
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポスターが貼ってあるお店はみやぎっこ応援の店！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さんとの来店や，母子手帳の提示など， 

お店で設定した方法でお子さんが確認できれば 

値引きやおまけ，ポイントなどのサービスが！！ 

入りにくいと思っていたあのお店が， 

実はお子様連れ歓迎の場合も…？！ 

  

お出かけ 

× 

子育て支援 
 

「みやぎっこ応援の店」にお出かけしませんか？ 

「みやぎっこ応援の店」は，宮城県で子育てをする御家

庭を独自のサービスでサポートするお店です。 

お子さま連れの方が過ごしやすいようなお店のレイアウ

ト，お子さま連れの方への割引，お子さまへのプレゼン

トなど，さまざまな形で子育てを応援しています。 

あなたの子育てをそっと手助けする，それが「みやぎっ

こ応援の店」です。「みやぎっこ応援の店」を利用して，

家計をらくに，リラックスして，楽しく子育てしましょ

う！ 

子育てをらく・ラク・楽しちゃお！ 

©宮城県・旭プロダクション 

 

 

 

5%OFF 

玩具ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 



 

宮城県内に複数 

店舗があるお店 

一関信用金庫 

 

対象：18歳以下の子どもを扶養している個人 

サービス内容：定期積金(3年以上)の店頭表示

金利に＋0.1％ 

確認方法：健康保険証等の提示 

お店からのコメント 【すこやか積金】18 歳以下のお子様を扶養して

いる個人を対象とした定期積金をお取扱いしております。 

県内 2 店舗（金成支店/若柳支店） 

うさちゃんクリーニング（ロイヤルネットワーク株式会社） 株式会社 ごんきや 

 対象：妊婦，中学生以下の子どもがいる家庭 

サービス内容：一部を除きクリーニング品 20％OFF 

確認方法：子どもとの来店・県外向けパスポー

ト画像の提示 

 

