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がんばっている
お店・会社のPRコーナー

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。

代 表 者：久保　やすお
所 在 地：新潟市中央区上大川前通七番町1230-7　ストークビル鏡橋7F
電 　 話：090-6048-0357
業務内容：アロマ商品製造販売

　情報化・スピード化・
介護対応等により精神的
ストレスが高まるなか、
今年のコロナ禍はそれを
急激に増大させ心身は精
神的な癒しを求めていま
す。植物の自然の香りは
その癒しの一つになるで
しょう。
　当社では、新潟大学名
誉教授らのグループとともに、天然精油を使った新商品「ア
ロマ枕シート」を開発しました。この製品は、天然精油を
マイクロカプセルに封入することで、「使い易さ」「劣化を
抑える保存性」「手頃な価格」を実現できました。
　本商品は就寝時に使用する「アロマ枕シート」として使
います。パーソナルに使用するため同室の家族等に影響を
及ぼすことが少ないです。香りも数種類用意しております。
　この新商品で、新潟の皆様の1日の疲れを「癒し」、新潟
の元気に貢献したいと考えております。

新潟日報様の「いっぽ」で
クラウドファンデイングを実施中です！
ご支援よろしくお願いします。

アロマの香りで
枕の下から「癒し」を届けます！

アロマジャパン

　３月末に臨時休業した「割烹きらく」は10月16日に再オー
プンいたしました。

　１階は和と洋を融合した雰囲気でハンバーガー・ピザ・
パスタなども提供、バーとしてもおすすめです。コースも
同様に和と洋を融合した料理を提供いたします。クラフト
ビール・アメリカンワインも充実しております。２階は
20畳の大広間もご用意でき、今まで通り古町芸妓も入れ
る新しい様式の割烹です。

　様々な機会にご活用いただけると存じます。
　お気軽にお越しください。

和と洋の融合
新しい様式の割烹

きらく

代 表 者：川合　隆
所 在 地：新潟市中央区西堀前通８番町1513
電 　 話：025-367-7390� Ｆ Ａ Ｘ：025-367-7390
業務内容：飲食店

　岡谷酸素は、新潟の地で約
50年、ものづくり産業を“ガス”
で支えています。1972年に新
潟県で医療ガス設備機器の販
売を開始、2013年に新潟営業
所を今の場所に移転新築しま
した。上越市、柏崎市、見附
市を含め県内４拠点で、お客
様にガスの技術と安全をお届
けしています。

　岡谷酸素では2020年６月より食品添加
物アルゴンのガスボンベの販売を国内で
初めて始めました。（サイズ：500L、
7000L）食品の酸化防止に役立ち、ワイナ
リーを始め、ワイン業界の方々から大き
な反響をいただいております。

　産業から暮らしまで、ガスのことなら何でも
岡谷酸素へお気軽にお問合せください！
　ホームページはこちらから
　https://www.okayasanso.co.jp/business/

国内初で食品添加物アルゴンの
製造・販売をしています

岡谷酸素株式会社　新潟営業所

代 表 者：小山　敬太郎
所 在 地：新潟市西区亀貝3382
電 　 話：025-260-2898� Ｆ Ａ Ｘ：025-260-2873
業務内容：高圧ガスの販売及びガス関連機器の販売

　当店は創業80年の古町の蕎麦屋です。先代からの味を
引き継いだ蕎麦つゆを作るため、当店の朝は今も変わらず、
鰹節削りから始まります。
　伝統の蕎麦つゆと国内産の蕎麦粉で打った蕎麦を求めて、
常連様はじめ幅広い年代の方々にご来店いただいており、
大変感謝しております。店内ではお蕎麦だけではなく、新
潟の地酒とそば前もお楽しみいただけます。夜はそば会席
もご用意しております。
　一階奥のお部屋は６名様までの掘りごたつ、二階は20
名様までの御座敷になっており、ご予算に応じてそば寿司、
そばがき揚げ、おそばなど蕎麦メニューを盛り込んだコー
スをご提供。その他、お昼はお蕎麦と天丼などのサービス
セットや、季節で変わるおすすめ蕎麦もございます。新メ
ニューも季節に合わせてご提供しています。

伝統の味を引き継いだ
蕎麦つゆが自慢

にいがた古町藪蕎麦

代 表 者：岸本　圭亮
所 在 地：新潟市中央区古町通８番町1490
電 　 話：025-222-7982� Ｆ Ａ Ｘ：025-229-1466
業務内容：そば・うどん店
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※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。

