
1月6日 (金) 12月27日 (火) 12月29日 (木) 正午 2月3日 (金) 1月30日 (月) 2月1日 (水) 正午

1月10日 (火) 12月29日 (木) 1月5日 (木) 正午 2月7日 (火) 2月1日 (水) 2月3日 (金) 正午

★ 1月13日 (金) 1月6日 (金) 1月11日 (水) 正午 2月10日 (金) 2月6日 (月) 2月8日 (水) 正午

1月17日 (火) 1月11日 (水) 1月13日 (金) 正午 ★ 2月14日 (火) 2月7日 (火) 2月9日 (木) 正午

1月20日 (金) 1月16日 (月) 1月18日 (水) 正午 2月17日 (金) 2月13日 (月) 2月15日 (水) 正午

1月24日 (火) 1月18日 (水) 1月20日 (金) 正午 2月21日 (火) 2月15日 (水) 2月17日 (金) 正午

★ 1月27日 (金) 1月23日 (月) 1月25日 (水) 正午 2月24日 (金) 2月16日 (木) 2月20日 (月) 正午

1月31日 (火) 1月25日 (水) 1月27日 (金) 正午 ★ 2月28日 (火) 2月20日 (月) 2月22日 (水) 正午

3月3日 (金) 2月27日 (月) 3月1日 (水) 正午 4月4日 (火) 3月29日 (水) 3月31日 (金) 正午

3月7日 (火) 3月1日 (水) 3月3日 (金) 正午 4月7日 (金) 4月3日 (月) 4月5日 (水) 正午

3月10日 (金) 3月6日 (月) 3月8日 (水) 正午 4月11日 (火) 4月5日 (水) 4月7日 (金) 正午

★ 3月14日 (火) 3月8日 (水) 3月10日 (金) 正午 ★ 4月14日 (金) 4月10日 (月) 4月12日 (水) 正午

3月17日 (金) 3月13日 (月) 3月15日 (水) 正午 4月18日 (火) 4月12日 (水) 4月14日 (金) 正午

3月20日 (月) 3月14日 (火) 3月16日 (木) 正午 4月21日 (金) 4月17日 (月) 4月19日 (水) 正午

3月24日 (金) 3月17日 (金) 3月22日 (水) 正午 ★ 4月25日 (火) 4月19日 (水) 4月21日 (金) 正午

★ 3月28日 (火) 3月22日 (水) 3月24日 (金) 正午 4月28日 (金) 4月24日 (月) 4月26日 (水) 正午

3月31日 (金) 3月27日 (月) 3月29日 (水) 正午

※　3月21日（火）配布　→　3月20日(月)配布

5月2日 (火) 4月25日 (火) 4月27日 (木) 正午 6月2日 (金) 5月29日 (月) 5月31日 (水) 正午

5月9日 (火) 4月27日 (木) 5月1日 (月) 正午 6月6日 (火) 5月31日 (水) 6月2日 (金) 正午

★ 5月12日 (金) 5月8日 (月) 5月10日 (水) 正午 6月9日 (金) 6月5日 (月) 6月7日 (水) 正午

5月16日 (火) 5月10日 (水) 5月12日 (金) 正午 ★ 6月13日 (火) 6月7日 (水) 6月9日 (金) 正午

5月19日 (金) 5月15日 (月) 5月17日 (水) 正午 6月16日 (金) 6月12日 (月) 6月14日 (水) 正午

5月23日 (火) 5月17日 (水) 5月19日 (金) 正午 6月20日 (火) 6月14日 (水) 6月16日 (金) 正午

5月26日 (金) 5月22日 (月) 5月24日 (水) 正午 6月23日 (金) 6月19日 (月) 6月21日 (水) 正午

★ 5月30日 (火) 5月24日 (水) 5月26日 (金) 正午 ★ 6月27日 (火) 6月21日 (水) 6月23日 (金) 正午

※　5月5日(金)の配布はありません
6月30日 (金) 6月26日 (月) 6月28日 (水) 正午

●　 上記のエリア確定期限および納品期限は最終締切日です。

● 「エリア確定期限」・「納品期限」の青字は弊社都合により通常より早まった

期限となっております。ご協力お願いいたします。   ワイエス株式会社ミッド事業部
●　 ポスティング予定のご連絡はお早めにお願い申し上げます。 　  青森営業所 〒038-0042 青森県青森市大字新城字福田57

