
令和４年９月 21日 

 

お得意様 各位 

南日本新聞開発センター 

なんにち折込 

 

『統廃合と業務取扱い変更のお知らせ』 

 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、１０月１日（土）折込分からの各紙販売店の統廃合と取り扱いをお知らせ

いたします。 

 急なお知らせで大変恐縮ですが、何とぞ事情ご賢察の上、今後とも変わらぬご愛

顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 ■ 実施日 令和４年１０月１日（土）折込分から 

 

 ■ 取扱新聞店変更および新部数 ※別紙参照（全 7枚・本状含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 南日本新聞 （鹿児島市以外） 

●川辺西部販売所（廃店・知覧南部販売所へ統合） 

 ↓ 

《知覧南部販売所》南九州市 

新聞名 新部数 新聞名 新部数 

南日本新聞 1,720部 朝日新聞 20部 

読売新聞    10部 日本経済新聞 20部 

 

 

●大隅中央販売所（店名変更） 

 ↓ 

《輝北販売所》鹿屋市  

新聞名 新部数 新聞名 新部数 

南日本新聞   550部 朝日新聞 10部 

  日本経済新聞 10部 

 

 

●鹿屋北部販売所（店名変更） 

 ↓ 

《鹿屋北販売所》鹿屋市 

新聞名 新部数 新聞名 新部数 

南日本新聞 1,420部 朝日新聞 40部 

毎日新聞    10部 日本経済新聞 30部 

 

 

●加世田西部販売所（分割・大浦笠沙販売所が再度取り扱い開始） 

 ↓ 

《大浦笠沙販売所》南さつま市 ※下記の通信コードは朝日以外以前のものです。 

新聞名 新部数 新聞名 新部数 

南日本新聞   930部 朝日新聞 20部 

読売新聞    10部 毎日新聞 20部 

日本経済新聞   10部   

《加世田西部販売所》南さつま市 

新聞名 新部数 新聞名 新部数 

南日本新聞 2,570部 朝日新聞 50部 

読売新聞   30部 毎日新聞 10部 

日本経済新聞   10部   

 



■ 南日本新聞 （鹿児島市内） 

 

●坂元販売所（廃店・分割） 

 ↓ 

《上町販売所》鹿児島市 

新聞名 新部数 

南日本新聞 2,450部 

《玉里団地販売所》鹿児島市 

新聞名 新部数 

南日本新聞 2,150部 

 

●伊敷台販売所（分割） 

 ↓ 

《伊敷台販売所》鹿児島市 

新聞名 新部数 

南日本新聞 3,240部 

《上伊敷販売所》鹿児島市 

新聞名 新部数 

南日本新聞 2,310部 

 

 

●星峯皇徳寺販売所（分割） 

 ↓ 

《星ヶ峯販売所》鹿児島市  

新聞名 新部数 新聞名 新部数 

南日本新聞 2,300部 朝日新聞 110部 

毎日新聞   10部 日本経済新聞 60部 

 

《皇徳寺販売所》鹿児島市 ※下記の通信コードは朝日以外以前のものです。 

新聞名 新部数 新聞名 新部数 

南日本新聞 2,100部 朝日新聞  100部 

毎日新聞   10部 日本経済新聞 60部 

 

 

 

 

 

 



■ 朝日新聞 取り扱い変更 

●吉野販売所（分割） 

 ↓ 

販売所名 新部数 販売所名 新部数 

吉野（朝日） 260部 吉野（南）  90部 

吉野中央（南） 150部 吉野東部（南）  30部 

緑ヶ丘（南）  50部 花野光ヶ丘（南）  60部 

伊敷団地（南）  90部   

 

●伊敷団地販売所（廃店・分割） 

→緑ケ丘、花野光ケ丘、伊敷団地（南）へ  

※新部数は上記の通り 

 

●伊敷販売所（分割） 

 ↓ 

販売所名 新部数 販売所名 新部数 

伊敷（朝日） 580部 上伊敷（南）  60部 

武岡明和（南）  10部   

 

●荒田販売所（店名変更） 

 ↓ 

販売所名 新部数 

荒田・鴨池（朝日） 600部 

 

