を一番良く知 ちだからできる、効 果 的 な 戦 略 を ご提案 します。
マ
マ
て
育
子
私た
ってる

北茨城市

みなかみ町

版
とちぎ

片品村

川揚村

高山村

発行部数

塩谷町

榛東町

（2015年3月現在 40,797部）

前橋市

40,000部

桐生市

伊勢崎市

富岡市

太田市

邑楽町
館林市

栃木市

上三川町

益子町
真岡市

下野市

足利市

古河市
五霞町

境町

下妻市
つくば市

鉾田市

かすみがうら市

阿見町 美浦村
つくばみらい市 牛久市
守谷市

取手市

龍ヶ崎市
利根町

稲敷市
河内町

神栖市

小山市

●茨城県内私立幼稚園 141園配付
●茨城県内私立保育園 78園配付
●茨城県内公立幼稚園 113園配付
●茨城県内子育て支援センター 18カ所
●茨城県内図書館 41カ所
●茨城県内その他施設・店舗etc 40カ所

小美玉市

潮来市

上野村

壬生町
佐野市

大洗町

茨城町
石岡市

鹿嶋市

神流町

●栃木県内私立幼稚園 151園配付
●栃木県内私立保育園 70園配付
●栃木県内公立幼稚園 4園配付
●栃木県内子育て支援センター 23カ所
●栃木県内図書館 36カ所
●栃木県内小児科・歯科医院etc 24カ所
●栃木県内銀行・スーパーetc 22カ所

茂木町

筑西市

行方市

板倉町

笠間市

東海村
ひたちなか市

水戸市

桜川市

（2015年3月現在 45,683部）

坂東市

千代田町 明和町

芳賀町 市貝町

45,000部

常総市

藤岡市

宇都宮市

鹿沼市

那珂市

城里町

発行部数

土浦市

大泉町

甘楽市

南牧村

那須烏山市
高根沢町

（2015年3月現在 42,846部）

玉村町
下仁田町

那珂川町
さくら市

八千代町

●群馬県内私立幼稚園 86園配付
●群馬県内私立保育園 183園配付
●群馬県内公立幼稚園 97園配付
●群馬県内子育て支援センター 21カ所
●群馬県内図書館 11カ所
●群馬県内その他施設・店舗etc 56カ所

吉岡町

高崎市

安中市

日立市

矢板市

発行部数

渋川市

長野原町

常陸大宮市

結城市

40,000部

嬬恋村

高萩市

日光市

昭和村
みどり市

東吾妻町

大子町

大田原市
沼田市

中之条町
草津町

らき版
いば

那須町
那須塩原市

常陸太田市

ま版
ぐん

野木町

群 馬 県 配 布 先 一 覧
私立幼稚園

東毛地区
（53園）………………4,933部

中毛地区（31園/42園）………3,558部

■太田市（33園）……………………………………3,448部

■前橋市（26園/34園）……………………………3,040部

■みどり市（4園）………………………………………440部

■伊勢崎市（3園/6園）………………………………453部
■佐波郡（2園/2園）……………………………………65部

西毛地区（26園/40園）………3,242部
■高崎市（17園/26園）……………………………2,702部
■藤岡市（4園/6園）…………………………………350部
■富岡市（2園/4園）…………………………………120部
■安中市（3園/4園）……………………………………70部

北毛地区（6園/9園）… … … … … 550部
■沼田市（2園/3園）…………………………………285部
■渋川市（3園/3園）…………………………………155部
■北群馬郡（0園/1園）……………………………………0部
■吾妻郡（0園/1園）………………………………………0部

