
広告主 タイトル 折込日 サイズ  総部数

北海道新聞 部  数 配布数 朝日新聞 部  数 配布数 毎日新聞 部  数 配布数 読売新聞 部  数 配布数 日経新聞 部  数 配布数

中央西 岩城 3,240 旭川西部 150 旭川大雪 60 旭川中央 270 中央西 岩城 390

豊岡 岩城 2,280 旭川南部 350 旭川東部 70 旭川東部 620 豊岡 岩城 100

東光西 岩城 2,610 旭川北部 90 旭川旭町 30 旭川緑ｹ丘 350 東光西 岩城 90

旭町 川上 3,140 旭川北星 200 旭川中央西 50 旭川豊岡 470 旭町 川上 360

大雪 和田 3,350 旭川花咲 100 旭川住吉 35 旭川北星 550 大雪 和田 460

東8条 丸谷 2,660 旭川東部 350 旭川近文 20 旭川花咲 370 東8条 上杉 130

東部 4,890 旭川緑が丘 290 旭川忠和 15 旭川春光台 180 東部 横尾 390

末広東 高橋 5,480 旭川春光台 60 旭川神居 10 旭川北部 440 末広東 高橋 70

神楽 中田 2,470 新旭川 30 旭川緑が丘東 20 旭川西部 350 神楽 中田 60

神居 中田 3,540 永山南 100 旭川末広西 10 旭川南部 710 神居 中田 60

忠和 中田 4,290 永山大沼 60 旭川末広東 15 東旭川 480 忠和 中田 70

近文 奥山 2,990 永山矢野 60 東　8　条 25 新旭川 250 近文 奥山 80

住吉 　橘 5,640 東鷹栖 20 旭川豊岡 10 永　山 790 住吉 　橘 60

東旭川 下村 2,070 旭川豊岡 30 旭川緑が丘 25 東旭川 下村

豊岡北 下村 3,320 旭川東光 30 旭川永山 50 豊岡北 下村

永山 大沼 6,810 旭川鎌田 80 永　山　南 20 永山 大沼 150

末広西 3,950 東旭川片桐 60 旭川東光西 10 末広西 80

永山南 丸谷 3,060 東旭川下村 20 旭川東光南 10 永山南 丸谷 160

東光東 鎌田 3,000 旭川東光東 10 東光東 鎌田

東光南 鎌田 2,500 東　旭　川 10 東光南 鎌田

豊岡四条通 鎌田 2,440 豊岡四条通 10 豊岡四条通 鎌田

緑が丘 伊藤 2,330 旭川神楽 10 緑が丘 伊藤 80

神楽岡 佐藤 1,860 東　鷹　栖 10 神楽岡 佐藤 40

◆緑が丘東 掛田 2,595 神　楽　岡 15 緑が丘東 掛田 45

東鷹栖 愛沢 1,350 東鷹栖 愛沢 45

江丹別 40

嵐　山 40

◆＝他紙含む。銘柄指定不可

小　　計 81,945 小　　計 2,080 小　　計 550 小　　計 5,830 小　　計 3,140

地　区　合　計 枚 ( 93,545 枚)
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171　旭川市

無料でのご質問・ご相談方法は、かんたんです。
今すぐ、お電話かメールにてお問合わせください。

お問合わせ先　　ＴＥＬ　0 1 2 0 - 1 3 5 - 8 8 1　　　メール　otoiawase2@turtle-ride.com 株式会社 タートルライド社
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