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176,883部

県民と共に創刊146周年

岩手日報：175,773
A紙：20,386
B 紙：36,575
C紙：6,147
D紙：2,432
E 紙：7,122
F 紙：3,518
G紙：3,482

岩手日報：50,059
A紙：6,957
B 紙：9,625
C紙：1,360
D紙：718
E 紙：2,909
F 紙：294
G紙：27

68.8％8％

14.3％

69.6％9.7％

13.4％



他媒体

随時発行
信頼できる岩手日報社が取材・制作します

年４回の季刊発行＋α
岩手日報本紙セット 県内全域　約177,000部

新聞社ならではの信頼できる取材、正確な編集、校正、デザイン力を発揮。
制作、印刷までシームレスかつ短期間で納品できます。
紙質は高品質かつ印字がクリア。コストを抑えた印刷物を納品します。



IWATE NIPPO 2021

アクセス数 (2021年 10月～2022年 3月 )

トップページ : 平均 260,000PV/ 月
WEBサイト全体 : 平均 1,700,000PV/ 月

岩手日報 #mekke
Twitter　3,892 フォロワー
facebook　679いいね！

岩手日報
Twitter　57,571 フォロワー
facebook  4,433 いいね！

×IWATE NIPPO
Twitter　43,019 フォロワー
facebook  6,987 いいね！

岩手日報イベント PR
facebook  1,175 いいね！

岩手日報の本
Twitter  2,548 フォロワー



大切な人と、今日、話そう。

ネクストとうほくアクション いわてワンプロ
https://smile-tohoku.jp/

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

2022 年 3 月 11 日付

2022 年 3月 11 日付2022 年 3月 11 日付 2022 年 5月 11 日付
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飛び出す癒し新聞

#はじめての野球してみよう新聞
いわていいとこ！彩発見！！

2021 年 7月 22 日付

2021 年 11 月 17 日付

2021 年 11 月 17 日付

2022 年 4月 22 日付

【広告賞等受賞歴】    2022全広連鈴木三郎助地域広告大賞　2020全広連鈴木三郎助地域キャンペーン大賞　2019全広連鈴木三郎助地域キャンペーン大賞特別賞　2017・2021広告電通賞　2017・2019・2021ギャラクシー賞　
2021ACCゴールド賞　2022JAA広告賞新聞部門グランプリ　2018JAA広告賞消費者が選んだ広告コンクール3部門受賞　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　2007・2011・2012・2017日
本新聞協会新聞広告賞　2019・2020日本新聞協会新聞広告賞奨励賞　　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
岩手広告賞　ほか

IWATE NIPPO 2021

南極支局、はじまります



IWATE NIPPO 2021

広告主組織
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米大リーグ、エンゼルスの大谷翔平選手がア・リーグ最優秀
選手（ＭＶＰ）に選ばれたことを記念した特別号外を計４万
９１１０部発行し、県内と東京都内で配布。号外は都内のい
わて銀河プラザ、城南信用金庫など各所に置きました。

復興状況や感謝の心を伝える「３・１１特別号外」を発行し、
計１万８千部を県外各地で配布、設置しました。特別号外は
２０１２年から３月１１日に毎年発行し、今回が１１回目。
愛媛新聞社（松山市）など県内外の企業、官公庁にも置かれ
ました。

県外号外 号外
大谷翔平MVP特別号外

東日本大震災 11 年特別号外



◇「MINIATURE LIFE 展 2 －田中達也 見立ての世界－」＝12月
10日～2023年1月29日、盛岡市民文化ホール・展示ホールで
開催。2018年に大好評を博した、ミニチュア写真家・見立て作
家、田中達也氏の展覧会の第二弾。
　日常にあるものをモチーフにミニチュア人形を組み合わせ、
独特な視点と見立て
の面白さ、ストーリー
性のある独自の世界
観で幅広い世代を魅
了しています。本展
では、写真作品約
120点のほか、実物
のミニチュア作品約
50点を展示します。

◇「令和４年岩手日報公募書展」「第17回高校、第16回中学校、
第９回小学校書展」＝7月22日～25日、「第 48 回岩手の書道選
抜百人展」＝7月27日～31日、盛岡市の県民会館・展示室で開
催。
　公募書展は県内の主要団体や流派を越えて書道界の振興と
新人書家の発掘を目的に、本県関係者から作品を募集してい
ます。
　高校・中学校・小学校書展は、発表の機会を増やすことで
書に親しみ、豊かな感性と創造力を育み、書写書道教育の振
興に寄与することを目的にしています。
　選抜百人展は、岩手日報書展会常任理事をはじめ、本県を
代表する書家が新作を披露。漢字、かな、漢字かな交じり（近
代詩文書）など味わい深い作品群で書の魅力を伝えます。

◇3人制ハーフコートバスケットボール「第9回小学生3x3（す
りー・エックス・スリー）選手権」＝県内を10ブロックに分け、6
月末から各地区予選を実施。勝ち抜いた男女48チームによる
県大会を9月3日に奥州市総合体育館で開催。
　大会は小学4～6年生の子どもたちが同じ小学校の仲間を
集めて全県から参加。3x3特有のスピーディーでスリリングな試
合展開が特徴で、9代 目チャンピオンをかけた熱戦が繰り広
げられます。県大会出場者に記念品を進呈し、全選手参加の

◇「第81回一関・盛岡間駅伝競走大会（通称:日報駅伝）」＝11月
23日（勤労感謝の日）に実施。国道4号を主としたコースで、
一般の部は11区間95㌔、高校の部は6区間49.2㌔をたすきで
つなぎます。本大会は、東京箱根間往復大学駅伝（箱根駅伝）
に次ぐ伝統を有することで知られています。
沿道の温かい拍手に後押しされ、県内のトップランナーが力走
します。

【盛岡市内一周継走大会】【小学生プログラミングコンテスト
岩手県大会】【囲碁岩手王座決定戦】【将棋岩手王座決定戦】【こ
ずかた寄席】

フリースローコンテストや表彰式終了後には豪華景品が当た
るお楽しみ大抽選会なども実施予定です。
▽地区予選会
兼講習会＝6月
25日～7月16日
　県内10地区
で開催
▽県大会＝9月
3日　奥州市総
合体育舘

◇「清塚信也with NHK 交響楽団メンバー　～カラフル・
ミュージック・ツアー～」＝6月11日、盛岡市民文化ホール・
大ホールで開催。
　人気・実力とも日本最高峰のピ
アニスト清塚信也氏が、日本を代
表するNHK交響楽団メンバーとと
もに、クラシックの名曲から話題
のドラマ曲まで幅広いジャンルの
音楽をトークと共にお届けするコ
ンサートです。

お菓子な虹 ©Tatsuya Tanaka

清塚信也さん ©Kunito Watanabe

中学校書展の様子＝前回展

第 8回地区予選（二戸地区）の様子

5年ぶり 12 度目の栄冠をつかんだ
花巻市 A＝前回大会

大会新で 2年ぶり 30 度目の頂点に
立った一関学院 A＝前回大会

ステージ
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広告主組織
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広告主組織
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昨年度の日報リーダーズサークルの模様。写真は水
沢例会から、民俗芸能などで迫力のステージの劇団
わらび座＝2022 年 3月 23 日、奥州市文化会館
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【盛岡市内一周継走大会】【小学生プログラミングコンテスト
岩手県大会】【囲碁岩手王座決定戦】【将棋岩手王座決定戦】【こ
ずかた寄席】


