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・ぎっくり腰（腰痛）
・ねんざ、肉離れ
・交通事故、労災

早期回復！！

・慢性的な腰痛
・肩こり…などなど

痛みとりから
リラクゼーションまで！

言葉の魔法使い

代 表 者：酒井　健
所 在 地：新潟市中央区女池４-９-25
電 　 話：070-9039-4844
M a i l：wizardofwords1@gmail.com
業務内容：行動させるセールスコ

ピー制作

「もっともっと売れるはず！」
どうすればもっと売れるのかを日夜考え続けている経営者へ
　もしかして、売り方を間違っていませんか？『競合他社との比較で、優位に立つ
方法』が必要ですが、そのお手伝いをさせて下さい。具体的にはお問合せやご注文
を頂くためのセールスコピー制作サービスです。成功報酬でお引き受けさせて頂け
ないでしょうか。私は貴社のために強力なセールスコピーを書きますが、もしご満
足頂けなければ１円もお支払い頂かなくて結構です。なお、業種１地域につき１件
だけです。詳しくはQRからご覧ください。

言葉の魔法使い
＼安心の成功報酬セールスコピー／

山二ツちひろ接骨院

代 表 者：加藤　千尋
所 在 地：新潟市中央区山二ツ１-15-12
電 　 話：025-290-7536
営業時間：10：00～19：30（最終受付）
定 休 日：火曜・祝日
業務内容：接骨、鍼灸、マッサージ、

肩こり、腰痛施術

ご予約はお電話から！当日予約も受付ます！
営業時間は10：00～19：30（最終受付）お仕事帰りにも！
予約はこちら→025-290-7536

保険施術 自費施術

山二ツちひろ接骨院
急なケガから日常の疲れまで！！

（株）ST商事

代 表 者：近藤　哲
所 在 地：新潟市中央区女池４-17-37
電 　 話：025-278-3197

（080-4577-7750）
Ｆ Ａ Ｘ：025-290-7120
業務内容：貿易業務・卸業・自動車

解体

　株式会社ST商事は2017年５月に設立いたしました。私たちは中国と日本の橋渡しとな
るべく、お客様のニーズに合わせ、お互いにとって必要とされるものを輸入・輸出してま
いりました。
　日本と中国の関係には長い歴史があります。双方にとって、切っても切れない重要な隣
国です。この関係をより良いものにするために少しでも貢献したいと考え、私は両国で教
育を受け、両国の言葉を話し、双方の文化・歴史も学んできました。両国の共存共栄に貢
献できたらと願っております。
　日本における品質要求は世界一厳しいと言われる中、中国製品の品質向上が求められて
います。当社では品質安定を実現する為に工場探しから品管体制審査・試作、量産・出荷
前検査まで、トータルサポート可能な商社としての付加価値をお約束します。
　2022年11月から自動車解体業もスタートしました。

＼地元企業と中国との日中ビジネスの架け橋に！／

株式会社ST商事
HP

詳しくはこちらから

HPはこちら

イオン山二ツ店さん向かい



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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川嶋公認会計士事務所

代 表 者：川嶋　哲朗
所 在 地：新潟市東区松和町17-24-10
電 　 話：025-250-7542
M a i l：cpa.kawashima@outlook.jp
業務内容：税務顧問・財務支援

