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ソーレグループ

ルナグループ

Sole group

Luna group

守成クラブに入ってもうすぐ２年。皆様には大変お

こんにちは、いつもお世話になっております。福島市

世話になり、親しくしていただいて感謝しております。

パセオ通りでサロン ド フォスティーヌという美容室を

私は恐ろしく運動神経が悪く、ずっとずっと運動が

経営しております。現在はワンチャンと2人暮らしで、

大嫌いでした。一生運動なんてしないで過ごしたかっ

自由を満喫しております。仕事は殆どに頑張りますが、

たのですが、年齢とともに体重増加が止まらず、一念

これからまだまだ長い人生、やりたいこと一杯やって楽

発起。今は、ジムでボクササイズやホットヨガ、筋ト

しく暮らしていく予定です。まずはゴルフで100きるこ

レ、ランニングなどをして汗をかいています。10年以

とからですかね。それを達成したら守成会のコンペに

上やっていなかったゴルフも復活！少しでも元気でい

まぜてください。今後とも宜しくお願いします。

れるよう体力作りに励んでいる今日この頃です。
酒膳家 古燈

女将

福島市置賜町7-8 ２F

株式会社テレナプレロダクション

沖野恵美子

代表取締役

小濱祐子

福島市置賜町7-8 ２F

電話024-524-1555

守成クラブ福島の皆様には、いつも大変御世話に
なっております。有限会社ニューキムラヤの金木
洋と申します。
当社は、和洋菓子の製造販売業を営んでおりま
す。代表的な商品は、福島銘菓「栗本陣」で例会の
ブースでも販売させて頂いております。地元福島だ
けではなく、全国に販売させて頂いております。
私は、今期、商売交流委員長を務めさせて頂いてお
ります。今後も守成クラブ福島の発展の為に活動し
ていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い
致します。
有限会社ニューキムラヤ
福島市三河北町3−16

電話024-524-1555

営業統括部長

この男、こんな物取り扱っております！
この男、浄化槽や排水処理のメンテナンス、
ペットショップ、パワーストーンの販売やびっく
りするけど、占いまでやってますよ。どこのどい
つだ！！
有限会社クリーン・サン・メンテナンスの
渡邉清則だ！

有限会社クリーン・サン・メンテナンス

金木洋

代表取締役

電話024-536-1028

正会員
皆様、いつもお世話になっております。ファスティング(断食)や栄養

以前は飲食店を4店舗展開していましたが、時代の流れもあり縮小

守成クラブ福島会場に入会して4年になり、会員の皆様には大変お世

し、現在は南福島に「とらのこ」という居酒屋のみの経営をしており

話になっております。2010.2.18にスナック癒の空間を開店しました

はそうでもありません。笑

クリームたっぷりのスイーツも、冷たいア

ます。今年から「トークネット光」という東北電力グループの通信関

が、前職がハーネス加工だった為、周りからは賛否両論ありました。で

イスも、肉汁溢れるステーキも、そしてお酒も大好きです！でも20代の

係の代理店として活動しております。これからの時代、物を売るとい

も、一生に一度くらい自分の好きな仕事をしてみたい。と一念発起して
暫くは無休で営業してまいりました。

福島稲荷神社隣りで高周波温熱機器「インディバ」を使用したエステ
サロンを経営しています。
以前は都内の美容サロンでトップセラピストとして活躍し、技術指導・
メニュー開発の経験をふまえ3年前に地元福島へ戻り開業しました。

ころ、1時間足らずの電車通勤中、頻繁に貧血を起こしていたのを改善

うよりは削減が重要になると思います。電話とインターネットの料金

したのも、10キロのダイエットに成功したのも

5000円〜と安くなりネット環境がとても

食べ物なのです。

快適になり、Wi-Fiも無料で設置できます

子にも恵まれ、皆さんに支えられてお店を

私自身癒される場所が大好きで休日はマッサー

のでぜひお声がけください。

営業できる幸せを日々感謝しております。

ジやインテリアショップ巡りをしています。お酒も

現在は「大人のためのプライベートサロン」をコンセプトに、幅広い

現在は、たくさんのお客様、可愛い女の

年代の方に通って頂いています。

しく、歳を重ねましょう！

大好きです！どうぞよろしくお願いします。

YOKO fasting oﬃce
代表

代表取締役

福島市森合字東上古屋15-44
電話080-4294-8426

タマリンドは昨年3月にオープ

アジア各国の伝統医療は、現
代 のストレス 社 会 や スマ ホ 姿
勢、運動不足の生活改善に繋が
る事を確信し、インド、ラオス、
タイで修行の旅にガチ旅行！

中村千恵

福島市曾根田町5-27

クルマのオオホリ

大堀稔

福島市清水町字広窪28-6
電話090-8259-2323

福島市町庭坂字小道16-8

電話024-591-3515

福島中央テレビ

準会員

株式会社Reason

佐藤富和

会社に入って21年。福島支
社勤務は8ヶ所目の部署になり
ます。今まで郡山、東京、仙
台など複数の地を異動して来
ました。
出身が二本松の安達で高校
は福島市内でした。
ある意味初めての地元勤務
です。福島、公私に走り回り
ます！

