
　新日本海フェリー株式会社は、1970年８月４日に第一船「す
ずらん丸」が就航して50年を迎える本年、寄港地在住の皆様に
感謝の気持ちを込めて、「就航50周年記念寄港地市民割引」を
実施いたします。全航路・全客室、大人・小人ともに50％
OFF、乗用車・バイクも割引の対象です！
　とっておきの、思い出に残る船旅はいかがでしょうか‼
【割引条件】
実施期間：�2020年９月１日～10月31日�

（９月18日～９月22日は除く）
乗船予約：�ご乗船日の7日前までに予約をし、予約日を含め３

日以内にご精算
　　　　　※�ご利用には免許証・マイナンバーカード等の対象

地域に現在居住していることが確認できる公的書
類の提示が必要です。

詳細は当社HP：http://www.snf.jp/news/detail/3367
本件に関するお問合せは、新日本海フェリー株式会社新潟支店
電話025-273-2171

「就航50周年記念寄港地市民割引」実施

新日本海フェリー株式会社　新潟支店

代 表 者：笠原　力
所 在 地：新潟市東区古湊町2-20
電 　 話：025-273-2171� Ｆ Ａ Ｘ：025-271-0249
業務内容：旅客・一般自動車海上輸送業

　今一斉に注目を集め始めたインターネットLIVE配信。
　より身近になったこのLIVE配信をビジネスに生かし
てみてはいかがですか？
　私たちはテレビ番組などの制作現場で長年に渡り
培ってきた映像表現力と最新のインターネットLIVE配
信機器を用いて、お客様のビジネスを全力でサポートい
たします。

こんな場面でお役に立ちます！
◎大小イベント中継� ◎スポーツ中継
◎eスポーツ中継� ◎セミナー・講演会
◎式典　◎同時通訳� ◎コンサート

フィールドでも室内でも
ネットLIVE配信はお任せ‼

株式会社中央映画社

代 表 者：西方　信行
所 在 地：新潟市中央区鳥屋野南3-2-20
電 　 話：025-285-8126� Ｆ Ａ Ｘ：025-285-8105
業務内容：映像制作業

　新型コロナウイルス感染
症の影響により、大規模イ
ベントや宴会等の自粛ムー
ドで外食産業や宿泊業にお
いては厳しい状況が続いて
おります。このような中、
新潟しんきんでは地元の飲
食店・宿泊施設を地域の皆
さまと応援する定期積金「に
いがたスマイル積金」の取
り扱いを開始しました。
　新潟市内の飲食店（ホテ
ル等を含む）で飲食代金と
して発行されたレシートの

窓口提示で、定期積金の新規契約金利が店頭表示金利の５
倍となります！飲食のテイクアウトやデリバリーも対象、
キャッシュレス決済の場合はスマホ画面等の確認でOKで
す。12月30日までの取り扱いとなっておりますので、是
非ともご利用ください。お問合せはお近くの新潟しんきん
へお気軽にどうぞ。

地元飲食店を応援！定期積金の金利５倍！

新潟信用金庫

代 表 者：小松　茂樹
所 在 地：新潟市中央区西堀通五番町855-1
電 　 話：025-222-3167� Ｆ Ａ Ｘ：025-222-3130
業務内容：金融業

こんな事で悩んでいませんか？
●自分を変えたい・変わりたいけど変われない
●仕事や恋愛で行き詰っている
●パートナーやお子様、人間関係での悩み　など

【そんなあなたを本物の見えない力がお救いします‼】

★あなたの魂の声を聴く霊視とタロットリーディング
★心身を共に癒す圧倒的体感度を誇るヒーリング技術

　魂と身体へ同時にアプローチする事で、問題解決を早め、
あなたを幸せな人生へと導きます。

　　【メニュー・キャンペーン価格】
　　　 阿

あ

吽
うん

セッション
　　　　 33,600円→10,000円

あなたの人生は好転する
科学と理論に裏付けられた見えない世界の専門家

魂救師　道しるべ

代 表 者：桐生　幸久
場　　所：新潟市内のレンタルルームまたはZoomオンライン
電 　 話：090-3574-8061
業務内容：人生の困り事、悩み相談・ヒーリング・お祓い・方位除け

