
民間施設

交付番号 施設名称 施設所在地 AED設置場所 貸出可能時間

民－１ スミダ電機 株式会社 植松字宮島３１－１ ロビー内 ８：３０～１８：００

民－２ パラディソ名取りんくう店 杜せきのした５丁目１－１ 店舗南側風除室 ８：３０～２３：３０

民－３ 仙台空港旅客ターミナルビル 下増田字南原 １階総合案内 ７：００～２１：１５

民－４ NTTレンタル・エンジニアリング株式会社東北支店 増田字北谷２７４ ２階事務室 ９：００～１７：３０

民－５ 仙台空港鉄道株式会社　仙台空港駅 下増田字原 改札付近 ６：００～２３：３０

民－６ 仙台空港鉄道株式会社　美田園駅 美田園五丁目２９ 改札付近 ６：００～２３：３０

民－７ 仙台空港鉄道株式会社　杜せきのした駅 杜せきのした五丁目３４ 改札付近 ６：００～２３：３０

民－８ 株式会社 東日本宇佐美　４号仙台南ＳＳ 本郷字大門１６１ セールスルーム内 24時間

民－９ 株式会社 東日本宇佐美東北支店 本郷字大門１６１ ２階事務所 ８：３０～１７：３０

民－１０ ＪＡ学園宮城 高舘川上字南台２－１ 事務室 ７：００～２２：００

民－１１ パラディソ名取店 田高字原２２０－９ 店内ホール ８：００～２３：４５

民－１２ スロットインパラディソ名取 田高字原２２０－１１ 店内ホール ８：００～２３：４５

民－１３ DCMホーマック名取店 田高字原５０９ サービスカウンター内 ９：００～２１：００

民－１４ サッポロビール株式会社 仙台工場 手倉田字八幡３１０－１ 警備室 ０：００～２４：００

民－１５ 株式会社 ユアテック仙台南営業所 飯野坂土城堀９８－１ 事務所玄関エントランス ８：３０～１７：３０（3～10月）

民－１６ 宮城トヨタ自動車株式会社 岩沼店 本郷字観音２１５ オープンデッキ駐車場 ９：３０～１８：３０

民－１７ パーラーＪ遊名取店 飯野坂三丁目３１７－１ ホールカウンター脇 ８：３０～２３：３０

民－１８ スーパービバホーム新名取店 美田園六丁目１４－１ サービスカウンター ９：００～２０：００

民－１９ イオンタウン名取 飯野坂三丁目５－１０ 1階サービスカウンター ８：００～２３：００

・101号棟玄関

・105号棟西

民－２１ カーブスイオンタウン名取店 飯野坂３－５－１０ 店舗 １０：００～１９：００

民－２２ ダイナム宮城名取美田園店 美田園一丁目８－３３ カウンター横自動販売機 ９：００～２３：００

民－２３ 株式会社 仙台空港カントリークラブ 愛島北目２－５６ クラブハウス内マスタールーム ７：００～１７：００

民－２４ 名取岩沼農業協同組合　本店 増田一丁目１２－３６ 正面玄関 ８：：３０～１７：１５

民－２５ 名取岩沼農業協同組合　美田園支店 美田園六丁目１５－６ 店舗内 ８：３０～１７：１５

民－２０ 株式会社 仙台ニコン 田高字原２７７ ７：００～２３：００
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民－２６ 名取岩沼農業協同組合　館腰支店 植松三丁目４－５ 店舗内 ８：３０～１７：１５

