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だから、今。
買おう、食べよう、訪れよう。

東北。

Buy!TOHOKU プロジェクト実行委員会
仙台商工会議所　財団法人 仙台観光コンベンション協会[ 後援 ]

“Buy!TOHOKU”project 事務局：有限責任事業組合コム･ワーク･プロジェクト

“Buy!TOHOKU”project、及び“Buy!TOHOKU”project 実行委員会に関するお問合せは

〒984-0002 仙台市若林区卸町東 2 丁目 3-30  tel .022-788-2377 まで



"Buy!TOHOKU"project への賛同･協力のお願い

"Buy!TOHOKU"project 実行委員会
平成 23 年 9 月

　私たち東北の地に大きな被害と悲しみをもたらした東北大震災。この間、
日本中、そして世界中から寄せられた多くのご支援、励ましのおかげもあり、
私たちは復興に向けての歩みを進めることができ始めています。しかし、
被害の大きい沿岸部や福島原発の影響を受けている地域をはじめ、いまだ
深い傷跡を残している地域もいたる所に存在しているのも事実です。

　東北の経済に関しても、復興需要に賑わう分野がある一方、震災の影響か
ら大きなダメージから立ち上がれない業種が数多く存在しています。一部の
東北産品は物理的な被害で生産がストップしていたり、風評被害などで売上
が大幅に減少しています。観光分野においても、風光明媚な東北の名所を訪
れる人も大幅に減少してしまいました。

誇れる東北の技術、サービスを使ってほしい。

世界に通じる東北の商品を買ってほしい。

安全で美味しい東北の食べ物を味わってほしい。

私たちの大好きな美しい東北を訪れてほしい。

　"Buy!TOHOKU"project は、東北経済に元気を取り戻すためのさまざま
な企画を提案し、実行、及び情報を発信していく活動体です。
　次ページ以降に "Buy!TOHOKU"project の設立趣旨と活動目標、及び
活動へのご協力内容を記させていただきます。
　実行委員会一同、皆様と共に "Buy!TOHOKU"project の活動を進めてま
いりたいと思いますので、何卒、皆様方のお力を頂戴できれば幸いです。

　皆様のご賛同･ご協力を心よりお願い申し上げます。
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“Buy!TOHOKU”project 設立趣意

“Buy!TOHOKU”project 公式ロゴ

　東北の経済を元気にするために。東北のお店、生産者を元気にするために。
観光の地、東北に人を呼び戻すために。

私たちは率先して地元東北の商品を使い、また東北域内、域外の皆さまに
東北の産品、製品、技術やサービスを利用してもらう活動を開始します。

主な活動目標

ポスター、ステッカー掲示、イベント主催等による
東北産品、製品、流通、技術、そして観光事業促進のための啓蒙活動

ホームページを利用した東北産品の販売促進、及び
“Buy!TOHOKU”ツール（ポスターやステッカーなど）の販売活動

活動期間中の収益の一部を支援金（義援金を含む）※とし、
被災地、及び被災者への継続的な支援活動

白津 守康
新田 秀悦
伊藤 友紀
西牧 潤
岩本 富貴
若生 有加 
鈴木 未来

（株式会社ＢＢＩ）

（株式会社ニューイースト）

（株式会社フェイス）

（株式会社セイトウ社）

（株式会社百反）

（有限責任事業組合コムワーク・プロジェクト）

（株式会社ワコーファースト商事）

石井 光二（株式会社エスデーファイブ）
青木 聡志（株式会社ハミングバードインターナショナル）

仙台商工会議所 財団法人 仙台観光コンベンション協会
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“Buy!TOHOKU”project 実行委員会

後援

［代　　　表］

［実行委員長］

※10/20 現在の支援金の寄付選定先は宮城県が運営する「東日本大震災みやぎこども育英募金」です。



　　　　　　　「郵便事業株式会社協力によるアピール活動」
・仙台市中心部の郵便配送車にBuy!TOHOKUプロジェクトステッカー貼付

各地のイベントに参加、啓蒙活動を進めています

いよいよ始動します！
Buy!TOHOKU プロジェクト
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そして、将来に渡って東北をアピールしていきます！