財務支援のできる税理士ならお任せください！
　経営に課題があるけど相談する人がいない、会社業績に関してアドバイスがほ

しい経営者様を徹底サポートさせていただきます！

　当事務所では税務顧問を担当しながら、経営に役立つ情報や補助金を提案いた

します。初回相談は無料、守秘義務厳守、補助金を利用して業務提供できるプラ

ンもございますので、遠慮なくご連絡ください。

　お電話は025-250-7542まで、Mailはcpa.kawashima@outlook.jpまで。

川嶋公認会計士事務所
＼補助金を利用した財務支援に強い税理士です！／

占いサロンangelot

代 表 者：紫乃　みらい
所 在 地：新潟市東区船江町１-42-22

光ハイツFUNAE　２-B
電 　 話：070-2290-2526
業務内容：占い業、占い教室

縁起良く事業を始めるお手伝いをいたします
当店は、これから起業を目指す方を特に応援しています！

当店では、
・紫微斗数
・九星方位気学
・姓名判断で、目に見えない『安心』のサポートを
いたします。※秘密厳守

◇このようなお悩みございませんか◇
・開業する時期を良い時にしたい
・事業所を良い方角で開業したい
・店舗名を良い物にして縁起を良くしたい

占いサロン angelot～アンジェロ～
＼お客様の心に寄り添い、より良い将来を掴むお手伝いをいたします／

＼もうすぐ20周年　句歌集・自分史・社史／
（株）ミューズ・コーポレーション

代 表 者：木戸　敏雄
所 在 地：新潟市東区津島屋７-29
電 　 話：025-250-9555
Ｆ Ａ Ｘ：025-250-9550
業務内容：自費出版

「にいがた経営者ものがたり」

　経営者の想いをつなげるために、企業様向けに本をお

つくりするサービスです。

　改めて自社の成り立ちや歴史について考えることは、

これからの事業の目的や意義を見つめなおす機会になり

ます。それぞれの想いをカタチに、抱きしめていただけ

る本をつくるお手伝いこそ私どもの使命だと考え、経営

者様に寄り添った「ものがたり」を一緒につくります。

（株）ミューズ・コーポレーション 喜怒哀楽書房
＼あなたの想いをカタチにする「抱きしめたい本づくり」／

SNSHP

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。

金山すごろく　検索

歩み シャンプーとシェービング
魚野　美歩 080-9668-3528

ステーキ酒家　しゅん咲 飲食業（居酒屋）
田中　則圭 025-226-0038
中央区西堀前通9-1533-4

山二ツちひろ接骨院 接骨院
加藤　千尋 025-290-7536
中央区山二ツ1-15-12

㈱Glocal 貿易・物流・教育・不動産・製菓
山谷　真 025-378-2539
南区新飯田762

オリックス㈱新潟支店 多角的金融サービス業
清水　心一 025-368-7310
中央区万代3-1-1　メディアシップ11F

川嶋公認会計士事務所 公認会計士・税理士事務所
川嶋　哲朗 025-250-7542
東区松和町17-24-10

㈱ミューズ・コーポレーション 文字情報制作業
木戸　敏雄 025-250-9555
東区津島屋7-29

㈲渡辺鮮魚店 鮮魚卸小売
小嶋　修平 025-222-4751
中央区本町通6番町1105

(一社）子育て交流ぽーとtete 訪問看護
平山　沙知子 080-9680-6822
中央区堀之内南3-7-22-27

酒井　健 整体
酒井　健 025-284-6755
中央区女池4-9-25

彦根税理士事務所 税理士業
彦根　昇 025-282-5723
東区秋葉通3-40-22 秋葉ビル302

㈱敬愛テクニカ商事 不動産業
今井　惠太郎 025-250-1665
東区物見山1-9-32

㈱アクシード 建築工事業
寺尾　毅 025-201-6704
西区小針6-34-20

㈱たかはし住宅設計事務所 住宅設計
阿部　哲也 025-286-6535
中央区京王2-14-13

㈱mokusia 新築、リフォーム、店舗内外装等
北澤　学 025-384-4313
北区新崎5046-2

One’s　Studio 映像業
大湊　幹生 080-4335-7948
西区山田249
コンシェルジュ新潟　Cozan サービス業
田中　湖雄 080-4125-5741
西区真砂3-9-29

八千代テック㈱ 土木・舗装工事
品田　昌之 025-260-3615
西区亀貝955-1

キャリア形成サポートセンター インターネット事業・受託事業
大中　忠生 050-6875-0113
中央区上大川前通7番町1230-7 ストークビル鏡橋7F

㈱ドットコム・マーケティング IT情報
大江　孝之 025-282-2828
中央区女池南3-2-32

㈱Ｒ 通信機器販売、工事、保守
真柄　慶輔 025-250-0997
中央区網川原2-7-11


