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平成27年度みやぎ仙台商工会通常総代会
平成27年度通常総代会が開催され、会長より提出された 5 つの議案
について審議されました。
任期満了に伴う役員選任については、 2 ページに新役員一覧が掲載
されています。 髙橋　司 議長

祝辞をのべる
守　修一 泉区長



2 第77号　H27・ 6 ・10みやぎ仙台商工会報

企業の経営力の強化など4項目が
平成27年度重点事業として
承認されました

企業の経営力の強化など4項目が
平成27年度重点事業として
承認されました
平成27年度の通常総代会が 5 月20日、みやぎ仙台商工

会館で開催されました。
議長に髙橋　司 氏（八乙女支部）を選出し審議に入

り、下記の第 1 号議案から第 4 号議案まで慎重なる審議
を経て原案通り可決承認されました。

また、第 5 号議案の任期満了に伴う役員選任の件につ
いては下記の方々が選任されました。

役職名 氏名 所属支部等

会 長 佐藤　　浩 館山

副 会 長 冨樫　利和 愛子ひろせ西

〃 庄司　俊充 西部

理 事 鎌田　秀夫 西部

〃 石川　隆夫 西部

〃 藤井　弘光 泉パークタウン

〃 柿㟢　一雄 泉パークタウン

〃 横田　見逸 大沢・泉ヶ丘

〃 片岡　忠光 将監

〃 佐藤　勝昭 向陽台

〃 千葉　一成 東部

〃 佐々木勝逸 南光台

〃 土屋　幸吉 黒松

〃 今野　　勇 八乙女

〃 鎌田　善幸 中央東

〃 赤間　　勉 中央西

〃 嶺岸　義雄 中央西

〃 小野寺昭文 館山

役職名 氏名 所属支部等

理 事 萱場　久美 館山

〃 安達　正治 ひろせ北

〃 佐藤　　剛 ひろせ

〃 庄司　賀孝 愛子ひろせ西

〃 早坂　昌志 愛子ひろせ西

〃 岡崎　清治 秋保

〃 早坂　隆朝 秋保

〃 庄司　　充 商業部会

〃 岡本啓三郎 工業部会

〃 小笠原陽治 建設業部会

〃 遊佐　祝治 サービス・観光業部会

〃 岡本　龍太 青年部

〃 塩澤　洋子 女性部

〃 菅原　裕典 会長指名

〃 大久保博信 会長指名

監 事 佐々木信一 愛子ひろせ西

〃 熊谷　信男 中央西

新役員名簿� 平成27年 5 月20日選任（任期 3 年）

第 1号議案　�みやぎ仙台商工会運営規約の一部改
正（案）承認の件

第 2号議案　�平成26年度事業報告書並びに収支決
算書、貸借対照表及び財産目録承認
の件

第 3号議案　�平成27年度事業計画（案）並びに収
支予算（案）承認の件

第 4号議案　�平成27年度借入金最高限度額並びに
借入先承認の件

第 5号議案　�任期満了に伴う役員選任の件

商工会長就任の
あいさつ

お陰様をもちまして平成27年度総代会も無事終了致す
ことができました。今年は役員の改選にあたり、新たに
選出されました役員とともに事業を推進していくことに
なりました。

昨年 6 月には、私共の念願でありました「小規模企業
振興基本法」並びに「改正小規模支援法」が制定され、
また、仙台市においても「仙台市中小企業活性化条例」
が成立し、正に本年度を「小規模企業振興元年」と位置
づけ、関係機関と連携しながら各種経営支援策を実施し
て参る所存でございます。

アベノミクス政策による経済対策が実行されておりま
すが、まだまだ当地域にあっては厳しい経済環境が続い
ております。会員事業所の発展と地域の更なる振興発展
のため努力して参りたいと存じますので、何卒よろしく
お願いを申し上げまして就任のご挨拶と致します。

みやぎ仙台商工会　　
会長　佐藤　　浩
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1．企業の経営力強化
小規模企業振興基本法の制定を受け、わが国経済の根