●　 納品場所は弊社各営業所にお願いいたします。            　TEL　017-788-4471　　FAX　017-788-4409

●　 ★ 印は広報あおもりの配布スケジュールです。（郊外は３日間配布） 　  弘前営業所 〒036-0233 青森県平川市日沼富田19-7

●　 　  印はクリッパーの配布スケジュールです。 　TEL　0172-57-5588　　FAX　0172-57-5585

　  五所川原営業所 〒038-3107 青森県つがる市柏稲盛岡本94
　TEL　0173-26-7177　　FAX　0173-26-7178

エリア確定期限 納品期限

２０２３年　配布カレンダー   （上半期）

2023年4月
エリア確定期限 納品期限 エリア確定期限 納品期限

2022年11月10日現在

エリア確定期限 納品期限 エリア確定期限 納品期限
2023年1月

配　布　日 配　布　日
2023年2月

2023年3月
配　布　日 配　布　日

2023年5月
配　布　日

2023年6月
配　布　日エリア確定期限 納品期限



7月4日 (火) 6月28日 (水) 6月30日 (金) 正午 8月1日 (火) 7月26日 (水) 7月28日 (金) 正午

7月7日 (金) 7月3日 (月) 7月5日 (水) 正午 8月4日 (金) 7月31日 (月) 8月2日 (水) 正午

7月11日 (火) 7月5日 (水) 7月7日 (金) 正午 ★ 8月8日 (火) 8月2日 (水) 8月4日 (金) 正午

★ 7月14日 (金) 7月10日 (月) 7月12日 (水) 正午 8月10日 (木) 8月4日 (金) 8月8日 (火) 正午

7月18日 (火) 7月11日 (火) 7月13日 (木) 正午 8月18日 (金) 8月7日 (月) 8月9日 (水) 正午

7月21日 (金) 7月14日 (金) 7月19日 (水) 正午 8月22日 (火) 8月10日 (木) 8月18日 (金) 正午

7月25日 (火) 7月19日 (水) 7月21日 (金) 正午 8月25日 (金) 8月21日 (月) 8月23日 (水) 正午

★ 7月28日 (金) 7月24日 (月) 7月26日 (水) 正午 ★ 8月29日 (火) 8月23日 (水) 8月25日 (金) 正午

※　8月11日（金）配布　→　8月10日(木)配布

※　8月15日(火)の配布はありません

9月1日 (金) 8月28日 (月) 8月30日 (水) 正午 10月3日 (火) 9月27日 (水) 9月29日 (金) 正午

9月5日 (火) 8月30日 (水) 9月1日 (金) 正午 10月6日 (金) 10月2日 (月) 10月4日 (水) 正午

9月8日 (金) 9月4日 (月) 9月6日 (水) 正午 10月10日 (火) 10月3日 (火) 10月5日 (木) 正午

★ 9月12日 (火) 9月6日 (水) 9月8日 (金) 正午 ★ 10月13日 (金) 10月6日 (金) 10月11日 (水) 正午

9月15日 (金) 9月11日 (月) 9月13日 (水) 正午 10月17日 (火) 10月11日 (水) 10月13日 (金) 正午

9月19日 (火) 9月12日 (火) 9月14日 (木) 正午 10月20日 (金) 10月16日 (月) 10月18日 (水) 正午

9月22日 (金) 9月15日 (金) 9月20日 (水) 正午 10月24日 (火) 10月18日 (水) 10月20日 (金) 正午

9月26日 (火) 9月20日 (水) 9月22日 (金) 正午 ★ 10月27日 (金) 10月23日 (月) 10月25日 (水) 正午

★ 9月29日 (金) 9月25日 (月) 9月27日 (水) 正午 10月31日 (火) 10月25日 (水) 10月27日 (金) 正午

11月2日 (木) 10月27日 (金) 10月31日 (火) 正午 12月1日 (金) 11月27日 (月) 11月29日 (水) 正午

11月7日 (火) 10月31日 (火) 11月2日 (木) 正午 12月5日 (火) 11月29日 (水) 12月1日 (金) 正午

11月10日 (金) 11月6日 (月) 11月8日 (水) 正午 12月8日 (金) 12月4日 (月) 12月6日 (水) 正午

★ 11月14日 (火) 11月8日 (水) 11月10日 (金) 正午 ★ 12月12日 (火) 12月6日 (水) 12月8日 (金) 正午

11月17日 (金) 11月13日 (月) 11月15日 (水) 正午 12月15日 (金) 12月11日 (月) 12月13日 (水) 正午

11月21日 (火) 11月15日 (水) 11月17日 (金) 正午 12月19日 (火) 12月13日 (水) 12月15日 (金) 正午

11月24日 (金) 11月16日 (木) 11月20日 (月) 正午 12月22日 (金) 12月18日 (月) 12月20日 (水) 正午

★ 11月28日 (火) 11月20日 (月) 11月22日 (水) 正午 ★ 12月26日 (火) 12月20日 (水) 12月22日 (金) 正午

※　11月3日（金）配布　→　11月2日(木)配布
12月29日 (金) 12月25日 (月) 12月27日 (水) 正午

●　上記のエリア確定期限および納品期限は最終締切日です。

●　「エリア確定期限」・「納品期限」の青字は弊社都合により通常より早まった

　　期限となっております。ご協力お願いいたします。
●　ポスティング予定のご連絡はお早めにお願い申し上げます。
●　納品場所は弊社各営業所にお願いいたします。            
●　★ 印は広報あおもりの配布スケジュールです。（郊外は３日間配布）
●　　　印はクリッパーの配布スケジュールです。

　　　青森営業所 〒038-0042 青森県青森市大字新城字福田57
　TEL　017-788-4471　　FAX　017-788-4409

　　　弘前営業所 〒036-0233 青森県平川市日沼富田19-7
　TEL　0172-57-5588　　FAX　0172-57-5585

　　　五所川原営業所 〒038-3107 青森県つがる市柏稲盛岡本94
　TEL　0173-26-7177　　FAX　0173-26-7178

納品期限

エリア確定期限 納品期限 エリア確定期限 納品期限

エリア確定期限 納品期限 エリア確定期限

2022年11月10日現在

エリア確定期限 納品期限 エリア確定期限 納品期限
2023年8月

２０２３年　配布カレンダー   （下半期）

配　布　日
2023年7月

配　布　日

2023年9月 2023年10月
配　布　日

2023年11月 2023年12月
配　布　日

2024年1月
配　布　日

配　布　日

エリア確定期限 納品期限

配　布　日

(火)

(金)

(火)

(金)

(火)

★

1月9日

1月16日

1月19日

1月23日

1月26日

1月30日

★ 1月12日

(火)

(金)

1月22日

1月24日

(火)

(金)

(水)

(月)

(水)

(月)

(水)

12月26日

1月5日

1月10日

1月15日

1月17日

正午

正午

   ワイエス株式会社ミッド事業部

正午

正午

正午

正午

正午

1月24日

1月26日

(木)

(水)

(金)

(水)

(金)

(水)

(金)

12月28日

1月10日

1月12日

1月17日

1月19日


