2021年11月15日

2022年1月 北海道新聞折込広告締切日程表

㈱道新サービスセンター

対象地区によって締切が異なります。左右からお選びください。
対象地区：札幌・石狩※・江別・北広島・小樽・千歳・恵庭市
折込日
1月1日 (土)
1月2日 (日)
1月3日 (月)
1月4日 (火)
1月5日 (水)
1月6日 (木)
1月7日 (金)
1月8日 (土)
1月9日 (日)
1月10日 (月)
1月11日 (火)
1月12日 (水)
1月13日 (木)
1月14日 (金)
1月15日 (土)
1月16日 (日)
1月17日 (月)
1月18日 (火)
1月19日 (水)
1月20日 (木)
1月21日 (金)
1月22日 (土)
1月23日 (日)
1月24日 (月)
1月25日 (火)
1月26日 (水)
1月27日 (木)
1月28日 (金)
1月29日 (土)
1月30日 (日)
1月31日 (月)

旭川※・帯広市※・幕別※・音更※・芽室町※
申込締切日
搬入締切日
祝
12月24日 (金) 午前中
12月25日 (土) 午前10時半
刊
刊
休
休
12月25日 (土) 午前中
12月27日 (月) 午前10時半
〃 〃 午前中
〃 〃 午前10時半
〃 〃 午前中
〃 〃 午前10時半
12月27日 (月) 午前中
12月28日 (火) 午前10時半
12月28日 (火) 午前中
1月5日 (水) 午前10時半
1月5日 (水) 午前中
1月6日 (木) 午前10時半
1月6日 (木) 午前中
1月7日 (金) 午前10時半
祝
〃 〃 午前中
〃 〃 午前10時半
〃 〃 午前中
〃 〃 午前10時半
1月7日 (金) 午前中
1月8日 (土) 午前10時半
1月8日 (土) 午前中
1月11日 (火) 午前10時半
1月11日 (火) 午前中
1月12日 (水) 午前10時半
1月12日 (水) 午前中
1月13日 (木) 午前10時半
1月13日 (木) 午前中
1月14日 (金) 午前10時半
〃 〃 午前中
〃 〃 午前10時半
1月14日 (金) 午前中
1月15日 (土) 午前10時半
1月15日 (土) 午前中
1月17日 (月) 午前10時半
1月17日 (月) 午前中
1月18日 (火) 午前10時半
1月18日 (火) 午前中
1月19日 (水) 午前10時半
1月19日 (水) 午前中
1月20日 (木) 午前10時半
1月20日 (木) 午前中
1月21日 (金) 午前10時半
〃 〃 午前中
〃 〃 午前10時半
1月21日 (金) 午前中
1月22日 (土) 午前10時半
1月22日 (土) 午前中
1月24日 (月) 午前10時半
1月24日 (月) 午前中
1月25日 (火) 午前10時半
1月25日 (火) 午前中
1月26日 (水) 午前10時半
1月26日 (水) 午前中
1月27日 (木) 午前10時半
(木)
午前中
1月27日
1月28日 (金) 午前10時半
〃 〃 午前中
〃 〃 午前10時半

折込営業本部

対象地区：その他全道
折込日
1月1日 (土) 祝
1月2日 (日)
1月3日 (月)
1月4日 (火)
1月5日 (水)
1月6日 (木)
1月7日 (金)
1月8日 (土)
1月9日 (日)
1月10日 (月) 祝
1月11日 (火)
1月12日 (水)
1月13日 (木)
1月14日 (金)
1月15日 (土)
1月16日 (日)
1月17日 (月)
1月18日 (火)
1月19日 (水)
1月20日 (木)
1月21日 (金)
1月22日 (土)
1月23日 (日)
1月24日 (月)
1月25日 (火)
1月26日 (水)
1月27日 (木)
1月28日 (金)
1月29日 (土)
1月30日 (日)
1月31日 (月)

※石狩、旭川、帯広市、幕別、音更、芽室町の一部地域が「その他全道」となります。詳細は申込書をご覧ください。

申込締切日
12月24日 (金) 午前中
刊
休
12月25日 (土) 午前中
〃 〃 午前中
〃 〃 午前中
12月27日 (月) 午前中
〃 〃 午前中
12月28日 (火) 午前中
1月5日 (水) 午前中
〃 〃 午前中
〃 〃 午前中
1月6日 (木) 午前中
1月7日 (金) 午前中
1月8日 (土) 午前中
1月11日 (火) 午前中
1月12日 (水) 午前中
〃 〃 午前中
1月13日 (木) 午前中
1月14日 (金) 午前中
1月15日 (土) 午前中
1月17日 (月) 午前中
1月18日 (火) 午前中
1月19日 (水) 午前中
〃 〃 午前中
1月20日 (木) 午前中
1月21日 (金) 午前中
1月22日 (土) 午前中
1月24日 (月) 午前中
1月25日 (火) 午前中
1月26日 (水) 午前中
〃 〃 午前中

搬入締切日
12月25日 (土) 午前10時半
刊
休
12月27日 (月) 午前10時半
〃 〃 午前10時半
〃 〃 午前10時半
12月28日 (火) 午前10時半
〃 〃 午前10時半
1月5日 (水) 午前10時半
1月6日 (木) 午前10時半
〃 〃 午前10時半
〃 〃 午前10時半
1月7日 (金) 午前10時半
1月8日 (土) 午前10時半
1月11日 (火) 午前10時半
1月12日 (水) 午前10時半
1月13日 (木) 午前10時半
〃 〃 午前10時半
1月14日 (金) 午前10時半
1月15日 (土) 午前10時半
1月17日 (月) 午前10時半
1月18日 (火) 午前10時半
1月19日 (水) 午前10時半
1月20日 (木) 午前10時半
〃 〃 午前10時半
1月21日 (金) 午前10時半
1月22日 (土) 午前10時半
1月24日 (月) 午前10時半
1月25日 (火) 午前10時半
1月26日 (水) 午前10時半
1月27日 (木) 午前10時半
〃 〃 午前10時半