対象：子育て世帯 

サービス内容：ご葬儀（基本料金より最大 20％OFF）

/お仏壇 20％OFF(現代仏壇を除く)/仏具・神具

10％OFF（セール品を除く） 

※他の割引制度、優待特典との併用はできません。 

確認方法：子どもとの来店 

お店からのコメント ピンクの看板とうさぎのキャラクターが目印の

「うさちゃんクリーニング」は，家計にやさしい価格と良質なサービス

で，幅広いお客様から愛されております。 

ご来店お待ちしております。 

お店からのコメント 創業 200 年となる当社は地域でいちばん「あり

がとう」をいただける企業をめざします。 

仏事に関するご相談は，県内 10会館，9店舗のごんきやにお任せ下さ

い。 

県内 85 店舗（生協セラビ岩沼店/岩沼西口店/ヨークベニマル岩沼店/フーズガーデン玉浦店/

ヨークベニマル角田店/生協明石台店/ヤマザワ成田店/ヤマザワ吉岡店/西友吉岡店/ヤマザワ

杜のまち店/生協塩釜栄町店/ヤマザワ塩釜中の島店/生協大河原店/仙台店/スーパービッグ吉

成店/八幡町４丁目店/折立店/モリヤ落合店/栗生店/西友木町店/ヨークベニマル南吉成店/生

協桜ヶ丘店/生協国見ヶ丘店/ヨークベニマル愛子店/生協貝ヶ森店/生協虹の丘店/ヤマザワ松

陵店/ヤマザワ長命ヶ丘店/ヤマザワ南光台店/住吉台店/ヤマザワ住吉台店/泉ヶ丘店/向陽台店

/ヤマザワ加茂店/南光台南１丁目店/北中山店/泉５丁目店/ヨークベニマル南中山店/生協高森

店/ヨークベニマル泉将監店/ヨークベニマル真美沢店/イオン仙台中山店/市名坂店/ヨークベ

ニマル仙台上谷刈店/ヨークベニマル泉古内店/ヤマザワ茂庭店/スーパービッグ東中田店/サン

マリ向山店/ビッグハウス大野田店/西多賀店/生協新八木山店/長町３丁目店/泉崎店/生協長町

店/イオン富沢店/仙台幸町店/宮千代店/鶴ヶ谷４丁目店/ヤマザワ田子店/ヨークベニマル新田

東店/原町店/フォレオせんだい宮の杜店/モリヤ今泉店/スーパービッグ六丁目店/サンマリ沖

野店/一本杉店/生協新寺店/アクロスプラザ荒井東店/イオン多賀城店/ヤマザワ多賀城店/ヤマ

ザワ愛島店/イオンモール名取店/利府店/生協利府店/ヤマザワ汐見台店/ヨークタウン白石店/

ヤマザワ白石東店/ヤマザワ白石北店/ヤマザワ古川北店/ヤマザワ古川バイパス店/トラスト岩

出山店/古川店/ウジエスーパー中里店/ウジエスーパー塩釜店/ヨークベニマル塩釜北浜店） 

県内 10 会館，9 店舗 

（葬祭会館ネットワーク  TEL：0120-365-554 

セレモニア五橋 欅会館/セレモニア長命ヶ丘 梓会館/セレモニア南光台 椿会館/セレモニア

高砂 桜会館/セレモニア岩切利府 楓会館/セレモニア多賀城 橘会館/セレモニア多賀城 橘別

館/セレモニア松島 柊会館/セレモニア塩釜 楠会館/セレモニア塩釜 ごんきや会館 

お仏壇のごんきや  TEL：022-266-5559 

仙台本店/長命ヶ丘支店/南光台支店/高砂支店/岩切支店/多賀城支店/松島支店/塩釜本店/西

塩釜サテライト支店 

現代仏壇専門店「ギャラリーメモリア」  TEL：022-227-4555 

五橋店/長命ヶ丘店/多賀城店 

現代仏壇ギャラリー  TEL：022-786-3666 

高砂店/西塩釜サテライト店） 

みやぎ生協 杜の都信用金庫 

 

対象：乳幼児の子どもがいる家庭 

サービス内容：乳児室の設置 

確認方法：－ 

 

対象：中学生以下の子どもがいる家庭 

サービス内容：普通預金契約時，アンパンマン

グッズをプレゼント 

確認方法：母子手帳，健康保険証等の提示 

お店からのコメント ベビーシートまたはベビーベッド等を設置して

おりますので，お気軽にご利用下さい。 

 

お店からのコメント － 

 

県内 36 店舗（多賀城店/南小泉店/西多賀店/沖野店/古川南店/大代店/黒松店/桜

ヶ丘店/富沢店/白石店/幸町店/国見ヶ丘店/岩沼店/六丁の目店/台原店/加賀野店

/柳生店/石巻大橋店/高砂駅前店/明石台店/亘理店/塩釜杉の入店/高森店/榴ヶ岡

店/新田東店/愛子店/名取西店/大河原店/南光台店/岩切店/八幡町店/高砂店/八

木山店/利府店/塩釜栄店/石巻蛇田店/新寺店） 

県内 28 店舗（本店営業部/中央支店/連坊小路支店/長町支店/宮町支店/北仙台支

店/八幡町支店/原町支店/西多賀営業部/卸町支店/南光台支店/六郷支店/高砂支

店/中田支店/宮城町支店/泉中山支店/古川支店/塩竈営業部/七郷支店/黒松駅前

支店/泉中央支店/西中田支店/岩切支店/福田町支店/多賀城支店/玉川支店/北支

店/七ヶ浜支店） 



 

 

県内のお店 

Ａｌｄｉｎｏ（ｱﾙﾃﾞｨｰﾉ） 

 

対象：子育て世帯 

サービス内容：赤ちゃん連れでも来やすい店舗

づくり 

確認方法：－ 

お店からのコメント 赤ちゃん連れの方も気軽にいらしていただける

ようなお店づくりをしておりますので，どうぞお立ち寄り下さい。 

住所：仙台市泉区将監殿 3-9-4 

T E L：022-707-1401 

大きな青い馬 珈琲まめ坊 

 対象：子育て世帯 

サービス内容：御利用でおまけ（猫雑貨）をプ

レゼント 

確認方法：子どもとの来店 

 

対象：子育て世帯 

サービス内容：ミルク用のお湯提供 

確認方法：子どもと来店し，申出 

お店からのコメント 猫雑貨専門店大きな青い馬です。通信販売

（http://www.aoiuma.jp/）もいたします。 

お問い合わせはこちら→メール：info@aoiuma.jp 

お店からのコメント 店主が惚れ込んだ世界各地の農園から生豆を仕

入れ丁寧に自家焙煎。木のぬくもりを感じる店内でゆったり珈琲タイ

ムを。入口はスロープですので，ベビーカーでも安心です。 

住所：仙台市青葉区上杉 1-3-12 

T E L：022-261-4784 

住所：仙台市青葉区米ヶ袋 1-1-12 

T E L：022-738-8066 

平和交通 器の郷 ひろ埜 西多賀店 

 

対象：同乗の子ども 

サービス内容：切って組み立てるとタクシーに

なる「クラフトタクシーカード」プレゼント 

確認方法：予約時に申出 

 

