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がんばっている
お店・会社のPRコーナー

　株式会社ユニークワンはインターネット領域に特化した
広告代理店です。WEB上に広告を配信するインターネッ
ト広告事業、WEB経由での採用活動をサポートする採用
マーケティング事業、月間321万PVを超える地域情報メ
ディア「にいがた通信」等の運営を通じて、全国の地方企
業を支援しています。
　私たちのミッションは「地方のIT化をリードすることに
より､ 都市部との情報格差を是正し､ 地域社会の発展に大
きく貢献すること」。
　地方にはインターネット広告・WEBマーケティングをし
たことがない企業がまだまだ多いのが現状です。当社は、
そんなWEBマーケティングに挑戦したことがなかった企業
に寄り添い、データ分析を軸にインターネット広告・動画
制作・サイト制作・採用支援で地方企業の課題を解決します。

データ分析にこだわる
インターネット広告会社

株式会社ユニークワン

代 表 者：立川　和行
所 在 地：新潟市東区江南1-9-11
電 　 話：050-3371-4008
業務内容：WEBマーケティング支援、WEBメディア運営

　和 genは「もっと気軽に着物を楽しもう」をコンセ
プトに2005年にオープンした着物と和小物のお店で
す。新潟県産の「小千谷ちぢみ」や「亀田縞」、「本塩沢」、

「十日町紬」など地元新潟の織物は特に豊富に取り揃
えております。着物のメンテナンスなども気軽にご相
談をお受けしております。「着付け教室」や「和裁教室」
も開催。メンズコーナーも充実しています。着物に関
するお困り事は何なりとご相談くださいませ。

ホームページはコチラ：https://niigata-wagen.com

古町で気軽に着物を楽しみませんか？

和 gen（ワゲン）

代 表 者：佐藤　圭三
所 在 地：新潟市中央区古町通７番町934
電 　 話：025-222-5678� Ｆ Ａ Ｘ：025-222-5678
業務内容：着物・和小物販売

　私たちが一番大切にしていることは、どこ
の誰がどんな想いで作ったかを伝える商品で
す。創業から約20年余、地元の生産者との
信頼関係を築きながら、約30軒の契約農家
との直接取引を実現し、安全・安心はもちろ
ん、地産地消の一歩先にある「手作りの想い」
とともに感動の美味しさを目指し、お弁当部
門に一昨年より力を注いで参りました。

一番人気のにいがた旬菜弁当（季節により料理内容は異なります）
・藤井農園産ねばり芋のとろろ蒸し
・新潟の柳がれいの柚子南蛮　・岩船産朝日豚の味噌漬
・南蛮えび入真丈揚げ　・佐渡・早助屋巻きえご
・田村農園産やきなすと夏野菜の揚げ浸し
・真部農園産万願寺唐辛子とじゃこの炊いたん
・涌井農園産小松菜とインゲン豆の白和え
・白根産フルティカコンポート　・自家製おとうふプリン
・季節の炊き込みご飯
・やさい茶屋長寿赤飯

　新潟に暮らす人々の健康長寿を
願い、栄養バランスを考え、手間ひ
まかけ、思いを込めて
手作りにこだわります。
☆詳しくはHPで！

作り手の顔が見える食材で
顧客満足度新潟No.1を目指す‼

やさい茶屋　バターフィールド

代 表 者：川崎　隆雄
所 在 地：新潟市中央区清五郎123
電 　 話：025-287-3136� Ｆ Ａ Ｘ：025-287-3171
業務内容：レストラン・宅配弁当・ケータリング等（地産地消の取組）

　マスクの驚異の性能アップに「ウイルス不活性機能シート　
モアプロテクト」。モアプロテクトはマスク用インナーシートで、
使用することでカンピロバクター、サルモネラなどの病原性微
生物や原虫等の各増殖を抑制します。
　インフルエンザウイルスなどは、タンパク質や脂質を構成成
分とするエンベロープ（バリアー）によりウイルス遺伝子が保護
されています。これらを溶かすタンパク・
脂質・キチン分解酵素の働きを持つモアプ
ロテクトはウイルスの種類に関わらず、そ
の働きを不活性化させることが期待できま
す。
　シート状のため、マスクの内側に重ねて
使えます。また、手作りマスクの場合は布
の間に入れてご利用になれます。

