
　
◆青葉区
アーバン歯科クリニック
iアートくどう音楽教室
adidas sportspark
愛子児童館
あやし小児科医院
イーコンセプト株式会社
石井屋
INSPA仙台一番町
インドアスポーツコート ディアス中山
PJ's Rasoi仙台五橋店
ウツミ工務店株式会社
英語教室ABCkids
エナジールーム「アトモス」
絵本と木のおもちゃ横田や
おおうち歯科
大沢児童館
大竹児童館
折立児童館
貝ヶ森児童館
鹿島デンタルオフィス
株式会社かたくりの宿
片平児童館
カフェ パンプルムゥス仙台
上杉児童館
カワイ音楽教室ミュージックスクール仙台
川平マイスクール児童館
川前児童館
かわむらこどもクリニック
北六番丁コミュニティ児童館
Kids Duo 上杉店
キバコ
木町通児童館
葛岡リサイクルプラザ
国見ヶ丘せんだんの杜保育園地域子育て支援センター
国見児童館
Creatuion HAIR MAKE
栗生児童館
合同会社フィジック
こどものほんのみせ ポラン
小松島児童館
桜ヶ丘マイスクール児童館
サンマリ国見店
サンリツ楽器仙台本店
柴崎内科小児科医院
住宅金融支援機構
定禅寺デンタルクリニック
STUDIO PrincesS
スタッフサービス・メディカル
セイントマザークリニック
仙台国際センター
仙台市科学館
仙台市子育てふれあいプラザのびすく仙台
仙台市博物館
仙台市広瀬図書館
仙台中央音楽センター
仙台メディカル鍼灸整骨院
仙台YMCA
セントラルウェルネスクラブ北仙台
台原児童館
高橋歯科小児クリニック
館田小児科医院
DANCE STUDIO HEAT
TSUTAYA愛子店
TSUTAYA荒巻店
TSUTAYA北仙台店
トッツランゲージセンター
中山児童館
なかよしミュージック
錦ヶ丘ヒルサイドモール
八幡児童館
東六番丁児童館
広瀬マイスクール児童館

feel.a
ふくろうカフェRicky仙台店
マサキデンタルクリニック
水の森児童館
南吉成児童館
みやぎ生協国見ケ丘店
みやぎ生協台原店
みやぎ生活協同組合愛子店
みやぎ生活協同組合岩切
みやぎ生活協同組合貝ヶ森
みやぎ生活協同組合柏木
みやぎ生活協同組合木町
みやぎ生活協同組合桜ヶ丘
みやぎ生活協同組合錦町店
みやぎ生活協同組合八幡町店
MerryMerryChristmasland
ヤマザワ仙台中山店
ヤマト屋仙台八幡町店
ヤマハ音楽教室一番町音楽センター
ヤマハ音楽教室杜の音楽館
US.LAND仙台錦ヶ丘店
ゆうデンタル北仙台クリニック
ヨークベニマル荒巻店
ヨークベニマル仙台愛子店
ヨークベニマル南吉成店
吉田カメラ仙台本店
吉成児童館
リズムあそび教室
リノべる株式会社仙台営業所
YMCメディカルトレーナーズ
スクール仙台校
岩松旅館
◆泉区
アークオアシスデザイン仙台泉店
アイスリンク仙台
青葉こどもと親の歯科医院
A demain
イオン新体操スクール
五十嵐小児科
泉ヶ丘児童センター
いずみく整骨院
イタリア厨房 ドーノドーノ 仙台泉店
英会話アスター
NPO法人子育て支援アシスト・エフワン
everyday café
桂児童センター
株式会社モリタ装芸仙台店
加茂児童センター
カワイ音楽教室イオン泉大沢
北中山児童センター
グリーンマート桂店
黒松児童館
向陽台児童館
くんぷう
斎藤接骨院
シベールの杜桂店
シベールの杜南中山店
JOY FITスパ仙台泉
将監児童館
将監児童センター
将監西児童館
食彩館イトー泉松森店
食彩館イトー仙台泉店
新田児童館
スプリングバレー泉高原
スポパーク松森
住吉台児童センター
ゼロ村カフェ
仙台市子育てふれあいプラザのびすく泉中央
高森児童センター
高森東児童センター
館児童センター
長命ヶ丘児童センター
TSUTAYA泉古内店
蔦屋書店仙台泉店

