
1号 平賀　ノブ ㈲ひらが 代表取締役

1号 曵地　智 ㈱フラワ－中山 代表取締役

1号 佐藤　仁 ㈱青葉環境保全 代表取締役社長

1号 菊地　徹 仙台運送㈱ 代表取締役社長

1号 大槻　秀樹 阿部建設㈱ 代表取締役

1号 荒井　美佐子 荒岩商事㈱ 取締役副社長

1号 鈴木　セツ子 ㈱五葉商事 代表取締役

1号 新本　起也 陽光ビルサ－ビス㈱ 代表取締役社長

1号 舩山　克也 ㈱阿部和工務店 代表取締役社長

1号 山下　悟 イオン東北㈱　宮城事業部 事業部長

1号 高田　登志江 ㈱宮城運輸 代表取締役

1号 齋藤　裕子 斎藤コロタイプ印刷㈱ 代表取締役社長

1号 相澤　隆郎 カメイ商事㈱ 顧問

1号 熊谷　秀晴 東光電気工事㈱　東北支社 支社長

1号 林　祐子 ㈱東洋環境開発 代表取締役

1号 齋藤　恭一 東北インテリジェント通信㈱ 取締役社長

1号 野津　昌也 ㈱安藤・間　東北支店 建築営業部　部長

1号 伊東　裕彦 東北送配電サ－ビス㈱ 取締役社長

1号 千葉　正宏 東北電機製造㈱ 取締役社長

1号 加藤　義夫 ㈱サン・ベンディング東北 代表取締役

1号 谷口　実 三菱電機㈱　東北支社 支社長

1号 工藤　英明 東北電力㈱　宮城支店 執行役員宮城支店長

1号 竹田　隆 ㈱マルタマ 代表取締役社長

1号 遠藤　圭弥 住友商事東北㈱ 取締役社長

1号 五十嵐　克彦 ㈱ＴＴＫ 代表取締役社長

1号 清水　俊弘 コスモ警備㈱ 代表取締役

1号 松本　信一 松本事務機㈱ 代表取締役社長

1号 菊地　一郎 ㈱菊地葬儀社 代表取締役

1号 笠原　秀介 東京海上日動火災保険㈱　仙台支店 支店長

1号 亀田　治 (資)亀兵商店 代表社員

1号 松井　徳彦 森トラスト㈱　仙台支店 執行役員仙台支店長

1号 佐々木　昌二 ㈱仙台タクシ－ 代表取締役社長

1号 納庄　国英 ㈱ビルワ－ク・ジャパン 代表取締役

1号 西岡　巌 大成建設㈱　東北支店 常務執行役員支店長

1号 今中　剛 ㈱ＲＥＩ 代表取締役

1号 佐藤　知樹 ㈱ごんきや　仙台本社 代表取締役社長

1号 山内　英靖 ㈱やまや 代表取締役会長
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1号 石井　光二 有限責任事業組合コムワ－ク・プロジェクト 代表・職務執行者

1号 鈴木　清宏 ㈱文化堂 代表取締役

1号 伊達　啓公 ㈱藤崎商会 監査役

1号 大城　秀峰 リ－ドホ－ム㈱ 代表取締役

1号 石井　吉雄 イシイ㈱ 代表取締役

1号 峯岸　良慥 ㈱一条工務店宮城 代表取締役会長

1号 齋　南 ㈱斎テント 代表取締役社長

1号 鈴木　利彦 錦エステ－ト㈱ 取締役常務執行役員

1号 新田　秀悦 新東総業㈱ 代表取締役社長

1号 三原　健太郎 ㈱三原本店 取締役副社長

1号 片桐　健司 感動ホ－ムズ㈱ 代表取締役社長

1号 猪股　孝之 一番町四丁目商店街振興組合 理事長

1号 木暮　雅一 ㈱ＮＴＴファシリティ－ズ　東北支店 支店長

1号 橋浦　隆一 今野印刷㈱ 代表取締役

1号 園部　英明 ㈱ソノベ 代表取締役社長

1号 武田　茂敬 コセキ㈱ 常務取締役

1号 遠山　晴之 遠山青葉印刷㈱ 代表取締役

1号 岩本　政郁 ㈱百反 代表取締役会長

1号 佐藤　建治 ㈱金魂 代表取締役社長

1号 松橋　隆広 ヒュ－レックス㈱ 代表取締役社長

1号 千田　茂穂 宮城三菱自動車販売㈱ 代表取締役社長

1号 松坂　信 ㈱すて－きはうす伊勢屋 代表取締役社長

1号 佐々木　浩史 ㈱スタイルスグル－プ 代表取締役

1号 渡部　志朗 ㈱山一地所 代表取締役会長

1号 桃野　智文 稲荷タクシ－㈲ 代表取締役専務

1号 熱海　秀宗 ㈲明生商会 代表取締役

1号 新本　恭雄 セルコホ－ム㈱ 代表取締役会長

1号 齋藤　孝志 ㈱サイコ－ 代表取締役

1号 米田　陽介 ㈱楽天野球団 代表取締役社長

1号 西井　英正 弘進ゴム㈱ 代表取締役

1号 吉田　修 ㈱吉岡屋 代表取締役社長

1号 横山　英子 ㈱横山芳夫建築設計監理事務所 代表取締役
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２号 相澤　久美子 ㈱メガネの相沢 代表取締役社長

