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市場占有率（2017年7月～12月ABC協会報告部数平均
195,091部
発行部数（2018年2月ABC協会報告部数）

創刊140周年
記念キャラクター
にぽりん

岩手日報はことし創刊142年

この地で生きる　こころをつなぐ　岩手日報
創刊140周年記念標語

社是：独立・責任・奉仕

● 岩手日報：58,407
● A紙：11,130
● B紙：12,243
● C紙：2,668
● D紙：871
● E紙：4,213
● F紙：384
● G紙：28

● 岩手日報：199,139
● A紙：26,790
● B紙：43,982
● C紙：8,722
● D紙：2,951
● E紙：9,767
● F紙：5,233
● G紙：3,853

全県 盛岡

8.9％

14.6％

66.3％ 12.4％

13.6％

64.9％



毎週木曜日発行
岩手日報本紙セット
県内全域
約 19万 5千部

1週間分の地上波・BSの番組表、および

ファッション、グルメ、旅行、レジャー、

美容、健康、住まい、教育、金融など地

域に根ざした総合情報をお届けして

います。

保存性が高く、繰り返し閲読される媒

体です。

毎月 1日発行
岩手日報本紙セット
盛岡エリア
約 9万 6千部
地域広告特集として盛岡エリア（盛岡

市・滝沢市・八幡平市・紫波郡・岩手郡

など）で発行しています。地域情報か

ら社会・経済情報まできめ細かく、暮

らしに密着した広告情報をお届けし

ています。

サブ媒体

IWATE NIPPO 2018

岩手のまち、ひと、しごとを、より魅力的に。

彩り鮮やかな折り紙のように。

十人十色の個性とともに、新しい文化や価値を創生することを目指した、

地方創生をテーマにした媒体です。

随時発行
岩手日報本紙セット
県内全域
約 19万 5千部



IWATE NIPPO 2018

アクセス数（2018年3月）
トップページ：399,023PV/月
Webサイト全体：
1,929,306PV/月

岩手日報イベントPR
Facebook　877いいね！
（2018年3月）

×IWATE NIPPO
Twitter　40,032フォロワー
Facebook　4,888いいね！
（2018年3月）

岩手日報社出版部
Twitter　573フォロワー
（2018年3月）

https://www.iwate-np.co.jp/

WEBサイト SNS

岩手日報
Twitter　39,393フォロワー
Facebook　3,147いいね！
（2018年3月）



IWATE NIPPO 2018

企画広告
3月 11 日を、すべての人が大切な人を想う日に

https://www.iwate-np.co.jp/content/taisetunahito-omouhi/

スマイルとうほくプロジェクト
http://smile-tohoku.jp/

いわてで働く
https://www.iwate-np.co.jp/content/work/top.html

いわてのテとテ
https://tetote.iwate-np.co.jp/

【広告賞等受賞歴】2007・2011・2012・2017日本新聞協会新聞広告賞　2011カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル金賞　2011スパイクスアジア金・銅賞2011アジア太平洋広告
祭（アドフェスト）銀・銅賞　2011グッドデザイン賞　2017広告電通賞｢新聞広告電通賞」　2017JAA広告賞・消費者が選んだ広告コンクール「新聞」「テレビ」メダリスト　岩手広告賞　ほか
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主催事業