TSUTAYA松森店
榴岡児童館
鶴が丘児童センター
寺岡児童センター
七北田公園都市緑化ホール
七北田児童センター
南光台児童館
南光台東児童センター
虹の丘児童センター
ニューフロンティアテニスクラブ
negla設計室
根白石児童館
畑の詩ジャワの風
ブーランジェリー マルシェ
ホームセンタームサシ仙台泉店
松陵児童センター
みうら写真スタジオ
南中山児童センター
宮城県図書館
みやぎ生活協同組合黒松
みやぎ生活協同組合高森
みやぎ生活協同組合南光台
みやぎ生活協同組合虹の丘
八乙女児童館
ヤマザワ泉ヶ丘店
ヤマザワ加茂店
ヤマザワ松陵店
ヤマザワ住吉台店
ヤマザワ長命ヶ丘店
ヤマザワ南光台店
ヤマハ音楽教室ミュージ館・泉
ヤマハ音楽教室ミュージック
バルーン南光台
やまぼうし
有限会社ビレジ
ヨークベニマル泉古内店
ヨークベニマル泉将監店
ヨークベニマル泉野村店
ヨークベニマル市名坂店
ヨークベニマル真美沢店
ヨークベニマル南中山店
リトルワンダーズインターナショナルスクール
◆太白区
あさか整骨院
秋保ヴィレッジ
秋保フィッシングエリア
秋保ベジ太倶楽部農家のレストラン
e顔写真館スタジオくらうち
イトマンスイミングスクール向山校
ウイニングショットインドアテニス
スクールあすと長町校
上野山児童館
奥州秋保温泉蘭亭
太田とうふ店
大野田児童館
おおまち写真社
鹿野児童館
café 1un 2deux 3trois, soleil！
カルチャースクール Sense泉崎スタジオ
玩愚庵こけし屋
キッチンｔｏｔｏ
木の家
紀伊国屋書店仙台店
郡山児童館
KOTOBA WORLD★STARRY★
KOYAGI BAKERY
金剛沢児童館
サンマリ向山店
J-fit南仙台店
島村楽器仙台長町モール店
修学館
すずき小児科・内科医院
シベールの杜富沢店
スポーツクラブ　ルネサンス仙台長町南
セルコホーム ズーパラダイス八木山

