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がんばっている
お店・会社のPRコーナー

　【契約書】【申込書】【見積書】【請求書】など、様々な書
類のやり取りがビジネスの中で必要とされていますが、コ
ロナ禍ではリモートでのやり取りが重要視されています。
　電子契約サービスNINJA SIGNは、これらの書類をペー
パーレス、ハンコレスで取引先とやり取りできるだけでは
なく、作成したすべての書類を保管できます。
　NINJA SIGN管理サイトは契約締結から社内の資料整
理まで一貫して管理できるので、非常に便利です。

１週間かかっていた
契約書のやり取りを１時間に

株式会社ドリームイノベーション

代 表 者：武田　忠大
所 在 地：新潟市中央区関屋本村町1-25
電 　 話：025-278-8150� Ｆ Ａ Ｘ：025-333-4745
業務内容：電子契約サービス・NINJA�SIGN

NINJA SIGNの
提案動画は
こちら↓

法人会員のご案内
　従業員様の健康管理や福利厚生、リフレッシュなどに 
スポーツクラブNASの法人会員をご利用ください。

■カードタイプ■
「何回でも使える」

・無記名式カード（２枚）
入会金 100,000円
登録料 312,000円

■チケットタイプ■
「誰でも使える」

・チケット方式（100枚）
入会金 100,000円
登録料 200,000円

※ご利用に際してはNASの利用規定に基づきます。
※対象施設はスポーツクラブNAS新潟のみとなります。
※ご利用は15歳以上になります。
※記載価格は全て消費税別です。
～ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください～

従業員さまの健康がイチバン

スポーツクラブNAS新潟

代 表 者：橋本　高男
所 在 地：新潟市中央区新光町1-24
電 　 話：025-288-2001� Ｆ Ａ Ｘ：025-288-2004
業務内容：会員制スポーツクラブ

　「いけめん米®プロジェクト」は弊社の水処理装置「バイ
タルアトム」のユーザーさんの中で志のある稲作農家と、
NPO法人「食の安全を考える会」及び有志企業とで進めて
いる、農と食の安全を守るプロジェクトです。
　従いまして、いけめん米®は「いけめん米®プロジェク
ト」で作られた良質なコシヒカリだけに与えられた名称です。
　さらにバイタルアトムシリーズを用いて、多くのユーザー
さんが、きのこ類、野菜等、その他加工食品に応用して多
くの実績を上げております。
　この度、弊社と一緒に「食の安全」をテーマにした新し
いプロジェクトを立ち上げる方を探しております。
　日本の「食」の未来の為にチャレンジしてみませんか？

「いけめん米®プロジェクト」って
ご存知ですか？

バイタル産業株式会社

代 表 者：石沢　美樹男
所 在 地：新潟市西区寺尾台1-6-40
電 　 話：025-378-1004
業務内容：水処理装置開発・販売、農産物の企画・販売

　駅前の弁天で旬の地物、地魚、地酒を料理して提供して
いる和食居酒屋でございます。
　お陰様で創業15年目を迎えております。
　カウンターから26名様入る御座敷、６～８名様の完全
個室をご用意しております。
　今はコロナウイルスの影響で大宴会とはいきませんが、
お一人様から接待、小宴会等色々なシーンで使えると思い
ますのでどうぞ宜しくお願いいたします。
　
休 業 日　不定休
営業時間　17時～24時　Lo23時30分　平日
　　　　　17時～25時　Lo24時30分　週末祝前日

本格和食と地酒をカジュアルにリーズナブル
な価格で楽しめる居酒屋です。

ほっこり居酒屋　瓢膳

代 表 者：長谷川　太一
所 在 地：新潟市中央区弁天2-3-35　コートホテル1階
電 　 話：025-248-6543
業務内容：和食居酒屋
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事　業　所　名 業　　種
代　表　者　名 T　E　L
所　　在　　地