幹を支える小規模事業者に対して、タイムリーな各種支
援メニューを提供し、中小企業診断士等の各分野におけ
る専門家及び県連合会サポーティングリーダーと連携を
図りながら、中小・小規模事業者の持続的発展の支援強
化を推進して参ります。

2．地域力の強化
地域唯一の総合経済団体として関係団体等と協働し、

各地域のイベント等を通じて地域の活性化事業を推進す
るとともに、新たな視点から地域観光資源を再発掘し、
結果として地域の会員企業の繁栄に繋がる事業も併せて
推進して参ります。

3．組織力の強化
会員増強 3 ヶ年計画の最終年であり、1.5％以上の会員

数アップと組織率50％達成に向けてホームページや会報
等を通じて情報を提供し、商工会のイメージを向上させ
る取り組みを行うと共に、役職員、支部役員が一体とな
り会員組織率の向上を推進して参ります。

4．財政力の強化
安定的な組織運営を図るためには、自主財源の確保は

必要不可欠であり会員の加入による会費の増収、共済事
業及び事務受託事業所の加入増加による安定的な手数料
を確保し、自己財源比率45％以上を達成できるよう強化
を図ります。

平成27年度重点事業 4項目

●平成26年度収支決算状況● ●平成27年度収支予算状況●
（自）平成26年 4 月 1 日　（至）平成27年 3 月31日 （自）平成27年 4 月 1 日　（至）平成28年 3 月31日

（収入の部）
科　目 金額（円）

補助金等収入 84,312,488
会費手数料等収入 59,698,489
受託料収入 6,979,949
前期繰越収支差額 6,352,693

合　計 157,343,619

（支出の部）
科　目 金額（円）

経営改善普及事業・指導職員設置費 86,688,461
経営改善普及事業・指導事業費 17,733,081
地域総合振興事業費 14,571,017
受託事業費 6,594,952
管理費 22,454,389
資産取得支出 824,820
引当費 2,000,000
次期繰越収支差額 6,476,899

合　計 157,343,619

（収入の部）
科　目 金額（円）

補助金等収入 77,239,000
会費手数料等収入 58,385,421
受託料収入 3,589,680
前期繰越収支差額 6,476,899

合　計 145,691,000

（支出の部）
科　目 金額（円）

経営改善普及事業・指導職員設置費 79,242,216
経営改善普及事業・指導事業費 17,524,900
地域総合振興事業費 16,670,500
受託事業費 3,532,000
管理費 24,061,000
資産取得支出 2,200,000
引当費 1,500,000
予備費 960,384

合　計 145,691,000

補助金等収入
84,312,488

収入
（単位：円）

支出
（単位：円）

会費手数料
等収入

59,698,489

受託料収入
6,979,949

前期繰越収支差額
6,352,693

経営改善普及事業
・指導職員設置費
86,688,461

経営改善普及事業
・指導事業費
17,733,081

地域総合振興事業費
14,571,017

受託事業費
6,594,952

管理費
22,454,389

資産取得支出
824,820

次期繰越収支差額
6,476,899

引当費
2,000,000

補助金等収入
77,239,000

収入
（単位：円）

支出
（単位：円）

会費手数料
等収入

58,385,421

受託料収入
3,589,680

前期繰越収支差額
6,476,899

経営改善普及事業
・指導職員設置費
79,242,216

経営改善普及事業
・指導事業費
17,524,900

地域総合振興事業費
16,670,500

受託事業費
3,532,000

管理費
24,061,000

資産取得支出
2,200,000
引当費

1,500,000
予備費
960,384
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全国商工会連合会長表彰
1．会員事業所優良従業員 1名（勤続30年以上、基準日：平成27年 3月31日）

