仙台SMIクラブ創立45周年記念事業

5 Generations
5つの世代がつながる

成功をインスパイアし合う
プラットフォームへ
2021年

11月12日金
①

午

餐

会

②

記 念 式 典

③

クロストー ク

会場とオンラインハイブリット開催

会場：錦ケ丘アーリー迎賓館
仙台市青葉区錦ケ丘9丁目1-1

12:00～13:00 ランチと会員交流会

会員 4,000円

13:30～14:30 45年の感謝を込めて…

会員 無料

チャーターメンバー・20年会員表彰

14:30～17:15 クラブの原点から未来へとつなぐパネルディスカッション
パネラーの皆様

会員・一般 オンライン無料
ファシリテーターの皆様

Ⅰ

14:35～

（株）菓匠三全

田中裕人会長

高橋征太郎会長

（株）一の坊

（株）サクセス・アンリミテッド仙台

倉林克二会長

菅原裕典社長

（株）清月記

シブヤ食品（株）

（株）建築工房零

（株）Comme-nt

（株）一条工務店宮城

（株）二休

（株）ライフスタイルクリエイト

Ⅱ

15:35～

渋谷武幸社長

小野幸助社長

後藤広晴社長

峯岸宏典社長

Ⅲ

16:20～
④

アフターセッション

（株）清月記

菅原和樹常務

佐山瑞樹社長

佐藤ゆりあ社長

17:30～18:30 コーヒーを飲みながらパネラーへ質疑応答

会員 1,000円

※クロストーク・アフターセッションは一般の方もオンライン参加ができます。
これから先の新型コロナウイルス感染拡大が予測がつかない状況にあります。現時点では会場とオンラインでの開催が最善と考え企画しておりますが、
新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては開催方法が変更になることを予めご了承ください。

お茶の井ヶ田（株）

井ヶ田健一社長

一般 オンライン無料

パネラー・ファシリテーターの紹介

ク ロ スト ー ク

パネラーの皆様

Ⅰ

（株）菓匠三全

14:35～

（株）一の坊

田中裕人会長

高橋征太郎会長

1947年創業した製飴業を皮切りに「我が子に食べさせ
られるお菓子づくり」を目指し、120種類の和洋菓子を
製造販売。コロナ禍で外出が制限される中、今年8月に
は「NIKKEIプラス1」で「読者が選ぶベスト銘菓土産」
に「萩の月」が全国1位に。またモンドセレクションでも
最高金賞を25年連続受賞するなど数々の賞を受賞。
仙台SMIチャーターメンバーとして、
クラブを創成期か
ら支え、長年クラブ会長を務める。SMI哲学の一つで
ある前向きなプラス発想を原動力に邁進し、その成
果を残している。

1950年創業。過去の延長上や今までの業
界の常識で考えることなく、
「違い」
をもたら
す経営でお客様のご満足と経営成果を両
立する経営を実践しており、全国の温泉宿
のベンチマーク企業として注目されている。
仙台SMIクラブチャーターメンバーとして、
クラブを創成期から支え、
クラブ会長では
「もうかる4訓」
を制定し、会員の道しるべを
示している。

シブヤ食品（株）

（株）建築工房零

1980年創業の2代目として、工場4拠点、営業
所9拠点で毎日25,000食のお弁当を製造販
売。近年ではいわき市、日立市にも事業を拡
大しており、東北最大の日配給食弁当製造販
売に成長。飲食業、旅行業、外国人実習生受
入機関として組合も立ち上げるなど積極的に
事業を展開している。
若手経営者が集う伊達塾会長を務め、45周年
記念事業ではマッチングプロジェクトリーダー
として会員のマッチングをリードしている。

建築工房零 アオバクラフトの2社で太陽
のエネルギーを利活用した設計の住宅を
宮城、及び青森で展開。自社社員大工によ
る現場管理など、業界の常識を変える取り
組みで住宅業界の改革を推進中。
45周年記念事業マーケティングプロジェク
トリーダーとしてクラブ会員同士の相互理
解を進めている。

SMIユーザー歴45年

Ⅱ

SMIユーザー歴45年

渋谷武幸社長

15:35～

小野幸助社長

SMIユーザー歴18年

Ⅲ

SMIユーザー歴15年

（株）清月記

16:20～

（株）二休

菅原和樹常務

佐山瑞樹社長

清月記グループの中で本業の葬祭業の組
織のマネジメントはもちろん、外資系ホテ
ルでの経験を活かし、温泉宿の事業での
挑戦、114年の歴史ある東洋館ではカフェ
をオープンし、予約が取れないほどヒット
させた。
仙台SMIクラブの新世代の会員として、夢
に挑戦する姿は若手会員はもちろん先輩
会員にも刺激を与えている。

