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所在地 〒9４5-8540 　新潟県柏崎市新橋２－８

電話番号 0257-21-3986

FAX番号 0257-23-2746

メールアドレス ueki-kikaku@uekigumi.co.jp

ホームページ http://www.uekigumi.co.jp/

株式会社 植木組

商品・サービスのご紹介

植木組は、創業明治１８年、総合建設会社として120数年の長きにわたり、新潟県内を中心
に地域に根ざし、共に歩み続けてきました。
土木、建築工事部門を主体に、子会社を活用して医療福祉、IT関連の新規事業にも取り組
んでいます。

株式会社 インパクト

企業・商品・サービスのご紹介

サービス交流部会 会員企業紹介

有限会社 アイメック

〒959-3425　新潟県村上市山田９７８番地１０

0254－60－1100

0254－60－1105

1100@imec-pro.co.jp

http://www.imec-pro.co.jp

tennis@beans-dome.com

http://www.BEANS-DOME.COM

日本のテニス競技の中核施設となる、国内最大級の屋内テニスコート（センターコート１面、サブコー
ト８面）と屋外コート４面の運営を行う会社です。この施設は日本オリンピック委員会指定の競技強化
施設で、多くのプロ選手やアマチュア選手が日々練習を行っています。施設は阪神・淡路大震災の
発生を受け、防災拠点として建設され、普段はテニス競技の会場として、また災害が発生した場合は
災害復旧支援施設として利用されます。なお施設はネーミングライツの導入により「ブルボンビーンズ
ドーム」の名称で親しまれています。

〒673-0515　兵庫県三木市志染町三津田1708　兵庫県立三木総合防災公園内

0794-85-8413

0794-85-8415

企業・商品・サービスのご紹介

工事関係　：　電気工事・管工事・空調設備工事・衛生設備工事・消防設備工事
健康関係　：　水素水サーバー設置販売
環境関係　：　電解水システム設置販売・食品資源リサイクル機器設置販売
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所在地 〒950‐8581　新潟市中央区幸西4－3－5

電話番号 025-246-2311

FAX番号 025-245-3577

メールアドレス

ホームページ http://www.fmniigata.com

企業・商品・サービスのご紹介
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ホームページ

サービス交流部会 会員企業紹介

株式会社 エフエムラジオ新潟（ＦＭ-ＮＩＩＧＡＴＡ７７．５）

すみれ工房では原料や製法にこだわった商品作りをしております。竹は新潟県村上市産、
塩は日本海の塩を使用しております。用途によって竹を高温で焼いたり、または低温で焼い
て炭にします。竹炭の、吸湿や消臭の効能を利用した竹炭商品や、竹の中に塩を詰めて高
温で長時間焼き上げた竹炭塩などがございます。竹炭塩は竹のミネラルと塩のミネラルが程
よく調和されたまろやかなアルカリ塩です。

新潟県全域を放送区域とする、ＦＭ放送及び文字多重放送。新潟県内に、地域に根差したラジオ放
送を発信している。万代シテイ、長岡にあるサテライトスタジオからの生放送も展開。ＴＯＫＹＯ ＦＭを
キーステーションにした、ＪＦＮ(ジャパン・エフエム・ネットワーク)に加盟しており、全国最大38局ネット
ワークを駆使した全国への情報発信も可能。新潟市と協定し、「緊急告知ＦＭラジオ」を市内に配備
し、防災体制の強化も図っている。局舎併設のオープンスタジオ「新潟ＬＯＴＳ」では、ライブイベント
から、ファンクラブイベント、握手会、試写会、発表会、パーティーなど様々な用途に使用。（収容人数

椅 席 席 デ グ ）

笹川流れ すみれ工房

〒959-390７　新潟県村上市府屋７７番地１

企業・商品・サービスのご紹介

舌ブラシ「W-1」の製造・販売。高齢化が進む我が国において、「口腔ケア」の重要性が高
まってきております。歯をみがくだけではなく舌をみがき、口腔内を清潔に保つことにより、感
染症などの病気の予防に繋がると云われております。舌ブラシ「W-1」は、極細ループナイロ
ン繊維が舌表面の汚れをなでるだけで絡め取る新発想の舌ブラシ。ヒリヒリせずに優しく磨け
るから、老若男女問わず皆さまにご使用いただけます。

info@w-1-shikien.co.jp

http://www.w-1-shikien.co.jp

0254-77-4662

http://www.take-sumi.org

〒956-0057  新潟県新潟市秋葉区新津四ッ興野1735

0250-24-5596

SHIKIEN 株式会社

0250-23-0141

企業・商品・サービスのご紹介

なし

info@take-sumi.org

0254-77-4661
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所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス toiawase@sofu.co.jp