■桐生市（15園）………………………………………955部

■足利地区（1園）………………………………………70部

■日立市（12園/17園）……………………………1,676部

■佐野地区（1園）………………………………………100部

■北茨城市（4園/4園）………………………………840部

公立幼稚園

芳賀地区
（15園/17園）
………2,224部

■栃木地区（6園）………………………………………550部

■ひたちなか市（3園/6園）…………………………910部

■小山地区（11園）……………………………………590部

■那珂市（3園/3園）…………………………………460部

中毛地区
（20園）………………1,110部

■真岡市（10園/12園）……………………………1,524部

■日光地区（3園）………………………………………380部

■常陸大宮市（1園/1園）……………………………210部

■芳賀町（1園/1園）…………………………………140部

■塩谷地区（11園）……………………………………855部

■東海村（1園/1園）…………………………………210部

■市貝町（1園/1園）…………………………………140部

■那須地区（5園）………………………………………335部

水戸地区
（26園/33園）………4,701部

■前橋市（13園）………………………………………490部
■伊勢崎市（7園）……………………………………620部

西毛地区
（20園）………………1,315部
■高崎市（7園）……………………………………400部
■藤岡市（2園）………………………………………125部
■富岡市（1園）…………………………………………48部
■安中市（10園）………………………………………742部

北毛地区
（19園）………………1,035部

東毛地区（23園/34園）………2,946部

■館林市（1園/2園）……………………………………70部
■邑楽郡（5園/7園）…………………………………956部

私立保育園

中毛地区（50園）………………5,893部
■前橋市（30園）……………………………………3,743部
■伊勢崎市（20園）…………………………………2,150部

西毛地区（73園）………………6,874部
■高崎市（48園）……………………………………4,801部
■藤岡市（10園）………………………………………765部
■富岡市（5園）………………………………………566部
■安中市（10園）………………………………………742部

北毛地区（7園）……………………571部
■沼田市（1園）………………………………………170部
■渋川市（3園）………………………………………250部
■利根郡（3園）………………………………………151部

私立幼稚園

県北地区
（2４園/32園）
………4,306部

■芳賀地区（5園）………………………………………705部

■上三川町（1園/2園）………………………………590部

■渋川市（4園）…………………………………………90部

■みどり市（1園/2園）…………………………………10部

私立保育園
■宇都宮地区（27園）………………………………2,060部

■宇都宮市（35園/47園）…………………………8,263部

■沼田市（1園）…………………………………………20部

■桐生市（4園/6園）…………………………………240部

私立幼稚園

宇都宮地区
（36園/49園）
……8,853部

茨 城 県 配 布 先 一 覧

■館林市（1園）…………………………………………90部

■利根郡（1園/1園）…………………………………110部

■太田市（12園/17園）……………………………1,670部

栃 木 県 配 布 先 一 覧

■北群馬郡（3園）……………………………………400部
■利根郡（6園）………………………………………275部
■吾妻郡（5園）………………………………………250部

東毛地区
（38園）………………2,097部
■桐生市（19園）……………………………………1,055部
■みどり市（2園）………………………………………170部
■館林市（10園）………………………………………450部
■邑楽郡（7園）………………………………………422部

その他配布先
子育て支援センター（21カ所）715部
●ふじみじどうかん●NPO法人すみれの会じどうかんアリス●榛名児童館●倉賀野
児童館●豊岡児童館●高崎市総合福祉センター児童センター●ハーモニー高崎ケア
センター●赤堀児童館●境児童館どんぐり●館林市児童センター●明和町地域子育
て支援センター●千代田町東部児童館●千代田町総合福祉センター千代田町母親ク
ラブママザウルス●大泉町北児童館●大泉町西児童館●大泉町東児童館●大泉町
南児童館●邑楽町立中央保育園地域子育て支援センター●前橋市朝倉児童館●立
石保育園内ちびっこくらぶ●藤岡中央児童館

図書館（11カ所）239部
●安中市図書館●伊勢崎市あずま図書館●邑楽町立図書館●草津町立図書館●群
馬県立図書館●千代田町山屋記念図書館●南牧村中央公民館●沼田市立図書館●
藤岡市立図書館●前橋こども図書館●太田市立藪塚本町図書館

