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ブログ

あいかわひとみ

代 表 者：あいかわひとみ
所 在 地：新潟市中央区西堀前通り

8-1515-2 ディアーズビル3F
電話・ＦＡＸ：025-378-4941
業務内容：歌手、カラオケ喫茶

「愛のメロディ」好評発売中！
　20年間歌手を続けてきた決意と佐渡への想いを感じさせる
歌詞を力強く歌い上げます！まるで本人が佐渡の自然の中で
歌っているような臨場感を感じられる曲です。

1970年代から80年代の曲が得意で、
イベント・お祭りなどで歌を披露。
白山祭りや古町どんどんに参加。
青森県のブライダル会社でCMソング
にも起用。
ぜひご用命ください！

あいかわひとみ
＼歌手活動20年目　佐渡ヶ島出身の歌手です！／

本間ビジネスパートナー

代 表 者：本間　大輔
所 在 地：新潟市中央区新和1-6-20

アーク笹出内
電 　 話：090-2131-0384
M a i l：d-honma@p1-honbiz.jp
業務内容：経営コンサルティング
　　　　　（中小企業診断士）

株式会社ビットサインテクノス

代 表 者：富樫　末廣
所 在 地：新潟市中央区京王3-5-7
電 　 話：025-257-7720
Ｆ Ａ Ｘ：025-257-7766
業務内容：ホームページ制作

　本間ビジネスパートナーは、「戦略策定」と「IT・ウェブ活用」を通して、
中小企業の課題を解決する専門家です。「お客様のより良い明日を作ること」
をミッションとし、経営支援を行っております。
　経営手法やIT技術は時代とともに移り変わります。また、コロナ禍で生
活様式も変わりつつあります。そんな時代に合わせ、変えるべきものは変
える必要がありますが、経営の本質はいつの時代も変わらないものである
と考えます。その本質である「経営の原理原則」を大切に支援いたします。
　補助金のご相談も承ります。まずはお気軽にお問合せください。一緒に
より良い明日を作りましょう！

本間ビジネスパートナー
＼経営支援を通してより良い明日を一緒に作ります！／

　金属加工や建設業の会社様から多くお声をかけていただいて
おります。ホームページ作成は採用にも役立ちます！これから
初めてホームページを作りたい方など、ぜひご連絡ください！

＼当社のホームページ制作の特徴／
①本格デザインが光る、フルオーダーメイド。
　文章作成及び写真撮影サポート。
②価格に自信あり。６ページプラン184,800円（税込）！
③実績は安心の500件以上！

株式会社ビットサインテクノス
＼ホームページ作成が184,800円（税込）から‼／

中小企業診断士
本間　大輔

お問合せは
こちらから



掲載募集・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。
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。
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SUGOISPICE（株式会社サムライランカ貿易）

代 表 者：サンパットスリクマーラ
所 在 地：新潟市南区戸頭2905-1
電 　 話：025-211-8609
Ｆ Ａ Ｘ：025-211-8619
業務内容：中古建設機械・中古車買

取、職業紹介

グルテンフリーで体にやさしい、誰でも簡単に作れる
本場のスリランカカレー
　当店では、辛さ調整可能、レシピ＆動画付きのスリランカカレースパイ
スセットを販売しています。スパイスごとに必要な分量を個包装している
ため、分量を量る手間いらず！簡単にお作りいただけます。
　また、グルテンフリー、ナッツ不使用のため、食べた後、胃に重たさを
残すことなく、また食べたくなる日本人好みのお味になっています。
　アーユルヴェーダの医食同源の考えのもと、様々な効能を持つ数あるス
パイスで健康をサポートするスリランカカレー。ぜひご賞味ください。

SUGOI SPICE（株式会社サムライランカ貿易）

リフォームのすぷりんぐ

代 表 者：川口　祐二
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807
電 　 話：025-278-3508
Ｆ Ａ Ｘ：025-278-3509
業務内容：リフォーム工事請負