仙台市子育てふれあいプラザのびすく長町南
仙台市太白図書館
仙台市電保存館
仙台市東四郎丸児童館
仙台万華鏡美術館
太白マイスクール児童館
DANCE STUDIO UP'S
地底の森ミュージアム
天然酵母パン オ フルニル デュ ボワ
中田児童館
長町児童館
長町南児童館
西多賀児童館
西中田児童館
花水こどもクリニック
東中田児童館
東長町児童館
人来田マイスクール児童館
Be COOL富沢店
袋原コミュニティ児童館
FUT MESSE長町店
BAGEL U
ホテル瑞鳳
松本小児科
みやぎ生活協同組合太子堂店
みやぎ生活協同組合富沢
みやぎ生活協同組合長町店
みやぎ生活協同組合西多賀
みやぎ生活協同組合柳生
みやぎ生活協同組合八木山店
向山児童館
ムラサキスポーツ ザ・モール仙台長町店
茂庭台児童館
もみの木整骨院 仙台鈎取店
杜の都のチーズケーキ工房yuzuki
柳生児童館
八木山児童館
八木山市民センター
八木山南児童館
ヤマザワ中田店
ヤマザワ長町南店
ヤマザワ茂庭店
ヤマハ音楽教室泉崎センター
ヤマハ音楽教室八木山センター
ヤマハ音楽教室はーもにーらんど柳生
湯元児童館
ヨークベニマルあすと長町店
ヨークベニマル仙台西の平店
ヨークベニマル富沢西店
ヨークベニマル茂庭店
ヨークベニマル柳生店
ヨークベニマル山田鈎取店
LABO＆STUDIO AOBA
ル・グレン八木山店
レゴスクール・仙台あすと長町
LOGWAY BESS仙台
和雑貨・フォトスタジオなごみ
◆宮城野区
ITAGAKI TBCハウジング店
岡田児童館
オレンジフィールド　インドアテニススクール
café craft
café KNIT
株式会社オフィスベンダー
株式会社西洋ハウジング仙台支店
株式会社ピースクラフト
ゴールドジム仙台サンプラザ
幸町児童館
幸町南児童館
佐々木写真館
サンマリ原町店
Shop&Café ジュラの杜 
STEP English School
SPORTS STAGE LIVERA
仙台市子育てふれあいプラザのびすく宮城野
仙台市宮城野児童館
仙台市宮城野図書館
高砂児童館
田子児童館

TSUTAYA新田東店
TSUTAYA田子店
燕沢児童館
鶴ヶ谷西児童館
鶴ケ谷東マイスクール児童館
東海住宅株式会社仙台駅東支店
東部児童館
内科小児科本間医院
中野栄児童館
福室児童館
はなまる整骨院
原町児童館
原町もんま整骨院
ピボット仙台原ノ町営業所
フィットネスクラブ ソプラティコ仙台
BOOK WITH CAFÉ MARY COLIN
枡江児童館
宮城県済生会こどもクリニック
みやぎ生活協同組合幸町（セラビ）
みやぎ生活協同組合新田東店
みやぎ生活協同組合高砂駅前
みやぎ生活協同組合榴岡
みやぎ生活協同組合鶴ヶ谷
ヤマザワ高砂店
ヤマザワ田子店
ヤマト屋書店東仙台店
ヤマハ音楽教室田子西センター
ヤマハ音楽教室苦竹教室
ヤマハ音楽教室萩野街センター
ユーロバス アトリエ
ヨークベニマル新田東店
ヨークベニマル田子西店
ヨークベニマルフォレオ東仙台店
ヨークベニマル福田町店
ラポールヘア仙台コロナワールド店
◆若林区
荒井東1号公園スポーツパークSPiA
荒町児童館
大内恭子ピアノ教室
沖野児童館
沖野マイスクール児童館
おざわ女性総合クリニック
蒲町児童館
こどものミュージックランド音楽教室
サイト工業株式会社
サンマリ沖野店
七郷児童館
シベールの杜荒井店
しんてらこどもクリニック
仙台市子育てふれあいプラザのびすく若林
仙台市農業園芸センター
太陽とオリーブ
つかさ屋大和町店
TSUTAYAやまとまち店
遠見塚児童館
パン工房 takupan
古城児童館
南小泉交通公園
南材木町児童館
みやぎ生協荒井店
みやぎ生活協同組合沖野
みやぎ生活協同組合新寺店
みやぎ生活協同組合南小泉
眼鏡市場 仙台荒井店
めぐみ整骨院
ヤマザワ荒井店
大和児童館
有限会社クレア
ヨークベニマル遠見塚店
ヨークベニマル若林店
ルーシーヘアーアンドビューティー
連坊小路マイスクール児童館
六郷児童館
六丁目農園
若林区中央児童館
若林児童館 