皆さんのお力添えをよろしくお願いいたします。

Buy!TOHOKU グッズ続々作成、販売開始

7/17（日）香川県高松市

8/6（土）～ 8（月）仙台市

10/16（日）東京都新宿区

7/ 上旬～仙台市

　　　　　　　　　　　　　「ふれあい祭り in 庵治 2011」
・Buy!TOHOKUプロジェクト専用ブース出店
（Buy!TOHOKUプロジェクトグッズ販売）

　　　　　　　「仙台七夕祭り」
・Buy!TOHOKUプロジェクト専用ブース出店

（仙台市役所前市民広場、Buy!TOHOKUプロジェクトグッズ販売）
・Buy!TOHOKUプロジェクト主催ステージ

（仙台市役所前市民広場、関西大学によるパフォーマンスなど）

　　　　　　　　　　　「落語芸術協会･芸協祭り」
・Buy!TOHOKUプロジェクト専用ブース出店
（Buy!TOHOKUプロジェクトグッズ販売）

「東北復興！仙台市民マラソン（仮称）」開催に向け、計画を進めています。

・Buy!TOHOKU シリコンバンド　500 円／ 1 個（8 月より販売、税込・内 10％を支援金に）

・Buy!TOHOKU ステッカー（小）　1,000 円／ 1,000 枚（100 シート）（税込・内 20％を支援金に）

・Buy!TOHOKU ステッカー（大・屋外対応）　500 円／ 5 枚（税込・内 20％を支援金に）

・Buy!TOHOKU イメージポスター（A2）無料配布※無くなり次第終了
・Buy!TOHOKU ポスター（小・297×150）無料配布※無くなり次第終了
・Buy!TOHOKU ポスター（大・420×148）無料配布※無くなり次第終了
・Buy!TOHOKU うちわ 仙台七夕まつりにて無料配布（予定）
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賛同協力金のお願い

広報ツールの配布

賛同協力金：一口 10,000 円 ( 税込み )

※この度の賛同協力金のうち 80％を“Buy!TOHOKU”project の活動費や広報費、
　ツール制作費などとして運用、 20％は義援金として運用いたします。
※賛同協力金の領収書をご希望の場合は“Buy!TOHOKU”project 実行委員会を
　事務的にサポートする有限事業組合コム・ワーク・プロジェクトにて発行いたします。

賛同協力企業様（または個人様）には、賛同協力金一口に付き、
以下の広報ツールセットを支給させていただきます。

①ポスター小（297×105mm）2 種・各 2 枚
②ポスター大（420×148mm）2 種・各 1 枚
③イメージポスターＡ2　1 枚
※④“Buy!TOHOKU”ステッカー小（直径 25mm）2,000 枚、
※⑤“Buy!TOHOKU”ステッカー大（屋外用、直径 150mm）50 枚

皆様にご協力いただきたいこと（啓蒙活動への参加、全て任意）

①ポスターの任意場所への掲示
②“Buy!TOHOKU”ステッカー（小）の名刺や会社案内などへの貼付
③“Buy!TOHOKU”ステッカー（小）のお取扱商品（できれば東北産）への貼付
④“Buy!TOHOKU”ステッカー（大）の任意場所への貼付
⑤“Buy!TOHOKU”ポータルサイトへの社名掲示（賛同企業として）

※④、⑤はいずれかをお選びください。申し込みフォームに選択のご記入欄を設けております。

現金、または下記ゆうちょ銀行、または仙台銀行各口座までお振込みにてお願いいたします。
なお、恐れ入りますが振込手数料はご負担をお願いいたします。

仙台銀行ゆうちょ銀行
●賛同協力金お振込先 ※恐れ入りますが振込手数料はご負担をお願いいたします。

店名
店番号
口座種別
口座番号
口座名義

八一八
８１８
普通預金
１４７３６２３
Buy 東北プロジェクト実行委員会

店名
店番号
口座種別
口座番号
口座名義

東部工場団地
２３０
普通預金
２５０８５８１
Buy 東北プロジェクト実行委員会



www.buy-tohoku.jp

“Buy!TOHOKU”tools sample

②“Buy!TOHOKU”ポスター（大）
Ｈ420×Ｗ297mm・2 種・各 1 枚

③“Buy!TOHOKU”イメージポスター A2
Ａ2、Ｈ594×Ｗ420mm・1 枚

（赤） （青）

①“Buy!TOHOKU”ポスター（小）
Ｈ297×Ｗ105mm・2 種・各 2 枚

（赤） （青）

※④

※⑤

“Buy!TOHOKU”
 ステッカー（小）

“Buy!TOHOKU”
 ステッカー（大）

直径 25mm・2,000 枚

直径 150mm・50 枚、屋外対応

賛同協力いただいた皆様にお配りするツールです。
※④、⑤はいずれか 1 種のみ。お申し込みの際にお選びください。

420mm

25mm

150mm

148mm

297mm

105mm

594mm

420mm
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。

だから、今。
買おう、食べよう、訪れよう。

東北。

www.buy-tohoku.jp
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"Buy!TOHOKU"project 活動への賛同・協力申し込みフォーム

●提出日 ●紹介者名平成 23年　　月　　　日

"Buy!TOHOKU"project 実行委員会事務手続きについてのご連絡先

■賛同協力金のお振込先ご案内 下記ゆうちょ銀行、または仙台銀行各口座までお願いいたします。
なお、恐れ入りますが振込手数料はご負担をお願いいたします。

有限責任事業組合コム・ワーク・プロジェクト
〒984-0002 仙台市若林区卸町東 2-3-30　TEL.022-788-2377  FAX.022-788-2379

"Buy!TOHOKU"project の企画書をお読みいただき、活動の趣旨にご賛同・ご協力
いただける企業、組織、または個人の方はこのフォームにご記入の上、お申し込みください。