氏　　　名 事業所名 勤続年数 支　部　名
1 小　川　和　庄 ミクロプラスチックス㈱ 33年� 0月 中央西

宮城県商工会連合会長表彰
1．会員事業所優良従業員 7名（勤続20年以上、基準日：平成27年 3月31日）

氏　　　名 事業所名 勤続年数 支　部　名
1 齊　藤　和　子 ㈲東日本福祉機器商会 29年� 3月 中央東
2 福　士　司　朗 ㈲東日本福祉機器商会 26年� 4月 中央東
3 佐　藤　康　之 ㈲アルミ柿﨑 21年� 0月 泉パークタウン
4 早　坂　浩　二 ㈲岡本電装 21年� 0月 愛子ひろせ西
5 岡　本　純　子 ㈲岡本電装 21年� 0月 愛子ひろせ西
6 早　坂　佐知子 ㈲木の家 20年� 7月 秋保
7 橋　爪　直　美 ㈲おの実業 20年� 6月 中央東

2．役員 2名（基準日：平成27年 3月31日）
氏　　　名 事業所名 勤続年数 支　部　名

1 藤　井　弘　光 ㈱藤光ネットワーク � 9年10月 泉パークタウン
2 大久保　博　信 ㈱東北カレンダーギフト � 9年10月 中央西

3．優良職員 2名（基準日：平成27年 3月31日）
氏　　　名 役職名 勤続年数 採用年月日

1 岡　崎　光　子 主査 35年� 7月 昭和54年� 9月� 1日
2 佐久間　　　弘 副参事 30年� 9月 昭和59年� 7月� 1日

みやぎ仙台商工会長表彰
1．会員事業所優良従業員78名（勤続10年以上、基準日：平成27年 3月31日）

氏　　　名 事業所名 勤続年数 支　部　名
1 阿　部　昭　弘 モリタ管楽器サービス 26年� 1月 南光台
2 佐々木　茂里子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 21年� 5月 泉パークタウン
3 髙見澤　文　吾 ㈱東北ロイヤルパークホテル 21年� 5月 泉パークタウン
4 岩　松　俊　樹 ㈱東北ロイヤルパークホテル 21年� 0月 泉パークタウン
5 原　　　美　秋 ㈱東北ロイヤルパークホテル 21年� 0月 泉パークタウン
6 渡　邉　孝　一 ㈱東北ロイヤルパークホテル 21年� 0月 泉パークタウン
7 深　川　典　子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 21年� 0月 泉パークタウン
8 佐々木　凡　子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 21年� 0月 泉パークタウン
9 萬　崎　泰　弘 ㈱東北ロイヤルパークホテル 21年� 0月 泉パークタウン
10 岩　松　さおり ㈱東北ロイヤルパークホテル 21年� 0月 泉パークタウン
11 吉　田　剛　士 ㈱東北ロイヤルパークホテル 21年� 0月 泉パークタウン
12 小野寺　宏　次 ㈱東北ロイヤルパークホテル 21年� 0月 泉パークタウン
13 下　平　　　聡 ㈱東北ロイヤルパークホテル 21年� 0月 泉パークタウン
14 栗　田　令　子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 21年� 0月 泉パークタウン
15 萩　野　　　亘 ㈱東北ロイヤルパークホテル 20年� 0月 泉パークタウン
16 廣　本　浩　二 ㈱東北ロイヤルパークホテル 20年� 5月 泉パークタウン
17 斎　藤　厚　史 ㈱東北ロイヤルパークホテル 20年� 2月 泉パークタウン
18 鴇　田　俊　幸 ㈱東北ロイヤルパークホテル 20年� 2月 泉パークタウン
19 鈴　木　宏　二 ㈱東北ロイヤルパークホテル 20年� 2月 泉パークタウン
20 高　橋　俊　彦 ㈱東北ロイヤルパークホテル 20年� 2月 泉パークタウン
21 工　藤　芳　昭 ㈱東北ロイヤルパークホテル 20年� 2月 泉パークタウン
22 今　野　　　淳 ㈱東北ロイヤルパークホテル 20年� 2月 泉パークタウン
23 曽我部　　　篤 ㈱東北ロイヤルパークホテル 19年11月 泉パークタウン
24 野　田　達　也 ㈱東北ロイヤルパークホテル 19年11月 泉パークタウン
25 小野寺　香奈子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 18年� 0月 泉パークタウン
26 渋　谷　綾　子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 18年� 0月 泉パークタウン
27 佐　藤　正　人 ㈱東北ロイヤルパークホテル 18年� 0月 泉パークタウン

