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株式会社語れ。

代 表 者：八木　翔和
所 在 地：新潟市中央区川岸町３-18
電 　 話：080-5098-6607
業務内容：ブランドコンサル、クリ

エイティブ制作、マス・
WEB・SNS広告

　みなさまがお客様に選ばれる理由はなんでしょうか？

　それだけでなく、選ばれ“続ける”理由はあるでしょうか？

　ブランディングというと、とても感覚的で抽象的に捉えがちなものではないかと思

います。社名を変えたり、デザインを変えてみたり、CMを作ってみたり…。

　しかしそれだけでは根本的な解決やブランディングにはならないと思っています。

　私たちは悩みの本質に向き合い、経営者様の課題解決に向けて最適なプロジェクト

チームで伴走いたします。枠に囚われないアイデアとクリエイティブなら弊社にお任

せください。

Branding Company 語れ。
＼テレビ局がつくったブランドコンサル会社／

KiranaYOGAStudio.

代 表 者：井島　一美
所 在 地：新潟市北区松浜
　　　　　１-１-16 2F
電 　 話：090-9671-5713
業務内容：ヨガ、リラクゼーション

　当スタジオでは20代～80代
までと幅広い年代層のニーズに
応えております。ダイエット、
体質改善、健康習慣づくり、慢
性痛緩和、心ケアまで。大きな
スタジオでは叶わない、心通う
スタジオ。正しい体の使い方を
伝え、お家時間のフォローまで
お任せください！あなたのなり
たい是非お聞かせください。

Kirana YOGA Studio. （キラナ ヨガ スタジオ）
＼ヨガで心も体も進化する／

cut&waveSouthWave

代 表 者：榎本　留美
所 在 地：新潟市西区新通南
　　　　　２丁目９-15
電 　 話：025-260-2011
業務内容：美容室

　ヘアスタイルのご相談、大切な日のヘアセット、前髪切りす
ぎちゃった！助けて！など、なんでもお任せください♪
　当店は男女問わず、幅広い世代のお客様にご来店いただいて
おります。中にはご家族でいらっしゃるお客様も！
　完全貸し切りなので、周囲を気にせず、お子様も安心して施
術をお受けいただけます。
　ぜひお気軽にお越しください！

◆料金（税込）
カット　～小学生　￥1,100　パーマ（カット込）　￥8,800～
　　　　中 学 生　￥2,200　カラー（カット込）　￥9,900～
　　　　高校生～　￥3,300　シャンプー　　　　￥1,100

cut&wave South Wave
＼完全貸し切り！　居心地抜群の空間で、皆様のキレイをお手伝い／

ご予約はこちら
またはお電話から
お願いします！

着付けも
承ります！

お客様お一人お一人の個性を大切にした、丁寧なカウンセリングと施術を心がけております。



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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　マイクロソフトExcelのワークシート関数をご存知ですか。Excel上で命令をす
ると働いてくれる簡易プログラミングです。
　ワークシート関数は学習が簡単で、事務作業の時間、費用が大幅に減らせるため、
個人事業の経理、顧客管理から上場企業の営業実績集計、分析まで幅広く取り入
れられています。使わないのは非常にもったいない機能です。
　忙しい方のために１日でワークシート関数未経験者が予算実績管理表を作成で
きるコース（６時間：20,000円）や、上級レッスン終了者向の初めてのVBAコー
ス（３時間：30,000円）もご用意しております。ひたすら手を動かしレッスンす
るので使えるスキルが身に付きます。アフターフォローレッスンもありますので、
ぜひお気軽にご参加ください。

にゃーこむ

代 表 者：牧野　織江
所 在 地：新潟市中央区西堀前通
　　　　　６番町894-１ 西堀ローサ７
　　　　　ねこはいません
Ｕ Ｒ Ｌ：https://nyacom.xyz/
e - m a i l：nyacom@nyacom.xyz
業務内容：マイクロソフトExcel
　　　　　中上級者育成スキルショップ