あいかわ小児クリニック

石巻市桃生子育て支援センター
キッズホーム
石ノ森萬画館
かづま歯科クリニック
川の上・百俵館
佐久間眼科小児科医院
にじいろひろば
Pizza＆Wine TARTARUGA．
福来館
マタニティ・子育てひろば「スマイル」
道の駅　上品の郷
みやぎ生活協同組合石巻大橋
みやぎ生活協同組合石巻渡波
みやぎ生活協同組合蛇田店
ヤマハ音楽教室あけぼのセンター
ヤマハ音楽教室石巻センター
ラポールヘア石巻店

岩沼市子育て支援センター
大手町歯科クリニック
cafeおやこの木
北児童センター
地域子育て支援センターひよこプラザ
西児童センター
東児童館
南児童館
みやぎ生活協同組合岩沼（セラビ）
森川こどもクリニック
モンタナリゾート
ヤマハ音楽教室岩沼センター

あ・ら・伊達な道の駅
遠藤歯科クリニック
大崎市図書館
オニコウベスキー場
Cafe AT HOME
感覚ミュージアム
子育てわくわくランド
ジェイムズ英会話 古川校
スタジオスマイル
ソマキミュージック
田尻子育て支援総合施設すまいる園
デリシャスファーム株式会社
NAKAZATO hair&relaxation
鳴子温泉観光案内所
鳴子観光ホテル
日本こけし館
ボルダリングジム ビーナッツ大崎古川店
みやぎ生活協同組合古川南
Mewビューティー&キッチン 
ヤマハ音楽教室リオーネふるかわセンター

角田市子ども図書館
さとう写真館

一迫子育て支援センター
鶯沢子育て支援センター
金成子育て支援センター
くりこま高原自然学校
栗駒子育て支援センター
栗原市一迫図書館
くりはら田園鉄道公園
志波姫子育て支援センター
瀬峰子育て支援センター
高清水子育て支援センター
築館子育て支援センター
花山子育て支援センター
道の駅　路田里はなやま
若柳子育て支援センター

気仙沼海の市・シャークミュージアム
気仙沼図書館
スタジオスリーファイブ
道の駅　大谷海岸「はまなすステーション」

本吉図書館

海鮮せんべい塩竈
カール英会話スクール塩釜本校
こぐえ歯科クリニック
しおがま子育て支援センターここるん
塩竈市民図書館
パールクラシックバレエスタジオ
平尾音楽教室
藤倉児童館
ふれあいエスプ塩竈　　　
ふれあいエスプ塩竈図書室
みやぎ生活協同組合塩釜栄町店
みやぎ生活協同組合塩釜杉の入
ヤマザワ塩釜中の島店
ヤマハ音楽教室塩釜駅前センター
ヨークベニマル塩釜店

白石市役所
白石市役所ふれあいプラザ・地域子育て支援センター
白石市第一児童館
白石市第二児童館
tsuribori café Clover
ホワイト急便 白石蔵王駅東口店
みやぎ生活協同組合白石（セラビ）
ヤマハ音楽教室白石センター

IZUMU
おおしろ接骨院
家庭文庫ちいさいおうち
カハデルフゲテフォトスタジオ
ko-an
Jugemu
全身もみほぐし&リフレ（R）
多賀城市子育てサポートセンター
多賀城市立図書館
東北歴史博物館
ピュアスポーツ多賀城スイミング
マムズ・マート仙台多賀城ストア
みやぎ生活協同組合大代
みやぎ生活協同組合高砂
みやぎ生活協同組合多賀城
ヤマザワ多賀城店
ヤマハ音楽教室多賀城センター
ヨークベニマル多賀城店

明石台こどもクリニック
小松こども歯科
コミュニティクリニック上桜木
TSUTAYA富谷大清水店
富ケ丘公民館図書室
とみや子育て支援センターここるん
富谷中央公民館図書室
成田公民館図書室
西成田コミュニティーセンター
東向陽台公民館図書室
みやぎ生活協同組合明石台
ヤマザワ富谷成田店
ヨークベニマル明石台店
Rice Bread Factory MonaMona
log hair atelier
ロティサリー・ダイニングMaHaNa

