ワイヤーママ佐賀

配付＆設置場所情報

下記の場所で配付、設置させていただいております。
（2020年11月1日現在）
・スーパーモリナガ
（・小城店 ・牛津店）

神埼市

佐賀市
【幼稚園・保育園他】
・本庄幼稚園 ・藤影幼稚園 ・高岸幼稚園 ・中折幼稚園 ・白鳩幼稚園
・嘉瀬こどもの森 ・若楠幼稚園 ・嘉瀬保育園 ・光明保育園 ・信光幼稚園
・翠幼稚園 ・川原保育所 ・城東保育所 ・成章保育所 ・佐賀保育園
・巨勢保育園 ・日新こども園 ・小部保育園 ・中央保育園 ・諸富保育園
・城南保育園 ・兵庫保育園 ・精幼稚園 ・兵庫託児所 ・小鹿幼稚園
・おへそこども園 ・おへそ保育園 ・新栄保育園 ・カトリック幼稚園
・城西保育園 ・みなみ保育園 ・認定こども園くぼた ・諸富南幼稚園
・九州龍谷短期大学附属龍谷こども園 ・あかつき保育園 ・久保田保育園
・鳳鳴乃里幼稚舎 ・諸富北幼稚園 ・なかよし保育園 ・兵庫託児所きらめき園
・佐賀大学教育学部附属幼稚園 ・小規模保育園なないろ ・ふたばこども園
・東与賀幼稚園 ・エミール幼稚園 ・東与賀保育園チャイルドハウス
・博愛の里こども園 ・あおば保育園 ・日新こども園好生館分園きらら
・認定こども園佐賀西部幼稚園・佐賀西部保育園 ・真生幼稚園 ・川上こども園
・神野幼稚園 ・イオンゆめみらい保育園 ・しゅしゅの森保育園 ・金立幼稚園
・千布幼稚園 ・にじのはねこども園 ・鍋島幼稚園 ・そらいろのたね
・はとぽっぽう ・若葉保育所 ・あおぞら保育園 ・光生幼稚園 ・春日保育園
・宝正幼稚園 ・鍋島保育園 ・尚賢保育園 ・城北保育園 ・高木保育園
・川上保育園 ・南部保育園 ・北部保育園 ・三瀬保育園 ・ふじ託児所
・和泉幼稚園 ・ニチイキッズ夢咲保育園 ・青い鳥保育園 ・高木瀬幼稚園
・ひなた村自然塾 ・そらいろ保育園 ・保育園ベストフレンズ ・林檎の木保育園
・あさぎり保育園 ・ココロ保育園 ・さがのゆめ保育園 ・さがのゆめ第2保育園
・さがのゆめ八幡保育園 ・和泉ふたば保育園 ・みんなの和 ・そらいろこども園
・はなまる保育所 ・若竹保育園 ・佐賀大学病院保育園キッズパレット
・めでる小規模保育園 ・こころね保育園
【子育て支援センター他】 ・久保田児童センター ・松梅児童館 ・ゆめぽけっと
・東与賀ふれあい館 ・たからっこクラブ ・北部児童センター ・高木瀬公民館
・諸富ふれあい広場 ・川副児童センター ・東与賀児童館
・佐賀市中央児童センター ・子育てひろばさんさんさん
・チャイルドハートゆめさき ・佐賀市社会福祉協議会富士支所ふれあいルーム
【企 業】 ・Hair Design BEGAD ・花幸 ・夢企画 ・旬菜舎さと山
・Fouatons Hair ＆ Make ・美容室マーベル ・Douce ・コア ・キッチンこはく
・みしん工房 ・Rose ・ボヌール ・ＶiＳＳ ・地産開発 ・エ.ラベル ・totell
・Lien ・ニチイ学館 ・ビジョン ・レバレジーズ佐賀支社 ・市民活動プラザ
・トヨタカローラ佐賀 ・ネッツトヨタ佐賀 ・佐賀ダイハツ販売 ・CDF etendue
・アパマンショップゆめタウン佐賀店 ・ロングサン薬局 ・SAGA CHIKA ・slow
・Kid s US.Land佐賀玉屋店 ・ファミリースタジオマリオ佐賀南部バイパス店
・おちょぼ ・全教研佐賀駅前教室 ・響きの森建設 ・夢心 ・De・O・gon
・ハウスドゥ！佐賀末広店 ・うえはら整骨院 ・シアターシエマ ・TOJIN茶屋
・Hair studio VIEW ・サンキューホーム佐賀店 ・麺処いっせい ・日楽ホーム
・フコク生命堀川営業所 ・わいわい！
！コンテナ2 ・GENKIランゲージセンター
・サラダ館若楠店 ・LABO ・ハート工夢店 ・カラオケナイスデイ ・シロクロ
・学研教室佐賀事務局 ・どんぐり村 ・えびすFM89.6MHz ・英進館佐賀校
・特定非営利活動法人まちづくり機構ユマニテさが ・フードバンクさが
・グリーンコープ生活協同組合さが組合員センター ・ひとり親サポートセンター
・STSハウジングパークPATIOセンターハウス ・ABS ・ひらめき算数教室
・カラーリングハウスモラージュ佐賀店 ・エステティックサロンK's ・小川楽器
・イエローハットモンテ太陽医大通り店 ・らぁ麺田中商店 ・肥前みふく庵
・石窯パン工房シャルマン ・今泉薬局マックスバリュ店 ・Cafe Brassens
・サラダ館巨勢店 ・小田技研 ・アテンド ・マリトピア ・cafe TRES ・ひととき
・アパートメントヘアー ・イタリア酒場 King Kitchen ・南佐賀スイミングクラブ
・朝日I&Rリアルティハウスプラザ佐賀 ・いけす海幸 ・wood-style cafe
・損保ジャパンハートフルライン ・飛鳥工房 ・SUSIE ・あそびパーク
・アフラック佐賀支社 ・のむらバレエアカデミー ・Studio Ciel ・days kitchen
・放課後等デイサービスたいよう ・お食事処 丸徳 ・ヘアーコーポレーション
・おもちゃのあおきモラージュ佐賀店 ・きみどりバーガー ・田辺写真工房
・オートテラス佐賀 ・poco a bocco ・HAIR CREATE 32 ・geek hair salon
・Hair Place Addiction ・cocoron ・いい麺亭 ・JONAI SQUARE ・husco
・九州三菱自動車販売佐賀支店 ・神野公園こども遊園地 ・ドラキッズ ・mint
・放課後等デイサービスぱすてる ・ARUHI ・リブワーク佐賀支店 ・ReLife
・PIZZLIA DA GINO ・久留米ラーメン金ちゃん ・四季彩ホテル千代田館
・放課後等デイサービスこどもプラス鍋島教室 ・knot HAIR DESIGN+
・ブリヂストンスイミングスクール鍋島 ・アクセス・ジャパンスポーツクラブ佐賀
・POLA THE BEAUTY 夢咲店 ・チャレンジショップきらめき ・Sweets HEART
・赤ちゃん本舗ゆめタウン佐賀店 ・ジュピタートランポリンクラブ ・Familiar
・シュエットストーリー ・PRESS ・三瀬高原ぶるっく ・レ・シップアーレ
・くすの樹整体院佐賀多布施院 ・放課後等ディサービスさくらんぼ ・嬉野すし
・グレンタ佐賀支店 ・放課後等デイサービスたからもの ・HAIR & FACE SPA
・いずみや珈琲 ・nongo-kitchen ・中島商事佐賀支店 ・なごみ整骨院
・MOM s Bagel ・くさの鍼灸整骨院 ・ひぐちひろむ鍼灸院・整骨院
・放課後等デイサービスCanモア〜
（水ヶ江事業所 ・鍋島事業所）
・佐賀県ヤクルト販売（・総務部 ・宅配営業部 ・化粧品部 ・北川副センター
・本庄センター ・大和センター ・北部センター）
・明治屋クリーニング
（・マックスバリュ尼寺店 ・兵庫店 ・南部バイパス本庄店
・夢咲店 ・巨勢店 ・日の出店 ・本社店舗 ・玉屋店 ・西友店 ・西支店
・駅北支店 ・アルタ兵庫店 ・アルタ新栄店 ・アルタ開成店 ・アルタ高木瀬店
・あんくるふじやくぼた店）
・チェリークリーニング
（・佐賀本店 ・マルキョウ神野店 ・コープ新栄店
・南さが店 ・蓮池店 ・みくりや店）
・EQWELチャイルドアカデミー
（・佐賀教室 ・佐賀大和教室）
【コンビニエンスストア】 ・ミニストップ本庄店 ・ファミリーマート佐賀諸富店
・ローソン九電佐賀ビル店

