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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。

【シー・アイ・シーの業務】
　当社では、主業務であるペストコントロール（防虫防鼠）と共に、
HACCPの導入コンサルティング業務を行っています。また、規
格取得を目指す企業様には、JFS規格の監査会社として、コン
サルティングから監査業務（証明書の発行）を行っています。
【お問合せが増えています!!】
　HACCPの完全施行が目前に迫り、最近に
なってご相談が多くなってきています。「何か
ら取り組んだらいいかわからない」、「取引先に
説明ができない」とのお声が多く聞かれます。
【まずはお気軽にご相談ください！】
　無料相談受付中。
https://www.cic-net.co.jp/about/
【その他業務内容について】
　JFSM-A/B適合証明及びコンサルティング、
HACCP導入コンサルティング、殺菌業務など

HACCP導入を考えている方へ
食品工場を知り尽くしたスタッフが対応

株式会社シー・アイ・シー　新潟支店

代 表 者：髙田　通成
所 在 地：新潟市中央区本馬越2-2-11
電 　 話：025-255-0305� Ｆ Ａ Ｘ：025-248-8307
業務内容：ペストコントロール、衛生管理全般、食品検査関係等

　当社は創業より約22年、
「信用」と「誠実」を理念に、
総合人材派遣、国内・国際
結婚の相談、国際貿易など、
中国と新潟を股に掛けたビ
ジネス展開をしています。
　総合人材派遣では、日
本人はもちろんのこと、外国人の派遣や就職、特定技能
外国人の紹介や支援など、幅広い人材活用のご提案をし
ています。
　新型ウイルスの影響で海外とのビジネスも厳しい現状で
はありますが、海外には日本国内だけでは見つからない魅
力とビジネスチャンスがまだまだ多くあります。
　現状打破のため、また今後の展開のため、ビジネスのグ
ローバル化を目指した優秀な外国人の人材活用をしません
か？若いやる気のある外国人の人材活用は、人手不足の解
消だけでなく、海外進出の足掛かりともなります。
　外国人活用や海外ビジネスのことなら、当社にお気軽に
お声がけください。

外国人活用、国際結婚、貿易など
国際化をサポートします

株式会社川﨑コーポレーション

代 表 者：川﨑　文子
所 在 地：新潟市中央区南笹口1-1-38コープオリンピア笹口405号
電 　 話：025-256-8830� Ｆ Ａ Ｘ：025-256-8225
業務内容：人材派遣、職業紹介、結婚相談所、国際貿易等

　「新潟スワンエナジー」は、地域の脱炭素化と経済活性
化の好循環を生み出すことを目的として設立した地域新電
力会社です。
　新潟市の新田清掃センター（廃棄物発電）や地域内の太陽
光発電など再生可能エネルギー由来の電力を公共施設や民
間企業に供給することで、地域の脱炭素化に貢献しています。
　使用電力を地域の再生可能エネルギー100％にするプラ
ンもご用意しています。お客様の使用形態に応じた電気料
金やエネルギーサービス事業をご提案しますので、お気軽
にご連絡ください。
　地域の皆様へお届けする地産電源も随時募
集しています。
☆詳しくはホームページをご覧ください☆
　https://niigata-se.co.jp/

地域の環境と経済の好循環を生み出します

新潟スワンエナジー株式会社

代 表 者：小林　厚
所 在 地：新潟市中央区東大通1-2-23
電 　 話：025-247-6860� Ｆ Ａ Ｘ：025-247-6861
業務内容：電力小売事業、その他エネルギーサービス事業

　私たちクリマは1964年に創業以来57
年間、写真と映像を通して皆様とともに
歩んでまいりました。現在は「最新の技
術」と「ノウハウ」そして「センス」で、
写真と映像の総合専門店として皆様の幅
広いニーズにお応えすべく日々努力を続
けています。
　特にスクールフォトでは現在新潟市内
45校の学校・保育園・こども園などを

