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企業・団体名 参加者名 部署・役職

1 サンクトペテルブルグ市
マトヴィエンコ、ヴァレンチナ・イ
ヴァノヴナ

市長

2 サンクトペテルブルグ市
モルチャノフ、ユーリー・ヴャチェ
スラヴォヴィチ

副市長

3 サンクトペテルブルグ市
プロホレンコ、アレクサンドル・ヴ
ラジミロヴィチ

対外関係委員会議長

4 サンクトペテルブルグ市 ソコロフ、マキシム・ユリエヴィチ 投資戦略プロジェクト委員会議長

5 サンクトペテルブルグ市
アサウル、ニコライ・アナトリエ
ヴィチ

輸送トランジット政策委員会議長

6 サンクトペテルブルグ市
ヴィクトロフ、アレクサンドル・ド
ミトリエヴィチ

科学・高等教育委員会議長

7 サンクトペテルブルグ市
フィヴェイスキー、セルゲイ・アン
ドレーヴィチ

経済発展・産業政策・貿易委員会
第一副議長

8 サンクトペテルブルグ市
ヴァシリエフ、ヴィクトル・ミハイ
ロヴィチ

投資・戦略プロジェクト委員会
投資交流課長

9 サンクトペテルブルグ市
コロトコフ、アンドレイ・ユーリエ
ヴィチ

経済発展・産業政策・貿易委員会
投資政策局投資政策課長

10 サンクトペテルブルグ市
クトバエヴァ、ナタリア・ヴラジミ
ロヴナ

情報・報道部次長

11 サンクトペテルブルグ市
ルキチョヴァ、ナターリヤ・ヴィク
トロヴナ

対外関係委員会課長

12 サンクトペテルブルグ市
バラディナ、オリガ・ヴィクトロヴ
ナ

対外関係委員会主任専門家

13 サンクトペテルブルグ市
マカロフ、セルゲイ・ウラジミロ
ヴィチ

法務委員会議長代理

14 サンクトペテルブルグ市
ゴロフ、ゲンナジー・イヴァノヴィ
チ

市長顧問

15 サンクトペテルブルグ市
コジノフ、アレクサンドル・アナト
リエヴィチ

市長秘書

16 サンクトペテルブルグ市
デメンチュク、アレクセイ・ニコラ
エヴィチ

情報・報道部テレビ・写真セクター主任

17 サンクトペテルブルグ市議会
メシェリャコフ、テレンティ・ウラ
ジミロヴィチ

議員

18 サンクトペテルブルグ市議会
ヤギャ、ヴァタニャル・サイドヴィ
チ

議員

19 サンクトペテルブルグ金融経済大学
マクシムツェフ、イーゴリ・アナト
リエヴィチ

学長

20 サンクトペテルブルグ金融経済大学
カルリク、アレクサンドル・エフ
セーヴィチ

副学長

21 ロシア連邦下院
ユジリン、ヴィタリー・アレクサン
ドロヴィチ

議員

22 ロシア連邦下院
ミチュシキナ、タチアナ・ニコラエ
ヴナ

下院議員秘書

23 アソシエーション・ヴァスト社
トゥルグロフ、ウラジーミル・ヴァ
レリエヴィチ

社長

24 アッセンダント
ゼレンツォフ、アレクセイ・ユリエ
ヴィチ

北西ロシア地域マネージャー

25 EMGプロフェッショナルズ㈱
レメゾヴァ、タチヤナ・ニコラエヴ
ナ

社長

26 イノタ(有)
グヴォズドフ、ボリス・グリゴリエ
ヴィチ

社長

27 インペリアル・ポーセレン㈱
パリシン、ドミトリー・ヴィタリエ
ヴィチ

販売部長

28 インペリアル・ポーセレン㈱
ファテリナ、リリアナ・ラジスラ
ヴォヴナ

上客対応部長

　ビジネス関係者

サンクトペテルブルグ代表団団員リスト（2008年４月23日現在）

サンクトペテルブルグ市政府・市議会・大学関係者
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29 エネルゴプロエクト
ブラフチク、ヴァジム・ウラジミロ
ヴィチ

社長

30 エネルゴプロエクト
ルコニナ、ナターリア・ヴィクトロ
ヴナ

対外関係部長顧問

31 エフェスク㈱
ニキチン、エヴゲニー・ニコラエ
ヴィチ

経済金融担当副社長

32 オスロ・マリーン・グループ
アルハンゲリスキー、ヴィタリー・
ドミトリエヴィチ

社長

33 オスロ・マリーン・グループ パーカー、カイト ジェネラルマネージャー

34 グルゾモビーリ㈱
コヴァリチュク、アンドレイ・イ
ヴァノヴィチ

副社長

35 高等マネジメントスクール協会
ネスメヤノヴァ、ナタリヤ・ペトロ
ヴナ

専務理事

36 サービスセンター・スペツマシュ社 ゾノワ、エレーナ・アナトリエヴナ 社長

37 サヴェガ㈱
ガネツキー、ウラジミル・ヴィクト
ロヴィチ

会長

38 サミット・プロジェクトグループ イブラヒム、インガ・サミロヴナ 通訳

39
サンクトペテルブルグ・コンテナー
シップス㈱

クラヴィング、ヴァレリー・ヴィク
トロヴィチ

販売部長

40
サンクトペテルブルグ・テクノパーク
㈱

スミルノフ、セルゲイ・ユリエヴィ
チ

社長

41 サンクトペテルブルグ銀行㈱
サヴェリエヴァ、オリガ・イヴァノ
ヴナ

42 サンクトペテルブルグ日本センター
グリエヴァ、スヴェトラーナ・ジャ
ホトヴナ

研修生

43 サンクトペテルブルグ商工会議所
カテネフ、ヴラジミル・イヴァノ
ヴィチ

会頭

44 システマ㈱ スリュシュコフ、セルゲイ 社長

45 システマ㈱
ヴァシリエフ、セルゲイ・ミハイロ
ヴィチ

財務部長

46
シストラリバーデヴェロップメンツ
(有)