にゃーこむ
＼資格だけでは解決できないExcelの悩みにワークシート関数、VBAが効く！／

有限会社シンシン商事

代 表 者：黒津　正勝
所 在 地：新潟市中央区女池４-15-７
電 　 話：025-284-7151
Ｆ Ａ Ｘ：025-285-6502
業務内容：アクリル加工・記念品販売
　　　　　エコマックス（燃料添加剤）

販売代理店

石油系燃料に少量を添加することで燃料の質を大幅に向上、燃焼効率が上がります。
使い方は簡単。燃料タンクに適量入れるだけ。
【用途】
灯油ストーブ、ファンヒーター、農機具、重機、船舶などの石油燃焼機器
ガソリン車、ディーゼル車、灯油ボイラー、重油ボイラー
詳しい内容はHPで確認お願いします。

＼燃料添加剤エコマックス　新潟県販売代理店／

La Vita　ラ・ヴィータ

代 表 者：丸山　恵子
所 在 地：新潟市西区小新
電 　 話：090-4547-4832
業務内容：健康美容サロン

＼輝いた人生送りませんか／

　当サロンは、健康寿命の延伸を目指し、食事、サプリメント、ファスティング、
フェムテック理解の啓蒙等を中心とした「健康を基本とした美容づくり」＝インナー
ビューティー（内面美容）をマネジメントしています。
　美しくなることで得られる内面の輝きと自信に満ちた姿は自分だけでなく周り
の人をも幸せにしますよね。
　一人ひとりに寄り添ったカウンセリングで、個々の目的に沿ったゴールまで責
任をもってサポートいたします。
　また、「女性が抱える健康の課題をテクノロジーで解決する」フェムテック分野
を啓蒙しております。
　専門資格取得のもと、女性の体と心の変化及びホルモンバランスについて正し
い知識を広めています。
　女性特有の悩みとの向き合い方を知ることで心と体の健康を保ち、一人ひとり
のウィメンズヘルスリテラシーの向上を推進しています。

La Vita　ラ・ヴィータ
HPはこちら SNS

燃費の大幅な向上！
排ガス削減　環境保護
使用機具・車の機能向上

ECOMAX
エコマックス
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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。

金山すごろく　検索

外国人リクルートパートナーズ合同会社 情報処理サービス・人材教育コンサルティング
清野　忠昭 025-369-5126
江南区船戸山3-5-21

㈲ダイマック商事 パソコン教室運営
岡　利昭 025-262-0055
西区大野188-1

㈲SOUDEISHA 小売
阿部　藤一 025-270-2705
東区逢谷内1-5-9

美星 エステ・リラクゼーション
長谷部　えりか 080-4623-0802
江南区荻曽根3-1-8 パークハイム102

アデコ㈱新潟支社 総合人材サービス
青山　貴之 050-2000-7210
中央区万代1-1-1 朝日生命新潟ビル7F

インテリア107 建築業
岩名　信也 025-386-1274
北区須戸2-3-22

ロックス 飲食業・スポーツ教室・学習塾
斎藤　日呂光 080-3339-5569
江南区茗荷谷209-14

キレイ茶芸大使館 小売・飲食店
賀来　綺玲 025-226-3637
中央区東堀通4-452

スカーチェ 卸売・小売販売業
木間　幸 025-378-1592
西区新通南1-1-9

ファイナリスト 自動車修理業
松山　健太郎 025-272-5070
東区材木町5-42

新潟住宅診断センター㈱ 住宅診断業
佐藤　克久 025-282-7066
中央区女池1-13-15

長崎 和華蘭亭 飲食業（長崎ちゃんぽん）
山島　繁幸 025-225-1141
中央区西堀通8-1575 西銀ビル1F

㈱モッズエンジニアリング 情報通信・ソフトウェア
木原　謙治 025-282-5541
北区笹山1526-1

合氣護身術P.Threeピースリー 護身&防犯知識
睡蓮　里美 080-1154-0925
江南区稲葉1-1-41 まつざわアパート7号棟

松本　志野 キャリアコンサルタント・コーチ
松本　志野

水草と美魚の店A.t 小売
髙井　虎之介 025-379-3093
西区山田662-5 和泉ビル1F（103/104）

ヒューマン 飲食業（酒）
久保田　徹 090-2955-9615
中央区東堀通8番町 ライオンタワービル8F