がんばっている
お店・会社のPRコーナー
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こんなお悩みはありませんか？
・スマホを導入したいけど、コストがかかる
・毎月の携帯代金を安くしたい
・個人携帯を業務携帯に切り替えたい
・業務効率化に伴うツールやアプリの詳細が知りたい
　弊社では、法人様向けの専用特別プランをご用意しております。
スマホが毎月業界最安値でお使い頂ける、大変おトクな内容です！
　上記のお悩みがある方はもちろん、是非一度弊社にお見積り
させてください！携帯電話販売以外にも、テレワーク導入に伴
うツールもご紹介しておりますので、お困りのことがありまし
たら、いつでもご相談ください。
～弊社限定３大メリット～
①面倒な初期設定やデータ移行をお手伝いさせて頂きます！
②スマホの便利な使い方や操作案内、お任せください！
③貴社へ直接お伺いいたします！ショップへ行く必要はございません！
【お問合せ】
通信事業部：三条市須頃2-31
営業担当：斉藤　麻衣　　連絡先：0256-46-8500
Email：saitou_mai@crowndenso.co.jp
営業担当が貴社までお伺いいたします！ご連絡お待ちしております！

ソフトバンク法人様専用特別プランのご案内！
貴社までお伺いいたします！

株式会社クラウン電装

代 表 者：加藤　学
所 在 地：新潟市江南区亀田大月3-1934-1
電 　 話：0256-46-8500� Ｆ Ａ Ｘ：0256-46-8557
業務内容：法人様向け携帯電話、ソリューションの販売

　今、長時間過ごす空間に少なからず不安を感じる方は多いの
ではないでしょうか？
　ナノゾーンコートは世界最小２ナノの酸化チタンの光触媒で
す。酸化チタンが小さくなったことで独自の自己結着力を発揮
し、ほんのわずかな室内灯で酸化作用が起こります。

〇成分は「酸化チタン、エタノール、水」の３つのみ。
　�（それぞれ安全が担保された成分、人体にも環境にも害がありません。）
　光に反応してウイルスや菌類、有機物を分解するので、室内
空間にコーティングすると吹き付け後一帯の空気が浄化され、
光のある限り長期間継続します。
〇�商業施設やオフィス、住宅の壁や床、日頃良く使う椅子や小
物、PCなどにも吹き付け可能です。
　「除菌・除ウイルス/抗菌/防臭/防汚」穏やかに暮らせる環境に
人と環境をつなぐ全く新しい技術のナノゾーンコートをぜひお試
しください。
＊１㎡2,500円（税別）＊商工会議所会員割引あり！

～安心・安全・長持ち　新生活様式のスタンダード～
ナノゾーンコートで生活空間を丸ごと浄化‼

株式会社rialto

代 表 者：関　雅志
所 在 地：新潟市西区西小針台1-19-24
電 　 話：025-201-6992
業務内容：建築業

掲載
無料

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。

● 　 ● 　 ● 　新 会 員 情 報 ●　 ● 　 ●

事　業　所　名 業　　種
代　表　者　名 T　E　L
所　　在　　地

（順不同・敬称略）

なり－nuttari NARI－ 宿泊・Bar営業
髙江　理絵 025-369-4126
中央区沼垂東2-11-31
ギャラリーたんぽぽ 手芸用品店
関本　奈奈美 025-269-6981
西区寺尾西1-1-36
S.I.F 皮革製品卸・製造・小売業
佐藤　洋俊 025-275-5997
東区幸栄3-10-12-6
訪問美容フクロウ 美容業
斎藤　真輝 025-378-5114
西区寺尾上1-6-53 ヴェルディフクダⅡ207
㈱いつ和 呉服類卸・小売業
阿部　昇 025-240-0520
中央区米山4-1-23 米山Nビルディング1F
星野塗装店 建築塗装業
星野　博繁 025-244-1929
中央区鐙西2-31-4
㈱サクケン 建設・解体業
桜沢　咲義 025-311-9541
北区太夫浜新町1-14-12
㈱隆華トレーディング 中国貿易業
曽　衛斌 025-211-4901
西区立仏1163-9
㈱SUPER FUTURE IT関連業
佐藤　俊輔 025-249-7400
中央区竜が島1-4-4
道しるべ 講師・セラピスト業
桐生　幸久 090-3574-8061

焼肉ハウス柳月 飲食業
柳　成祐 025-275-7470
東区物見山3-11-9
比留川勇広告写真事務所 写真撮影業
比留川　勇 025-245-0240
中央区万代3-3-27 DNビル
黎明館 新潟小針教室 学習塾
皆川　忠臣 025-201-7374
西区小針5-14-7 ウィングス1F-B
㈲斎藤設備工業 建設業
齋藤　秀和 025-250-0039
東区紫竹3-13-12
Irie Garden 造園業
阿部　康司 090-5322-3327
中央区女池上山4-4-7
㈱rialto 建築業
関　雅志 025-201-6992
西区西小針台1-19-24

※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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