
曜日 枚数

販売店名 部 数 折込部数 備 販売店名 部 数 折込部数 備 販売店名 部 数 折込部数 備

菊陽 2,790 小峯 3,880 水前寺 1,720
武蔵ヶ丘東 1,030 健軍M 3,090 健軍 1,220
武蔵ヶ丘 2,380 健軍東M 3,480 中央 1,580
新地 3,690 秋津M 3,190 竜田 820
龍田 4,140 秋津東M 4,620 熊本西部 1,070
清水 2,840 東水前寺M 2,300 南熊本 1,300
清水西 3,880 水前寺M 4,390 花園K 80
花園M 3,530 江津M 2,370 西部K 90
池田M 3,180 出水南M 1,710 川尻K 250
京町･坪井 1,840 九品寺M 2,300 川尻南K 40
黒髪 1,510 田迎御幸M 4,590 清水西K 140
新南部 2,170 平成南熊本M 2,760 飽田東K 40
新屋敷渡鹿 2,010 世安M 2,460 中島K 30
中央北 1,520 熊本駅前M 3,220 江津K 130
中央南 1,320 熊本駅西M 2,450 田迎御幸K 80
新町M 2,100 西部NM 2,690 出水南K 100
御領託麻東M 3,290 飽田東 1,530 御領託麻東K 110
託麻西 3,150 河内M 1,340 河内K 20
保田窪 2,170 近見力合 3,300 秋津A 140
帯山 3,650 川尻NAM 3,150 健軍西A 30
大江･京塚 3,400 中島M 1,120 植木K 80
花園 名変 川尻南NM 1,510 植木西K 50
池田 名変 植木 3,110 植木北K 60
京町･坪井 名変 植木西AM 1,450 城南K 100
新町 名変 植木北NAM 1,630 城南町南K 20

京町･坪井M 名変 城南 2,720

御領託麻東 名変 城南町南 900
健軍東 名変

植木西NAM 名変

田迎御幸 名変

江津 名変

水前寺 名変

出水南 名変

部  数  計 136,150 126,850 9,300
折込部数計

ページ計 126,850 9,300

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

業種折 込 日 サイズ広  告  主　／　タ イ ト ル

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

熊本日日新聞　14 日経新聞  05
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販売店名 部 数 折込部数 備 販売店名 部 数 折込部数 備 販売店名 部 数 折込部数 備 販売店名 部 数 折込部数 備

竜田光の森 700 光の森 900 菊陽 120 光の森 1,400
清水 200 竜田楠 500 竜田武蔵 360 菊陽東 300
子飼黒髪 150 清水中央 850 清水･熊北 330 北熊本 1,130
新町･島崎 400 清水西M 450 坪井 260 清水･麻生田 640
帯山 110 春日花園 800 黒髪 130 立田 670
健軍東部 110 京町池田中央M 930 大江 210 龍南 830
健軍西 100 坪井M 630 中央新町 250 池田 410
秋津 40 黒髪 330 託麻 50 花園 430
託麻･長嶺 100 新屋敷渡鹿 1,260 帯山 150 中央 370
出水･水前寺 430 託麻長嶺 550 健軍東 740 九品寺･大江 920
大江･本山 400 帯山 830 県庁通り 260 水前寺･出水 1,180
田崎春日 380 健軍東部 690 水前寺 200 長嶺･託麻 1,340
近見 180 健軍西 600 近見 730 帯山･尾ﾉ上 710
花園 50 秋津 250 池田大窪 廃店 健軍北 790

京町池田中央 50 出水 1,500 植木 廃店 健軍 860

清水西 60 田迎 1,000 東部 廃店 健軍にし 600

坪井 60 本山 900 西部 廃店 秋津 320

京町 廃店 城西 500 南部 廃店 田迎御幸 980

高平 廃店 近見川尻 470 田迎 廃店 本山世安 800

四方寄 廃店 植木NM 460 横手新町 470
水前寺 610 田崎城山 1,470
城南NM 360 近見川尻 1,890

高平 名変 植木 800

京町池田中央 名変 城南 380

坪井 名変

植木N 名変

四方寄 名変

高平M 廃店

清水 名変

四方寄M 名変

部  数  計 42,370 3,520 15,370 3,790 19,690

折込部数計

ページ計 3,520 15,370 3,790 19,690

今すぐ、お電話かメールにてお問合わせください。

枚数広  告  主　／　タ イ ト ル 業種 サイズ

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

無料でのご質問・ご相談方法は、かんたんです。
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折 込 日 曜日

西日本新聞　01 朝日新聞  02 毎日新聞  03 読売新聞  04


