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がんばっている
お店・会社のPRコーナー

　20才から日本映画の現場で仕事をしてまいりました。地元新潟に戻り10年たっ
た今春、映像・動画制作事業を開業いたしました。小さな声、大声、泣き声、歌声、
震え声、笑い声、叫び声、優しい声。どうぞ『Voice 5』を使って発信して下さい。
私もあなたの声をつかまえにまいります。

事業内容：映画/TV/CM/PV/動画を企画/制作
YouTubeチャンネル自社発信始めませんか？
■会社・お店・学校・施設紹介　　　　　■新事業・新サービス・新商品紹介
■観光・リクルート・インタビューなど　■プライベートムービー
プロモーション動画/動画広告/WEBムービーを個人・法人様問わずお受けいたします。
お気軽にご相談下さい。
＜お問い合わせ＞ ontheroad365mt@gmail.com　　　

HPご覧下さい。　

右記QRより、今春４月、５月企画／制作　動画２本ご覧下さい。

出張！動画サービス
チャンネル開設うけたまわります。

Voice 5（ヴォイス ファイブ）

代 表 者：竹内　正樹
所 在 地：新潟市西蒲区和納2-10-13
電 　 話：090-9836-7011
業務内容：映像・動画コンテンツ制作事業

　新潟市内を中心に、一般クリーニングはもちろん、コインランドリーや法人
クリーニング、24時間受け渡しBOX、宅配クリーニングなどのサービスを提
供しています。地域の皆様に支えられおかげさまで創業56年目を迎えました。（詳
しくはウメザワドライホームページで→　http://www.umezawadry.co.jp/）
　当社は幅広い年齢層のスタッフが活躍しています。その中でこの度、新たに
若手社員を中心にTwitterを始めることになりました！
　Twitterでは、快適な暮らしに役立つ情報をいち早くお届けしていきます！
季節のセール情報や洗濯豆知識、衣類ケアの裏ワザ、お得なクーポン配信、そ
の他クリーニングに関係あることないこと様々な情報をお届けしますっ！？
　今後はTwitter限定のキャンペーン企画も考
えていますので、若手パワーで地域の生活衛生
を守っていきたいと思います！
　興味のある方はぜひフォローお願いします♪

Twitter　はじめました！

株式会社ウメザワドライ

代 表 者：梅澤　真一
所 在 地：新潟市中央区弁天橋通1-2-27
電 　 話：025-286-2231
Ｆ Ａ Ｘ：025-287-1642
業務内容：クリーニング業

　どこにでも設置が可能で固定資産税がかからない上

に、災害や豪雪にも強く、環境にも優しい「動く家」ト

レーラーハウスと、世界中からセレクトをした自然由

来でエシカルな日用品を通

じて、環境問題と向き合い、

無理なく日常生活の中から

地球と健康のために取り組

めるアクションを提案して

います。

未来のため、新しいライフスタイルに
あなたらしさを

株式会社エイト

代 表 者：庭山　愛子
所 在 地：新潟市中央区女池神明1-8-11-208 
業務内容： トレーラーハウスの販売及び運搬設置、ECサイト運営
メ ー ル：info@aiconiwa.com

　Twitterは
　こちら→

　HPは
　こちらから→

株式会社エイトはSDGsリーディ
ングカンパニーです。私たちは事
業を通してSDGsの目標達成に取
り組みます。

動画はこちらHPはこちら
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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。
無料でお店・事業をPRしませんか？
お問合せ・お申込は会員サービス課　025-290-4421（直通）までご連絡ください。

掲 載
募集・無

料

　新潟市の八千代橋のたもとにある法律事務所です。
＜商いのサポート＞
　アルンレア法律事務所は、商社勤務の経験を有する弁護士が、その経験を活かし
て皆さまの日々の商い・契約・債権回収・労務管理などについて相談を受け、支援
を行います。
＜東南アジア等への海外展開＞
　アルンレア法律事務所は、カンボジアに６年間滞在していた弁護士が、皆さまの
東南アジア等への海外展開をサポートします。
＜外国人材＞
　アルンレア法律事務所は、東京入管届出済かつ社労
士登録している弁護士が、外国人材に関する相談及び
支援を行っています。外国人材の採用、入管手続、労
務管理などについて、ワンストップでサービスを提供
いたします。
　お気軽にご相談ください！

新潟と海外を、個人と社会を結ぶ法律事務所

アルンレア法律事務所

代 表 者：篠田　陽一郎
所 在 地：新潟市中央区上大川前通4-112 ２階B号室
電 　 話：025-201-6249
Ｆ Ａ Ｘ：025-201-6549
業務内容：法律事務所