対象：子育て世帯 

サービス内容：特価品を除き 10％OFF 

確認方法：子どもと来店し，申出 

お店からのコメント 厚生労働省が進める，子育てを含む「女性活躍

推進企業」です。ご利用をお待ちしております。 

お店からのコメント 大切な器が壊れたら『金継ぎ修理』でお直しできますよ。

家族の思い出と共に大切にできる器があることって嬉しいですね。是非，ご相談

ください。身体に安全な器を展示販売しております。 

ご来店お待ちしております。 

住所：仙台市青葉区国見 5-4-22 

T E L：022-234-7373 

住所：仙台市太白区西多賀 3-6-45 

T E L：022-244－8401 

器の郷 ひろ埜 塩竈店 ＣＡＦＥ ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ（ｶﾌｪ ﾊﾞﾀﾌﾗｲ） 

写真・イラス

ト・ロゴ等 

対象：子育て世帯 

サービス内容：特価品を除き 10％OFF 

確認方法：子どもと来店し，申出 

 

対象：子育て世帯 

サービス内容：お子様メニューご注文のお客様

にポイント 2倍サービス 

確認方法：子どもとの来店 

お店からのコメント ボクも私もパパもママもみんな健康が第一!!ママが作

ってくれる美味しい食事も安全な器がいいね。きれいで安全な器で『モリモリパ

クパク』家族でお話しながらゆっくり食べましょう～～!! 

小さな子供さんへの可愛い器が沢山そろっています。是非ご来店下さいませ。 

お店からのコメント JR 石巻駅から徒歩 1 分。ママと子供と地域のカ

フェ。手作りランチやスイーツを提供し，地域の皆様と供に癒しの空

間を作っています。 

住所：塩竈市本町 3-4 

T E L：022-367-7901  

住所：石巻市穀町 12-23 大同会館 2階 A 

T E L：080-2803-4803 



 

 

大沼本舗 早園工務店 

 

対象：子育て世帯 

サービス内容：一部商品（自社製品）値引き 

確認方法：子どもと来店し，申出 

 

対象：中学生以下の子どもがいる家庭 

サービス内容：工事金額によりお子様に図書券

をプレゼント 

確認方法：子どもと来店し，申出 

お店からのコメント 昭和 20年創業以来，素材にこだわり保存料を使

わず，体にやさしい菓子作りを続けております。 

ぜひ，四季折々の機会に和菓子をお召し上がりください。 

お店からのコメント 図書券は，かわいい絵本やお子様の好きな本を

選んでほしいので，ささやかですがプレゼント致します。 

住所：石巻市桃生町給人町字東町 119 

T E L: 0120-76-3213 

住所：大崎市鹿島台平渡字中里 23-2 

T E L：0229-56-2188 

東多賀の湯 白石モーター 

 

対象：子育て世帯 

サービス内容：入浴料 20％OFF/宿泊料直接申込

にかぎり 10％OFF 

確認方法：子どもとの来店 

 

対象：中学生以下の子どもがいる家庭 

サービス内容：ガス機器や灯油機器，水回り設

備機器の購入の際に粗品進呈 

確認方法：見積作成時の現場打合せで申出 

お店からのコメント アトピーやあせもに良く効く温泉です。平成 28

年 7 月浴室全面改装いたしました。新しい東多賀の湯へお越しくださ

い。（予約：http://www.higashitaga.net） 

お店からのコメント 白石市を中心に仙南地域でプロパンガスや灯油

の販売，給排水設備工事を行っております。いつでもお気軽にご相談

ください。 

住所：大崎市鳴子温泉字新屋敷 160 

T E L：0229-83-3133 

住所：白石市字中町 30 

T E L：0224-25-8511 

スパッシュランドしろいし そば処古川大名 

 

対象：子育て世帯 

サービス内容：御家族様施設利用料 10％OFF 

確認方法：子どもとの来店 

 

対象：①妊婦，②未就学児，③18 歳以下の貧

困者，④シングルマザー 

サービス内容：①10％OFF/②，③無料/④50％

OFF 

確認方法：来店し，申出 

お店からのコメント オールシーズン ドキドキ ウォーターパラダ

イス！！一年中子育て，ガンバルママを応援します。 

お店からのコメント 母に愛された記憶こそ，こどもたちの生きる力

の根源です。ガンバルママ応援！！ 

住所：白石市小原字西川久保 18 

T E L：0224-29-2326 

住所：遠田郡美里町関根字堤筒 82 

T E L：0229-34-2800 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほかのお店については，県 HP（右記 QRコード）を御覧ください。      

みやぎっこ応援

の店の目印は 

このポスター！ 

画像を保存すれば，県外

で利用する時も安心！ 


