
設置店舗名 設置場所概要
1 黒松支店 店頭に設置
2 中央通支店 店頭に設置
3 荒町支店 店頭に設置
4 宮町支店 店頭に設置
5 長町支店 店頭に設置
6 苦竹支店 店頭に設置
7 卸町支店 店頭に設置
8 中山支店 店頭に設置
9 将監支店 店頭に設置
10 仙台東口支店 店頭に設置
11 南光台支店 店頭に設置
12 桜ヶ丘支店 店頭に設置
13 宮城町支店 店頭に設置
14 長町南支店 店頭に設置
15 松陵支店 店頭に設置
16 上杉支店 店頭に設置
17 台原支店 店頭に設置
18 沖野支店 店頭に設置
19 東部工場団地支店 店頭に設置
20 八木山支店 店頭に設置
21 太白支店 店頭に設置
22 西中田支店 店頭に設置
23 鶴が丘出張所 店頭に設置
24 荒井支店 店頭に設置
25 泉ローンプラザ 店頭に設置
26 仙台中央コンサルティングプラザ 店頭に設置

仙台銀行
応募箱設置店舗一覧（２６店舗）



設置店舗名 設置場所概要
1 本店営業部 窓口に設置
2 中央支店 窓口に設置
3 連坊小路支店 窓口に設置
4 ⾧町支店 窓口に設置
5 宮町支店 窓口に設置
6 北仙台支店 窓口に設置
7 八幡町支店 窓口に設置
8 西多賀営業部 窓口に設置
9 卸町支店 窓口に設置
10 南光台支店 窓口に設置
11 六郷支店 窓口に設置
12 高砂支店 窓口に設置
13 中田支店 窓口に設置
14 宮城町支店 窓口に設置
15 泉中山支店 窓口に設置
16 古川支店 窓口に設置
17 塩竈営業部 窓口に設置
18 七郷支店 窓口に設置
19 黒松駅前支店 窓口に設置
20 泉中央支店 窓口に設置
21 西中田支店 窓口に設置
22 岩切支店 窓口に設置
23 福田町支店 窓口に設置
24 多賀城支店 窓口に設置
25 玉川支店 窓口に設置

杜の都信用金庫
応募箱設置店舗一覧（27店舗）



26 北支店 窓口に設置
27 七ヶ浜支店 窓口に設置

設置店舗名 設置場所概要
1 本店営業部 店頭に設置
2 若林支店 店頭に設置
3 苦竹支店 店頭に設置
4 保春院前支店 店頭に設置
5 小松島支店 店頭に設置
6 宮城野支店 店頭に設置
7 高砂支店 店頭に設置
8 袋原支店 店頭に設置
9 大野田支店 店頭に設置
10 八乙女支店 店頭に設置
11 名取支店 店頭に設置
12 古川支店 店頭に設置
13 亘理支店 店頭に設置

設置店舗名 設置場所概要
1 エスパルキッチン内
2 すし哲脇
3 アフターヌーンティールーム脇
4 エスパル仙台東館　 ３F 杜のダイニング内

エスパル仙台店
応募箱設置店舗一覧（4ヵ所）

エスパル仙台本館　B１F

応募箱設置店舗一覧（13店舗）
宮城第一信用金庫



設置店舗名 設置場所概要
1 太子堂店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
2 柳生店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
3 あすと⾧町店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
4 若林店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
5 仙台六丁の目店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
6 仙台田子西店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
7 仙台西の平店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
8 ヨークマルシェ大和町店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
9 南吉成店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
10 山田鈎取店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
11 遠見塚店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
12 新田東店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
13 福田町店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
14 フォレオ東仙台店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
15 新荒巻店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
16 仙台愛子店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
17 茂庭店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
18 上谷刈店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
19 南光台店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
20 市名坂店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
21 泉古内店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
22 泉将監店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
23 真美沢店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
24 南中山店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
25 泉野村店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置
26 富沢西店 サービスカウンターまたはレジ後ろに設置

ヨークベニマル
応募箱設置店舗一覧（25店舗）


