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大人女性の髪のお悩みを改善する髪質改善専門の美容室です。
　髪がまとまらない。パサついてつやがない。頭のニオイが気になる。ボリュー
ムがでない。白髪染めを毎月したいけどダメージが気になる。老化が気になる。
ひとつでも当てはまるなら、是非一度お試しください。憧れの≪艶髪≫を手に入
れましょう。
　経験豊富なスタイリストがマンツーマンで最初から最後まで丁寧に対応させて
いただきます。おかげさまで予約が取りにくくなっております。お早目のお電話
をお待ちしております。

AJ HAIR
＼大人女性の髪のお悩み改善します　髪質改善専門美容室／

　当社は昭和56年に新崎地区で創業し、平成６年に

現住所へ移転しました。

　これまで、公共の焼却炉製造、修繕を主に業績を伸

ばしてきました。焼却炉のほかにも鉄板・ステンレス

板等を使った製品の製作及び修繕補修据付けを一貫し

て行っています。大きな設備から小さな部品まで、ご

要望に沿った製品を切断、折り、曲げ、溶接します。

　少数精鋭の会社ですが、チームワークを大切に日々

業務にあたっています。

株式会社山名製作所
＼金物の製造から据付け、修理、メンテナンスまでおまかせください／

みんなに親しまれ、新潟に根付く
そう、例えるならば

弥彦山 のような会社になる！

PC、スマホの修理や操作指導・ホームページ制作
企業向けキャラクターデザイン
爬虫類ケージ販売（鋭意準備中！）

ヒナタビト合同会社
＼日照時間は短い新潟ですが／

HPはこちら！

AJ HAIR

代 表 者：涌井　良一
所 在 地：新潟市中央区弁天橋通
　　　　　３-１-16
電 　 話：025-384-8202
業務内容：  美容室

株式会社山名製作所

代 表 者：松井　道男
所 在 地：新潟市北区島見町197
電 　 話：025-255-3750
Ｆ Ａ Ｘ：025-255-3392
業務内容：  金属製品の製造及び据付け

ヒナタビト合同会社

代 表 者：西脇　真理子
所 在 地：  新潟市東区下木戸１-７-４

ララル101号室
電 　 話：025-311-4322
Ｆ Ａ Ｘ：025-311-4890
業務内容：  パソコン修理、HP制作他



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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　新潟日報やBSNなどの新聞・TVで自社の取組を紹介して欲しい企業様、御社の取
組を県内マスメディアに届けます！成功すると取材の後、新聞記事やTVニュースと
して掲載・放映されます。その際メディアへの金銭負担は一切不要です。

　新商品・サービス、新店、イベント、社会
貢献、社会問題（SDGs、働き方改革、女性活躍、
空き家、人生100年時代他）の解決、地域活性化、
季節行事、画期的・珍しい・ユニーク・時流
に乗った取組、何かで結果が出た等々、ニュー
スなネタをお持ちでしたら是非ご相談ください。
　認知度UPにより人材採用への好影響、離職
率低下、提携先開拓や販路開拓等が期待して
頂けます。

広報PR新潟（美写紋堂）
＼プレスリリースを代筆・代行します！／

◆100％経験者をご紹介◆
　ご紹介する人材は…
　①食品、製造、建設、建築、外食、宿泊、介護、ビルクリーニング人材
　②日本語対応可能、素朴でまじめな若者（20歳～30歳程度）
　こんなお悩みはございませんか？
　①外国人を雇用することに対する心配
　②人材不足の問題
　弊社が、すぐに解決いたします！
　まずは、025-369-5126までお問合せください。