ホームページ http://www.sofu.co.jp/

所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス info@dip.co.jp

ホームページ http://www.dip.co.jp/

サービス交流部会 会員企業紹介

株式会社 ジェム・インパクト

025-378-2414

025-378-2415

info@gem-impact.com

0257-22-5777

〒951-8141  新潟市中央区関新2-1-73
新潟ダイカンプラザ遊学館804

0257-22-0666

株式会社 第一印刷所

企業・商品・サービスのご紹介

東京の本社ではグローバル・リリース向けコンテンツの音楽制作プロダクションを主軸として
いますが新潟支社では、「音による安らぎ」を追求し、終末期やそのケアを担う方々向けのコ
ンサートシリーズ「天上の音楽」、そして在宅ケアの現場やクリニック・介護施設向けのサウン
ドケア・システム「凛舟(RINSHU)」の開発を行っています。

〒950-8724　新潟県新潟市中央区和合町2-4-18

025-283-6222

〒945-0816　新潟県柏崎市田中20-22

企業・商品・サービスのご紹介

私たちがいつも大切にしていること。それは、お客様との心のこもったコミュニケーションです。常に次
世代のメディアに挑戦し続けながら、お客様といつも信頼関係を築いていたい。「よりお客様のお役に
立ちたい」それが私たちのテーマです。
＜ご提供ソリューション例＞
企画・編集・デザイン、各種パッケージ、イベント企画運営（新潟県MICE研究協議会座長幹事）、
Web・スマートフォン等デジタル媒体

企業・商品・サービスのご紹介

http://www.gem-impact.com

025-282-1784

社是は「信頼と創造」。当社では、お客様に安全・安心・安定した情報環境を提供する為「業
務用ソフトウェア開発」、「ネットワーク構築」、「システム保守・サポート」を3本の柱とした総合
サービスを行っております。ソフトウェア開発では、自治体からの受託開発に始まり、企業及
び医療ネットワークシステム、Webシステムの開発他、多岐にわたっています。
必ずお客様のお役に立てると信じております。宜しくお願い申し上げます。

         株式会社 創風システム

   

 
 
 

商品等の写真 
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所在地

電話番号
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メールアドレス

ホームページ

所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ http://www.daishi-bank.co.jp/

企業・商品・サービスのご紹介

〒951-8066  新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1

日本海に面した瀬波温泉は、夕陽の美しさで知られています。
その夕陽が湯面に溶け込む渚の露天風呂は皆様より大変ご好評頂いております。
また館内は、海辺の温泉場としての季節の情緒を大切にしたリゾート和風館となっており、
きっとご満足いただけることと思います。

株式会社 大広

〒107-0052  東京都港区赤坂5-2-20

株式会社 第四銀行

企業・商品・サービスのご紹介

・当行は、明治6年に第四国立銀行として設立され、平成25年11月で創立140周年を迎えました。永
年にわたるお客さま、株主の皆さま、地域の皆さまのご愛顧に、役職員一同、心より感謝申し上げま
す。
・今後も、これまでの永い歴史の中で培ってきたお客さまとの信頼関係を礎に、次の時代に向けてお
客さまや地域社会の発展に貢献し、共に「ステップアップ」しながら、持続的に成長していくことを目指
してまいります。

03-6364-8111

03-5563-8933

025-222-4111（代表）

大広は東京に本社を置く総合広告会社です。ブランド広告だけでなく、近年はダイレクト
マーケティングで多くの企業のサポートをさせていただいています。健康食品のマーケティン
グも豊富な経験がありますので、関心のある方はぜひお問い合わせください。

publicrelation11@daiko.co.jp

http://www.daiko.co.jp

企業・商品・サービスのご紹介

サービス交流部会 会員企業紹介

株式会社 大観荘

〒958-0037　新潟県村上市瀬波温泉2-10-27

0254-53-2131

0254-53-2768

taikanso@senaminoyu.co.jp

http://www.taikanso.senaminoyu.co.jp
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企業・商品・サービスのご紹介