【幼稚園・保育園他】 ・サールナートこども園 ・小桜保育園 ・仁比山保育園
・神埼双葉園 ・神埼保育園 ・西郷保育園 ・ちよだ保育園 ・神埼幼稚園
・ベリーボタン保育園 ・せふり保育園
【企 業】 ・とり玄 ・うらら亭 ・Her's hair
・饂飩屋神埼本店
・コインランドリーせんたく専科千代田店 ・カーエネクスセルフ神埼鶴店
・放課後等デイサービスこどもプラス神埼教室 ・まんえい堂
【コンビニエンスストア】
・セブンイレブン神埼町姉川店
【図書館】 ・神埼市立図書館
（・本館 ・脊振分館 ・千代田分館）
【書

【ショッピングセンター他】 ・ショッパーズかんざきサピエ ・トライアル千代田店
・ドラッグストアモリ神埼店
【病

院】 ・山田こどもクリニック ・ごんどう耳鼻科 ・たけうち小児科医院

【銀

行】 ・佐賀信用金庫神埼支店

【図書館】 ・佐賀県立図書館 ・佐賀市立図書館
（・本館 ・大和館 ・諸富館
・東与賀館 ・富士館 ・三瀬館）

・佐賀銀行
（・神埼支店 ・三田川支店 ・千代田町出張所）
【公 共】 ・神埼市役所 ・神埼町保健センター ・神埼市中央公民館
・神埼市千代田文化会館はんぎーほーる ・千代田町保健センター

神埼郡
【幼稚園・保育園他】 ・三田川幼稚園 ・くるみ保育園 ・吉野ヶ里保育園
・東脊振幼稚園 ・吉野ヶ里こども園 ・こども園きらり
【子育て支援センター他】 ・吉野ヶ里町三田川児童館 ・きらら館