外国人リクルートパートナーズ合同会社
（Foreign Recruit Partners GK）

＼人材紹介（３年以上経験者）　気軽にお問い合わせください。／

＼小さくても、ミライにつながる一歩を。／

　経営ビジョン実現に向けて
　　　　『一緒に伴走してくれるパートナーが欲しい』とお考えの方へ！
　企業運営に課題はつきものです。ましてや、デジタル前提で変化の激しいこの時
代、今まで通りのやり方では太刀打ちできなくなりつつあります。「考えは合ってい
るか？」「そもそも、どうすれば良いのか？」「毎日の仕事で手一杯…」といった悩
みが先に立ち、具体的な一歩を踏み出せずにいる経営者様も少なくないと聞きます。
　ミライドットでは、経営者様のビジョン実現に向けて、＂当事者＂として企業
内に深く入り込む『ハンズオン型』コンサルティングをご提供いたします。そのほ
か、業務改善／DX支援など今の時代に必要な各種サービスもご用意しております。
　どんな小さな課題でも構いません。まずはお気軽にお問合せください。ミラ
イへの一歩目を一緒に踏み出しましょう！

HPはこちら！ オンライン名刺

広報PR新潟（美写紋堂）

代 表 者：佐藤　たかあき
所 在 地：新潟市中央区紫竹山
　　　　　４-７-26
Ｈ　　Ｐ：  「新潟プレスリリース代行」

で検索
メ ー ル：sato@bishamondo.com
業務内容：  プレスリリースの代筆・

代行

外国人リクルートパートナーズ合同会社

代 表 者：清野　忠昭
所 在 地：新潟市江南区船戸山
　　　　　３-５-21
電 　 話：025-369-5126
メ ー ル：t.seino@frp.jp
業務内容：  登録支援機関

ミライドット

代 表 者：穗苅　洋介
所 在 地：  新潟市南区白根日の出町

14-49
電 　 話：070-8385-7517
業務内容：  コンサルティング（DX/

業務改善）、デジタルアド
バイザリー、社内SE代行

HPはこちら！
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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）

※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。

㈱べジ・アビオ 農業
山崎　瑶樹 025-278-8062
北区新富町1419-50

ペットハウス　Teardrop 小売業
永井　久美 025-262-1187
西区内野山手2-7-13

出張シェフHARU 飲食業（お弁当作り、配達）
切替　忠夫 090-1049-5025
西区小新西1-1-2

半田工業 解体業
半田　丈享 080-3490-1803
東区下羽新町8-6 サンパティークKoTaKe105

にゃーこむ Excel専門の中上級者養成
牧野　織江 070-8984-2659
中央区西堀前通6番町894-1 西堀ローサ7

ネイルサロンARIE ネイルサロン
中山　奈々 025-369-4895
中央区紫竹山1-9-8 レントビル3F 301

㈱ワールド・トリップ 旅行業
宮本　裕将 025-288-0178
中央区美咲町1-7-55 ソフィアミサキ2F-A

La vita 美容サロン
丸山　恵子 090-4547-4832
西区小新

㈱エコテック 住宅設備機器販売及び施工
橋本　一人 025-311-5535
中央区女池上山1-15-13

ミライドット コンサルティング業
穂苅　洋介 070-8385-7517
南区白根日の出町14-49

小柳事務所 不動産業・土地家屋調査士業等
小柳　忍 025-280-7275
江南区天野3-23-21

ピュア　ウーロン 茶葉小売業
北川　裕子 025-225-5312
中央区本町通6番町 本町中央市場商店街内

イーテクノ 電気工事業
水谷　力樹 080-7592-4740
中央区出来島1-3-5-112

㈱SDSインターナショナル 飲食業（インドネパールレストラン）
スナル　ディパク 025-245-8188
中央区花園2-2-12 サンホーム花園1F

国際ピーアール㈱ 広告代理業
武田　利彦 025-228-9578
中央区新島町通一ノ町1977-2 ロイヤル礎205

特定非営利活動法人障害者自立支援センターオアシス 障害者自立支援
小島　紀代子 025-267-8833
西区松美台3-20

新潟県外国人材受入サポートセンター 外国人材の雇用支援
佐々木　啓 025-282-5548
中央区万代島5-1 万代島ビル11F

ウィル ソフトウェア開発業、小売業
望月　浩一 080-8905-1792
東区牡丹山2-9-3

cut&wave South Wave 美容業
榎本　留美 025-260-2011
西区新通南2-9-15

レジン＆グルーデコアクセサリーSophia ハンドメイドアクセサリー講師、販売
五十嵐　優子 090-2750-9790

金山すごろく　検索