●鴨池販売所（廃店） 

 ↓ 

販売所名 新部数 販売所名 新部数 

荒田・鴨池（朝日） 同上 下荒田（南）  120部 

真砂（南） 230部 郡元南（南）    70部 

鴨池（南）  40部   

 

●紫原販売所（分割） 

 ↓ 

販売所名 新部数 販売所名 新部数 

紫原（朝日） 380部 南田上（南）   20部 

東紫原（南） 110部 西紫原（南）   40部 

南紫原（南）  90部   

 



●宇宿販売所（廃店） 

 ↓ 

販売所名 新部数 

宇宿（南） 120部 

 

●桜ケ丘販売所（廃店） 

 ↓ 

販売所名 新部数 

桜ヶ丘（南） 150部 

 

●星峯皇徳寺販売所（廃店） 

↓ 

販売所名 新部数 販売所名 新部数 

星ヶ峯（南）  110部 中山（南） 60部 

皇徳寺（南）  100部   

 

●谷山販売所（廃店） 

↓ 

販売所名 新部数 販売所名 新部数 

東谷山（南）  50部 谷山永田（南）  50部 

谷山中央（南） 170部 西谷山（南）  50部 

和田（南） 130部 坂之上中央（南）  90部 

 

●南谷山販売所（廃店） 

↓ 

販売所名 新部数 販売所名 新部数 

南谷山（南）   60部 坂之上（南）  50部 

 

※上記の販売所については、新部数をもって一部エリア分割の跨ぎを省略しております。

（すべて記載の新規取り扱い店の部数内で完結しております） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 日経新聞 取り扱い変更 

●伊敷団地販売所（廃店） 

 ↓ 

販売所名 新部数 販売所名 新部数 

伊敷団地（南）  50部 緑ヶ丘（南） 30部 

 

 

●伊敷販売所（分割） 

 ↓ 

販売所名 新部数 販売所名 新部数 

伊敷（朝日） 280部 上伊敷（南）  50部 

花野光ヶ丘（南）  40部 武岡明和（南）  10部 

 

●荒田販売所（店名変更・分割） 

 ↓ 

販売所名 新部数 販売所名 新部数 

荒田・鴨池（朝日） 890部 下荒田（南）  240部 

鴨池（南）  90部   

 

●鴨池販売所（廃店） 

 ↓ 

販売所名 新部数 販売所名 新部数 

荒田・鴨池（朝日） 同上 真砂（南） 230部 

郡元南（南）  80部   

 

●紫原販売所（分割） 

 ↓ 

販売所名 新部数 販売所名 新部数 

紫原（朝日） 250部 南田上（南）   20部 

東紫原（南）  60部 西紫原（南）     40部 

南紫原（南）  50部   

●宇宿販売所（廃店） 

 ↓ 

販売所名 新部数    

宇宿（南） 190部    

 

 

 



●桜ケ丘販売所（廃店） 

 ↓ 

販売所名 新部数    

桜ヶ丘（南） 100部    

 

●星峯皇徳寺販売所（廃店） 

↓ 

販売所名 新部数 販売所名 新部数 

星ヶ峯（南）  60部 中山（南） 50部 

皇徳寺（南）  60部   

●谷山販売所（廃店） 

↓ 

販売所名 新部数 販売所名 新部数 

東谷山（南）  100部 谷山永田（南）  50部 

谷山中央（南）  300部 西谷山（南）  70部 

和田（南）  310部 坂之上中央（南）  60部 

 

●南谷山販売所（廃店） 

↓ 

販売所名 新部数 販売所名 新部数 

南谷山（南）  70部 坂之上（南）  40部 

 

※上記の販売所については、新部数をもって一部エリア分割の跨ぎを省略しております。

（すべて記載の新規取り扱い店の部数内で完結しております） 

 

■ 毎日新聞 取り扱い変更 

●北部販売所（店名変更・分割） 

 ↓ 

販売所名 新部数 販売所名 新部数 

伊敷（朝日）  40部 上伊敷（南）  10部 

武岡明和（南）  30部    

以上 