・Aコープ佐賀（・城南店 ・ほくざん店）
・アルタ
（・開成店 ・ゆめ咲きいちば）
・ドラッグストアモリ
（・大和店 ・兵庫店 ・南佐賀店 ・高木瀬店 ・高木瀬東店
・神園店 ・久保田店）
【病 院】 ・内野産婦人科 ・前山皮膚科 ・おがさわら歯科・小児歯科
・すこやか女性クリニック ・しまのえ耳鼻咽喉科 ・わたなべ小児科
・うめづ歯科・小児歯科医院 ・池田産婦人科 ・田中産婦人科 ・佐賀記念病院
・植田産婦人科医院 ・おおくま産婦人科 ・庄野真由美レディースクリニック
・なかなみクリニック ・木下医院 ・木下歯科医院 ・まつした耳鼻咽喉科
・佐賀大学医学部附属病院 ・小栁記念病院 ・しげた総合診療クリニック
・富崎小児科 ・山口クリニック ・神田胃腸科内科医院 ・ささきこどもクリニック
・佐賀県医療センター好生館 ・永田天寿堂医院 ・陣内内科小児科クリニック
・こが内科こどもクリニック ・しまだこどもクリニック ・東与賀大塚医院歯科
・佐賀市休日夜間こども診療所 ・ＳＡＧＡなんでも相談クリニック ・浦歯科医院
・たんぽぽクリニック ・嘉村壽人歯科医院 ・高柳内科 ・つのだ内科クリニック
・なかしま小児科 ・おおたゆうこ小児科 ・ばばこどもクリニック ・にし歯科医院
・恵比寿クリニック ・こいけクリニック ・山口内科クリニック ・なかしま小児科
・日浦呼吸器科・内科・小児科医院 ・いちのせ歯科・小児科医院 ・神野診療所
・やまのうち小児科・内科 ・えがしら小児科医院 ・ゆきデンタルクリニック
・北川歯科こども歯科 ・いさがいこどもクリニック ・ふくしま歯科・こども歯科
【銀

行】 ・JA佐賀市中央

・佐賀信用金庫（・本店営業部 ・大崎支店 ・神野支店 ・西支店 ・天祐支店
・佐賀医大前支店 ・尼寺支店 ・高木瀬支店 ・北川副支店 ・早津江支店）

行】 ・佐賀銀行（・三日月出張所 ・小城支店 ・牛津支店）

【公

共】 ・小城市役所 ・ゆめぷらっと小城

鳥栖市
【幼稚園・保育園他】 ・ルンビニ幼稚園 ・鳥栖いづみ園 ・白鳩園 ・小鳩園
・鳥栖双葉保育園 ・下野園 ・田代保育園 ・虹の子保育園 ・あいあい保育園
・神辺幼稚園 ・慈光保育園 ・布津原幼稚園 ・弥生が丘あんじゅ保育園
・めぐみ保育園 ・やよいが丘保育園 ・みどりが丘保育園 ・とみよ保育園TOSU
・さくらさく保育園 ・かなさ保育園 ・あいりす保育園 ・しんとすげんき保育園
・ひよこ保育園とどろき ・弥生が丘マイトリー幼稚園 ・まごころ保育園
・みなくる保育園

共】 ・嬉野市役所 ・嬉野交流センター ・嬉野市社会文化会館リバティ

【幼稚園・保育園他】 ・平安こども園 ・ぴっかぶー保育園 ・ルンビニー幼稚園
・あかさかルンビニー園 ・同朋天神保育園 ・同朋広瀬保育園 ・同朋保育園
・くわこば保育園 ・おおやま保育園

【子育て支援センター他】 ・多久児童館

【子育て支援センター他】 ・有田町社会福祉協議会「ちろりん村」

【ショッピングセンター他】 ・フードウェイ多久店 ・ドラッグストアモリ多久店

【ショッピングセンター他】 ・Aコープ佐賀ブリス店 ・ドラッグストアモリ有田店

【病 院】 ・多久生協クリニック ・たく歯科クリニック
・うめず歯科口腔外科医院

【病

院】 ・岸クリニック ・松尾内科

【銀

行】 ・佐賀銀行（・有田支店 ・有田駅前支店 ・西有田出張所）

【銀

行】 ・佐賀銀行多久支店

【信用金庫】 ・伊万里信用金庫（・有田支店 ・西有田支店）

【公

共】 ・多久市役所 ・多久市観光協会 ・あいぱれっと

【公

佐賀のママが主役の子育て情報誌!

共】 ・有田町役場 ・有田町保健センター

伊万里市

・チェリークリーニング
（・武雄本店 ・マルキョウ武雄店 ・ダイレックス北方店）
【図書館】 ・武雄市図書館・歴史資料館 ・こども絵本図書館うらら
（詩楽）
の森
【書

店】 ・TSUTAYA武雄店

【幼稚園・保育園他】 ・大坪保育園 ・伊万里幼稚園 ・みなみ保育園 ・双葉園
・伊万里保育園 ・立花保育園 ・南波多保育園 ・にこにこ保育所 ・愛育園
・大川保育園 ・久原保育園 ・松浦保育園 ・医王保育園 ・たんぽぽ保育園
・牧島保育園 ・川東保育園 ・大里保育園 ・脇野保育園 ・長浜保育園
・大久保保育園 ・楠久保育園 ・鳴石保育園 ・さくら保育園 ・大川内保育園
・ベビーランドおりこうさん ・黒川幼稚園 ・里保育園 ・ぷち・るう保育園
・のいちご保育園

杵島郡

【ショッピングセンター他】 ・JA産直うちの畑 ・ドラッグストアモリ鳥栖蔵上店
・あんくる夢市場鳥栖弥生が丘店 ・マックスバリュ鳥栖村田店
・鳥栖プレミアムアウトレット