平成27年度総代会席上に於いて優良従業員・優良役職員90名の方々が表彰されました。今後ますますの
ご活躍をご祈念申し上げます。

商工会表彰状受賞者の皆様（順不同・敬称略）

栄えある受賞おめでとうございます!!
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照明のことなら､おまかせください
省エネの相談・高所のランプ交換など

お問い合わせください。

LED 照明・各種ランプ販売及びメンテナンス

〒981-3111 
仙台市泉区松森字明神１－１

TEL 022－372－8559協工業 株式会社
かのお

氏　　　名 事業所名 勤続年数 支　部　名
28 池　田　一　之 ㈱東北ロイヤルパークホテル 17年� 9月 泉パークタウン
29 林　堅　　　志 ㈱東北ロイヤルパークホテル 17年� 5月 泉パークタウン
30 佐　伯　聖　哉 ㈱東北ロイヤルパークホテル 17年� 0月 泉パークタウン
31 渡　邊　ゆかり ㈱東北ロイヤルパークホテル 16年� 8月 泉パークタウン
32 鈴　木　　　孝 ㈱東北ロイヤルパークホテル 16年� 0月 泉パークタウン
33 渡　辺　　　圭 ㈱東北ロイヤルパークホテル 16年� 0月 泉パークタウン
34 髙見澤　小百合 ㈱東北ロイヤルパークホテル 16年� 0月 泉パークタウン
35 橋　本　峰　子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 16年� 0月 泉パークタウン
36 淺　野　恵　太 ㈱東北ロイヤルパークホテル 16年� 0月 泉パークタウン
37 菅　野　美由紀 ㈱東北ロイヤルパークホテル 16年� 0月 泉パークタウン
38 小　林　　　淳 ㈱東北ロイヤルパークホテル 16年� 0月 泉パークタウン
39 黒　木　隆　平 ㈱東北ロイヤルパークホテル 16年� 0月 泉パークタウン
40 菅　井　のり子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 15年� 6月 泉パークタウン
41 和　泉　加代子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 15年� 6月 泉パークタウン
42 石　澤　百合子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 15年� 0月 泉パークタウン
43 岩　崎　将　司 ㈱東北ロイヤルパークホテル 15年� 0月 泉パークタウン
44 岩　田　祐　雄 ㈱サンワ・レストラン・クリエイツ 14年11月 特別会員
45 小野寺　　　崇 ㈱東北ロイヤルパークホテル 14年� 6月 泉パークタウン
46 菅　原　隆　司 ㈱東北ロイヤルパークホテル 14年� 4月 泉パークタウン
47 大　野　朱　美 ㈱東北ロイヤルパークホテル 14年� 4月 泉パークタウン
48 松　下　　　巧 ㈱東北ロイヤルパークホテル 14年� 0月 泉パークタウン
49 渡　邉　　　忍 ㈱東北ロイヤルパークホテル 13年11月 泉パークタウン
50 相　原　　　了 ㈱東北ロイヤルパークホテル 13年� 9月 泉パークタウン
51 黒　坂　昭　浩 ㈱サンワ・レストラン・クリエイツ 13年� 4月 特別会員
52 柴　田　　　賢 ㈱サンワ・レストラン・クリエイツ 13年� 2月 特別会員
53 古　關　憲　行 ㈱サンワ・レストラン・クリエイツ 13年� 0月 特別会員
54 相　原　律　子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 12年� 9月 泉パークタウン
55 松　石　　　翼 ㈱東北ロイヤルパークホテル 12年� 6月 泉パークタウン
56 佐々木　永　子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 12年� 2月 泉パークタウン
57 柴　垣　美　恵 ㈲アルミ柿﨑 11年10月 泉パークタウン
58 鈴　木　保　光 ㈱サンワ・レストラン・クリエイツ 11年� 9月 特別会員
59 萱　場　優理子 天守閣自然公園㈲ 11年� 9月 秋保
60 井　上　好　枝 天守閣自然公園㈲ 11年� 8月 秋保
61 大　宮　　　昭 天守閣自然公園㈲ 11年� 3月 秋保
62 和　田　健　次 ㈱泉工務店 11年� 2月 八乙女
63 後　藤　章　子 天守閣自然公園㈲ 11年� 1月 秋保
64 山　尾　和　子 ㈲木の家 11年� 1月 秋保
65 関　本　美智子 ㈲木の家 11年� 1月 秋保
66 佐　藤　直　史 ㈱東北ロイヤルパークホテル 11年� 0月 泉パークタウン
67 高　橋　陽　子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 11年� 0月 泉パークタウン
68 猪　又　恭　郎 ㈱東北ロイヤルパークホテル 11年� 0月 泉パークタウン
69 清　野　　　貴 ㈱東北ロイヤルパークホテル 11年� 0月 泉パークタウン
70 佐　藤　伊名雄 ㈱東北ロイヤルパークホテル 11年� 0月 泉パークタウン
71 佐　藤　文　子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 11年� 0月 泉パークタウン
72 松　野　貴　子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 11年� 0月 泉パークタウン
73 野　沢　政　人 ㈱東北ロイヤルパークホテル 11年� 0月 泉パークタウン
74 和　田　則　子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 11年� 0月 泉パークタウン
75 細　尾　久美江 ㈱東北ロイヤルパークホテル 11年� 0月 泉パークタウン
76 豊　川　操　子 ㈱東北ロイヤルパークホテル 11年� 0月 泉パークタウン
77 早　坂　眞貴子 ㈲木の家 11年� 0月 秋保
78 齋　藤　美紗子 ㈱いずみエンジニアリング 10年10月 中央西
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商 業 部 会
部 会 長 庄　司　　　充 泉地区
副部会長 髙　橋　　　司 泉地区
〃 中　野　洋　行 秋保地区