所在地 〒950-0982　新潟市中央区堀之内南１丁目３１番１４号

電話番号 025-241-2780

FAX番号 025-244-3421

メールアドレス m303536@daiwahouse.jp

ホームページ http://www.daiwahouse.co.jp

所在地 〒956-0113　新潟県新潟市秋葉区矢代田619

電話番号 0250-38-4131

FAX番号 0250-61-1211

メールアドレス tkk-ppd@takei-si.co.jp

ホームページ http://www.takei-si.co.jp

企業・商品・サービスのご紹介

025-241-9782

サービス交流部会 会員企業紹介

大日本印刷 株式会社 包装事業部 新潟営業部

〒950-0088  新潟市中央区万代１-１-１　朝日生命新潟ビル５F

025-249-9114

『未来のあたりまえを作る。』
安全に世界とつながる心地よいコミュニケーション、いつまでも健康でいるための医療などの社会基
盤やサービス、地球環境に優しい持続可能な社会、地域社会とともに歩む安心・安全で快適な暮ら
し、人々が願う社会の実現に向けて、さまざまな課題を解決できる画期的な製品やサービス。
いまは世界中のどこにもなくても、未来には、常に身のまわりにあり、誰もが自由に利用できること。
そんな「あたりまえ」を私たちＤＮＰは作っていきます。

大和ハウス工業 株式会社　新潟支店

http://ｗｗｗ.dnp.co.jp/

竹井機器工業 株式会社

弊社は、人間の「心」にスポットをあてた日本で初めての心理学実験機器メーカーとして、1927年に創
業致しました。そして、実験・測定機器のメーカーとして培ったノウハウを応用し、例えば、うそ発見器
（精神反射電流測定器）や運転適性検査機器、視線を分析する眼球運動測定器、また、握力計や前
屈計などのスポーツテスト機器、ジムなどでご使用頂いておりますランニングマシンや筋力トレーニン
グマシンなど、学術的な理論とデータに基づく機器やシステム・サービスをご提供させて頂いておりま
す。

企業・商品・サービスのご紹介

   

★戸建住宅★ 

★事務所・倉庫★ 

★商業施設★ 

★環境エネルギー★ 

★集合住宅★ 

★医療・介護施設★ 

私たち大和ハウス工業は 
戸建住宅・集合住宅・商業施設だけでなく、 

新しい事業領域の開拓を行っています。 



所在地

電話番号 025-283-1111

FAX番号 025-283-8117

メールアドレス 代表のメールアドレスはございません。

ホームページ http://www.teny.co.jp

所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ http://www.dentsu.co.jp

所在地 〒950-8681 新潟県新潟市中央区女池南3-2-32

電話番号 025-282-2828

FAX番号 025-282-2277

メールアドレス info@com-m.com

ホームページ http://www.com-m.com

サービス交流部会 会員企業紹介

株式会社 テレビ新潟放送網

「Integrated Communication Design」を事業領域としたコミュニケーション関連の統合的ソ
リューションの提供、経営・事業コンサルティングなどを行なう、総合広告会社です。
 2013年3月、英国ロンドン市に本拠地を置くイージス・グループを買収し、全世界110カ国・
地域で事業展開をするグローバル・コミュニケーション・グループとして活動しています。

企業・商品・サービスのご紹介

日本テレビ系列のローカル放送局です。地域に密着し、県民の為の情報を発信した最も信
頼される局になることをモットーとし企業活動を行っております。特に平日の夕方には、ワイド
情報番組「夕方ワイド新潟一番」を放送し、毎日ローカル情報を発信し高い視聴率を獲得し
ているほか、3年連続年間年度三冠王を獲得し、県内の視聴者からは高い信頼を受けており
ます。今年度から新キャラクター、てっと君が登場しました。

株式会社 電通

〒105-7001　東京都港区東新橋1-8-1

〒950-8555　新潟県新潟市中央区新光町1-11

株式会社 ドットコム・マーケティング

企業・商品・サービスのご紹介
「月刊新潟こまち」の株式会社ニューズラインのグループ会社。新潟県内の企業様を中心に様々なWebサービスを展開していま
す。WEBサービスのみならず、イベントや紙媒体等と組み合わせたクロスメディア展開で、「集客」「活性化」「収益化」までトータ
ルでコンサルティングいたします。
■主なソリューション
・WEBサイト制作全般（ECサイト構築、スマートフォンサイト構築、その他各種システム構築）
・日本カワイイ博主催（若年女性層向けの各種プロモーション） http://kawahaku.jp/
・介護、医療福祉事業（書籍・フリーペーパー発行、WEBサイト制作、各種コンサルティング）

03-6216-5111(代表)

企業・商品・サービスのご紹介
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所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス kurhaus＠tsunan.net

ホームページ http://tsunan.net/

所在地 〒950-0909  新潟市中央区八千代２丁目３番１号

電話番号 025-249-8850

FAX番号 025-249-8831

メールアドレス

ホームページ www.nsttv.com

サービス交流部会 会員企業紹介

社会福祉法人　苗場福祉会　健康増進施設クアハウス津南

〒949-8202  新潟県中魚沼郡津南町大字芦ケ崎乙203

025-765-3711

025-765-3309

地上波民間放送（フジテレビ系列局）
ふるさと新潟の情報発信基地として、「NSTスーパーニュース」「SmaileStadiumNST」などのテ
レビ番組は元より、文化・スポーツイベントなどを通じ、新潟の元気を発信し続けます。

