
№ 協議会役職 団体・企業名

1 顧問・幹事 宮城県

2 顧問・幹事 仙台市　

3 会長・幹事長・顧問 仙台商工会議所

4 副会長・幹事 ㈱河北新報社

5 副会長・幹事 東日本旅客鉄道㈱仙台支社

6 副 会 長・幹事 ㈱楽天野球団

7 監事・幹事 (公財)仙台観光国際協会

8 監事・幹事 公益社団法人仙台青年会議所

9 幹　　事 ㈱仙台放送

10 幹　　事 ㈱東日本放送

11 幹　　事 ㈱宮城テレビ放送

12 幹　　事 宮城県商工会連合会

13 幹　　事 SENDAI光のページェント実行委員会

14 幹　　事 ㈱七十七銀行

15 幹　　事 東北電力㈱　

16 幹　　事 ㈱NTTドコモ　東北支社

17 幹　　事 東日本電信電話㈱宮城事業部

18 幹　　事 アイリスオーヤマ㈱

19 幹　　事 カメイ㈱

20 幹　　事 ㈱藤崎

21 幹　　事 鹿島建設㈱東北支店

22 幹　　事 ㈱バイタルネット

23 幹　　事 利府町

24 幹　　事 日本製紙㈱東北営業支社

25 幹　　事 全国農業協同組合連合会宮城県本部

26 幹　　事 ㈱エフエム仙台

27 会　　員 塩釜商工会議所

28 会　　員 石巻商工会議所

29 会　　員 気仙沼商工会議所

30 会　　員 古川商工会議所

31 会　　員 白石商工会議所

32 会　　員 一番町四丁目商店街振興組合

33 会　　員 一番町一番街商店街振興組合

34 会　　員 サンモール一番町商店街振興組合

35 会　　員 おおまち商店街振興組合

36 会　　員 クリスロード商店街振興組合

37 会　　員 名掛丁商店街振興組合

38 会　　員 仙台駅前商店街振興組合

39 会　　員 仙台駅東口商工事業協同組合

40 会　　員 虎屋横丁稲荷小路親交会

41 会　　員 長町商店街連合会

42 会　　員 三神峯はぁとふる商店会

43 会　　員 (公社)宮城県物産振興協会

44 会　　員 宮城県中小企業団体中央会

45 会　　員 (一社)東北経済連合会

（順不同・敬称略）

楽天イーグルス・マイチーム協議会　会員名簿



№ 協議会役職 団体・企業名

46 会　　員 仙台経済同友会

47 会　　員 (一社)宮城県銀行協会　

48 会　　員 (一社)宮城県建設業協会

49 会　　員 （公財）日本野球連盟JABA宮城県野球協会

50 会　　員 仙台六大学野球連盟

51 会　　員 東北地区大学凖硬式野球連盟

52 会　　員 宮城県スポーツ少年団野球協議会

53 会　　員 仙台市軟式野球協議会　仙台サンデーリーグ事務局

54 会　　員 仙台市スポーツ協会

55 会　　員 (公社)宮城県バス協会

56 会　　員 (一社)宮城県タクシ－協会　仙台地区総支部

57 会　　員 (公社)宮城県観光連盟

58 会　　員 仙台ホテル総支配人協議会

59 会　　員 全日本空輸㈱東北支社

60 会　　員 ㈱仙台ｼﾃｨｴﾌｴﾑﾗｼﾞｵｽﾘｰ

61 会　　員 仙台七夕まつり協賛会

62 会　　員 仙台国際空港株式会社

63 会　　員 石巻市

64 会　　員 気仙沼市

65 会　　員 名取市

66 会　　員 岩沼市

67 会　　員 登米市

68 会　　員 東松島市

69 会　　員 蔵王町

70 会　　員 七ヶ宿町

71 会　　員 大河原町

72 会　　員 村田町

73 会　　員 柴田町

74 会　　員 川崎町

75 会　　員 丸森町

76 会　　員 亘理町

77 会　　員 山元町

78 会　　員 松島町

79 会　　員 大崎市

80 会　　員 大衡村

81 会　　員 仙台市議会　スポーツ市議の会

82 会　　員 （公財）仙台市スポーツ振興事業団

83 会　　員 ㈱プレスアート

84 会　　員 (協)仙台卸商センター

85 会　　員 ㈱日専連ライフサービス

86 会　　員 東北インテリジェント通信㈱

87 会　　員 ㈱ＪＴＢ　仙台支店

88 会　　員 ㈱ダスキン　東北地域本部

89 会　　員 名鉄観光サービス㈱　仙台支店

90 会　　員 ㈱みちのく観光



№ 協議会役職 団体・企業名

91 会　　員 イシイ㈱

92 会　　員 ㈱ななせ

93 会　　員 ㈱横山芳夫建築設計監理事務所

94 会　　員 宮城県社交飲食業組合古川支部

95 会　　員 一般財団法人　民族衣装文化普及協会

96 会　　員 割烹天ぷら三太郎

97 会　　員 楽天イーグルスを支援する県議の会

98 会　　員 アウルホテル大宮

99 会　　員 ㈱フルキャスト

100 会　　員 サッポロビール㈱東北本部　仙台支店

101 会　　員 仙南タクシー㈱

102 会　　員 ㈱鳳月ビル

103 会　　員 ㈱利久

104 会　　員 同和警備㈱

105 会　　員 東北ニッソーサービス㈱

106 会　　員 ㈱ビー・プロ

107 会　　員 ㈱あいあーる　パレスへいあん

108 会　　員 （公財）仙台ひと・まち交流財団

109 会　　員 瀬峰農場

110 会　　員 富田・千葉行政書士事務所

111 会　　員 ㈲ひらが

112 会　　員 岩沼市商工会

113 会　　員 泉区民ふるさとまつり協賛会

114 会　　員 くろかわ商工会

115 会　　員 喜和商事㈱

116 会　　員 宮城県野球連盟名取支部名取市野球協会

117 会　　員 東松島市商工会

118 会　　員 住友商事東北㈱

119 会　　員 仙台ターミナルビル㈱

120 会　　員 ＪＲ東日本東北総合サービス㈱

121 会　　員 ㈱クリエイティヴスタッフ

122 会　　員 ビューティチューン