工 業 部 会
部 会 長 岡　本　啓三郎 宮城地区
副部会長 岡　崎　清　治 秋保地区
〃 村　山　仁　美 泉地区

建 設 業 部 会
部 会 長 小笠原　陽　治 秋保地区
副部会長 庄　子　政　行 宮城地区
〃 及　川　辰　夫 泉地区

サービス観光業部会
部 会 長 遊　佐　祝　治 泉地区
副部会長 畑　中　健　一 宮城地区
〃 冨　田　宏　之 秋保地区

青 年 部
部　　長 岡　本　龍　太 宮城地区
副 部 長 石　森　正　訓 泉地区
〃 片　桐　聡　則 宮城地区
〃 早　坂　智　博 秋保地区

女 性 部
部　　長 塩　澤　洋　子 秋保地区
副 部 長 早　坂　光　子 宮城地区
〃 柿　㟢　富　子 泉地区
〃 秋　保　あやこ 秋保地区

各種部会・女性部は任期 3年
青年部は任期 2年

商工会内部組織報告

支部長・
支部担当一覧

支部長・
支部担当一覧

平成27年度

商工会の内部組織である 4 部会と青年部・女性部
の総会において、正副部会長・正副部長に下記の
方々が選任されました。（敬称略）

各支部で平成27年度総会が開催され以下の方々が支部長に選任
されました。（任期 3 年）また、事務局支部担当者も人事異動等
により変更がありましたのでお知らせします。（順不同、敬称略）

