2021年1月・2月 北海道新聞折込広告締切日程表

2020年12月15日
㈱道新サービスセンター
折込営業推進部

※2021年1月2日(土)付朝刊は休刊です。
折込日
1月1日 (金) 祝
1月2日 (土)
1月3日 (日)
1月4日 (月)
1月5日 (火)
1月6日 (水)
1月7日 (木)
1月8日 (金)
1月9日 (土)
1月10日 (日)
1月11日 (月) 祝
1月12日 (火)
1月13日 (水)
1月14日 (木)
1月15日 (金)
1月16日 (土)
1月17日 (日)
1月18日 (月)
1月19日 (火)
1月20日 (水)
1月21日 (木)
1月22日 (金)
1月23日 (土)
1月24日 (日)
1月25日 (月)
1月26日 (火)
1月27日 (水)
1月28日 (木)
1月29日 (金)
1月30日 (土)
1月31日 (日)

申込締切日
12月24日 (木) 午前中
刊
（朝刊）
休
12月25日 (金) 午前中
〃 〃 午前中
12月26日 (土) 午前中
〃 〃 午前中
12月28日 (月) 午前中
1月5日 (火) 午前中
1月6日 (水) 午前中
1月7日 (木) 午前中
〃 〃 午前中
〃 〃 午前中
1月8日 (金) 午前中
1月9日 (土) 午前中
1月12日 (火) 午前中
1月13日 (水) 午前中
1月14日 (木) 午前中
〃 〃 午前中
1月15日 (金) 午前中
1月16日 (土) 午前中
1月18日 (月) 午前中
1月19日 (火) 午前中
1月20日 (水) 午前中
1月21日 (木) 午前中
〃 〃 午前中
1月22日 (金) 午前中
1月23日 (土) 午前中
1月25日 (月) 午前中
1月26日 (火) 午前中
1月27日 (水) 午前中
1月28日 (木) 午前中

搬入締切日
12月25日 (金) 午前10時半
刊
（朝刊）
休
12月26日 (土) 午前10時半
〃 〃 午前10時半
12月28日 (月) 午前10時半
〃 〃 午前10時半
1月5日 (火) 午前10時半
1月6日 (水) 午前10時半
1月7日 (木) 午前10時半
1月8日 (金) 午前10時半
〃 〃 午前10時半
〃 〃 午前10時半
1月9日 (土) 午前10時半
1月12日 (火) 午前10時半
1月13日 (水) 午前10時半
1月14日 (木) 午前10時半
1月15日 (金) 午前10時半
〃 〃 午前10時半
1月16日 (土) 午前10時半
1月18日 (月) 午前10時半
1月19日 (火) 午前10時半
1月20日 (水) 午前10時半
1月21日 (木) 午前10時半
1月22日 (金) 午前10時半
〃 〃 午前10時半
1月23日 (土) 午前10時半
1月25日 (月) 午前10時半
1月26日 (火) 午前10時半
1月27日 (水) 午前10時半
1月28日 (木) 午前10時半
1月29日 (金) 午前10時半

※2021年2月15日(月)付朝刊は休刊です。
折込日
2月1日 (月)
2月2日 (火)
2月3日 (水)
2月4日 (木)
2月5日 (金)
2月6日 (土)
2月7日 (日)
2月8日 (月)
2月9日 (火)
2月10日 (水)
2月11日 (木) 祝
2月12日 (金)
2月13日 (土)
2月14日 (日)
2月15日 (月)
2月16日 (火)
2月17日 (水)
2月18日 (木)
2月19日 (金)
2月20日 (土)
2月21日 (日)
2月22日 (月)
2月23日 (火) 祝
2月24日 (水)
2月25日 (木)
2月26日 (金)
2月27日 (土)
2月28日 (日)

申込締切日
1月28日 (木) 午前中
1月29日 (金) 午前中
1月30日 (土) 午前中
2月1日 (月) 午前中
2月2日 (火) 午前中
2月3日 (水) 午前中
2月4日 (木) 午前中
〃 〃 午前中
2月5日 (金) 午前中
2月6日 (土) 午前中
2月8日 (月) 午前中
〃 〃 午前中
2月9日 (火) 午前中
2月10日 (水) 午前中
刊
（朝刊）
休
2月12日 (金) 午前中
2月13日 (土) 午前中
2月15日 (月) 午前中
2月16日 (火) 午前中
2月17日 (水) 午前中
2月18日 (木) 午前中
〃 〃 午前中
2月19日 (金) 午前中
〃 〃 午前中
2月20日 (土) 午前中
2月22日 (月) 午前中
2月24日 (水) 午前中
2月25日 (木) 午前中

搬入締切日
1月29日 (金) 午前10時半
1月30日 (土) 午前10時半
2月1日 (月) 午前10時半
2月2日 (火) 午前10時半
2月3日 (水) 午前10時半
2月4日 (木) 午前10時半
2月5日 (金) 午前10時半
〃 〃 午前10時半
2月6日 (土) 午前10時半
2月8日 (月) 午前10時半
2月9日 (火) 午前10時半
〃 〃 午前10時半
2月10日 (水) 午前10時半
2月12日 (金) 午前10時半
刊
（朝刊）
休
2月13日 (土) 午前10時半
2月15日 (月) 午前10時半
2月16日 (火) 午前10時半
2月17日 (水) 午前10時半
2月18日 (木) 午前10時半
2月19日 (金) 午前10時半
〃 〃 午前10時半
2月20日 (土) 午前10時半
〃 〃 午前10時半
2月22日 (月) 午前10時半
2月24日 (水) 午前10時半
2月25日 (木) 午前10時半
2月26日 (金) 午前10時半

◎函館地区（函館折込センター・茂辺地）、釧路・根室地区、小頓別、屈足、離島、
および一部のデリバリー商品は上記日時より一日早い締め切りとなります。
※東静内・三石も1月16日折込分より一日早い締め切りとなります。

