
株式会社 アーバンフューネスコーポレーション
株式会社 アール・フランセ
株式会社 あい
赤坂建設 株式会社
株式会社 アジマックス
株式会社 A'ZUMA
株式会社 アップルファーム
アドバンスオートモービル 株式会社
アミティエクラブ
税理士法人 アローズ
株式会社 eプランニング
いきかえりの宿 瀧波
井ヶ田製茶 株式会社
石森石油 株式会社
泉マックス 株式会社
株式会社 一条工務店宮城
株式会社 イメージパーク
株式会社 医療救急サービス
株式会社 岩井重機工業
岩井紘子建築設計事務所
株式会社 いわさき
株式会社 ウエスタンコーポレーション
ウエノ設備 株式会社
株式会社 エーブィテック
株式会社 SRA東北
有限会社 エムケーロジスティクス
株式会社 エル・コスモ
圓福寺
扇屋商事 株式会社
有限会社 大野屋葬儀社
株式会社 岡村製作所
オフィスリンテアライン
株式会社 オブオールカヤバ
株式会社 オレンジライフ
株式会社 ガイア ガイア宮千代店
株式会社 かとう
株式会社 神奈川こすもす
有限会社 亀屋葬儀社
株式会社 カメリア・パートナーズ
株式会社 川上葬祭
官澤綜合法律事務所
有限会社 紀南開発
株式会社 君商
木本生花 株式会社
有限会社 京都屋葬儀社
金蔵寺
愚鈍院
株式会社 熊谷組
株式会社 クリエイトワン
クリニプロ 株式会社
株式会社 クリハラ
株式会社 黒川葬祭
見松寺
株式会社 建築工房零
株式会社 孔栄社
株式会社 公益社
株式会社 構創企画ABE建築設計事務所
コカ・コーライーストジャパン 株式会社
国際経営 株式会社 仙台営業所
コクヨ東北販売 株式会社
株式会社 五葉商事
有限会社 コラソンイーエム

サイト工業 株式会社
魚や 株式会社
株式会社 サクセス・アンリミテッド仙台
認定NPO サポート
株式会社 沢本自動車
有限会社 三誠
株式会社 サンライズモータース
株式会社 三和鋲螺製作所
三和物産 株式会社
慈恩寺
有限会社 重吉葬儀社
シブヤ食品 株式会社
有限会社 下田製印所
株式会社 JA東京中央センター
じゃがばなの会
医療法人 社団恒心会歯科春採クリニック
秀麓齋
常念寺
昌繁寺
松和産業 株式会社 仙台営業所
菅原動物病院
スズキ花材
株式会社 誠行社
株式会社 セレモ長岡
全玖院
仙台キリンビバレッジサービス  株式会社
有限会社 仙台クリンネスサービス
株式会社 仙台バンケットクリエイション
一般社団法人 仙台仏教会
株式会社 センティスト
株式会社 第一エージェンシー
大栄 株式会社
有限会社 大永商店
大聖寺
株式会社 髙橋セメント工業所
株式会社 ダックス
田中建材輸送 株式会社
株式会社 ダルトン
千葉勇建設 株式会社
通研電気工業 株式会社
学校法人 角川学園
株式会社 ティ・ピィ・エス サービス
株式会社デジタルスペースワウ
天光院
有限会社 天昇堂
株式会社 東京クラウン
株式会社 東京テント
東泉寺
東北経済懇話会
中川木材商事 株式会社
日清医療食品 株式会社
日本ハイウェイ・サービス 株式会社 仙台支店
株式会社 ヌマザワ
株式会社 濃飛葬祭
株式会社 BAU建築設計室
株式会社 博愛社
有限会社 博善社
有限会社 芭蕉園茶舗
株式会社 はせがわ
株式会社 八弁
株式会社 八光殿
パブリックエステート 株式会社

隼電気 株式会社
株式会社 ビー・アイ運送
株式会社 ビーマック会計事務所
株式会社 弘前公益社
藤井産業 株式会社
株式会社 藤商事
富士ゼロックス宮城 株式会社
株式会社 富士の華
株式会社 ブレイン
フローラル共済 株式会社
ベーシック 株式会社
有限会社 ベストプロデュース
株式会社 ヘルシーベスト
株式会社 保志
ホシヤマインターナショナル 株式会社
株式会社 ホットマン
株式会社 本多商会 やすらぎ会館
有限会社 前澤葬儀社
まごころライフサービス 株式会社
株式会社 まつだ
有限会社 松田商店
松本事務機 株式会社
丸喜 株式会社
丸幸自動車工業 株式会社
有限会社 まるしげ 漁亭浜や
有限会社 丸竹園
マルホン 株式会社
満興寺
有限会社 瑞江セレモ
三菱鉛筆東北販売 株式会社
株式会社 三森コーポレーション
ミツワ商事
宮川葬祭
特定非営利法人 みやぎこうでねいと
宮城整備 株式会社
みやぎ仙台商工会 館山支部
株式会社 宮城総合給食センター
株式会社 ミヤックス
株式会社 ミヤックス山桜会
ミューアンドキュービック 株式会社
妙心院
株式会社 ムッシュ太田
有限会社 六味庵
株式会社 メモワージュ
有限会社 モザイクジャポン
株式会社 やすらぎ葬儀社
有限会社 やない製麺
株式会社 矢部園茶舗
株式会社 山一地所
株式会社 ヤマトコフイン
ユウアイ電子工業 株式会社
株式会社 ヨコタ
ラボ・ジャパン 株式会社
リップカンパニー 株式会社
林香院
林泉寺
蓮香院
ワールド警備保障 株式会社
有限会社 ワシオ金物店
ワタキューセイモア 株式会社 東北支店
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法人・団体賛助会員 五十音順／敬称略
※個人賛助については、掲載を控えさせて頂いております。

※賛助会員・・・JETOみやぎの趣旨に賛同し、震災孤児への継続的支援を頂いている方々