（順不同・敬称略）

㈱江東微生物研究所 新潟支所 検査業
涌井　直樹 025-284-8874
中央区鳥屋野463-2

寿司 川柳 飲食業
川上　智弘 025-240-1030
中央区東大通2-2-13

㈱ハムス ブルーチップ販売業
中村　亘宏 025-285-7788
中央区上近江4-15-20

行政書士 山﨑聡子事務所 行政書士
山﨑　聡子 025-201-7748
中央区天明町20-38

理容みなと 理容業
阪東　すみ子 025-224-5433
中央区早川町1-2697-14 大関ハイツ1F

㈲東北事業 廃棄物収集運搬業
外山　昌幸 025-273-5918
東区秋葉1-5

松谷化学工業㈱新潟支店 食品製造販売業
野村　正之 025-241-1831
中央区南笹口1-1-54 日生南笹口ビル4F

㈱デコールアレンジメント 内装工事業
足立　彰彦 025-270-0754
東区中山2-1-20

㈱平山 建設・土木業
平山　清隆 025-311-6903
中央区鳥屋野2-4-16 フロンティア1-C

小林佛檀店 塗師屋 佛壇・漆器製造販売業
小林　清則 025-262-2312
西区内野町999

㈱石川鍍金工場 金属製品製造業
丸山　信彦 0256-52-0695
加茂市千刈3-10-35

きらく ONE O ONE 飲食業
川合　隆 025-367-7390
中央区西堀前通8番町1513

㈱豊栄わくわく広場 農産物直売所
長井　俊郎 025-387-3043
北区鳥屋423

シャインズ・ファクトリー㈱ 飲食業
河原　真吾 025-311-5048
中央区附船町1-4420-1

㈱イノベンチャー 土木・建築業
小嶋　直之 025-250-7061
中央区愛宕1-4-7

※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。

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 ●　 ● 　 ●

　「P＆D STUDIO（ネットショップ）」では、キッチン用
品から信楽焼など様々な商品を扱っております。
　今、一押しの商品が「ゲーミングチェア Fantasista A」
です。
　日本でも徐々に盛り上がってきているe-スポーツですが、
海外に比べるとその盛り上がりはまだまだです。少しでも、
e-スポーツの発展に貢献できればと思い、販売を始めま
した。特に新潟で盛り上がってくれると嬉しいです。
　「Fantasista A」はe-スポーツの選手たちが長時間座りっ
ぱなしで戦い続けても疲れにくい性能を備えています。
　レーシングカーのシートに座っている様な最高の心地良
さでデスクワークも快適！学習机用として使えば、勉強に
集中できます！
　楽天市場・Amazon・yahoo!ショッピングで出品して
おりますので、ぜひご覧下さい。

ゲーミングチェア「Fantasista A」

P＆D株式会社

代 表 者：豊島　慧、堀　敏雄
所 在 地：新潟市北区新崎386-23
電 　 話：025-250-6001� Ｆ Ａ Ｘ：025-250-6011
業務内容：家具製作・施工・輸入企画販売�

　古くから受け継がれてきた塗箔師
としての貴重な技術を用いて、ひと
つひとつ丁寧に想いを込めてお作り
しています。
～仏壇～
　仏壇は、誰にも話すことのできな
い日々の想いを仏様に聞いてもらい、
感謝を伝えることができる場所です。
私たちにとって大切な心の拠り所と
なる仏壇を、お客様のご要望に合わせてご提案し、修復・

復元もいたします。
～漆器～
　「世界に一つだけ」の漆器をお
作りしています。漆には殺菌効
果があり、コロナ禍における現
在でも安心・安全にお使いいた
だけます。特別な時間のお供に、
そして大切な方への贈答用にい
かがでしょうか。

日本の文化を受け継ぎ、伝えていきます

小林佛檀店　塗
-nushiya-

師屋

代 表 者：小林　清則
所 在 地：新潟市西区内野町999
電 　 話：025-262-2312� Ｆ Ａ Ｘ：025-378-6009
業務内容：佛壇・漆器製造販売

ホームページは
こちらから