支部名 支部長 支部長事業所名 担当者名 副担当者
1 中央東 鎌　田　善　幸 ㈲善井商事 高　橋　光　徳 橋　本　祥　子
2 中央西 赤　間　　　勉 ㈱赤間総業 渡　邊　弘　明 丹　野　紘　資
3 館山 小野寺　昭　文 サン工業㈱ 大　友　　　誠 荒　谷　三　月 坂　本　隆　明
4 泉ＰＴ 藤　井　弘　光 ㈱藤光ネットワーク 加　藤　恵　理 木　村　純　子
5 西部 鎌　田　秀　夫 ㈱泉緑化 小　齋　和　史 山　岡　理　人
6 南光台 佐々木　勝　逸 ㈱南風オート仙台 山　岡　理　人 小　齋　和　史
7 黒松 土　屋　幸　吉 ㈱土屋グループ 橋　本　祥　子 半　澤　孝　男
8 八乙女 今　野　　　勇 ㈲今勇総業 木　村　純　子 高　橋　光　徳
9 大沢・泉ヶ丘 横　田　見　逸 ㈲横田アートスタジオ 荒　谷　三　月 渡　邊　弘　明
10 将監 片　岡　忠　光 ㈲片岡保険センター 坂　本　隆　明 大　友　　　誠
11 向陽台 佐　藤　勝　昭 ㈱仙台アパートセンター 丹　野　紘　資 荒　谷　三　月
12 東部 千　葉　一　成 恵成表具店 半　澤　孝　男 加　藤　恵　理
13 愛子ひろせ西 岡　本　啓三郎 ㈲岡本電装 矢　島　亮　平 岡　崎　光　子
14 ひろせ北 安　達　正　治 ㈲安達造園 岡　崎　光　子 多　田　輝　美
15 ひろせ 佐　藤　　　剛 ㈲丸清佐藤材木店 鈴　木　一　江 矢　島　亮　平
16 秋保 岡　崎　清　治 ㈲みかげ家 佐　藤　宮　子 矢　島　亮　平 橋　本　祥　子
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会報用広告

封筒用広告

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

㈱東北カレンダーギフト
℡.０２２－３７２－２４９４
Fax.022-372-2596
981-3133 仙台市泉区泉中央1丁目33-7

営業時間・平日AM９時～PM６時／休日及び祝祭日AM10時～６時

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

㈱東北カレンダーギフト
℡.０２２－３７２－２４９４
Fax.022-372-2596
981-3133 仙台市泉区泉中央1丁目33-7
営業時間・平日AM９時～PM６時／休日及び祝祭日AM10時～６時

レンタカー リース＆

みやぎ仙台商工会では、従業員等のスキルアップ、職
業訓練を推進する会員を支援します。
●助成内容の概要

会員事業所に勤務する従業員等を研修等に参加させた
場合、受講費用の一部（ 1 万円を限度）を助成致します。

（27年 4 月に遡及して申請可）
詳しくは同封の案内・申請書をご覧ください。

従業員等の
キャリアアップを

スキルアップ研修助成金制度応援します!!

日本政策金融公庫みやぎ仙台商工会地区担当職員によ
る個別相談を定期的に開催しています。なお、相談は予
約制で行っておりますので、事前に商工会へ予約をお願
いします。

相談日は毎週火曜日午後、場所はみやぎ仙台商工会館
（泉区野村）になります。

エキスパートバンクは、小規模企業者及び創業予定者
の必要とする専門的な経営・技術・技能について、深い
知識を有する専門家（エキスパート）を小規模企業者等
の要請に応じて直接派遣し、適切な指導・助言を行う制
度です。無料で活用出来ますので、お気軽にご連絡下
さい。

日本政策金融公庫
融資対策にご活用ください！

定期相談日のお知らせ
経営・技術強化支援事業　エキスパートバンク

相談内容に応じて専門家を派遣し
アドバイスを行います

相談内容に応じて専門家を派遣し
アドバイスを行います

小規模事業者の販路拡大を 応援！

経営計画作成支援セミナー開催

　4月21日、23日の両日、小規模事
業者が販路拡大・集客促進に活用で
きる「小規模事業者持続化補助金」
の申請時期に合わせて、経営計画作
成を目的としたセミナーを開催し
ました。
　中小企業診断士の横尾徳仁氏を
講師に迎え、経営計画立案の考え
方、経営環境分析、具体的施策展開
など、聴講した内容が補助金申請に
そのまま直結するカリキュラム内
容を設定したところ、６時間という
長時間の講義でありながら、参加者
は熱心に受講していました。
　また、別日程で個別相談会も開催
し、参加者はセミナー後に自社に
戻って作成した経営計画書の素案
を持参し、講師を務めた横尾氏から
のアドバイスを熱心に聴いていま
した。