ジェレイコ、イーゴリ・アレクセー
ヴィチ

プロジェクトディレクター

47 ジャパン・シーズンズ
ポノマレンコ、エリザヴェータ・イ
ヴァノヴナ

上級顧問

48 シロヴィエ・マシーヌィ㈱
クチェリャヴィ、ヴィタリー・オレ
ゴヴィチ

設備課長

49 スヴェトチ社
クジミン、エヴゲニー・ヴィクトロ
ヴィチ

会長

50 ステルフ・コーポレーション ジンギレンコ、スタニスラフ 輸送ロジスティクス部長

51 ステルフ・コーポレーション
クルツォフ、コンスタンチン・ヴャ
チェスラヴォヴィチ

開発部長

52 ストロイトレストNo.3社
コンドラチェフ、レジナルド・アレ
クセーヴィチ

部長

53 スロテクス㈱
オシポヴァ、ヴァレンチナ・アレク
サンドロヴナ

社長

54 対外経済銀行
ゴヴォルノフ、アレクセイ・アレク
サンドロヴィチ

北西連邦管区支店長

55 対外経済銀行
ボグダノフ、デニス・ウラジミロ
ヴィチ

北西連邦管区副支店長

56 ティー・エス・エヌ（TSN）
イヴァノフ、アレクセイ・セルゲー
ヴィチ

社長

57 ティー・エス・エヌ（TSN） テレギナ、マリヤ 通訳

58 トランスアエロ㈱
プレシャコフ、アレクサンドル・ペ
トロヴィチ

会長

59 トランスアエロ㈱
プレシャコヴァ、オリガ・アレクサ
ンドロヴナ

社長
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60 トランスビジネスブローケル
ヤコブレフ、ウラジミル・アレクサ
ンドロヴィチ

部長

61 ナショナル・コンテナ・カンパニー
アシュルコヴァ、アレーナ・ミロス
ラヴナ

社長

62 ネヴィス・コンプレクス
シヴィリカソフ、アレクサンドル・
ヴァレリエヴィチ

社長

63 ネヴィス・コンプレクス
グロモフ、ヴァレリー・スタニスラ
ヴォヴィチ

キーアカウントマネージャー

64 パートナー㈱
パヴロフ、イーゴリ・ヴァレリエ
ヴィチ

社長

65 パートナー㈱
ゼムスコヴァ、ユリヤ・ミハイロヴ
ナ

顧問

66 バルチモル社
テレホフ、ゲンナジー・レオニド
ヴィチ

社長

67 バルチモル社
テレホヴァ、エレーナ・アレクサン
ドロヴナ

社長秘書

68 ピオネール社 グルジン、ユーリー・ユリエヴィチ 社長

69 ファースト・クォンタム・グループ
ダツェンコ、アンドレイ・ミハイロ
ヴィチ

社長

70
ファースト・クォンタム・ペテロリア
ム

コブザリ、アンドレイ・ユリエヴィ
チ

代表

71
ファエトン・デヴェロップメント・グ
ループ

チェルニャク、アンドレイ・グリゴ
リエヴィチ

社長

72 プライスウォーターハウスクーパース 糸井 和光 日本企業部門統括シニアマネージャー

73 プライスウォーターハウスクーパース
イワノフ、アレクセイ・セルゲエ
ヴィチ

監査パートナー

74 プライスウォーターハウスクーパース
シチェルバコヴァ、ナタリヤ・スパ
ルタコヴナ

税務ダイレクター

75 プルコヴォ空港㈱
ムロフ、アンドレイ・エヴゲニエ
ヴィチ

社長

76 プルコヴォ空港㈱
コニャシェンコフ、ヴィクトル・ミ
ハイロヴィチ

開発担当顧問

77 フレクストロニクス・カンパニー ロゼンベルグ、ミハイル 副社長

78 ベスト・プロジェクト社
ヌメロフ、ニコライ・ヴァシリエ
ヴィチ

副社長

79 モルスコイ・ファサード
カルィ・ニヤゾフ、シャフカト・
シャフカトヴィチ

社長

80 ヤニノ・ロジスティクス・パーク㈱
コモフ、ドミトリー・アナトリエ
ヴィチ

開発部長

81 ラクルス
チェルニゴフ、レオニード・ミハイ
ロヴィチ

社長

82 レスルス㈱
スハレフ、ユーリー・ワシリエヴィ
チ

社長

83 レンポリグラフマシュ㈱
ソロヴェイチク、キリル・アレクサ
ンドロヴィチ

社長

84 ロシア旅行業連盟
コルネーエフ、セルゲイ・エヴゲニ
エヴィチ

副会長

85 ペテルブルグ５チャンネル カルプシナ、インナ・セルゲーヴナ ディレクター

86 ペテルブルグ５チャンネル
ベルガルト、アルトゥール・アルカ
ジエヴィチ

カメラマン

　プレス関係


