 餅菓子製造・小売業
角田　一博 025-223-0754
中央区本町通７番町1093-3
アイマックエンジニアリング㈱ プラントエンジニアリング技術者派遣事業
和泉　良隆 025-278-8618
中央区米山4-1-31 紫竹綜合ビル506号室
㈱サンクスファーム黒鳥 農業
相田　真平 025-211-3207
西区黒鳥4761
㈱喜仙 飲食業
瀧澤　光弘 025-262-1331
西区内野町426-2
㈲第一宣伝 看板、イベント、サイン製作業
長谷川　久也 025-284-7750
中央区鳥屋野南３-12-14
宮原　聡志 保険、不動産、証券

025-256-8323
中央区鐙西1-10-15 石黒ビル2F
㈱リアライズ・コーポレーション 不動産売買・仲介業
鈴木　修 025-288-5891
中央区女池西2-2-9

※公開不可の事業所は掲載していませんのでご了承ください。
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