民－２７ 名取岩沼農業協同組合　名取西支店 愛島笠島字野田３２－７８－８ 店舗入口風除室 ８：３０～１７：１５

民－２８ 名取岩沼農業協同組合　名取西購買センター 高舘川上字東北畑６５－１ 店舗内 ８：３０～１７：１５

民－２９ 名取岩沼農業協同組合　増田支店 増田二丁目６－３４ 店舗内 ８：３０～１７：１５

民－３０ 名取岩沼農業協同組合　営農センター 植松字入生３５４－３ 正面入口風除室 ８：３０～１７：１５

民－３１ 名取岩沼農業協同組合　名取給油所 増田一丁目１２－３６ 販売室 ８：００～１８：００

民－３２ やすらぎホール美田園 美田園六丁目１５－４ 玄関ホール ８：３０～１７：１５

民－３３ ダイナム名取店 堀内字北竹２７３－１ 店舗内 ８：３０～２３：３０

民－３４ 養護老人ホーム松寿園 手倉田字山２０８－１ 施設内食堂前 ２４時間

民－３５ パナソニック株式会社 AVC社仙台工場 増田字北谷１１ 守衛室 ２４時間

民－３６ ホームふるさと 本郷字大門６－１ 事務所内 ０：００～２４：００

民－３７ 桂實苑 本郷字東六軒１３２－１ 医務室 ０：００～２４：００

民－３８ 介護老人保健施設　なとり 高舘熊野堂字岩口下１－２ ３階さくら棟 ８：３０～１７：３０

民－３９ 特別養護老人ホーム松陽苑 手倉田字山２１２ 施設内医務室 ２４時間

民－４０ 相互台デイサービスセンター　ヒーローズ 相互台１－３－５ ホール内 ９：３０～１６：４０

民－４１ 株式会社 リコー 応用電子研究所 高舘熊野堂字余方上５－１０ ２階ヘルスサポート室 ９：００～１７：３０

民－４２ 食品館イトー名取店 愛島塩手字前野田４８－１０ サービスカウンター ９：３０～２０：００

民－４３ ユースポーツクラブ名取 増田一丁目１４－２０ コーチ室
１０：００～２１：００（平日）
１０：００～１４：３０（日曜）

民－４４ イオンモール名取 杜せきのした５丁目３－１ 防災センター ２４時間

民－４５ パラディソ名取りんくう店 杜せきのした五丁目１－１ 店舗南側風除室 ８：３０～２３：３０

民－４６ アクロスプラザ杜せきのした　 杜せきのした５－４－１ ・トイザらス1階風除室 ・１０：００～２１：００

・管理事務所 ・８：３０～１７：３０

民－４７ 株式会社 リーベン 高舘吉田字東内舘３７－３ 事務室 ８：３０～１７：３０

民－４８ 宮城職業能力開発促進センター名取実習場 植松字錦田１１０ 事務室 ８：４５～１７：００

民－４９ ブリヂストン物流株式会社 東日本支社仙台事業所 植松字新橋２０５ １階事務所 ８：３０～１７：３０

民－５０ 日立物流ダイレックス株式会社 仙台営業所物流センター 堀内字南１６１ 事務所 ９：００～１７：００

民－５１ タキゲン製造株式会社 仙台支店 杜せきのした四丁目４－１２ 1階事務所 ８：４５～１９：００

民－５２ ウエルライフガーデン仙台南 増田五丁目２－１０ 1階事務所 ２４時間

民－５３ 社会福祉法人 みのり会 知的障害者複合施設 上余田字千刈田５２８－１ 玄関先 ８：００～１８：００



民－５４ 仙台トヨペット株式会社 名取パーク店 田高字沢目６３－１ ショールーム ９：３０～１８：３０

民－５５ 株式会社 エムズテニスパーク 高舘吉田字前沖１０４ フロント ９：００～１７：００

民－５６ 日建リース工業株式会社 仙台支店 植松字田野部１６－１
パナソニックエイジフリー
介護チェーン仙台南店1階

８：００～１８：００

民－５７ トヨタカローラ宮城株式会社 アムシスＵ－Ｃａｒ仙台南店 植松字入生１－１ ショールーム内 ９：３０～１８：００

民－５８ 同和警備りんくうタウン タウンステーション 杜せきのした二丁目６－１ １階事務所 ９：００～９：００（24時間）

民－５９ 第一貨物株式会社 仙台南支店 飯野坂二丁目１－２ 事務室 ０：００～２４：００

民－６０ 株式会社 日産サティオ宮城名取店 植松字入生１０１－１ ショールーム入口 ９：３０～１８：３０

民－６１ 株式会社 ジャムコエアロマニュファクチャリング 愛島台七丁目１０１－３６ エントランス ８：３０～１７：３０

民－６２ パチンコまるたま名取店 植松字錦田４－１ ホール（賞品カウンター） ８：３０～２３：３０

民－６３ 協和コミュニケーションズ株式会社 愛島台一丁目３－２ 休憩室 ９：００～１８：００

民－６４ 株式会社 ワタケン 下余田字中荷６２７－１ 事務所内 ８：００＾１７：００

