
●印は県外紙を含む販売店（県外紙部数についてはお問い合わせください）

令和4.4改 折り込み広告受入数一覧表 　 販売所受け入れ枚数、10枚単位　　郵送分は除いてあります。

高知市旧市 合計 47,600 高知市新市② 合計 3,520 室戸市 合計 3,380 高岡郡① 合計 5,370 幡多郡① 合計 2,460

粟田      2,180 曙、朝倉本町、若草、大谷、針木、ｳｸﾞﾙｽ 春野町 ●佐川 1,810 佐川町 ●佐賀      700

門田      1,770 曙、鴨部高町、朝倉甲・横・南・東町、鴨部、船岡、海老川 ●斗賀野 1,030 佐川町斗賀野、永野

乾        1,740 朝倉西町、曙1・2（軌道北）、針木北、咥内、米田、宗安寺 日高村 ●大方    1,760 入野1,370

浜渦      2,050 鴨部、能茶山、城山、石立、鴨部高町、東石立一部 西分、内ノ谷、諸木、平和団地、西諸木、 佐川町分250

市原      1,580 神田（エボシ、ひばりヶ丘、高新団地） 東諸木の一部、南ニュータウン

谷口      1,440 神田（松ノ本、吉野、赤坂、豊田団地）河ノ瀬、幸崎、東石立一部 ●春野南    530 秋山、仁西

畑中      1,400 上本宮、岩ヶ渕、本宮一部、下島、鏡川、玉水、縄手、旭1・2・3、井口町、本丁筋、中須賀、赤石 高知市 総合計 64,200

山崎      2,420 旭、旭駅前、元町、本宮、塚ノ原、横内、口細山、旭ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ、尾立（40） 土佐市 合計 5,460

山本      1,350 旭天神、山手、北端、佐々木、福井、長尾山、福井東町、宮前、山ノ端（南）、平和、三ノ丸（南） 南国市 合計 9,400

門屋      1,430 福井、横内、福井扇町、中万々一部、旭北町 後免      2,490 東崎、篠原、大埇

川村      1,340 桜馬場、越前、升形、大膳町、上町1～5、西町 潮見台乙  1,030 大埇乙、岡豊、中島、常通寺、篠原一部含む 安芸郡 合計 4,880 ●高岡西 1,290 家俊岩戸真幸線287号より西 四万十市 合計 7,180

小津、城北、八反、宝町、新屋敷、南万々 南国北村 1,300 長岡、植田、久礼田 ●土佐西    960 北原、谷地30、戸波含む 中村野元  1,980 古津賀含む

山ノ端一部（北）、三ノ丸一部（北）、新屋敷2丁目 岡豊      1,160 滝本、蒲原、左右山、領石 中村松山 1,540 口屋内含む

中、万々、久万（南中）、北八反、長柴、円行寺、みづき1、四季豊台 十市      1,750 三和、十市パークタウンを含む、稲生 ●安田      720 安田町 具同      1,510 渡川、東中筋

澤村    1,520 久万（東・中・西）、伊勢崎、幸、加賀野井、一ﾂ橋2 前浜      720 浜改田、久枝、下島 ●馬路      290 馬路村、魚梁瀬50含む

塩田、昭和、和泉、愛宕2丁目、新本町1、（新本町2丁目、愛宕3丁目、栄田）の一部 須崎市 合計 4,930

北本町、駅前、大川筋、廿代、愛宕、相生、はりまや町3 浦の内    570 横浪含む中谷、浦ﾉ内東、中浦 有岡      640 宿毛市山奈300含む

堀内      1,170 洞ヶ島、寿、中水道、相模、吉田、一ﾂ橋1、三園、愛宕4、入明 ●江川崎    600 旧西土佐村、大宮(黒尊除く)

近森      1,700 愛宕山、西・中秦、宇津野、ＭＳ団地、みづき2、3、向陽台 香南市 合計 6,780

田中      1,520 北東秦、秦南、前里、三谷、桜ヶ丘団地、久礼野、重倉 旧夜須町 野友      320 北川村(支所除く) ●須崎西  1,300 安和、角谷、旧乙葉山（新荘、上分、岡本） 土佐清水市 合計 3,340

安松      1,730 比島1～4、江陽、高埇、杉井流、川添、御座、久保、北金田、（北本町4、新本町2）の一部、薊野区90 旧香我美町岸本、徳王寺

宮内      990 土居、役知、梅ノ辻、桟橋通、百石、塩屋崎、天神、大原 ●香南名倉 赤岡町全域、吉川村

オリコミ潮江 1,280 塩屋崎、百石、桟橋通、北高見、北竹島、潮新町、北新田 　 （旧赤岡） 旧野市町の一部 甲浦      360 ●吾桑      510 桑田山含む

美濃部 1,270 孕（東・西）、高見、北高見、竹島、北南竹島、六泉寺、深谷 旧野市町東野、新宮、みどり野 安芸市 合計 3,630

●筒井      1,060 桟橋通、仲田、百石、南ノ丸、萩、新田、南新田 土居、中ノ村 ●安芸小松 1,300 矢ノ丸、本町、土居、港町 高岡郡② 合計 7,740 ●下の加江  450