【幼稚園・保育園他】 ・永林寺保育園 ・大町保育園 ・須古保育園
・有明幼稚園 ・福田保育園 ・江北保育園 ・江北ひかり保育園 ・福富保育園
・有明わかば保育園 ・桜の園保育園 ・六角保育園 ・有明みのり保育園
・有明ふたば保育園

【病 院】 ・むらかみ小児科 ・やまさき眼科 ・ひよし小児科 ・すがい小児科
・弥生が丘みらい歯科・矯正歯科クリニック ・やましたクリニック
・じゅんせんせいのこども総合クリニック ・レディースクリニック山田産婦人科
・アルファ歯科・矯正歯科クリニック ・駒井あやこクリニック ・中川歯科医院
・とす休日医療センター ・田中こども歯科医院

【コンビニエンスストア】 ・セブンイレブン
（・伊万里柳井町店 ・伊万里瀬戸町店
・伊万里立花店）
【図書館】 ・伊万里市民図書館
【書

【ショッピングセンター他】 ・ゆめタウン武雄 ・道の駅山内黒髪の里
・ザ・ビッグ武雄店

【子育て支援センター他】 ・鳥栖市児童センター ・発達支援通園施設ひかり園
・ファミリーサポートセンター ・とす市民活動センター ・鳥栖市保健センター
・ドラッグストアモリ
（・武雄店 ・武雄インター店）
・弥生が丘保育園子育て支援センター ・めぐみ保育園子育て支援センター
・レインボー子育て支援センター
「きらら館」 ・子育て支援センター
「ありがとう」
・Aコープ佐賀（・川良店 ・武内店 ・山内店）
・レインボー子育て支援センター
「オンリーワン」
・あさひ幼稚園子育て支援ルーム
【病 院】 ・蒲地耳鼻咽喉科 ・清水医院 ・池田歯科 ・しちだこども医院
・武雄レディースクリニック ・毛利医院 ・八木産婦人科 ・のりこ歯科医院
【図書館】 ・鳥栖市立図書館 ・サンメッセ鳥栖2階図書コーナー
・太田小児科内科医院 ・くさの耳鼻咽喉科 ・新武雄あおぞら歯科クリニック
・大野病院 ・松尾歯科
【企 業】 ・ホテルビアントス ・ブルーシャン ・SWEET SHOP TAKA
【銀 行】 ・佐賀銀行（・武雄支店 ・北方支店）
・Cafe de Blue ・ポアソン洋菓子店 ・サンキューホーム鳥栖店 ・おぐまうどん
・EQWELチャイルドアカデミー鳥栖弥生が丘教室 ・からあげ専門店KITORI
・ビートスイミングクラブ鳥栖プール ・文具でぶんぐ ・福田調剤薬局
【公 共】 ・武雄市役所 ・武雄杵島地区医師会
・くらのうえ薬局 ・ALL LABO ・小川楽器鳥栖店 ・くすの樹整体院鳥栖本院
・佐賀県立宇宙科学館広報営業部

【子育て支援センター他】 ・白石町社会福祉協議会「ゆめてらす」
・江北町こどもセンター
「うるる」

店】 ・積文館書店伊万里店

【ショッピングセンター他】 ・道の駅伊万里ふるさと村
・Aコープ佐賀（・いまり店 ・黒川店 ・波多津店 ・浦之崎店 ・大川店）
・ドラッグストアモリ
（・伊万里店 ・伊万里大里店）
【病 院】 ・ますもとけんこう歯科 ・岡村医院 ・いとう小児科 ・内山産婦人科
・木本耳鼻咽喉科医院 ・産婦人科南ヶ丘クリニック ・井手小児科医院
・山本こどもクリニック ・まつうら歯科クリニック ・伸びる・こじまクリニック
【銀

行】 ・佐賀銀行伊万里支店

【信用金庫】 ・伊万里信用金庫（・本店 ・黒川支店 ・大川支店 ・山代支店
・南支店 ・東山代支店）
【公

共】 ・伊万里市役所

唐津市
【幼稚園・保育園他】 ・唐津エルアン幼稚園 ・相知エルアンこども園
・すみれ幼稚園 ・唐津ルーテルこども園 ・町田保育園 ・リョーユー幼稚園
・唐津幼稚園 ・くりのみ保育園 ・鏡保育園 ・外町保育園 ・山本保育園
・たんぽぽ保育園 ・唐津カトリック幼稚園 ・大島保育園 ・湊保育園
・唐房保育園 ・呼子保育園 ・呼子中央幼稚園 ・殿の浦愛児園 ・長松保育園
・加部島保育園 ・和多田保育園 ・切木保育所 ・小川島保育園 ・平原保育園
・双葉保育園 ・浜崎幼稚園 ・虹の森保育園 ・昭和幼稚園 ・青葉保育園
・ひかり保育園 ・北波多第二保育園 ・あけぼの保育園 ・キッズテラス

【企 業】 ・ドライブイン館 ・よつ葉薬局 ・チョボラ有明店 ・豚骨一丁有明店 【子育て支援センター他】 ・西唐津児童センター ・湊公民館 ・成和公民館
・オダカラーフォトプラザ写楽
（イオン江北店内） ・明治屋クリーニング福富店
・高串児童館 ・外町児童センター ・大良児童館 ・厳木コミュニティーセンター
・しろいし特産物直売所 ・佐賀県ヤクルト販売杵島センター
・唐津市子育て支援情報センター ・リバティカルチャーセンター
・チェリークリーニングモリナガ白石店
・唐津市こども・子育て交流フロア

