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がんばっている
お店・会社のPRコーナー

　当社は江南区亀田にあります害虫駆除の会社です。とくにシロ
アリ退治の専門家です！
　ゴールデンウィークがあけると、羽アリが発生する時期に突入
します。ご自宅で見つけた羽が付いた小さな虫‥‥それはシロア
リかもしれません。
　当社では点検からお見積りまで無料でおこなっております。心
配な事や気になる事があれば、いつでもどんなことでも駆けつけ
ます。お気軽にご相談ください。

　他にもいろいろな仕事をしています。
　ホームページもぜひご覧ください。
　　　　　　https://www.kaneshin-ltd.com/

シロアリ対策といえば…
亀田のカネシンです！

株式会社カネシン

代 表 者：金持　裕
所 在 地：新潟市江南区亀田大月3-4-32
電 　 話：025-383-3135
Ｆ Ａ Ｘ：025-383-3134
業務内容：害虫防除・建築リフォーム・宅配水

　ミナヒカリは、新潟市でウェブサイト運営を行い、
主にアフィリエイト事業により収益を得ています。ま
た、中小企業様向けにホームページ運営によるインター
ネット集客の相談、SEO対策の受注もできますので、
お気軽にお声がけください。
　運営するウェブサイトを３つご紹介します。退職に
悩む方へ退職に関する情報やお悩み相談等の情報を発
信する「退職ナビ」、人材派遣で初めて働く方へ派遣スタッフに関する情報やお悩み相談等をわかりやす
く丁寧に伝える「派遣タカラ島」、土地活用を考える方に駐車場経営を成功させるために、具体的な事例
や対策、経営ノウハウ等の情報を発信する「空き地のヒカリちゃん」です。ご関心のある方は、ぜひご覧
ください。

運営ウェブサイトのご紹介

ミナヒカリ

代 表 者：長谷川　匠
電 　 話：090-2233-8064
業務内容：アフィリエイト事業、SEO対策の受注請負等

　2021年公開研修受講者を募集しています！
　日本生産性本部等の講師による質の高い講義と業種・職種を超えた交流を通じて、新た
な気づきと視野の拡大を図る研修を開催しています。

☆新潟県生産性本部の研修は、少人数制！
　若手、主任・係長、管理職を対象とした階層別研修のほか、ヒュー
マンエラー対策、表現力向上セミナー、マナー研修、メンタルヘル
ス＆ハラスメント講座など、企業のニーズに対応した多彩な研修を
実施しています。少人数制の研修なので、講師への個別質問・相談
や他業種の方との情報交換ができ、新たな気づきにつながります。

☆企業内研修
　各社のニーズに応じ、貴社と講師、当本部が一体となりきめ細
かく対応・支援します！ （オンライン研修対応可）　
　是非ご活用ください（*^▽^*）

人材育成と企業経営をサポートします！

新潟県生産性本部

代 表 者：森　邦雄
所 在 地：新潟市中央区新光町7-2 新潟県商工会館４F
電 　 話：025-290-7127
Ｆ Ａ Ｘ：025-290-7821
業務内容：人材育成支援事業等

新潟県生産性本部 検索

空き地のヒカリ
ちゃんはこちら↓

派遣タカラ島は
こちら↓

退職ナビは
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。

　完全予約制、本格的な長野式鍼灸治療、推拿（すいな）治療をストレスなく受けられます‼
　鍼灸は筋肉を緩めるだけだと思っていませんか？そんなことはありません‼
　体質やお身体の状態はお一人お一人異なります。
　推拿處はりきゅあではオーダーメイドの治療にこだわり、幅
広い症状の改善を目指しております。
　寝たきりをなくすために訪問マッサージをして施術を行いま
す。新潟市中央区、東区、江南区、西区に訪問に伺います。
　お気軽にご相談ください。

【営業時間】９：00～20：00
【定 休 日】日、祝祭日

占いができる鍼灸マッサージ院

新潟CURE株式会社（推拿處はりきゅあ）

代 表 者：長谷川　武司
所 在 地：新潟市東区中山5-6-10
電 　 話：025-282-5892
業務内容：あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