担当させていただき、撮影からネット販売まで一貫生産で
ご好評をいただいています。また今年度は14校の卒業ア
ルバム、19園の卒園アルバム
を制作しています。
　この撮影とアルバム制作の
技術でスタジオ写真・建築写真・
商材写真・ブライダルなど、
あらゆる写真製品に対応でき
ます。
　是非お気軽にご相談ください。

スクールフォト・卒業アルバム
写真と映像の総合専門店

スタジオクリマ（有限会社クリマ）

代 表 者：栗間　聡
所 在 地：新潟市東区石山団地10-7
電 　 話：025-276-2741� Ｆ Ａ Ｘ：025-277-5985
業務内容：写真業（撮影・アルバム制作）
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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）

㈱川﨑コーポレーション 派遣、結婚相談、貿易事業
川﨑　文子 025-256-8830
中央区南笹口1-1-38 コープオリンピア笹口405号

ファミリーカイロプラクティック おつきさま
吉沢　舞 カイロプラティック・エステティック業
西区坂井砂山1-9-3 080-5226-2880

㈱金盛商事 リサイクル小売業
丸山　麗子 025-286-2118
秋葉区矢代田330-4

Cats 飲食業
酒井　美恵子 025-233-5830
西区平島1-14-7

㈲ブライト企画 看板業
宮田　晴央 0250-47-4398
阿賀野市下黒瀬1526-1

㈱人財計画 人材教育業
柿本　悠花 025-378-4272
中央区本町通6番町1141-1

Salix 飲食業
高見　一郎 025-201-6319
中央区古町通6-980 バリウスビル1F

ライフプランニング・ラボ ファイナンシャルプランナー
長谷部　直人 025-378-4464
西区坂井東4-27-9

ミナヒカリ アフェリエイト事業、インターネット集客、SEO対策
長谷川　匠 090-2233-8064
西区五十嵐2の町8657-3 カシオペア105

㈱リクルートキャリアコンサルティング 再就職支援事業
早川　達也 025-242-3118
中央区東大通2-5-8 東大通野村ビル2F

リノ・ハウス㈱ 不動産業（売買専門）
五十嵐　満広 025-250-7180
東区石山1-2-12

弁護士法人とき法律事務所 弁護士業
島垣　哲平 025-211-8845
中央区西堀通7番町1554 日生第5ビル3F

㈱齋藤塗装店 塗装業
齋藤　信政 025-259-2610
北区名目所2-1654

㈱バッファロー・IT・ソリューションズ ネットワーク工事業
牧　寛之 080-6987-0538
長野県長野市大字県町484-1 センターボア4F403

チアリード ソフトテニススクール
川村　信人 070-8505-5449
西区西小針台1-14-14

㈱北偉工業 建設業
北澤　昂也 025-378-6385
東区柳ヶ丘13-17

新潟ファーム行政書士事務所 行政書士事務所
伊藤　健太郎 025-282-7500
中央区姥ケ山5-13-26 A103

※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。

学会・イベント・式典の開催の際は、
私たちの技術をお役立てください。

新潟市中央区学校町通2番町598番地32

新潟市中央区西堀通6-878-1 西堀７番館ビル３Ｆ
電話（025）201-6113　http://www.nipy.jp/

公益財団法人
新潟市勤労者福祉サービスセンター

新潟市が出資している法人です。
従業員１人当たり月800円で、充実した福利厚生を実現 ！

主な事業：慶弔給付、
　　　　　健康維持増進、
　　　　　自己啓発援助、
　　　　　余暇活動援助ほか

詳しいサービス内容はインターネットで

ニピイ 検索

会員募集中！

会社の福利厚生を応援します

https://guts-rentacar.com/
新潟市中央区明石 1-2-10 コーポ明石１F
ＴＥＬ：025-256-8520  ＦＡＸ：025-256-8325

新潟駅前店

ガッツレンタカー

7,800円～7,800円～１週間 24,800円～24,800円～１ヶ月

2,0002,00024
間
時

円～円～

2ドア軽自動車地域最安値 買うより借りる
ガッツでしょ！

メンテナンス不要・保険付き