■展覧会■
◇「田中達也　MINIATURE  LIFE展」＝７月１

４日～９月２日、盛岡市民文化ホール・展示

ホール。インスタグラムから火が付き、２０１

７年にはＮＨＫ連続テレビ小説「ひよっこ」の

タイトル映像にも起用されたミニチュア写真

家・田中達也の「ミニチュア・カレンダー」。日

常的な物を題材にミニチュア人形と組み合わ

せたミニチュア・カレンダーは国内外から大

きな反響を呼んでいます。

本展では田中達也の作品を額装展示するほ

か、ジオラマ化することで遊び心たっぷりな

小さな世界を体感できます。

◇主催　盛岡市文化振興事業団、岩手日報社、

ＩＢＣ岩手放送

◇会期　７月１４日（土）～９月２日（日）※月

曜日休館。７月１６日（月・祝）は開館。

◇会場　盛岡市民文化ホール・展示ホール

■ステージ■
◇オンドレイ・レナルト指揮「プラハ放送交響

楽団＆ヴァディム・ホロデンコ」公演＝６月２

１日、盛岡市民文化ホール・大ホール。プラハ

放送交響楽団はチェコの三大オーケストラの

一つとして高い評価を受けています。

本公演では、２０１３年にヴァン・クライバー

ン国際ピアノコンクールで優勝し、「最も才能

のある現世代のピアニストの一人」と称賛さ

れているヴァディム・ホロデンコをソリスト

に迎え、スメタナの交響詩「モルダウ」、ラフマ

ニノフのピアノ協奏曲第２番、ドボルザーク

の交響曲第９番「新世界より」を披露します。

入場料はＳ席７５００円、Ａ席６５００円、Ｂ

席５５００円（全席指定、当日各５００円増）。

■スポーツ■
◇３人制ハーフコートバスケットボール「第５回小学生３×３

（スリー・バイ・スリー）選手権」＝県内を１０ブロックに分け、７

月に各地区予選を実施。勝ち抜いた男女各４８チームによる県選

手権を９月１日に奥州市総合体育館で開催。

大会は、県内のミニバスケットボール、スポーツ少年団などで活

動する子供たちが同じ小学校の仲間でチームを結成し参加。ス

ピード感あふれる試合展開が繰り広げられ、県ナンバーワンの座

をかけた熱戦が期待されます。

県大会進出チーム選手全員に記念スポーツタオルを進呈。表彰式

終了後にはお楽しみ大抽選会なども実施します。

▽地区予選会兼講習会＝６月３０日～７月１４日　県内１０地

区で開催　▽県選手権大会９月１日　奥州市総合体育館

第4回小学生３×３
（スリー・バイ・スリー）選手権

ブロッコリー1本分のサバンナ

■その他の事業■
【専門学校進学相談会】【大学進学説明会】【高校生のための文化講

演会】【いわて健康ウォーク】【クリスマス子ども大会】【ご入学お

めでとう大会】【一関・盛岡間駅伝競走大会】

プラハ放送交響楽団



IWATE NIPPO 2018
広告主組織

岩手日報広華会 岩手ブランチ懇話会

　岩手日報社とその広告主である県内企業・事業所・商店等でつ

くる団体です。1954年に結成した盛岡を皮切りに、県内各地で組

織され、86年の江刺まで現在13広華会、460会員で構成されてい

ます。

　広告宣伝や経営の研究、各種事業を通じて会員相互の親睦を図

り、地域社会の文化向上と県勢の発展に寄与することを目的とし

ています。

　各単会ごとに日報リーダーズサークル（コンサート、落語会、講

演会等）を開催しているほか、全県組織である岩手日報広華会連

合会は各種セミナー、広告講演会、親睦ゴルフ大会など幅広い活

動を展開しています。

　本社が岩手県外にある企業、団体の支社、支店、営業所、現地法

人などの代表者で組織。

　岩手の情報を素早くキャッチして発信し、地域の発展に寄与す

ることを目的に1983年に設立されました。

　現在は26会員で活動し、各界から招く講師による定例会で、岩

手の文化・経済等を学ぶほか、異業種交流の場として会員相互の

情報交換や親睦を深めています。

日報リーダーズサークルは毎年、県内13会場で開か
れる。写真は盛岡例会から、熱い歌声で観客を魅了す
る渡辺真知子さん＝2017年11月9日、岩手県民会館
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岩手日報社
■本社
〒020-8622 盛岡市内丸３-７
TEL 019(653)4111（代表）　019(653) 4118（広告事業局ダイヤルイン） 
■制作センター
〒028-3621紫波郡矢巾町広宮沢4-350
TEL 019(656)6650
■東京支社
〒104-0061東京都中央区銀座7丁目12-14 大栄会館
TEL 03(3541)4346
■大阪支社
〒541-0041大阪市中央区北浜3-1-12 萬成ビル
TEL 06(6231)4301
■仙台支社
〒980-0014仙台市青葉区本町2丁目10-33 第二日本オフィスビル3階
TEL 022(222)9672
■一関支社
〒021-0884一関市大手町3-40
TEL 0191(23)4124
■岩手支局
〒028-4307岩手郡岩手町五日市12-81-10
TEL 0195(62)3249
■紫波支局
〒028-3305紫波郡紫波町日詰字下丸森102-9
TEL 019(672)2800
■花巻支局
〒025-0092花巻市大通り2丁目1-16
TEL 0198(24)7744
■北上支局
〒024-0061北上市大通り2丁目3-3
TEL 0197(63)4265
■奥州支局
〒023-0814奥州市水沢袋町4-3
TEL 0197(23)3751
■一関東支局
〒029-0803一関市千厩町千厩字町75-2
TEL 0191(53)2131

■大船渡支局
〒022-0002大船渡市大船渡町字赤沢8-10
TEL 0192(27)3070
■陸前高田支局
〒029-2205陸前高田市高田町鳴石48-4
TEL 0192(55)2590
■釜石支局
〒026-0034釜石市中妻町2丁目11-7
TEL 0193(23)5107
■遠野支局
〒028-0513遠野市東穀町1-8
TEL 0198(62)3329
■宮古支局
〒027-0061宮古市西町１丁目5-38
TEL 0193(62)1771
■久慈支局
〒028-0061久慈市中央1丁目26
TEL 0194(53)3030
■洋野支局
〒028-7914九戸郡洋野町種市23-25-48
TEL 0194(69)1060
■二戸支局
〒028-6101二戸市福岡字八幡下18-8
TEL 0195(23)8080
■八幡平支局
〒028-7405八幡平市平舘26地割145番1-D
TEL 0195(78)8100

【関連会社】
株式会社岩手日報広告社
〒020-0024盛岡市菜園1-3-6農林会館9階　TEL019(653)6125
岩手日報アド・ブランチ株式会社
〒020-0122盛岡市みたけ1-6-40　TEL019(641)6711