　当社は創立以来地域性を大切にし、お客様により身近である企業となる
様努めて参りました。
　企業名入タオル、オリジナルプリントタオルをはじめ、粗品、ご挨拶な
ど様々なシーンに適した熨斗巻きタオル、ノベルティギフト他、各種取り
扱いがござます。
　会社の名刺代わりに、イベントに、贈答用にオリジナルタオルはいかが
でしょうか？
　その他飲食店や病院、介護施設、美容関係などに人気の耐久性の高い業
務用タオルや今治タオル、ポルトガルブランドJMAなど各種豊富に取り揃
えており、新潟古町西堀ローサ内においてタオル専門店を構えております。
　これからもお客様のお声を聞き、様々なニーズに応えられる様尽力して
参ります。

タオル専門50余年、品質、価格、
自信あります！

株式会社ラビック

代 表 者：折笠　雄司
所 在 地：新潟市中央区堀之内南3-4-23
電 　 話：025-284-3211
Ｆ Ａ Ｘ：025-284-3212
業務内容：タオル卸、小売

　最近よく耳にするようになったSDGsですが、聞いたことがあるけど内
容はよく知らない、どのように取り組んだらよいのか分からない…そんな状
況ではありませんか？
　「SDGs de 地方創生」カードゲームは、SDGsの考え方を地域の活性化に
活かし、地方創生の実現を目指す対話型ゲームです。誕生以来、多くの企業・
自治体・学校等でプレイされています。
　弊社にはカードゲームの公認ファシリテーターがおりますので、ご興味の
ある方はぜひお問合せください。

【「SDGs de 地方創生」カードゲーム体験会】
必要人数…10～30名程度
所要時間…３時間
お問い合わせ…（株）にいがた三昧 m.niigata@zanmai.info　担当：村山

カードゲームを通して、SDGsを学ぼう

株式会社 にいがた三昧

代 表 者：五十嵐　敦
所 在 地：新潟市西区平島3-7-6 第２中山ビル
電 　 話：025-233-3383
Ｆ Ａ Ｘ：025-201-6040
業務内容：ホームページ制作・「SDGs de 地方創生」カードゲームの開催

詳細はこちらを
ご覧ください→
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● 　 ● 　 ● 　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）

㈱イトア食品 食肉加工
津野　幸一 025-258-2794
北区下大谷内296

㈱信越自動車商会 新潟営業所 自動車部品卸売業
角張　俊輔 025-283-0016
中央区愛宕2-2-5

S・Aネイルサロン㈱ ネイルサロン
須佐　絢香 080-5061-1957
中央区天神2-137-50 プレーンコート102

日本ユニシス㈱　 情報システム業
酒井　伊智郎 025-247-7321
中央区東大通1-2-25 北越第一ビル

いざかや わ 飲食業
山本　和義 025-384-4226
東区太平3-2-18

㈲かいの 飲食業
會野　ゆかり 025-377-0238
西区大野町2664-1

内山会計事務所 会計事務所
内山　智絵 090-7702-1403
中央区関屋大川前1-3-24 Cozy Kihara C棟

㈲川口造園 造園工事業
川口　武 025-233-1209
西区小新2061

※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。

会員の皆様と共に地域経済の発展を！

　お取引先、関連会社などでご入会
いただいていない事業所がございま
したら、是非、ご紹介くださいます
ようお願いいたします。

ご紹介ください！
おひとり一社

㈱リード　営業本部New Materia
木村　康晴 各種ダイヤモンド工具の製造・販売
胎内市黒川32 0254-47-3011

新潟中央労務管理センター 労働保険事務組合
斉藤　潤 025-283-6751
中央区女池7-17-8

㈲LECソリューション
五十嵐　裕希 宅地建物取引業 抗菌、除菌の施行及び販売
中央区鳥屋野292-1 025-288-5642

ホシノ補聴器専門店 補聴器販売小売
星野　克俊 025-211-3816
西区寺尾東2-24-19

WG商事㈱ 中古車販売
MAHMOOD MAZHAR 090-6568-5759
西区真砂1-2-13 小池アパート1

東向建設㈱ 一般土木建設業
石山　秀樹 025-277-3180
江南区北山1189

㈱エイトカンパニー 建設業
堀川　吉明 025-282-7148
北区松浜みなと10-1