● 　 ● 　 ● 　新 会 員 情 報 ●　 ● 　 ●

事　業　所　名 業　　種
代　表　者　名 T　E　L
所　　在　　地

事　業　所　名 業　　種
代　表　者　名 T　E　L
所　　在　　地

（順不同・敬称略）

ごっつあん 飲食業
渡邉　康人 025-226-8288
中央区西堀前通8番町1519 大川ビル2F

Will Project（同） 不動産売買仲介業
古泉　利香 025-384-4636
東区江南3-5-36 三佐和ビル1-B

Sun・Tha ヨガ・ピラティス・トレーニングプログラムの提供
田中　律子 025-210-1517
中央区上所中1-6-4

㈱インライフ 内装仕上業
下條　幸二 025-281-7770
中央区南出来島1-19-6

㈱竹中工務店 新潟営業所 建設業
池　剛 025-247-5010
中央区万代4-4-27

㈱T-LIFIX 飲食・建設業
遠藤　歩 025-246-3633
中央区東万代町9-38-1307

ティオペペ 飲食業
渡辺　敏之 025-225-6677
中央区東中通1番町86-81 サカエビル1F

美酒佳肴よんよん 飲食業
吉田　有司 025-278-3848
中央区笹口1-13-25 まるよし第16ビル1F

（同）井上塗装 塗装業
井上　泰光 025-270-1974
東区幸栄3-12-17

アトリエ ミーマ スイーツ製造業
武石　洋子 080-5452-5101
中央区浮洲町4700

高砂熱学工業㈱新潟営業所 建設・管工事業
森　裕之 025-243-4881
中央区米山1-24 新潟駅南センタービル6F

スリーサイド㈱ 土木工事業
猪俣　陽一 025-282-7076
中央区長嶺町9-20

IP-Creation特許商標事務所 特許・意匠・商標の出願代理、
コンサルティング剱物　英貴

西蒲区鱸230-7 090-7256-3997

㈱別所材木店 建築業
別所　征太郎 025-385-2034
江南区横越川根町1-9-31

㈲積新商会 建設業
清水　澄 025-286-6401
中央区高志2-16-24

㈱レストランドクターJ コンサルタント業
石川　寛倫 03-3507-5844
東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー15F

I&F㈱ 不動産賃貸業
廣田　智大 025-333-9820
中央区東大通1-7-10 新潟セントラルビル9F

ALOHA英会話 学習塾
今井　京子 070-1373-8778
東区牡丹山4-6-16

新潟スワンエナジー㈱ 小売電気事業
小林　厚 025-247-6860
中央区東大通1-2-23

㈲マツオスペース企画 不動産業
松尾　篤 025-241-0256
中央区紫竹山2-5-24-1Ｆ

L&Bヨシダ税理士法人 税理士
吉田　雅一 025-383-8868
中央区女池4-18-18 マクスウェル女池3F

はっぴー・すまいる 福祉訪問理美容業
加藤　信子 090-5397-8547
東区牡丹山4-13-4

㈱UNITE 建設業
渡邉　稔 025-384-8360
北区太夫浜244-3

サンデン・リテールシステム㈱新潟支店
森田　誠三 冷凍冷蔵機器・自動販売機製造販売・メンテナンス業
中央区笹口1-20-5 ファイ・ビル6F 025-246-8187

ほっこり居酒屋 瓢膳 飲食業
長谷川　太一 025-248-6543
中央区弁天2-3-35 コートホテル1F

餃子日和わらん新潟西店 飲食業
山本　幸恵 025-201-6857
西区小新南2-2-43

岡谷酸素㈱新潟営業所 ガス・配管工事業
小山　敬太郎 025-260-2898
西区亀貝3382

㈲椎谷建具店 木製建具家具製造業
椎谷　俊浩 025-381-2833
江南区亀田水道町1-2-50

㈱ドリームイノベーション スマートフォンオーダーシステム
武田　忠大 025-278-8150
中央区関屋本村町1-25

中村電気 電気工事業
中村　三男 025-276-5809
東区中野山7-16-25

国際情報Shipアクア㈱ 雑貨小売業
橋本　好次郎 090-4592-9192
西区小針が丘1-11


