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がんばっている
お店・会社のPRコーナー

　手前から奥に広がるコーヒー豆は世界中から集められたものです。
　この中から不定期に３種類が選ばれ、１杯400円で飲み比べができます（２
杯目以降は200円です）。倶楽部ブレンドの珈琲は深みがあるにも関わらず、
スッキリとした後味で、サンドイッチと相性抜群です。このコーヒーとサ
ンドイッチ２個のモーニングセットは500円～で、具材は毎日４種類用意

しています。左の写真はあんホイップ、トマト・
バジル・チーズ、チーズオムレツです。
　テイクアウトもできますので、是非お気軽にお
立ち寄りください♪
　ツイッターで、おすすめメニューや割引情報等
発信していますのでフォローをお願いします！
【営業時間】７～19時　【定休日】木曜日

本店にも負けない品揃えで
皆様をお迎えします！

珈琲倶楽部　天神尾店

代 表 者：川瀬　健司
所 在 地：新潟市中央区天神尾２-13-13
電 　 話：025-384-8668
Ｆ Ａ Ｘ：025-384-8668
業務内容：飲食店（喫茶店）

このボリュームで800円（税込）！
～男性も満足なランチメニュー～

大満足な800円ランチ！
宴会プランもございます

大谷寿し

代 表 者：本名　清治
所 在 地：新潟市中央区上所上１-13-20
電 　 話：025-284-1787
Ｆ Ａ Ｘ：025-284-1787
業務内容：飲食店（寿司屋）

～こんまり®メソッドワークショップ～
ステイホームの今、自宅をときめく居心地の良い家にしませんか？
こんまり流の片づけで自分に自信を持つきっかけ作りを！
・毎週金曜日開催（リクエスト開催可能）／オンライン可能
・参加した方には90分無料個別相談付！

～こんまり®メソッドビジネスセミナー～
決断力が研ぎ澄まされるこんまりメソッド。片づけのプロから
仕事に必要な決断力について学びませんか？
・開催日要相談／オンライン開催可能

こんまり®流片づけで
宝物をみつける旅に出ませんか？

LIFE CREATION

代 表 者：篠原　美智子
所 在 地：新潟市西区大野209-21
電 　 話：090-5208-5460
メ ー ル：baira1976@yahoo.co.jp
業務内容：個人宅・事業所の片づけレッスン、研修

LINEは
こちら！

HPは
こちら！

Yahoo!ニュース
掲載!!

Twitter
はこちら→

▲刺身定食 ▲にぎり定食

宴会プランも
１人５千円か
ら承ります
（２名から）

ご予約はこちらから↓

025-284-1787

駐車場あり
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無料でお店・事業をPRしませんか？
お問合せ・お申込みは会員サービス課　025-290-4209（直通）までご連絡ください。
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。

掲 載
募集・無

料

　今年８月に駅南けやき通りに移転オープンした東南ア
ジア料理レストラン。インドネシア出身のオーナーシェ
フは、リゾートホテルの勤務を経て、結婚を機に新潟へ。
阿賀野市で独立後、中央区へ移転。アジア料理のおいし
さを新潟で広めたい。
　ライムリーフやレモングラスなどの現地から取り寄せ
たハーブや調味料を使って、地元新潟の新鮮な食材を調
理。本場の味を、日本人の口に合うようにアレンジして
提供している。
　アジア料理が初めての方にもおすすめのメニューは「シンガポールチキン
ライス」やベトナムの「フォー」、インドネシアのチャーハン「ナシゴレン」。
アジアンビールのおつまみには、インドネシアの焼鳥「サテ」も人気。
　流木アートで飾られたリラックスした雰囲気の中、ノアズキッチンの料理
をぜひ一度お試しください！

本格アジア料理をお気軽に！
阿賀野市から移転オープン

NOAH’S KITCHEN（ノアズキッチン）

代 表 者：センビリング　ロキヤノ

所 在 地：新潟市中央区米山２-２-５　駅南INGビル２階

電 　 話：025-250-7571

業務内容：レストラン（東南アジア料理）

40年続く手作りケーキの店「プチフール」の「クリスマスケーキ」はいかがですか？
クリスマスケーキ承ります！！
・ショートケーキ、チョコケーキ、ノエルを用意
・名前入れも対応いたします。
・早めのご予約でご予算に合わせたケーキをつくります。
　まずはご相談ください！！

