
がんばっているお店・
会社のPRコーナー

I0¥3YKにいがた I0¥3YKにいがた4 2023.2 2023.2

㈱b diamond（ビーダイアモンド）

一気通貫で、貴社のあらゆるお悩み解決いたします！

株式会社ドットコム・マーケティング

代 表 者：大江　孝之
所 在 地：新潟市中央区女池南３-２-32
電 　 話：025-282-2828
Ｆ Ａ Ｘ：025-282-2277
業務内容：ホームページ制作、WEBマー

ケティング、有料職業紹介事
業、介護医療情報事業、他

公認会計士・税理士　山本修一
株式会社ロバスト・スチュワード

代 表 者：山本　修一
所 在 地：長野県北佐久郡軽井沢町

大字追分961番地21
電 　 話：0256-41-0099
業務内容：財務支援会社と会計事務

所からなるコンサルティン
ググループです。主にス
タートアップ・ベンチャー、
中小企業の企業成長支援
をモットーとしています。

㈱ドットコム・マーケティング
＼多種多彩なジャンルのWEBサービスをご提供／

＼当社のおすすめサービス／

フリーランス顧問税理士サービス：10,000円/月〜（税抜/確定申告料金込）

　当社はスタートアップ・ベンチャー、中小企業の企業成長支援をしている財務支援会社

と会計事務所を営んでおります。個人事業主や企業したてのスタートアップベンチャーは

外部の専門家を効率よく利用できていない方が多いです。手軽に専門性を感じてもらうた

めに、クラウド会計を活用し、リーズナブルな価格から弊社はご利用できます。お気軽に

相談くださいませ！

㈱ロバスト・スチュワード

HPはこちら

DiDiA HP

HPはこちら

デ　ジ　タ　ル マーケティング 人　材　提　供

・県内外600社以上のサ
イト制作＆運用実績

・システム開発で業務改
善・効率化をお手伝い

・その他、独自のサー
ビス多数！

ECサイト構築、ネット
広告等、販売に関わる
WEBマーケティングを
サポート

月刊Komachiグループ
だから新潟で圧倒的な
認知度！

弊社建物。鳥屋野潟湖畔にあり、ビッ
クスワンが見える場所にあります。

☆開業支援・美容機器販売　（初期投資は応相談）
新事業でエステ事業を考えている企業様、独立開業でエステをされる方。

初めての方でも安心して開業をする為に必要なサポートをきめ細かく行い

ますのでお任せください。

また、融資・助成金・開業にまつわる相談もさせていただいております。

☆FC加盟店募集 （初期投資 税込330万円〜）
フランチャイズ加盟で毛穴専門店Bébé、セルフエステティッ

クスタジオDiDiAに加盟し運営する事も出来ます。人材育成、

運営支援、本部スタッフがしっかりサポート。

株式会社bdiamond

代 表 者：喜多　恭央
所 在 地：金沢市北安江３-６-６

メッセヤスダ501
電 　 話：076-263-8802
Ｆ Ａ Ｘ：076-254-5422
M a i l：info@bdiamond.jp
業務内容：エステサロン経営、着物

レンタル店の経営、セル
フエステ経営及び開業支
援、FC事業、美容機器製
造・販売

＼エステ・セルフエステ開業支援します／ FC加盟 
サロン開業支援

フリーランス 
顧問税理支援



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。

こちらのQR
からもお申込
いただけます
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株式会社シナノメディカルプランニング

代 表 者：武藤　雅己
所 在 地：新潟市中央区医学町通

２番町11 SHINANOビル２階
電 　 話：025-223-3100
Ｆ Ａ Ｘ：025-223-3101
業務内容：調剤薬局

医療についてのエキスパートがいる身近な場所。それが薬局です。
処方箋がなくても大丈夫。健康、介護、受診医療機関について等、 
どんな些細なお悩みごともご相談ください。