その他施設・店舗etc...（56カ所）5,719部
●株式会社フレッセイ（41店舗）●CURVES前橋クロスガーデン●田中歯科医院●
竹内小児科●上中居こどもクリニック●あおば歯科医院●伊東屋珈琲●小さなパス
タ屋 マカロニ●リストランテ ピッツエリア マガジーノ●フローリスト ノクターン●ダ
ニエルハウス●煥乎堂 前橋本店●カフェドモネ●ジムノペティ●シノエダンスアート
●桐生市市民文化会館
※その他、配布協力いただく
「子育てママ」個人名は記載しておりません。

■茂木町（1園/1園）…………………………………60部

公立幼稚園

■益子町（2園/2園）…………………………………360部

足利地区
（12園/15園）
………1,524部
■足利市（12園/１５園）……………………………1,524部

佐野地区
（10園/12園）
………1,847部
■佐野市（10園/１２園）……………………………1,847部

栃木地区
（17園/21園）
………3,135部
■栃木市（12園/15園）……………………………2,050部
■壬生町（3園/4園）…………………………………665部
■岩舟町（2園/2園）…………………………………420部

小山地区
（25園/29園）
………4,185部
■小山市（16園/20園）……………………………2,255部
■下野市（7園/7園）………………………………1,535部
■野木町（2園/2園）…………………………………395部

鹿沼地区
（7園/8園）…………1,085部
■鹿沼市（7園/8園）………………………………1,085部

日光地区
（8園/9園）
……………589部
■日光市（8園/9園）…………………………………589部

塩谷地区
（8園/10園）
………1,820部
■矢板市（3園/3園）…………………………………550部
■さくら市（2園/2園）…………………………………780部
■那須烏山市（2園/3園）……………………………190部
■高根沢町（1園/2園）………………………………300部

那須地区
（13園/19園）
………1,695部
■那須塩原市（8園/10園）
…………………………1,085部
■大田原市（3園/7園）………………………………420部
■那須町（2園/2園）…………………………………190部

■水戸市（12園/16園）……………………………2,266部

■日光地区（1園）………………………………………32部

■笠間市（7園/7園）………………………………1,460部

■塩谷地区（2園）………………………………………125部

■鹿嶋市（1園/2園）…………………………………280部

■那須地区（1園）………………………………………20部

■神栖市（1園/1園）…………………………………150部

その他配布先
子育て支援センター（23カ所）905部
●那須烏山市子育て支援センターきらきら●小山市役所子育て支援課●市立桑保育
所地域子育て支援センター●市立やはた保育所子育て支援センター●小山西保育園
子育て支援センター●さくら保育園子育て支援センター●大田原市役所すみよし子育
て支援センター●大田原市役所ゆづかみ子育て支援センター●太田原市役所黒羽子
育て支援センター●芳賀町総合情報館●真岡市役所子育て支援センター●下野市子
育て支援センター●栃木市役所市長部局福祉サービス課●平石地区センター●大平
町児童館●壬生町子育て支援センター●宮の原地域コミュニティセンター●佐野市こ
ども課子育て支援まちなかプラザ●那須烏山市こども館●子育てひろば ぴよぴよ●栃
木県子ども総合科学館●宇都宮市白沢児童館●宇都宮市清原地区市民センター

図書館（36カ所）858部

■茨城町（2園/2園）…………………………………225部
■城里町（1園/1園）…………………………………170部
■潮来町（1園/3園）……………………………………30部
■行方町（1園/1園）…………………………………120部

土浦地区
（28園/34園）………5,621部
■石岡市（3園/5園）…………………………………350部
■かすみがうら市（1園/2園）…………………………197部
■小美玉市（2園/2園）………………………………600部