２号 吉田　久剛 ㈱鐘崎 代表取締役会長

２号 渡邉　博之 仙台駅前商店街振興組合 理事長

２号 今野　克二 お茶の井ヶ田㈱ 取締役会長

２号 藤原　直 ㈱金港堂 代表取締役

２号 山下　晴也 東一番丁連合会 理事

２号 三好　一夫 中央通り連合会 理事

２号 阿部　賀寿男 ㈱阿部蒲鉾店 代表取締役社長

２号 内藤　茂美 ㈱バイタルネット 取締役

２号 服部　冬樹 服部コ－ヒ－フ－ズ㈱ 代表取締役社長

２号 守屋　長光 ㈱奥羽木工所 代表取締役

２号 金野　伸介 ㈱瀬戸屋 代表取締役社長

２号 田中　善一 ㈱タゼン 代表取締役

２号 島田　博雄 東邦メッキ㈱ 代表取締役会長

２号 今野　均 ㈱ユ－メディア 代表取締役

２号 勝治　博 鹿島建設㈱　東北支店 常務執行役員東北支店長

２号 笹川　稔郎 東北発電工業㈱ 取締役会長

２号 片倉　文博 ㈱ト－キン 代表取締役執行役員社長

２号 清野　芳彰 東洋刃物㈱ 代表取締役

２号 千葉　嘉春 一般社団法人　宮城県建設業協会 会長

２号 末武　将信 キリンビ－ル㈱　仙台工場 工場長

２号 成瀬　真司 東北特殊鋼㈱ 代表取締役社長

２号 佐々木　宏明 ㈱橋本店 代表取締役社長

２号 田苗　博 北日本電線㈱ 取締役社長

２号 大山　健太郎 アイリスオ－ヤマ㈱ 代表取締役会長

２号 江馬　文成 ㈱ビ－・プロ 取締役会長

２号 須佐　尚康 東洋ワ－ク㈱ 代表取締役会長

２号 星　倫市 杜の都信用金庫 理事長

２号 澤野　博文 宮城商事㈱ 取締役社長

２号 菅原　長男 宮城第一信用金庫 理事長

２号 神部　光崇 ㈱仙台ビルディング 取締役社長

２号 松坂　卓夫 松栄不動産㈱ 代表取締役社長

２号 後藤　勉 ㈱フジ都市開発 代表取締役会長

２号 庄子　清一 公益社団法人　宮城県トラック協会 会長

２号 青沼　正喜 宮城交通㈱ 代表取締役社長

２号 小林　蒼生 ㈱こばやし 取締役会長

２号 尾上　健二 ㈱ＮＴＴドコモ　東北支社 執行役員　東北支社長
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２号 村上　晃史 近畿日本ツ－リスト㈱ 執行役員　北日本支社長

２号 増子　敦 ㈱ＪＴＢ　仙台支店 東北エリア広域代表兼仙台支店長

２号 菅原　一博 学校法人菅原学園 理事長

２号 石川　浩史 公益財団法人　仙台観光国際協会 理事長

２号 田中　裕人 ㈱菓匠三全 代表取締役会長

２号 小檜山　隆 仙台国際ホテル㈱ 代表取締役社長

２号 佐藤　裕司 ㈱カネサ藤原屋 代表取締役社長

２号 伊藤　宣之 ㈱仙台経済界 取締役会長

２号 角川　重博 学校法人角川学園 理事長

２号 八重樫　司 公益社団法人　仙台青年会議所 理事長

２号 後藤　隆博 ㈱江陽グランドホテル 代表取締役社長

３号 渡辺　隆夫 東北電力㈱ 執行役員ビジネスサポ－ト本部総務部長

３号 氏家　照彦 ㈱七十七銀行 取締役会長

３号 田中　昌志 ㈱藤崎 相談役

３号 石川　雄康 ㈱河北新報社 総務局長

３号 滝澤　正宏 東日本電信電話㈱　宮城事業部 執行役員　宮城事業部長

３号 浜島　和利 日本通運㈱　仙台支店 常務執行役員北海道東北ブロック地域総括兼仙台支店長

３号 一力　敦彦 東北放送㈱ 代表取締役社長

３号 松﨑　哲士郎 仙台タ－ミナルビル㈱ 代表取締役社長

３号 稲木　甲二 ㈱仙台放送 代表取締役社長

３号 小宮　仁奈子 ㈱仙台三越 代表取締役社長

３号 鈴木　隆 ㈱仙台銀行 取締役頭取

３号 武田　要二 （協）仙台卸商センタ－ 参与

３号 竹本　一 アクサ生命保険㈱　東北　北海道営業局 東北北海道営業局長

３号 三林　宏幸 東日本旅客鉄道㈱　仙台支社 執行役員仙台支社長

３号 長谷川　登 東日本興業㈱ 取締役社長

３号 亀井　文行 カメイ㈱ 代表取締役社長

３号 佐竹　勤 ㈱ユアテック 取締役会長

３号 大森　克之 宮城県信用保証協会 会長

３号 大沼　裕之 ㈱宮城テレビ放送 取締役会長

３号 藤ノ木　正哉 ㈱東日本放送 代表取締役社長
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