行】 ・佐賀信用金庫鳥栖支店

【公 共】 ・鳥栖市役所 ・鳥栖市保健センター ・中冨記念くすり博物館
・鳥栖市民文化会館

三養基郡

【企 業】 ・一吉うどん ・パンの家 ・心ゆるり ・マルゴ&イート ・湯楽庵
・クルール・ド・銀月 ・SelectShopポポラート ・HAIKARA PHOTO STUDIO
・panne基山店

【コンビニエンスストア】 ・セブンイレブン
（・佐賀白石店 ・佐賀白石廿治店）

【図書館】 ・唐津市近代図書館 ・唐津市相知図書館

【図書館】 ・ゆうあい図書館 ・ネイブル図書コーナー

【企 業】 ・たんぽぽホーム ・ハーモニー ・焼肉おおきに ・ガスト唐津店
・たけこばマルシェ ・クロスロード英会話スクール ・らんまん＆Cafe cotocoto
・EQWELチャイルドアカデミー唐津教室 ・ホテル＆リゾーツ佐賀唐津
・赤い窯のピザ屋さんLa Luna Verde ・九州三菱自動車販売唐津店
・九州三菱自動車販売クリーンカー唐津 ・ビートスイミングクラブ唐津プール
・ビートスイミングコアプール ・ほけんコレアールイオン唐津店
・ベーカリーアンクルジャム ・スタジオマリオ唐津店

【ショッピングセンター他】 ・イオン江北店 ・Aコープ佐賀しろいし店
・ドラッグストアモリ白石店 ・スーパーモリナガ白石店 ・トライアル大町店
【病 院】 ・大隈レディースクリニック ・かたふち産婦人科 ・順天堂病院
・高島病院 ・古賀小児科内科医院 ・たなか耳鼻咽喉科クリニック
・古賀小児科内科医院病児保育室スマイルルーム ・カタフチ医院
・白石共立病院 ・池上内科小児科 ・小笠原歯科医院
【銀

行】 ・佐賀銀行（・大町支店 ・江北支店 ・白石支店）

【公

共】 ・大町町役場 ・江北町保健センター ・白石町役場

鹿島市

【図書館】 ・上峰町ふるさと学館 ・みやき町立図書館 ・基山町立図書館

【幼稚園・保育園他】 ・おとなり保育園 ・七浦保育園 ・誕生院保育園
・鹿島保育園 ・みどり園 ・アソカ保育園 ・鹿島カトリック幼稚園
・海童保育園 ・共生保育園 ・能古見保育園 ・旭ヶ岡保育園

【書

【子育て支援センター他】 ・鹿島市子育て支援センター

店】 ・グリーンウッド中原店

【ショッピングセンター他】 ・JA産直よりみち ・トライアル上峰店
・西鉄ストア北茂安店 ・マックスバリュ基山店 ・市場バリューサンエー基山店
・ドラッグストアモリ
（・基山店 ・中原店 ・上峰店）
【病 院】 ・みやべ歯科クリニック ・やまだ小児科クリニック ・上野クリニック
・スマイル歯科医院 ・国立病院機構東佐賀病院 ・ゆきこ歯科

小城市

【企 業】 ・スリムサロンカジワラ ・cafe charmmy ・パン シュクル ・Life+
・チョボラ牛津店 ・HAIR MAKE ANDY ・カーライフサポートネクスト
・ビートスイミングクラブ小城プール ・ブリヂストンスイミングスクール小城
・明治屋クリーニングセリオ牛津店 ・エコラックスランドリー ・溝上薬局中町店
・放課後等デイサービスCanモア〜牛津事業所

【図書館】
（小城館 ・三日月館 ・牛津分室）
【公 共】 ・佐賀県庁 佐賀市役所 ・佐野常民記念館 ・佐賀県国際交流協会 ・小城市民図書館
・佐賀こども劇場 ・ハローワーク佐賀 ・佐賀市観光協会 ・佐賀市医師会
・佐賀県立佐賀城本丸歴史館 ・アバンセ ・佐賀市教育委員会こども課
【書 店】 ・グリーンウッド小城店
・佐賀県教育会館 ・東与賀保健福祉センター ・佐賀県立美術館
・佐賀県立博物館 ・佐賀県健康づくり財団佐賀県検診・検査センター
【ショッピングセンター他】 ・ショッピングプラザセリオ ・トライアル三日月店
・佐賀県赤十字血液センター ・佐賀市役所三瀬支所地域振興グループ
・ユートク食品館牛津店
・三瀬保健センター

・辻薬局（・本店 ・生駒店 ・一中通り店 ・大手小路店 ・神田店 ・栄町店
・市役所通り店 ・城内店 ・大名小路店）
【書

店】 ・明林堂唐津店

【ショッピングセンター他】 ・スーパーモリナガ唐津店 ・道の駅桃山天下市
・道の駅厳木 ・あんくる夢市場唐津店 ・まいづる本店 ・まいづるスリーナイン
・まいづるCARROT西唐津店 ・まいづるCARROT浜玉店
・まいづる9（・呼子店 ・鏡店 ・鎮西店 ・玄海店 ・山本店 ・相知店
・肥前店）
・Aコープ佐賀（・からつ店 ・七山店 ・山本店 ・虹の松原店）