小児科・歯科医院etc...（24カ所）1,210部

■取手市（10園/11園）……………………………1,152部

銀行・スーパーetc...（22カ所）7,094部
●栃木銀行（72店舗）●スーパーオオタニ（30店舗）●スーパーかましん（16店舗）
●東武百貨店（2店舗）●アイエルワイ●cafe'プチママン●パシフィック スポーツプ
ラザ●那須町ゆりかごの会●特定非営利法人野うさぎくらぶ●夢ある街のたいやき
屋さん●児童館 きのこのもり●大和屋西原店●TSUTAYA大田原店●金丸原郵便
局●国際医療福祉大学●田丸屋漬物店●美容室シェルター●美容室コネクション●
美容室ヴァルム●ヘアサロンマーブル●コボリ●カメラのかずさや●東武宇都宮百
貨店●美容室セングラ●音の森教室●有限会社とちぎ園芸●株式会社ユーキャン●
タイヤ館 宇都宮東店●有限会社ルームス●イタリアンジェラートカフェ サンタルチ
ア●宇都宮環境学習センター●株式会社カエルアドベンチャー●NPO子育て女性支
援団体ばおばぶ●kobako●足利スウィンスイミングスクール●un*inc●アンジェル
洋菓子店●Intervallo●アトリエミズ●Smile farm.●Hisaiお菓子とパンの店●
JAM Design+C●BEE BALM●雑貨家キクジルシ●おうちカフェ織々●Ange●
nico*cafe●フィールドビックスイミングスクール真岡●そらまめ食堂●ループライ
ン●うさぎや宇都宮鶴田店●ボランティアセンターぽ・ぽ・ら●TSUTAYA作新学院
前店
※その他、配布協力いただく
「子育てママ」個人名は記載しておりません。

■結城市（3園/4園）…………………………………590部
■五霞町（2園/2園）…………………………………560部
■境町（2園/4園）……………………………………203部

私立保育園
■県北地区（15園）…………………………………5,692部
■水戸地区（20園）…………………………………1,630部
■土浦地区（11園）……………………………………835部
■取手地区（14園）……………………………………945部
■下妻地区（12園）……………………………………727部
■古河地区（6園）………………………………………545部

公立幼稚園
■県北地区（36園）…………………………………7,699部
■水戸地区（27園）…………………………………1,425部
■土浦地区（14園）…………………………………1,170部
■取手地区（19園）…………………………………1,772部
■下妻地区（17園）…………………………………1,195部

■土浦市（13園/15園）……………………………2,523部

●栃木県立図書館●宇都宮市立上河内図書館●佐野市立図書館●鹿沼市立図書館
●鹿沼市立図書館東分館●日光市立日光図書館●日光市立藤原図書館●小山市立
中央図書館●真岡市立図書館●大田原市立大田原図書館●大田原市立黒羽図書館
●那須塩原市立黒磯図書館●那須塩原市ハロープラザ●さくら市立喜連川図書館●
那須烏山市立南那須図書館●下野市立南河内図書館●下野市立国分寺図書館●上
河内町立図書館●市貝町立図書館●壬生町立図書館●野木町立図書館●大平町立
図書館●藤岡町立図書館●高根沢町立図書館●高根沢町立図書館仁井田分館●高
根沢町立図書館高根沢分館●那須町立図書館●今市図書館●佐野市立葛生図書館
●宇都宮市立河内図書館●都賀町立図書館●宇都宮市立図書館●宇都宮市東図書
館●矢板市立図書館●宇都宮市立南図書館●真岡市立二宮図書館

●大野医院●よこやま内科小児科クリニック●おおきこどもクリニック●くぼた眼科
●ささき耳鼻咽喉科クリニック●くろさきこどもクリニック●福田こどもクリニック●
いとうこどもクリニック●やまなかレディースクリニック●ひまわりこどもクリニック●
おざわ小児科医院●あおぞら歯科●くりばやしこどもクリニック●いがらし歯科イー
ストクリニック●添田耳鼻咽喉科医院●池羽レディースクリニック●ひばりクリニック
●おおくぼみみはなのどクリニック●ピノキオファーマシーズ那須店●ピノキオ薬局
大田原店●とちぎ薬局 関堀店●半田醫院●岩崎医院●小山自然育児相談所

古河地区
（22園/29園）………4,188部
■古河市（15園/19園）……………………………2,835部

■牛久市（4園/5園）…………………………………920部
■阿見町（4園/4園）…………………………………931部
■美浦村（1園/1園）…………………………………100部