日中のパフォーマンスを上げるために睡眠
を制するとの思いから、攻めの休息をコン
セプトに2021年10月に法人設立。根本改
善と睡眠を掛け合わせたサロンを運営。睡
眠の質を改善するための事業を展開予定。
若手会員のリーダー的存在でたくさんの
20代会員増強に貢献し、
クラブに新しい活
力を注ぎ込んでいる。

SMIユーザー歴3年

お 申 込 み

SMIユーザー歴5年

ファシリテーターの皆様

（株）サクセス・アンリミテッド仙台

（株）清月記

倉林克二会長

菅原裕典社長

1974年、SMIビジネススタート。その2年後
に13名のお客様と仙台SMIクラブ 創立。
ユーザーが組織する団体は全世界のSMI
社の中で唯一。お客様との深い繋がりによ
り、日本で最も歴史あるエージェントとし
て、事業承継し、唯一永続している。
仙台SMIクラブ設立以来、事務局長として
SMIコンセプトの普及と活用、会員の交流
と縁づくりに邁進している。

1985年、両親と3人で創業。
「 生命（いの
ち）の物語」応援会社として、葬祭業を中心
として、
「 100年 お世話させていただく企
業 」を目 指し、人 々の 生 活と命 に関 わる
様々な事業を通して、心に残る価値を創造
している。
クラブ 副会長として、
クラブ の更なる進化
のために、たくさんのアイデアと実践を示
し、中堅若手クラブ会員の育成に尽力して
いる。

SMIユーザー歴48年

SMIユーザー歴22年

（株）Comme-nt

（株）一条工務店宮城

後藤広晴社長

峯岸宏典社長

2014年創業、企業・自治体のブランディン
グ・広告の企画制作と音楽事業、山形県寒
河江市アンテナショップ「蕎と旬 さがゑ
もん」の運営。来期は地域とコラボした食
の商品開発を強化し、
スウィーツ事業と農
業事業を展開する。
VPクラブで新会員交流を深め、たくさんの
成功を生み出すために「未来モンスター」
を立ち上げ新会員交流を進めている。
SMIユーザー歴4年

創業105年の老舗材木業「(株)フォレスティ峯岸」
は建設資材を取扱いながら「AI木材業」に挑戦
中、三代目を務める住宅販売業「(株)一条工務店
宮城」は、2019年「ギネス」
トリプル受賞。
リーダー
として研鑽を積むために2005年に渡米しMBAを
取得。現在、国内で2度目のMBA取得に向けて就
学、起業へ向けて準備中。
45周年記念事業プラットフォームプロジェクト
リーダーとして、記念事業を企画立案し、会員の
成功のためにクラブの更なる進化を進めている。
SMIユーザー歴11年

（株）ライフスタイルクリエイト

お茶の井ヶ田（株）

佐藤ゆりあ社長

井ヶ田健一社長

女性はライフステージが上がるにつれ、自
分の名前で呼ばれなくなる。今後の女性の
働き方に寄り添うべく"もっと貴方で売れて
いい"をテーマに掲げ、女性の副業支援と
してSNS起業サポートをメインに、2021年
6月に法人を設立。
クラブ会員の発信のために自分自身が実
践しながら身につけたSNSノウハウを伝
授している。

1920年創業、業界では
「無理だ」
という声が多
い中、お茶から
「食べるお茶」、飲食へと業態
を進化させ、近年は農産物直売所運営や観光
客向け販路の開拓、地場産品開発支援などに
より域外へ地元産品を販売する活動に力を入
れるなど独自性の高い経営に挑戦している。
老舗企業のイノベーターとして、
クラブにたくさ
んのアイデアを寄せ、幅広い年齢層がいるク
ラブ会員のコミュニケーターとしても活躍して
いる。

SMIユーザー歴1年

SMIユーザー歴13年

お申込み箇所へ✓
□ をご記入いただき、10月30日までご返信いただけますようお願いいたします。
会員社員・一般のオンライン参加は無料とさせていただきます。
この機会にぜひお誘いあわせの上お申し込みいただければと思います。
お名前

人数

□ ①午餐会（4,000円） □ ②記念式典（無料）
□ ③クロストーク（無料） □ ④アフターセッション（1,000円）

会社名

ご連絡先

□ Zoom参加〈会員・一般 無料〉

オンライン参加URL送付先メールアドレス

□ 現地参加〈会員のみ〉

□ ①記念式典

□ ②クロストーク

お申込み・お問合せ

名

□ ③アフターセッション

仙台SMIクラブ

☎022-372-9794

［ H P ］www.sendai-smi.com
［ FAX ］022-372-6928
［ e-mail ］info@sendai-smi.com