お気軽にお立ち寄りください！

しなの薬局　本町店・中央店・しもまち薬局

＼地域の皆様に愛される薬局を目指して／

たかやま接骨院

代 表 者：高山　慶市
所 在 地：新潟市中央区長潟３-２-２
電 　 話：025-286-8787
Ｆ Ａ Ｘ：025-286-6989
業務内容：医療　接骨院

交通事故治療から首・肩・腰・膝の痛みなど全ての施術
を行っております。スポーツ傷害や交通事故治療につい
ては、どんな些細な事でも結構ですので、ご相談ください。
♦エコー（超音波観察装置）導入で患部へ確かな施術！

★保 険 対 象：急な腰痛、首背中の痛み、関節痛、スポー
ツ障害など

★保険対象外：整体・鍼灸・酸素カプセル・筋膜リリース・
テーピング

【受 付 時 間 】９時～12時半、３時～８時
休診土曜午後、日曜、祝日

たかやま接骨院
＼開設30年　国家資格を持ったスタッフが対応致します。／

HPInstagram

LINE追加は
こちらから！

本　町　店
処方箋をLINEで送って時
間短縮！お買い物をして
いる間に薬が出来ます！

中　央　店
在宅医療を通じて、地域
に根差した薬局を目指し
ています。

しもまち薬局

皆様のお越しをお待ちしております！

地域に根差した薬局が目
標！いつでも何でもご相
談ください。

本町店 管理薬剤師 錦織雅彦

HPはこちら Instagram
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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

TOBY ART 自動車販売業
山田　直也 025-311-6793
北区新崎5257-1

㈱満福 建設業、飲食業
佐藤　義恒 090-2646-3065
中央区沼垂西1-13-18 ポポロ東万代506

稲野総業㈱ 機械器具設置工事業
稲野　道郎 025-378-4661
中央区古町通11-1682

新電力新潟㈱ 電力小売業
伊藤　敬 025-228-3911
中央区西堀通七番町1555 日生不動産西堀ビル5F

㈱sakura management ブライダルプロデュース兼マネージメント業
霜鳥　麻衣
中央区関新2-1-73 新潟ダイカンプラザ遊学館1111

韓国語教室　ハニル 韓国語教室
野沢　由美子 090-4479-3854
中央区美咲町1-7-55 ソフィアミサキ2FA-3

田中内装 建築内装
田中　聖三 070-3349-7555
中央区明石1-7-1 新潟芙蓉コモンズ605

マルヒロ不動産㈱ 不動産業
後藤　隆宏 025-241-6181
中央区花園1-6-13 マルヒロビル1階

㈱ヒューマン・コア 通信機器小売・卸業
西倉　弥照 025-211-2153
中央区東中通1-187-3 クレアビル4F

（同）LVC. タレント事務所・マーケティング
佐藤　燿 080-9435-2980
佐渡市新穂長畝2763

㈱Rapport 薬局、教育
井橋　正太郎 025-211-3927
西区小針8-1-2

（同）ゼアレット技研 補修業、土木、建築等
仲地　伸一郎 025-258-8945
北区松浜5-13-87

PALETTE Cheer&Dance ダンススクール
今井　綾乃 090-1706-1283
東区はなみずき1-11-5

㈱アートラボ 建設業
大野　純一 025-276-8830
東区中島2-6-6

占いサロンangelot 占い業、占い教室
今井　敬子 070-2290-2526
東区船江町1-42-22 光ハイツFUNAE2-B

アローズ行政書士事務所 行政書士
090-2022-9353

中央区山二ツ1-3-3 山二ツマンション101

㈱岩見 業務用食品卸売
岩見　孝之 024-523-5111
福島県福島市五月町6-24

公文式とやのみなみ教室 学習塾
小林　美紀 025-288-5134
中央区大島64 グランデハウスA205

都市環境鑑定㈱ 不動産鑑定業
清水　裕 025-232-6010
西区小針3-37-25 こばりロード202

日本管財㈱新潟事業所 ビルメンテナンス業
福田　慎太郎 025-201-6975
中央区西堀通7-1555 日生不動産西堀ビル5F