【銀 行】 ・佐賀銀行（・唐津支店 ・西唐津支店 ・和多田支店 ・呼子支店
・肥前町支店 ・相知支店）

【図書館】 ・鹿島市民図書館
【書

店】 ・積文館書店鹿島店

【公 共】 ・上峰町役場 ・みやき町庁舎 ・北茂安保健センター ・基山町役場
【病 院】 ・稗田産婦人科クリニック ・光武産婦人科 ・志田病院 ・田中医院
・まちなか公民館
・西川歯科医院 ・村山小児科医院 ・わしざき耳鼻咽喉科 ・とがし歯科医院
・とがし歯科第2医院
【幼稚園・保育園他】 ・三日月幼稚園 ・おひさま保育園 ・岩松保育園
・晴田幼稚園 ・三里保育園 ・あしかりこども園 ・砥川保育園 ・さくら保育園
・小城ルーテルこども園 ・小城保育園 ・牛津ルーテルこども園 ・みどり保育園
・たちばな保育園 ・牛津こどもの森 ・すまいる保育園 ・砥川みのり保育園

・佐賀県ヤクルト販売（・唐津東部センター ・唐津西部センター ・呼子センター）

【企 業】 ・ビギン ・そら色の花 ・オダカラーララベル店 ・ヘルシーみやざき 【病 院】 ・本城耳鼻咽喉科 ・久保田産婦人科・麻酔科病院 ・桑原医院
・九州三菱自動車販売鹿島店 ・プラスワン保険企画鹿島店 ・Clip Hair
・たなべクリニック産科婦人科 ・うらごう小児科医院 ・藤井内科小児科医院
・佐賀県ヤクルト販売鹿島センター ・Men s Hair salon RUFU2010
・きりの内科・小児科クリニック ・成瀬胃腸科内科クリニック
・アルファ建築空間 ・飯田自動車 ・ラビエドール
・藤岡こどもクリニック

【ショッピングセンター他】 ・ドラッグストアモリ鹿島末光店
・あんくる夢市場鹿島店 ・スーパーモリナガ鹿島店 ・Aコープ佐賀ララベル店

行】 ・佐賀銀行
（・基山支店 ・中原支店 ・北茂安支店）

佐賀のママが主役の子育て情報情報誌!

行】 ・佐賀銀行（・塩田支店 ・嬉野支店）

【公

【子育て支援センター他】 ・伊万里子育て支援センター ・大川児童センター
【企 業】 ・Link ・タケオボウル ・ARSHA ・ハウジングスマイル
・伊萬里まちなか一番館
・北方温泉七彩の湯 ・Robin's kitchen ・メリッタキッズ ・葉っぱ小屋
・武雄・嬉野メルヘン村 ・佐賀県ヤクルト販売武雄センター ・Coﬀee Shop 喜蔵 【企 業】 ・NTTドコモ伊万里店 ・シャディ伊万里店 ・多酒多菜家はしがき
・プラスワン保険企画武雄店 ・九州三菱自動車販売武雄店
・しほみ食堂 ・洋食屋バンク ・佐賀県ヤクルト販売伊万里センター ・ドルチェ
・佐賀県ヤクルト販売山内センター ・HEADS FACTORY ・おもてなし薬局若木
・伊万里スイミングクラブ ・lilianne ・カフェ・ルント ・Cafe Coeur de Nature
・クラフトワンゆめタウン武雄店 ・朝日I&Rリアルティハウスプラザ武雄店
・EQWELチャイルドアカデミー伊万里教室 ・ビートスイミングクラブ伊万里プール
・武雄スイミングセンター ・えがお快福整体たけお ・甘味屋ヒダマリ
・ポップ体育教室 ・雑貨ブーガルー ・TOMATO HEAD ・小嶋や ・武藤開発

【公 共】 ・吉野ヶ里公園管理センター広報宣伝グループ ・吉野ヶ里町役場
・吉野ヶ里パークマネジメントさが

【銀

【銀

【幼稚園・保育園他】 ・なごみ保育園 ・みどり保育園 ・ひしのみこども園
・青い鳥保育園 ・杉の子保育園 ・双葉保育園 ・のぞみ保育園 ・多久保育園
・とうぶ保育園 ・納所保育園 ・和光保育園

【子育て支援センター他】 ・武雄市子育て総合支援センター おひさま
・山崎母乳相談室 ・チャイルドハート武雄

【ショッピングセンター他】 ・スーパーモリナガ吉野ヶ里店
・道の駅吉野ヶ里さざんか千坊館

【銀

【ショッピングセンター他】 ・ドラッグストアモリ嬉野店 ・トライアル嬉野店
【病 院】 ・くりやま歯科・小児歯科 ・田中医院 ・谷口医院 ・野中医院
・独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター ・福田医院 ・森医院
・太田医院 ・樋口医院 ・嬉野温泉病院

西松浦郡

【幼稚園・保育園他】 ・武雄こども園 ・わかき保育園 ・武内保育園
・花島保育園 ・大崎保育園 ・立野川内保育園 ・かみにしやま保育園
・たちばな幼稚園 ・大楠の里こども園 ・三間坂幼稚園 ・武雄くらら園
・キッズハウス ・芳華こども園 ・小鳩の家保育園 ・ひまわり保育園
・のぞみ幼稚園 ・武雄カトリック幼稚園 ・あさひ保育園 ・志久慈音保育園

【企 業】 ・髪きり屋 ・佐賀軒ちゃんぽん吉野ヶ里店 ・チナツ洋菓子店
・くすの樹整体院神埼吉野ヶ里院 ・Hair and Make ChouChou ・みつせ鶏本舗
・写真のいけだ ・吉野麦米