マスク用ウイルス不活性機能シート
「モアプロテクト」

株式会社TCB

代 表 者：原　幸一
所 在 地：新潟市西区坂井砂山4-17-19
電 　 話：025-260-8887� Ｆ Ａ Ｘ：025-333-4755
業務内容：健康食品の製造販売、基礎化粧品の販売、雑貨の販売

商品情報の
詳細は

こちら↓
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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 ●　 ● 　 ●

　ALSOKでは、広さや用途に応じて選べる「オゾン除菌・
脱臭器」を販売しております。オゾンは菌やウイルス、臭
いの元を分解する力を持っております。また、耐性菌を発
生させない特性を持っているため、衛生面でより高い効果
を発揮し、大切な人の健康を守ります。

職場でもご家庭でも快適な環境作りを
ALSOKがサポートします。

商品の詳細お問合せについては、
TEL：0120-39-2413

（24時間・365日受付）
https://www.ngtalsok.co.jp/　
商品説明から御見積まで、
お気軽にお問合せください！

ウイルス対策も
安心安全のALSOKへお任せください。

ALSOK新潟綜合警備保障株式会社

代 表 者：廣田　幹人
所 在 地：新潟市東区小金町1-17-20
電 　 話：025-274-1965� Ｆ Ａ Ｘ：025-271-3445
業務内容：警備業、防犯・防災機器の販売・施工・点検業務

　今年１月25日で18周年を迎えた新潟の老舗ネイルサロ
ン。新潟で唯一メディカルトレーナー在籍のサロンで病院
とも提携があるのでフットケアはもちろん、難しい巻き爪
ケアが安心して受けられます。巻き爪補正施術の方には無
料で足の爪切りを毎回サービス。
　年配の方にも配慮したフット専用ブースがサロン１Fに
２席有ります。リクライニングプット席も５席あるので、
ゆったりと足裏角質ケアも巻き爪ケアも受けられ、1席、1
席コロナ対策用ガードもしてあるので安心できます。
　巻き爪症例は、3,000症例以上あるので痛い方はもちろ
ん、今は痛くなくても変形や爪の厚みが気になる人はお気
軽に一度相談してみてください。

安心してフットケアも巻き爪も
改善出来るネイルサロン

Kunstyle nailroom

代 表 者：竹田　久美子
所 在 地：新潟市中央区古町通4-638-2-2F
電 　 話：025-226-4558� Ｆ Ａ Ｘ：025-226-4528
業務内容：ネイルサロン（ネイルケア・フットケア・巻き爪）

事　業　所　名 業　　種
代　表　者　名 T　E　L
所　　在　　地

（順不同・敬称略）

川上工業㈱ 自動車電球製造業
川上　秀之 025-362-7000
南区北田中780-7

㈱ingrow 障がい児通所事業
高橋　良輔 025-211-4576
西区小新西2-11-14 アイリス小新1

㈱ミアン・モータース 中古自動車輸出販売業
アリ・アムジャド 025-384-4581
北区島見町字中道5256

スペエッツ ボストーク カンパニー 建設機械輸出販売業
福島　吉郎 080-9283-3409
北蒲原郡聖籠町大字次第浜3058-2

CKオフィス キャリアコンサルタント
小松　義明 025-282-5996
東区藤見町1-1-1-511

村山ドッグスクール 犬のしつけ・訓練・ホテル
村山　直樹 025-311-9304
北区西名目所4077-127

Amour美容室 美容室
渡辺　由美子 025-268-0808
西区寺尾西1-1-1

㈲レストランキリン 飲食業
三上　渉 025-222-5335
中央区一番堀通町513

Hair&make&kimono.rubis 目標達成を支援するコーチングrubis
中村　美優 ヘアメイク・着付
西区五十嵐1の町6308-20 090-3088-0124

インテリア渡部 内装業
渡部　英明 025-383-6707
北区濁川1-16-24

㈱デジタル・アド・サービス 編集・デザイン業
村田　尚武 025-365-1700
中央区万代5-7-2 ダイアパレスシアース万代西棟201

ちゃんこ　大翔龍 飲食業
平井　忠峰 025-246-6535
中央区天神2-1-3

㈱CS CLEAN 小売・サービス業
臼木　龍人 025-384-8855
中央区弁天橋通1-8-13

㈱親和 解体工事業
近藤　忠 025-385-7555
東区津島屋4-37-1

シープ　Cafe Bar & Gallery 飲食・小売業
齋藤　淳史 025-378-3237
西区寺地495-3

※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。