企業・商品・サービスのご紹介

クアハウス津南もお肌がつるつるになる良質な温泉で、バーデゾーンではうたせ湯、寝湯、
サウナ、スチームサウナ、トゴール湯など10種類のお風呂をお楽しみいただけます。また、温
泉プールや最新のジム機器があるトレーニングルームも完備し、水中運動、水泳教室、ヨガ
教室、リンパマッサージなど健康増進のための様々な取り組みを行っております。

株式会社　新潟総合テレビ

企業・商品・サービスのご紹介

   

 
 
 

商品等の写真 
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所在地 〒950-0088  新潟市中央区万代３丁目１番１号

電話番号 025-385-7111

FAX番号 025-385-7456

メールアドレス

ホームページ http://www.niigata-nippo.co.jp/

所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス info_all@jolf.jp 

ホームページ http://www.1242.com/

所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス office@jdsf.or.jp

ホームページ http://www.jdsf.or.jp

03-3287-1111

03-3287-7496

公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟

企業・商品・サービスのご紹介

社交ダンスから発展したダンススポーツを、広く周知発展させることにより、国民の心身の健
全な発達に寄与することを目的としております。
ダンススポーツは、老若男女が心豊かに楽しく健康増進ができる生涯スポーツとして、日々
の生活に生き生きとした潤いをもたらせてくれます。オリンピック参加を目指すとともに、全国
の都道府県、市区町村のサークルを拠点として普及活動を行っています。

〒135-0063  東京都江東区有明3-4-2 有明センタービル１階

03-6457-1850

03-6457-1857

サービス交流部会 会員企業紹介

株式会社　新潟日報社

企業・商品・サービスのご紹介

AMラジオ放送（周波数１２４２キロヘルツ）、インターネット放送（SuonoDolce）
デジタルメディアコンテンツの企画、制作、販売。
各種イベント企画、運営

企業・商品・サービスのご紹介

新潟日報社は２０１３年４月人・物・情報の交流拠点となる多機能高層ビル「メディアシップ」
を新潟市万代地区に建設し、本社機能を移しました。北東アジアの経済成長などを背景に
新潟の拠点性が注目される中、地方紙のトップランナーとして活字文化を支え、これからも
責任ある言論と報道、きめ細やかな情報を提供し、地域の発展に全力を傾けてまいります。

株式会社　ニッポン放送

〒100-8439   東京都千代田区有楽町1-9-3　

   

http://www.1242.com/
mailto:office@jdsf.or.jp
http://www.jdsf.or.jp/


所在地 〒108-8001  東京都港区芝５－７－１

電話番号

FAX番号 なし

メールアドレス

ホームページ http://jpn.nec.com/

所在地 〒945-8611　新潟県柏崎市駅前1丁目3番1号

電話番号 0257-23-2333

FAX番号 0257-22-2005

メールアドレス

ホームページ http://www.bourbon.co.jp/

所在地 〒105-0013  東京都港区浜松町１－３１

電話番号 03-5403-1111（代）

FAX番号 03-5860-1086

メールアドレス

ホームページ http://www.joqr.co.jp/index.php

企業・商品・サービスのご紹介

関東１都６県を中心として、全国４７都道府県のネットワークをもつラジオ局。商品販売のため
のプロモーションや商品開発秘話の紹介など、BtoCビジネスを基幹としています。また、企
業イメージ向上のためのイベントや他メディアとのアライアンスなど企画性に富んだ提案力を
持ち、新潟県広報様・新潟市水族館様も文化放送を活用して観光誘客PRを実施中。

下記ホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください

企業・商品・サービスのご紹介

当社は、1924（大正13）年に「北日本製菓」として創業しました。創業者である初代社長・吉田吉造
は、関東大震災の影響により地方への菓子供給が全面的にストップした窮状を見て「地方にも菓子の
量産工場を」と決意し、事業を興しました。
菓子・飲料・食品の開発・製造・販売を通じて、豊かな生活と健康への寄与など、皆様の幸せな生活
に深く関わるとともに、この考えをさらに推し進め、「心と体の健康づくり」をテーマに“文化・芸術”“ス
ポーツ”支援活動に取り組んでいます。