・佐賀銀行
（・本店営業部 ・兵庫支店 ・諸富支店 ・鍋島支店
「ゆうゆう」
・佐賀医大前支店 ・金立出張所 ・久保田出張所 ・城北出張所 ・呉服町支店 【子育て支援センター他】 ・小城市児童センター
・牛津保健福祉センター
「アイル」 ・三日月保健福祉センター
「ゆめりあ」
・水ヶ江支店 ・与賀町支店 ・神野町支店 ・高木瀬支店 ・県庁支店
・嘉瀬町支店 ・大和町支店 ・犬井道出張所）
・佐賀共栄銀行（・本店営業部 ・若宮支店 ・兵庫支店）

【銀

武雄市

【病 院】 ・みねこ皮ふ科クリニック ・松本医院 ・タナカ歯科・こども歯科
・つかもと歯科

【書 店】 ・くまざわ書店 ・紀伊国屋書店 ・金華堂本店 ・TSUTAYA兵庫町店 【幼稚園・保育園他】 ・ひよこ保育園かみみね ・中原幼稚園 ・上峰幼稚園
・筑水幼稚園 ・風の子保育園 ・さくらの杜保育園 ・三根みどり保育園
・TSUTAYA医大通り店 ・子どもの本屋ピピン ・明林堂書店南佐賀店
・基山バディ保育園 ・つぼみ園 ・月影幼稚園 ・松若幼稚園 ・たんぽぽ保育園
・ちびはる保育園 ・見真幼稚園 ・小規模保育園ゆめのみ
【ショッピングセンター他】 ・モラージュ佐賀 ・イオンモール佐賀大和
・ダムの駅富士しゃくなげ館 ・ゆめタウン佐賀 ・まほろば市場 ・ゆめマートさが
【子育て支援センター他】
・北茂安保健センター ・基山町社会福祉協議会
・栄玉南佐賀店 ・レッドキャベツ多布施店 ・ドン.キホーテ佐賀店
・
上峰町役場 ・みやき町子育ち・子育て応援プラザTeaRa ・とっこい子育て広場
・コープ佐賀新栄店 ・フードウェイ佐賀モラージュ店 ・あんくる夢市場久保田店
・多世代交流センター憩の家 ・基山町保健センターきやま子育て交流広場
・川副ショッピングセンターラポール ・スーパービバホーム佐賀店
・四季彩の丘みやき ・みやき町児童館こども未来センター
・スーパーモリナガ
（・高木瀬店 ・空港通り店 ・本庄店 ・南佐賀店）

【図書館】 ・嬉野市嬉野図書館 ・嬉野市塩田図書館

【企 業】 ・Fountain Mountain ・スポーツクラブジェネックス有田
【企 業】 ・ミソノ美容室 ・多久製網 ・slow cafe ・ハッピースタジオ
・佐賀県ヤクルト販売直販営業部 ・佐賀県ヤクルト販売多久センター ・アムール ・吉永菓舗
・チェリークリーニングフードウェイ多久店 ・TONERY佐賀店
【図書館】 ・有田町立東図書館 ・有田町立西図書館
【図書館】 ・多久市立図書館
【書 店】 ・積文館書店有田店

・佐賀銀行
（・鳥栖支店 ・鳥栖駅前支店）
・セブンイレブン
（・佐賀兵庫南店 ・佐賀南佐賀店 ・佐賀道崎店
・佐賀新栄東1丁目店）

【企 業】 ・キッチンカフェ・リーフ ・チェリークリーニングマルキョウ嬉野店
・うれし庵 ・ヨウメイ堂薬局 ・分校カフェharuhi

【病 院】 ・徳富医院 ・小城市民病院 ・江口病院 ・はやしだ耳鼻咽喉科
・いなだ小児科・アレルギー科 ・鶴田整形外科 ・やなぎしまこども医院
・まなべ消化器内科クリニック ・ゆめ歯科・小児歯科 ・上砥川戸塚クリニック
・まえだ脳神経外科・眼科クリニック ・鶴田運動機能回復クリニック
・ひらまつ病院 ・ひらまつ内科レディースクリニック ・酒井たかよし歯科医院
・村岡内科医院

多久市

店】 ・杉山書店

【子育て支援センター他】 ・嬉野市子育て支援センター

・ドラッグストアモリ
（・小城畑田店 ・三日月店 ・牛津店）

【公 共】 ・唐津市役所 ・唐津市保健センター ・相知保健センター
・唐津市少年科学館

東松浦郡
【幼稚園・保育園他】 ・ふたば園 ・あおば園
【企業】 ・辻薬局玄海町店 ・玄海町次世代エネルギーパークあすぴあ
【図書館】 ・玄海町立図書館

【銀

行】 ・佐賀銀行（・鹿島支店）

【公

共】 ・鹿島市保健センター
（エイブル1階）

【ショッピングセンター他】 ・まいづる9玄海店

藤津郡
【幼稚園・保育園他】 ・いふく保育園 ・多良保育園 ・松濤保育園
・大浦ふたばこども園

【銀

行】 ・佐賀銀行有浦支店

【公

共】 ・玄海町役場

久留米市
【子育て支援センター他】 ・三潴保健センター ・三潴総合福祉センター

【企業】 ・漁師の館 ・居心家もと茶庵

【企

【ショッピングセンター他】 ・Aコープ佐賀おおうら店
【銀

行】 ・佐賀銀行太良支店

【公

共】 ・太良町役場 ・太良町社会福祉協議会

業】 ・未来工房 ・茉莉花

福岡市＜早良区＞
【病院】 ・たけとみクリニック

筑後市
【企業】 ・佐野恵樹園

嬉野市
【幼稚園・保育園他】 ・ルンビニ保育園 ・本應寺保育園 ・久間子守保育園
・嬉野ルンビニ保育園 ・下宿保育園 ・岩屋保育園 ・吉田保育園
・ひまわり保育園