　楽しいから笑う→笑うから楽しいへ。ママが心から笑えるに
はある程度の「知識」が必要って、ご存じですか？
　「どうして泣きやまないの？」→「○○だから泣きやまないんだ♪」
　「どうしていうこときかないの？」→「○○だからいうこときか
ないんだ♪」
　（パパにも…）「どうしてもっと手伝ってくれないの？」→

「○○だから手伝ってくれないんだ♪」
　（自分も…）「どうしてこんなにイライラするの？」→

「○○だからイライラするんだ！」
　笑って学んで、子供をぐんぐん伸ばす脳科学ベースの
レッスンを、体験してみてください。

笑って学んで子どもを伸ばす
ママに優しい幼児教室

笑う幼児教室パロン・テ・アンファン

代 表 者：野島　美樹
所 在 地：新潟市西区坂井東３-16-18 ヤマイビルⅡ 108号室
電 　 話：090-7001-1726
Ｆ Ａ Ｘ：025-367-3153
業務内容：幼児教室・カウンセリング

「ほんとに500円?!」と思うくらいボリューミーなお弁当！
7/25まで期間限定販売中！
ガテン系、カレーBOX、ベジ・キッシュBOX、
肉ベジ・ランチBOX等およそ20種類から選べます。（※500円以外のメニューもございます）

名物のりんごカルビキャンペーンもスタート！
自家製のりんごタレにつけたやわらかいお肉です
この機会に是非食べに来てください

ご予約、ご注文はこちらから
電話番号025-383-8404

ボリューム満点！
500円（税込）焼肉弁当販売中！

やきにく金太郎　新潟駅南口店

代 表 者：高木　克哲
所 在 地：新潟市中央区米山1-1-8 イサカビル１F
電 　 話：025-383-8404
Ｆ Ａ Ｘ：025-383-8834
業務内容：飲食店（焼肉店）

　HPは
　こちらから→

　HPは
　こちらから→
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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）

㈱エレメントコーポレーション 自動車販売、整備
花澤　正路 025-286-8323
中央区山二ツ646-1

㈱クラシオン 飲食店
菊地　桂祐 025-222-0775
中央区古町通9番町1454-2 Knotビル2F

㈱三色興業 社会福祉サービス事業所
藤野　邦夫 090-3643-4789
東区秋葉1-35-7

㈱東海林健建築設計事務所 建築設計業
東海林　健 025-227-6639
中央区西大畑町591番地1 異人池ハウス202号

Private Nail Enchante ネイルサロン
花井　美香 080-4794-7294
中央区大島123-38

㈱フードクリエイション 飲食店
山口　悟 025-281-0085
中央区南出来島2-8-18

スペースBe 新大前 障がい福祉サービス事業
山嵜　勉 025-378-2770
西区五十嵐一の町6703-4

㈱ACTON 小売
深井　竜児 0120-966-945
中央区花園2-1-16 202号室

C's kitchen 菓子製造、移動販売、飲食
佐藤　千裕 080-3514-6907
東区松島3-1-3

解進 解体業
本間　潤 080-6513-9254
東区白銀1-8-9

㈱エイト トレーラーハウスをはじめとした各種商品の企画製造販売
庭山　愛子
中央区女池神明1-8-11 コートハウス208

合同会社大庭 児童発達支援・放課後等デイサービス
大庭　彰彦 090-5473-5401
中央区姥ケ山2-9-2

㈱関越イワサキ 高圧ナトリウムランプ発光管、UVランプ、UV照射装置の製造
小佐々　亮 025-378-2711
南区西白根87

㈱l'escargot 酒類製造業
阿部　宗毅 0256-77-2268
西蒲区越前浜4477

フローテーションエナジー㈱ 洋上風力発電事業会社
鈴木　史康 080-8807-8216
中央区東万代町9-38-631

㈱翔建工業 建設業
阿部　浩司 025-282-5641
中央区姥ケ山1702

（一社）新潟スモールM＆A協会
鈴木　浩一 025-290-7600
中央区東出来島1-15 中部川崎ビル2F

㈱フタバ建工 建設業
高山　博史 025-383-8972
江南区うぐいす2-402-1

㈱Life Creation 有料老人ホーム運営
和田　弘和 025-278-7388
東区海老ケ瀬706-3 ライフクリエ3

ふれあい介護タクシー 介護タクシー、福祉タクシー
石田　のり子 080-4901-0905
中央区新和2-6-17 A101

吉田Lab テレビ番組の制作、企画・撮影・編集等
吉田　知義 090-8047-2525
東区中野山3-3-119

※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。

新潟の観光情報満載のご当地手帳♪

株式会社 第一印刷所  TEL025-283-6222 （平日9～17時）
〒950-8724 新潟市中央区和合町2-4-18 第一和合ビル1Ｆ
URL http://www.dip.co.jp/techou/　　techou@dip.co.jp

お問い
合わせ

好評販売中！県内書店・
コンビニで

2021
定価

1,320円（税込）