取手地区
（24園/29園）………3,908部
■龍ヶ崎市（6園/8園）………………………………905部
■守谷市（4園/5園）………………………………1,091部
■稲敷市（1園/1園）…………………………………120部
■つくばみらい市（2園/2園）…………………………480部
■利根町（1園/2園）…………………………………160部

下妻地区
（1７園/30園）
………3,094部
■つくば市（6園/10園）……………………………1,710部
■下妻市（3園/3園）…………………………………304部
■筑西市（5園/7園）…………………………………360部
■常総市（1園/4園）…………………………………250部
■坂東市（0園/2園）………………………………………0部
■桜川市（0園/1園）………………………………………0部
■八千代町（2園/3園）………………………………470部

その他配布先
子育て支援センター（18カ所）1,556部
●阿見町地域子育て支援センター●石岡市児童館●まちかど情報センター●牛久市
保健センター●つくば市地域子育て支援センター「けやき広場」●かつらぎ保育園●
さんさん館子育て支援センター●土浦市地域子育支援センターさくらんぼ●守谷市
民交流プラザ（北守谷児童センター）●地域子育て支援センター・夢っ子ひろば●戸
頭地域子育て支援センター●藤代地域子育て支援センター●美浦村大谷保育所●
木原多目的集会施設●東部地域子育て支援センター●稲敷市立認定子ども園えどさ
き●はみんぐぱーく・みと●稲敷市子育て支援センター

図書館（41カ所）1,400部
●水戸県立図書館●水戸市立中央図書館●水戸市立東部図書館●水戸市立西部図
書館●水戸市立見和図書館●土浦市立図書館●古河市古河図書館●古河市三和図
書館●ゆうき図書館●下妻市立図書館●常陸太田市立図書館●高萩市立図書館●
北茨城市立図書館●笠間市立笠間図書館●笠間市立友部図書館●笠間市立岩間図
書館●取手市立取手図書館●取手市立ふじしろ図書館●鹿島市立中央図書館●潮来
市立図書館●守谷中央図書館●常陸大宮市立図書館●那珂市立図書館●筑西市立
中央図書館●筑西市立明野図書館●坂東市立岩井図書館●稲敷市立図書館●かす
みがうら市立図書館●神栖市立中央図書館●神栖市立うずも図書館●行方市立図書
館●鉾田市立図書館●つくばみらい図書館●小美玉市小川図書館●小美玉市玉里
図書館●茨城町立図書館●城里町立桂図書館●東海村立図書館●阿見町立図書館
●八千代町立図書館●利根町図書館

その他施設・店舗etc...(40カ所）3,518部
●常陸太田市役所●那珂市役所●ひたちなか市役所●美浦村役場福祉介護課●阿
見町役場児童福祉課●牛久役所児童福祉課●龍ヶ崎市役所子ども福祉課●桜川市
役所児童福祉課●筑西市役所児童福祉課●常総市役所児童課●アカチャンホンポつ
くば店●いばらきコープ水戸店・ひたちなか店・土浦店・牛久店●スタイルクリエー
ター牛久店●ＮＰＯ法人ままとーん●ポティロンの森●おやこ劇場ゆめひろば●笠間
工芸の丘クラフトヒルズKASAMA●つくばわんわんランド●かすみがうら水族館●
パン工房クーロンヌ●二葉カフェ●ガトーデイジー●イーハトーブの森●有限会社
BIGFACE CASOLEA事業部●オリーブ●カフェピッコ●自然食品のお店ひなた●
カフェ結＋１●サニーサンデー●海老原商店●つくば国際会議場●そば家和味●
suzu ｃａｆｅ●コミュニティスペースさくらカフェひたち●Ｃｈｕｂｂｙ＆ＩLove Boo●
Happy DELI●マユミバレエ教室
※その他、配布協力いただく
「子育てママ」個人名は記載しておりません。