福島市霞町1-3信夫ビル2F

会社に勤めて25年。お客様と
の出会いを大切にして毎日楽し
くしております。
スポーツ大好き、元気で体力
に自信がある私であります。以
前サッカーをやっていましたが、
今は息子がバスケをやっている
ので応援に熱が入っています。

美ふく

店長

佐藤善輝

福島市松川町下川崎字西原25-4
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電話024-567-5578

菅野貴洋
電話024-529-6313

取締役

長谷川久美

福島市春日町16-24

有限会社タンジコーポレーション

丹治義治

福島市渡利字番匠町48
電話024-523-0247

hair salon Park

代表取締役

代表

菅野明人

福島市置賜町8-10コレユキビル2階
電話024-521-6101

電話024-535-2244

今野吉人

福島市飯坂町平野字万代3-4
電話024-573-6304

おそうじ本舗福島中央店で
は、おそうじはもちろんのこと
快適生活事業部でのリフォーム
やリノベーションも行なってお
ります。
障子や襖、畳などの張り替え
や増改築など様々な施工が可能
です。
お気軽にご相談ください。

おそうじ本舗福島中央店
快適生活事業部

トリミングの世界に入り13年
になります！
トイプードルの優雅さに魅せ
られて、ドッグショーやトリミン
グ競技会など様々な事に日々挑
戦しています(^_-)
大好きなワンちゃんたちと、癒
し癒され、これからも素敵なお
店を創り上げていきたいです。

株式会社Happiness KiKi
代表取締役

菅野早恵

福島市東中央１−２０ 電話024-563-5175
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新田泰大

福島市野田町6丁目6-75大橋ビル1F
電話024-563-4139

準会員

除染土木から始まり、国産冬
虫夏草を取扱も経営者としては
まだ小学生。
トップとして人を使う難しさを
知る。
捨てること助けることすべて
人の行ない、ネット・スマホ便利
でも原点は人、厳しさ思いやり
考えながら頑張っています。

（株）響㐂

千恵

お世話になっております。
パセオ通りにある美容室 ヘア
サロンパークです。
いつも沢山の方とお話をさせ
ていただき、楽しみながら例会に
参加しています。
ありがとうございます。
仕事に遊びに、何でも気軽に
お声かけ下さい(^^)

今年も始まりました！
ガスファンヒーターリース♪
数に限りがありますのでお試
しはお早めに♡

東北ガス販売株式会社

中潟

福島市上町1-4藤田ビル1F
電話024-597-7034

東北ガス販売は父が創立して
から54年。ガスはもちろん灯油
配達や各種工事もさせて頂いて
おります。

本格的に農業に取り組み３
年。奥が深く、試してみたいこ
とだらけです。
栄養価の優れた野菜は土作り
が第一。今年は夏場の高温障害
や水不足など価格低迷がありま
すが、美味しいと喜んでもらえ
る野菜を育てたいと考えており
ます。

取締役

インディバサロン ｂｌｕｅｍｏｏｎ

福島市陣場町8-6 エルミタージュビル1F
電話024-521-4537

福島支社営業部部長

電話024-572-7255

守成クラブにはお酒を飲む要
員としてのみ参加させて頂いて
おり、中々お役に立てず申し訳
ございません。
お酒を飲むのは手際よいので
すが、営業が下手で例会の車座
で の 皆 様 のトークが 勉 強 にな
り、仕事で使わせて頂いており
ます。

代表取締役

代表

阿部弘子

オーナーセラピスト

私はS51年3月22日福島市生ま
れ(家族は全員会津生まれ)
O型に近いA型
性格は、真面目で几帳面、で
もたまに雑
趣味は歴跡巡り・温泉巡り・
車(たまに、エビスサーキットに
走りに行きます)
これからもよろしくお願いし
ます。

２の人生です。

代表

高野寿治

福島市南沢又字東谷地44-1- 301
電話024-573-5820

ンしました！3人の子育て後の第

オーナー

癒の空間

合同会社USHIO

佐藤ようこ

アジアントラディショナルセラピータマリンド

電話024-563-6367

正会員

指導をしていると、健康的なものしか食べない人だと思われますが、実

食べ方にメリハリつけて、元気に美味しく美

渡邉清則

福島市南中央4丁目18

足裏・整体・ヘッド・耳つぼ
マッサージのお店をしておりま
す。お陰様で、満20年を迎える
事が出来ました。福島では、唯
一の足裏専門の老舗店と呼ばれ
ています。全国誌、ananや美人
百花にも掲載して頂いておりま
す。
ジャスティスで心も体も癒し
て頂けると嬉しいです。

株式会社ジャスティス
（足裏反射区療法 ジャスティス）

大内麻奈美

福島市野田町６丁目６−７６ 電話024-535-2161