第2日目は広瀬市民センターで開催

第1日目に商工会館で講義する横尾氏
と、

熱心に聞き入る受講者
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会員事業所紹介vol.12
今回も「わが社の一押し！」を紹介します！

わが社の
一押し！

会員事業所
紹介

㈲赤間正米穀酒店

5自店の PR：プレゼントとして頂いた方や、贈った方に
も喜ばれる世界で1本だけのメッセージ付きのオリジナ
ルラベルを作成できるお酒を販売しております。お酒の
種類は日本酒、焼酎、ワイン、梅酒、ノンアルコールワ
イン等を取り揃えております。誕生日等1年通じての家
族や友人、会社、飲食店等の記念日に是非ご利用くだ
さい。

1代表者名：赤間　満夫
2所 在 地：泉区南光台1丁目8-3
3電話番号：022-234-7482
4業　　種：米穀酒類小売

●
東北高校

佐藤
歯科医院
●

南光幼稚園
●

●
さがら内科
クリニック

至
台
原

至
東
仙
台

●
ローソン

○ワールドビジョンスクウェア㈱（新車・中古車販売業）�
� 泉区実沢字立田屋敷13－ 1

○都美の丘ガーデン（飲食業）�
� 泉区住吉台東 1－ 1－ 2

○合同会社mag（小売業）�
� 泉区南光台南 2－ 1－ 3　七福ビル201

○㈱梅本工務店（建設業）�
� 泉区松森字斎兵衛17－ 1 －101

○杜のおでん　プラティパス（飲食業）�
� 泉区市名坂字町 7－ 3

○㈱Nippon エアウォーターエナジー（建設業）�
� 泉区泉中央 1－34－ 6

○㈱七福茶本舗　佐藤海苔店（海苔、海産乾物卸販売、健康茶製造販売）�
� 泉区北中山 4－13－11

○ガラス工房　初月（ガラス工芸）�
� 青葉区高野原 3－ 2－ 8

○美髙工業（建設業）�
� 青葉区吉成 1－10－ 1

○高橋敏彦（消防施設工事業）�
� 青葉区錦ケ丘 2－11－ 7

○山口建築（建設業）�
� 太白区秋保町馬場字竹林20－ 8

○佐々木内装（内装業）�
� 太白区秋保町湯元字薬師129

○㈱メイクヒストリー（旅客運送業、自動車整備）�
� 青葉区東勝山 3－ 5－46

会員の紹介新
　� （平成27年 5 月 8 日�理事会承認）

杜の都プレミアム商品
券

取扱店募集のお知ら
せ杜の都プレミアム商品
券

取扱店募集のお知ら
せ

平成27年 7 月11日より「杜の都プレミアム商品券」
が販売・利用開始となります。

本事業は地域住民生活等緊急支援のための交付金を
活用して実施される事業で、発行額は40万セット、プ
レミアム分を加えて総額48億円規模の経済効果が生ま
れます。

そこで、本会では地域の消費拡大に向け大きな期待
が寄せられる本事業に併せ「杜の都プレミアム商品

券」の取扱店を募集いたします。本会会員であれば登
録手数料は無料で取扱店として登録できます。消費者
の購買意欲が高まるこの機会に本事業に参画して新た
な需要喚起に繋げてみてはいかがでしょうか。

○プレミアム商品券取扱店募集期間
　平成27年 5 月18日～平成27年11月30日
　※商品券使用期間は平成27年12月31日までとなります。
　※�5 月25日より本会会員へは取扱店募集の案内を郵送して

おります。

○杜の都プレミアム商品券専用ホームページ
　http://sendai-premium.com
○杜の都プレミアム商品券専用コールセンター
　022-266-1301