民－６５ ベルコ　シティーホール名取 上余田字市ノ坪２７９ 正面入り口脇
９：００～１７：００
以外に職員在籍中は可能

民－６６ 株式会社 成田鋼業名取工場 下増田字広浦３５ 事務所西側 ８：２０～１７：００

民－６７ 株式会社 バイタルネットヘルスケアプラザ 下余田字鹿島１０ １階守衛室 ８：００～１８：００

民－６８ 株式会社 バイタルネット南仙台支店 下余田字鹿島１０ 西棟２階 ８：００～１８：００

民－６９ 仙台エアカーゴターミナル株式会社 下増田字南原無番地 玄関ホール ８：００～１７：００

民－７０ 株式会社 シルバーサポートまごころ 美田園三丁目１－１ 事務室 ８：３０～１７：３０

民－７１ 株式会社 中央製作所 愛島台七丁目１０１－５１ 玄関内 ８：３０～１７：３０

民－７２ 株式会社 若菜仙台工場 高舘吉田字前沖１５０－１ ２階事務所前 ９：００～１８：００

民－７３ 協業組合 名取環境事業公社 飯野坂字南沖６１－１ 事務所 ８：００～１７：００

民－７４ サンキ名取店 杜せきのした５－２０－３５ 1階ロビー １０：００～１９：００

民－７５ 尚絅学院大学 ゆりが丘四丁目１０－１ 体育館・4号館・エントランス ８：３０～１７：００

民－７６ 尚絅学院大学付属幼稚園 ゆりが丘四丁目１０－２ 園長室 ９：００～１７：００

民－７７ ケーズデンキ仙台南店 上余田字千刈田４６６ 店舗正面入口 １０：００～２１：００

民－７８ イオン名取店 杜せきのした５丁目３－１ サービスカウンター横 ７：００～２２：００

民－７９ ふたば幼稚園 飯野坂五丁目２－１ 職員室 ９：００～１７：００

民－８０ 株式会社 仙台カントリークラブ 愛島笠島字南北沢１－８ マスター室 ８：００～１６：００

民－８１ なとり幼稚園 増田三丁目８－８ 事務室外壁 ８：３０～１７：３０



民－８２ なとり第二幼稚園 手倉田字諏訪２７６ 玄関 ８：３０～１７：３０

民－８３ パチンコタイガー名取店 田高字原１６６ 景品カウンター ８：３０～２３：３０

民－８４ 宮城トヨタ自動車株式会社 ハイブリッドプラザ名取 増田五丁目１８－３８ ショールーム入口 ９：３０～１９：００

民－８５ トヨタカローラ宮城株式会社 岩沼店 堀内字南竹１８８－１ ショールーム入口 ９：３０～１８：００

民－８６ センコーエーラインアマノ株式会社 仙台営業所 植松字南７９－１ 事務所 ８：３０～１８：００

民－８７ クボタアグリサービス株式会社 仙台事務所 田高字原１８２－１ 事務所ロビー ８：３０～１７：００

民－８８ 株式会社 フクベイフーズ 堀内字北竹２１０ 1階事務所 ８：３０～１７：３０

民－８９ 仙台ゆりが丘マリアージュアンヴィラ ゆりがおか一丁目１８－１ フロント １０：００～１９：００

民－９０ 株式会社 仙台銀行名取支店 増田三丁目３－６ ロビー ９：００～１７：００

民－９１ 株式会社 宮城運輸 高舘熊野堂字岩口下４６－１ ２階事務所入口 ２４時間

民－９２ 株式会社 ホンダカーズ宮城中央名取バイパス店 増田七丁目１３－２６ ショールーム入口 １０：００～１９：００

民－９３ リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ名取店 増田八丁目１－２３ 玄関 ９：００～１７：００

民－９４ フジフーズ株式会社 仙台工場 本郷字焼野１７－１ 2階事務所 ０：００～２４：００

民－９５ Ｉndoor ＧＯＬＦ ｓａｌｏｎ ３１　ｂｉｇｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ 高舘吉田字前沖１０２－１ 受付カウンター ８：００～２２：００

民－９６ 暖暖の里 仙台南 みどり台２－４－４ 1階スタッフルーム ９：００～１８：００

民－９７ ＮＰＯ法人ＭＭサポートセンター　／一般社団法人S’空間 愛島笠島字上平４ 廊下 ２４時間

民－９８ みやぎ生協共同購入運営部　仙台南センター 高舘吉田字野来８－１ 事務所 ９：００～２１：００

民－９９ 株式会社パシフィック　仙台給油所 下増田字南原仙台空港内 入口 ７：３０～２１：３０

民－１００ 宮城第一信用金庫　名取支店 増田七丁目１３－２６３－２ 正面玄関 ９：００～１７：００

民－１０１ 名取市サイクルスポーツセンター 閖上字東須賀２－１０ 事務室 ９：３０～１７：００