株式会社デジタル・アド・サービス

代 表 者：村田　尚武
所 在 地：新潟市中央区万代5-7-2

ダイアパレスシアース万
代西棟201新潟オフィス

電 　 話：025-365-1700
Ｆ Ａ Ｘ：025-365-1701
業務内容：ブランデング・各種広告制作

　新潟市内およびその近辺市町村で、住宅リフォーム全般を承っています。ご依頼を
いただく時のモットーはお客様にとって最適なリフォームプランをご提案すること。
そのためにお客様からはしっかりとお話を伺います。もしお客様がイメージされるよ
うな仕上がりにならない、仮に見栄えは良くなっても将来的に住まいやお客様自身の

ためにはならない時は、「リフォームしない方がいい
ですよ。」とお伝えすることもすぷりんぐが大切にし
ている考え方です。本当に必要なリフォームを考え
ることは、人生プランを考えることだと思っています。
ご相談や見積もりには一切費用はかかりません。是
非一緒に大切な住まいのことを考えていきませんか？

リフォームのすぷりんぐ
＼蛇口交換から外装張替えまで　お気軽にご相談ください／

＼本場の味をご家庭で！！スリランカカレースパイスセットの
� インターネット販売を始めました！／

株式会社デジタル・アド・サービス
＼デザイン会社とコラボ商品を作りませんか？／

←ご注文は
　こちらから！

詳しくは右上のQRからホームページを
ご覧ください！

Webサイトお問合せフォーム 
よりご連絡ください。
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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）

たむら司法書士事務所 司法書士
田村　芳枝 050-6865-3725
中央区上大川前通7-1230-7 ストークビル鏡橋7F

こども写真館トム・ソーヤー 営業写真館
藤田　和人 025-283-9001
中央区東出来島11-18

㈲アートワークス サービス業（イベント・技術）
滝沢　等 025-256-8542
東区山木戸7-6-7

綾歌うどん 飲食店（うどん屋）
小野　圭一 025-201-9776
西区平島1-17-8

今泉建装 外壁塗装、屋根塗装
今泉　剛 025-277-3203
江南区北山161-1

エスイノベーション㈱ コンサルティング業（DX・事業継承）
星野　善宣 080-6693-3143
中央区西堀通3-790西堀501ビル3F

クレアス 建築業
荻野　悟嗣 025-250-7940
北区三軒屋町13-13

長谷川　晴彦 フリーアナウンサー
090-3149-9175

西区寺尾朝日通7-2

ヒナタビト パソコン修理、ホームページ制作、会社ロゴ、チラシデザイン、キャラクターデザイン
西脇　真理子 070-8996-0469
東区下木戸1-7-4 ララル101

Petit pas エステティック業
市川　亜希子 025-229-3200
中央区東堀前通5番町422 五泉屋ビル3F

ホットスタッフ 小売業・雑貨販売
羽田　祐子 070-8996-1660
中央区西堀通5番町858-2 ビエナハイツ1F

※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。

おかしなcafe picotte 飲食店（ケーキ屋）
長谷川　知栄
西区新通南3-5-17

ラーメンわらふく 飲食業（ラーメン屋）
高橋　悟 025-278-7930
東区寺山3-4-8

社会福祉法人新潟市社会事業協会 社会福祉事業
高橋　秀松 025-231-0196
西区西有明町1-3

社会福祉法人親永会 児童福祉施設・老人福祉施設
三國　レイ子 025-274-0794
東区河渡甲135-7

nail NIFULa ネイルサービス業
田村　桂子 070-6998-2365
中央区大島151-1 グリーンホームズⅢ101

恍千丸 遊漁船業
森　章平 080-7812-5000
北区松浜みなと37-8

REAL VOICE サービス業（頭痛ケア専門のリラクゼーションサロン）
佐々木　大輔 070-8377-7068
東区竹尾710-1 ダムズテナントビル2F MUSU HAIR内

mellow 美容業（まつ毛エクステ、眉毛）
大久保　侑子 080-7994-0209
中央区女池3-1-10 真柄アパート101

㈲扇食品 食品加工（焼鳥）
池田　実 025-273-3113
東区大形本町5-19-36

arty flower 生花・バルーン小売業
池田　悟 025-369-0339
中央区東堀通9番町1407-14