大川市
【企業】 ・ヨコタウッドワーク

お問い合わせはワイヤーママ佐賀編集室まで

TEL.0952-20-0838
〒849-0928 佐賀市若楠2丁目2-2

E-mail:saga@wire.co.jp

FAX.0952-32-6601

他

主役はいつだってママ！

ママが毎月楽しみにしています。

広告掲載
料金

誌面広告で、
PRをしてみませんか？

ワイヤーママ佐賀は、
０歳〜１２歳のお子さんをお持ちの家事に育児に楽しく頑張るママを応援する子育て情報誌！
！

ワイヤーママ佐賀が持つメディア力！

伝達も
の
報
情
に！
ト
ク
レ
よりダイ

★発行スケジュール

幼稚園・保育園での
配布による伝達

佐賀県内
約1,300箇所に設置

佐賀県内7５％以上の幼稚園・保育園

スーパー・ドラッグストア・病院・美容

で園児さんのご家庭向けに配付・設置

室など、女性が日常的によく利用する

していただいておりますので、情報を

場所に設置し、お持ち帰りいただいて

効率よくお届けすることができます。

います。
（返本率約１０％以下）

読者およびユーザの性別・年齢層
男女とも 25 歳〜44 歳までの年代
（家族形成期）が

女

年齢層

2％

25〜34歳

30％

35〜44歳

圧倒的なシェアを占めています。ターゲットを絞っ
た販売戦略の1つとして非常に有効な媒体です。

性

18〜24歳

男

年齢層
0歳〜12歳
の子どもを
持つママが
ターゲット！

40％

毎月14日

毎月16日

掲載広告種類

掲載料金

制作料金

① 表4
W198×H297

300,000円

20,000円〜

② 表2
W210×H297

280,000円

20,000円〜

③ 表3
W210×H297

250,000円

20,000円〜

8％

④ 1頁
W210×H297

200,000円

20,000円〜

1％

⑤ 1/2頁
W190×H136.5

100,000円

10,000円〜

55〜64歳

5 10 15 20 25 30 35 40 45 ％

0

5％

2

4

6

8

10 ％

読者のライフステージと関心事
ワイヤーママ読者層は主に25歳〜44歳の子育て中のママ。
この読者層をライフステージ別に見ると、主に家族形成期・家族成長期に分けられ、以下のような興味・関心事が挙げられます。

自分磨きに
関すること

家族に関すること

・パパや子どもに

・子どもをすくすく育てたい

「かわいい・きれい」
って

・家族の思い出をたくさんつくりたい

言われたい

・季節のイベントって大切♪

・教育資金について知りたい

前月下旬

35〜44歳

1％

生活に関すること

マメにしたい

前月中旬

3％

55〜64歳

お金に関すること

配付完了日

25〜34歳

45〜54歳

・ネイル・髪のお手入れも

発行日

1％

9％

佐賀県全域に子育て情報誌「ワイヤーママ佐
賀」を毎月50,000部発行しています。また、
F a c e b o o k フォ ロ ワ ー 数 約 1 , 5 5 0 名 、
Instagramフォロワー数約1,400名（2020
年11月現在）と、佐賀のママに情報をダイレ
クトに届けます。

原稿締切日

18〜24歳

45〜54歳

0

性

申込締切日

・万が一の病気やけがへの対処

・マイホーム、
マイカーが欲しい

・お得情報が欲しい

・保険に入らなきゃ

・安心安全な暮らしを

・今のうちから貯金

ワイヤーママを使って、
お客様の情報を
佐賀のママに届けませんか？

⑥ 1/4頁
W93×H136.5

50,000円

5,000円〜

⑦ 1/6定型枠
W91×H87

25,000円

2,000円〜

（定型枠）
⑧ クーポン
W94×H53.4

10,000円

1,000円〜

①

②・③・④

⑤

⑥

⑦

⑧

（消費税は別途）

※コンテンツ下の1/2頁掲載料金は
150,000円
（税別）となります。

継続割引
掲載料金より

3ヶ月・・・・・・ 5 ％OFF
6ヶ月・・・・・・10%OFF
12ヶ月・・・・・20%OFF

ご不明点はお気軽に
お問合せください！！

□創刊

2008年8月14日創刊

□仕様

A4・中綴じ

2009年12月14日フリーペーパーへリニューアル

□発行部数

50,000部（2020年11月1日現在）

◆注意◆

□発行日

毎月１４日発行

※広告お申込の際には必ず『申込書』をご記入ください。※申込記入後のキャンセルにつきましては、発行前月

□設置箇所

佐賀県内のこども園・幼稚園・保育園（一部を除く）
・県内の子育てサークル・子育てセンター・児童館他・小児科
産婦人科・県内主要書店・大手スーパー・ショッピングモール・スーパーモリナガ・ドラッグストアモリ など

25日までは掲載料の50％、それ以降は全額申し受けます。※取材・撮影・デザインなど制作から依頼される場合

□設置数

約1,300箇所（2020年11月現在：随時増設中！！）

は別途制作料金が必要です。※年間契約をご希望の方は編集室にご連絡ください。※掲載ページを指定される場

□編集内容

子育て支援育児情報誌

合は、
面指定料として掲載料金の30％を加えさせて頂きます。

□発行元

株式会社アパナビ