※この申込書、及び記載された内容は "Buy!TOHOKU"project 実行委員会を事務的にサポートする有限責任事業組合コム・ワーク・プロ
ジェクトにて責任を持って管理、運用させていただきます。また、ご記入いただいた会社情報、及び個人情報は "Buy!TOHOKU"project の
活動に関してのご連絡、及び組織管理のために利用させていただき、第三者への譲渡は一切行いません。
※社名の掲載条件などが変わられる場合は事前に事務局までお知らせください。ただし、広報物への反映、及び抹消には、お申し込みいただ
いた日より若干の猶予を設けさせていただく場合があります。

●お申し込み口数 口（合計金額　　　　　　　　　円）
※お振込みご希望の場合は、
　下記までお願いいたします。

●組織名

●代表者名 ●代表者役職

●担当者役職●担当者名

●住所

●代表TEL ●連絡先TEL

〒

●ホームページアドレス
□リンク希望　□リンク不要

●FAX

●連絡先 E メール（担当者）
※「連絡先 E メール」は、"Buy!TOHOKU"project 実行委員会からのご連絡、告知等に利用させていただきます。

●"Buy!TOHOKU"project の広報ツール（ポスター、及びホームページなど）に賛同協力企業として
　掲載させていただく場合があります。御社名、または個人名を掲載してよろしいですか？
□OK
□NO

①"Buy!TOHOKU"project ポスター（小）2種、各 2枚
②"Buy!TOHOKU"project ポスター（大）2種、各 1枚
③"Buy!TOHOKU"project イメージポスターA2、1枚
□ ④"Buy!TOHOKU"project ステッカー（小：直径 25mm）2,000 枚
□ ⑤"Buy!TOHOKU"project ステッカー（大：直径 150mm）50枚

□条件付きで OK
（条件など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●広報物種別

●通信欄

④、⑤はいずれかをお選び頂き、レ点をご記入ください。※①、②、③は基本ツールとなります。

このお申し込み用紙は担当者にお渡しいただくか、
右記ファックス番号までご送信ください。

お申込み用紙
送付先（FAX） 022-788-2379

仙台銀行ゆうちょ
銀行

店名
店番号
口座種別
口座番号
口座名義

八一八
８１８
普通預金
１４７３６２３
Buy 東北プロジェクト実行委員会

店名
店番号
口座種別
口座番号
口座名義

東部工場団地
２３０
普通預金
２５０８５８１
Buy 東北プロジェクト実行委員会



Buy!TOHOKU プロジェクト賛同協力企業名一覧

株式会社アイエスエフネット
株式会社青葉ガーデン
株式会社阿部和工務店
有限会社餡のおおすか
株式会社石川商会
有限会社泉崎商店
株式会社イート
株式会社エコロプラン
株式会社エスデーファイブ
株式会社エービーエステート
有限会社エムケーロジスティクス
有限会社遠藤自動車塗装
株式会社エンファン
オビサン株式会社仙台支店
株式会社桂設計
９６黒澤委員会
クレア工業株式会社
弘進ゴム株式会社
ＬＬＰコムワーク・プロジェクト
今野印刷株式会社
株式会社サカモト
有限会社佐七建設
株式会社サトー
株式会社サンベンディング東北
椎木会計事務所
株式会社ジャパンアグリゲート
株式会社集合郎
株式会社庄定
有限会社シラツ
株式会社白木屋
シンクメディア有限会社
須田直樹事務所
株式会社スペース
株式会社セイトウ社
仙台通信機器株式会社
株式会社船場
株式会社だい久製麺
有限会社高松ソリューション
常松ガス株式会社
株式会社ＤＮＰ東北
ティーラムスタジオ

株式会社テイクワン
有限会社テイスティ伊藤
テットコム
東北ｎ次連携推進協議会
有限会社東友
常盤洋紙株式会社
ニシ商事株式会社
株式会社日新
社団法人日本人形協会
株式会社ニューイースト
株式会社バイタルネット
有限会社芳賀自動車
株式会社畑惣商店
ハーフムーン
株式会社ハミングバード・インターナショナル
株式会社パラマント
株式会社ＢＢＩ
株式会社百反
株式会社ヒューモス
株式会社フェイス
株式会社深松組
フクダ物産株式会社
株式会社藤崎
ブリヂストン松山タイヤセンター
株式会社ポパル
株式会社プロジェクト地域活性
有限会社　前沢牛　小形
守建設株式会社
みちのく伊達政宗歴史館
三菱重工印刷紙工機械株式会社
宮城トヨタ自動車株式会社
本山振興株式会社
株式会社山一地所
株式会社山田屋
郵便事業株式会社
株式会社ユメックス
ユーロプランツスタジオ
株式会社吉田仙台支店
株式会社ライフブリッジ
ラボ・ジャパン株式会社
株式会社ワコーファースト商事

（50 音順、10/20 現在）
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