＼こちらもお任せください!!／
バースデーケーキの当日注文承ります！！
※キャラクター入りなど特別なものは
　１週間前までにご相談ください。

代 表 者：道川　光夫（洋菓子一級技能士・ものづくりマイスター）
所 在 地：新潟市西区小針６丁目18-17
電 　 話：025-267-8023
Ｆ Ａ Ｘ：025-267-8023
業務内容：洋菓子製造・販売

万代のネイルサロンBLACKSEA73が
12周年を期に11月１日古町エリアへリニューアルOPEN!
駐車場完備☆半個室☆完全予約制

自爪を綺麗にするジェルネイルからロングの
派手ネイルまで幅広いお客様にご利用いただ
いております！

☆Instagramもあります！フォロー（登録）
は「＠blacksea73」からどうぞ！☆

古町にネイルサロンが
リニューアルオープン!!

BLACKSEA73

代 表 者：八藤後　奈美

所 在 地：新潟市中央区西堀前通４番町737-１

電 　 話：025-250-5973

業務内容：美容業（ネイルサロン）

ケーキを食べて元気になりましょう！

プチフール洋菓子店

↑大きな白い看板が目印です。

←人気のショートケーキ。（450円（税込））季節に合わ
せたケーキも用意しています。創業からのメニュー「ユ
ダヤチーズケーキ」（430円（税込））もおすすめです。

Instagram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）

㈱聖建 塗装業
村山　健 025-211-2775
西区西小針台1-3-26
NPO法人あかつき就労移行支援事業所プライム 障害者就労移行支援
大関　善孝 025-367-2425
西区青山7-3-16
Myu サロン業
本田　みゆき 090-3473-8306
中央区神道寺1-2-26-608
開志専門職大学 専門職大学
北畑　隆生 025-240-8118
中央区紫竹山6-3-5
ゴーリペア新潟店 24時間出張携帯修理
折内　裕 080-4940-1617
中央区関屋昭和町1-62-401
㈱エイト ヘルパーステーション
渋谷　美雪 025-278-8975
東区東明8-1-23 メゾン東山104
開運鍼灸RIRI 鍼灸師
清野　真莉子 080-6682-7516
中央区信濃町7-27 あけぼのマンション403
㈱信越技研 防水工事
小林　龍輝 025-290-7986
東区牡丹山4-15-8
㈲企画二十一 飲食店（焼肉）
安　済鎔 025-223-2071
中央区古町通7番町934番地5（焼肉や善山）
かんだ整骨院 整体・柔道整復業
神田　博行 025-211-9541
中央区女池東1-6-18 千里ビル3F

オリエンタル整体院 サービス業
小根山　隆 025-278-3306
中央区姥ケ山4-15-23 藤ビル102
ノワックス（同） 児童福祉・ITコンサルタント
渡邉　和美 025-210-5588
西区五十嵐一の町6703-1
なるとキッチン新潟小針店 飲食小売業（お弁当・唐揚げ）
小川　正和 025-378-4473
西区小針3-26-19 大堀ビルA号
DAY WORK & COMPANY・TOKYO 飲食店（ホットサンド、ステーキ）
生駒　浩之 025-278-7220
中央区親松81-6
木村司法書士事務所 司法書士・行政書士
木村　正裕 025-201-9281
中央区東中通一番町86-19
㈱ST技巧 建設業
鈴木　孝幸 025-311-7041
東区向陽3-3-20
沼垂ビール㈱ クラフトビール醸造・販売
高野　善松 025-383-8720
中央区沼垂東2-9-5
万盛日華綜合貿易㈱ 飲食業（中華料理）
益田　由貴 025-226-7008
中央区上大川前通6-1211
本間商事 船舶販売修理業
本間　海渡 080-1243-4314
中央区入船町4-3776-22

※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。