旧香我美町（西川、東川、山南、山北） ●安芸影山 1,010 川北、伊尾木、東川

オリコミ桜井  840 桜井1・2、菜園場、はりまや1・2（軌道東）、北本町3・4の国道以南 旧野市町の一部含む

井上 1,030 南はりまや2、九反田、唐人、中の島、農人、中・南宝永、城見、二葉 宿毛市 合計 4,090

上久保    1,690 宝永、弥生、日の出、知寄町、丸池、小倉、稲荷、若松、弘化台、南金田、札場、海老ノ丸 吾川郡 合計 6,940

大川筋、丸の内、永国寺、廿代、追手筋、はりまや1・2（軌道西） 香美市 合計 6,050

西弘小路、鷹匠、与力、唐人、本町、堺町、南はりまや1 山田堺 町内（伏原一部）岩村一部含む ●小筑紫    510

薊野      2,220 薊野、一宮(西町1、南町、中町1・2） （旧片地区含む） 楠目団地、逆川、加茂、町田含む 大内、波川,八田、天王含む

一宮      1,790 一宮（西町2・3・4、しなね、徳谷、中町3、東町） 山田関田 町内（楠目伏原一部） 谷、加田、神谷 ●片島      510 片島、大島、沖ノ島含む

五台山    1,300 大島、絶海、北タナスカ、葛島、高須西町、仁井田吹井、下田川以南（タナスカ、東孕、唐谷） （旧片地区含む） 佐岡、片地、杉田

●高須      1,740 田辺島、高須新町、高須本町、高須1～3丁目、高須新木、高須東町 山田山本 1,360 町内（植村含む）

香北      1,080 旧香北町 越知面    110

高知市新市① 合計 13,080 大栃      370 旧物部村 柳瀬、出来地50含む 幡多郡② 合計 1,730

三里      2,260 池、望海ケ丘、砂地、種崎、旧十津区（十津、晴海、木材団地、仁井田） ●大杉（旧繁藤）      110 旧繁藤馬瀬は長岡郡へ 他支所60 ●大月      1,300 大月町、弘見、姫野井

大津      2,060 鹿児、もみじ野、北浦、関、船戸、長崎、布師田 南川口    350 旧窪川町 三原      430 三原村

介良      1,800 中野、横堀、本村、岩屋（ＮＴＴ介良交換所より東） 長岡郡 合計 1,720

潮見台甲  700 潮見台、介良野

●長浜 2,630 瀬戸（長浜川以北）、みませ、泉ヶ谷団地、宇賀一部、横浜一部 東又      640 旧窪川町、志和、興津含む

●長浜成岡 1,250 （長浜川以南）、向山団地、桂浜、築山、南地、東諸木一部、戸原

●横浜      1,900 灘、横浜（ニュータウン）、宇賀一部、蒔絵台

菖蒲      150 土佐山村、平石、桑尾（弘瀬除く）

●鏡川口    330 鏡村、行川、吉井、領家

大正      540 旧大正町

旧十和村

土佐郡 合計 890 昭和380、十川290

土佐町

田井  460 大川村除く

高知市 総合計 67,440（120） ●地蔵寺    430 土居、相川、石原50含む 総計

※　紙面の都合上、記載できていない町名があります。
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●春野西   1,120 弘岡上、中、下、森山、新川

越知町

家俊岩戸真幸線287号より東

国道321号以北、
加久見、養老、足摺
岬、　旧三崎区(720)

●日高      1,370

●越知      1,160

平田420、芳奈含む、
一切、柏島100含む

●芳原      1,870

380

1,170

●大野見    

●久礼      

八束、竹島、下田地区910●中村細木  

旧窪川町

清水浜口  

●清水山本

950

1,940

国道以南、以布
利、窪津、大岐

旧東津野村、船戸含む

旧葉山村、上半山、下半山

旧大野見村

上ノ加江、矢井賀含む

670

旧窪川町

旧窪川町

●宿毛      3,070

330

380

1,270

550

500

一部支所除く

多ノ郷、久通含む

野見、大谷含む

●十和      

●松葉川    

●仁井田    

●窪川      

●梼原      

●高岡      2,130

池の内、内野含む

咥内、是友まで

日比原、長沢40含む

●東津野    

葉山

●宇佐      1,080

旧野根

奈半利町

田野町

芸西村、安芸市赤野、穴内

大崎390、名野川90

850

●須崎東    880

●大間      1,670

別枝除く長者140

●いの西    

●いの東    

420

480

340

330

380

1,490

●別府      

●吾川      

●池川      

●上八川    

●下八川    

●枝川      

井ノ口、栃ノ木(安芸西
部)

●奈半利    

●東洋      200

820

2,300

1,200

●大豊重森  250 豊永地区、岩原含む

●室戸      

●吉良川    

770

1,400

1,440

510

420

佐古、西野の一部、母代寺、中町

行当以東

三津含む

椎名含む

540

470

●安芸足達 1,320

900

●大杉      410

●大田口    160

●羽根      

●津呂      

●佐喜浜    

●和食（旧芸西）      

●田野      

高須、杉、馬瀬（穴内含む）

本山、吉野、山崎、下関、寺家

●香宗      1,410

●山北      1,030

●野市      1,990

●本山      

950 立田、田村（岩村の一部含む）

●夜須      1,270

1,080

1,540

150,170

オリコミ江ノ口

1,750ｵﾘｺﾐ本町  

オリコミ城北 2,760

1,440

1,690

香南名倉立田
（旧立田）

新居、竜地区含む

第2土曜日を除く土曜日は、午前9時30分までの搬入とさせていただきます。
なお、第2土曜日は休業日です。