えほんカフェ おひさまの国
道の駅みなみかた
道の駅米山ふるさとセンターY・Y
道の駅林林館
南方子育てサポートセンター
みやぎ生活協同組合加賀野
みんなのカフェtetote

キッズワールド
シベールの杜　名取店

食彩館イトー名取店
高館あおぞら保育園子育て支援センター
那智が丘児童センター
Natu-Lino
名取市図書館どんぐり子ども図書室
春ウイメンズクリニック
増田児童センター
みやぎ生活協同組合名取西店
ヤマザワ愛島店
ユースポーツクラブ名取
ヨークベニマル名取西店
ヨークベニマ名取バイパス店
ラポールヘア名取手倉田店

鳴瀬子育て支援センター
東松島市図書館
矢本子育て支援センター

◆女川町
女川町子育て支援センター
女川町地域医療センター「じょっこおながわ」

◆蔵王町
アトリエデリス
コカ・コーライーストジャパン蔵王工場
蔵王子ども支援センター
蔵王町立図書館
ZAO BOO
蔵王ブルーベリーファーム
蔵王焼万風窯
蔵王酪農センター
宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター
みやぎ蔵王えぼしリゾート
みやぎ蔵王スキー場 すみかわスノーパーク
森の芽ぶき たまご舎蔵王本店
◆七ヶ宿町
道の駅七ヶ宿

◆加美町
加美町小野田図書館
スタジオチバ
中新田図書館
◆色麻町
色麻町役場 子育て支援センター

◆大郷町
道の駅おおさと
◆大和町
仙台ピアノ工房
大和町児童支援センター
ピュアスポーツ大和スイミング
みやぎ生活協同組合大富
ヤマザワ杜のまち店
ヤマザワ吉岡店
ヨークベニマル大和吉岡店

◆大河原町
大河原町駅前図書館　絵本と学びのへや
大河原町子育て支援センター
大河原児童センター
おおがわら天然温泉 いい湯
大河原町役場
上谷児童館
さくら小児科医院
写真の大宮
ピュアスポーツ仙南スイミング
みやぎ生活協同組合大河原店
ヤマハ音楽教室大河原センター
◆川崎町
シベールハーツランドファクトリーテラス
みちのく杜の湖畔公園
みちのく杜の湖畔公園北地区みちのく自然共生園
みやぎ蔵王セントメリースキー場

森のピザ工房ルヴォワール
◆柴田町
株式会社サカモト
柴田町図書館
船迫こどもセンター
ヤマハ音楽教室槻木センター
◆村田町
沼辺児童館
村田町子育て支援センター

◆美里町
青生児童館
牛飼児童館
小牛田図書館
小牛田保育所小牛田子育て支援センター
南郷児童館南郷子育て支援センター
不動堂児童館
美里町南郷図書館
◆涌谷町
柏谷写真館

◆七ヶ浜町
七ヶ浜町子育て支援センター
ヤマザワ汐見台店
◆松島町
ILECAFE
A&COOP松島
M Pantry
松島町児童館
松島町野外活動センター
松島レトロ館
◆利府町
カール英会話スクール利府青山校
子育て広場「十府っ子」
利府町西部児童館
仙塩利府病院病児保育室
みやぎ生活協同組合利府店
ヨークベニマル利府店
ヨークベニマル利府野中店
利府町役場
利府町東部地区子育て支援センター「ペア・キッズ」

◆南三陸町
南三陸町地域子育て支援センター

◆山元町
山元町こどもセンター
◆亘理町
みやぎ生活協同組合亘理

仙台市

石巻市

岩沼市

大崎市

角田市

栗原市

気仙沼市

塩釜市

白石市

多賀城市

富谷市

加美郡

本吉郡

亘理郡
黒川郡

柴田郡

遠田郡

宮城郡

登米市

名取市

東松島市

牡鹿郡

刈田郡

冬号 設置リスト
宮城版