企業・商品・サービスのご紹介

グループ主要事業：パブリック、エンタープライズ、テレコムキャリア、スマートエネルギー、システ
ムプラットフォーム
私たちNECグループは、ICTをベースに、情報の力を活かして地域社会と地球規模の課題を解決し、
人々が豊かに生きていくための社会価値を創造し続けます。
私たちは、こうした「社会ソリューション」の提供を通じて、「人と地球にやさしい情報社会」の実現を目
指しています。

株式会社 ブルボン

サービス交流部会 会員企業紹介

日本電気 株式会社

03-3454-1111

株式会社 文化放送

   

 
 
 

商品等の写真 

http://www.bourbon.co.jp/


所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ http://www.hokuetsubank.co.jp/

所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ http://www.honmagumi.co.jp/

所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

企業・商品・サービスのご紹介

豆を主体として、惣菜や和菓子などの製品を製造しております。お客様が喜んでいただけま
すよう、真心一杯で製造しております。原料の良さを活かした味付けで、原料本来の風味を
感じられる製品を手造りで作っております。特に豆製品では、皮までやわらかく、ふっくらと炊
き上げて、どなたでも美味しく召し上がっていただけるように努めております。

0258-35-3111

0258-36-4062

hojin-eigyo2@hokuetsubank.co.jp

025-229-2511（代表）

025-222-0657

【事業内容】 総合建設業
　　・建設工事の請負
　　・建設工事に関する調査、企画、設計、監理　等
　　・不動産の売買、賃貸、仲介、保守、管理　等
　　・地質の調査、土地の造成、販売、住宅等建物の建設、販売
　　・地域・都市・海洋開発、環境整備等に関する調査、企画、設計等
　　　　　　　　　・・・その他、建設に関わるあらゆる事業を展開しています。

事業内容：銀行業
サービス内容：個人向け、法人向けの各種サービス提供
行是：北越銀行は広く金融サービスを提供し、顧客に信頼され役に立つ銀行として
　　　　地域社会の発展に貢献します。

株式会社 本間組

http://www.miyano-mame.jp/

株式会社 宮野食品工業所

info@miyano-mame.jp

〒957-0006  新潟県新発田市中田町３丁目１２９７番地１

サービス交流部会 会員企業紹介

株式会社 北越銀行

〒940-0062  新潟県長岡市大手通２丁目２番地１４

0254-22-3322

0254-22-4789

koho@honmagumi.co.jp

企業・商品・サービスのご紹介

〒951-8650   新潟市中央区西湊町通三ノ町3300番地3

企業・商品・サービスのご紹介

   

http://www.hokuetsubank.co.jp/
mailto:hojin-eigyo2@hokuetsubank.co.jp
http://www.miyano-mame.jp/
mailto:info@miyano-mame.jp


所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ http://www.z-ytm.co.jp

所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス info@lymph-t.com

ホームページ http://lymph-t.com

所在地

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ http://www.warakashi.net

株式会社 笑足ねっと

企業・商品・サービスのご紹介

ジュニアとシニアの運動あそび塾【しらさん家】の運営／PTA学年行事・親子活動向け 親子
ふれあい運動あそび【キズナビクス】の出前講座／二次予防対象者向け介護予防事業を柏
崎市から受託／「つながる」「感じる」「愉しむ」＝『つながる健康運動遊具』開発【ばらんす
てっぷ】を活用したチームスポーツ【ばらんすもう】を展開⇒「作戦をたてる」「チームで相談
する」「決める」のプロセスを幼少期から引き出すかかわり方を追求しこだわり続ける

〒959-3132  新潟県村上市坂町2759-1

〒945-0051  新潟県柏崎市東本町１－６－１２ モーリエⅢ １Ｆ

0257-32-2075

0257-41-4131

masa@warakashi.net

025-773-3443

企業・商品・サービスのご紹介

リンパセラピーで身体の中から美しく、健康に。さまざまな体調不良を改善に導くリンパセラ
ピーで健康づくりのお手伝いをいたします。

企業・商品・サービスのご紹介

弊社は、板金加工の専門メーカ-です。「不良0（ゼロ）！・納期など約束の厳守！・誠意ある
行動！」を信念に、請けたお仕事は必ずやりとげます。また、最新鋭の設備に加え、関連会
社による弊社独自の使いやすい製品管理システムを構築し、工程管理をしっかりと行うこと
で、製品の高品質・短納期を実現しております。
※ISO9001、ISO14001認証取得済。

リンパセラピーサロン中越

〒949-6680  新潟県南魚沼市六日町1784-1

サービス交流部会 会員企業紹介

株式会社 ワイテム

0254-62-5588

0254-62-1262

ytm@z-ytm.co.jp

025-773-3443
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