
都道府県別・作文応募先一覧
住　所 電話番号都道府県 あて先

北
海
道・東
北

北海道 読売新聞 北海道支社 総務部事業 060-8656 札幌市中央区北4条西4-1-8 011-242-5630
青森県 読売新聞 青森支局 030-0801 青森市新町2-2-4 青森新町2丁目ビル6F 017-773-2121
岩手県 読売新聞 盛岡支局 020-0015 盛岡市本町通2-3-2 019-653-1441
宮城県 読売新聞 東北総局 980-0021 仙台市青葉区中央2-3-6 022-222-4121
秋田県 読売新聞 秋田支局 010-0951 秋田市山王6-2-1 018-824-2211
山形県 読売新聞 山形支局 990-9543 山形市松山3-14-69 工フ工ム山形2F 023-624-2121
福島県 読売新聞 福島支局 960-8063 福島市柳町4-29 024-523-1204

関
　
東

茨城県 読売新聞 水戸支局 310-0061 水戸市北見町5-7 029-231-3311
栃木県 読売新聞 宇都宮支局 320-0822 宇都宮市河原町1-4 読売ビル2F 028-638-4311
群馬県 読売新聞 前橋支局 371-0026 前橋市大手町3-7-1 027-232-4311
埼玉県 読売新聞 さいたま支局 330-8551 さいたま市浦和区常盤5-8-41読売浦和ビル4F 048-822-0181
千葉県 読売新聞 千葉支局 260-0013 千葉市中央区中央4-15-１ 043-225-2001
東京都 作文コンクール東京都 事務局 104-0061 中央区銀座7-15-5　共同ビル3F 03-3216-8598
神奈川県 読売新聞 横浜支局 231-0023 横浜市中区山下町51-1 読売横浜ビル3F 045-201-7992

中
　
　
部

新潟県 読売新聞 新潟支局 951-8551 新潟市中央区白山浦1-336 025-233-5111
富山県 読売新聞 富山支局 930-0094 富山市安住町7-18 第一生命ビル1F 076-441-2888
石川県 読売新聞 金沢支局 920-0024 金沢市西念1-1-3 コンフィデンス金沢1F 076-261-9131
福井県 読売新聞 福井支局 910-0005 福井市大手3-14-9 商工中金ビル5F 0776-22-5220
山梨県 読売新聞 甲府支局 400-0034 甲府市宝1-9-1 055-235-2222
長野県 読売新聞 長野支局 380-0821 長野市上千歳町1159 026-234-4311
岐阜県 読売新聞 岐阜支局 500-8463 岐阜市加納新本町3-1 058-275-4166
静岡県 読売新聞 静岡支局 420-0853 静岡市葵区追手町9-22 読売ビル3F 054-252-0171
愛知県 読売新聞 中部支社 総務部事業課 460-8470 名古屋市中区栄1-２-１ 052-211-0083 

中
国・四
国

鳥取県 読売新聞 鳥取支局 680-0846 鳥取市扇町7 鳥取フコク生命駅前ビル3F 0857-22-2196
島根県 読売新聞 松江支局 690-0886 松江市母衣町95-1 0852-23-1411
岡山県 読売新聞 岡山支局 700-0822 岡山市北区表町1-6-20 岡山フコク生命表町ビル2F 086-224-3377
広島県 読売新聞 広島総局 730-0042 広島市中区国泰寺町1-3-20 082-243-0101
山口県 読売新聞 山口総局 753-0077 山口市熊野町１－１０ ニューメディアプラザ山口８F 083-922-1042
徳島県 読売新聞 徳島支局 770-0831 徳島市寺島本町西1-7-1 徳島駅前171ビル2F 088-622-3155
香川県 読売新聞 高松総局 760-0017 高松市番町1-10-21 087-861-4350
愛媛県 読売新聞 松山支局 790-0001 松山市一番町4-1-6 089-933-4300
高知県 読売新聞 高知支局 780-0870 高知市本町1-1-3 朝日生命高知本町ビル6F 088-825-2220

九
　
州

福岡県 読売新聞 西部本社 事業部 810-8581 福岡市中央区赤坂1-16-5 092-715-6071
佐賀県 読売新聞 佐賀支局 840-0801 佐賀市駅前中央1-9-38-6F  0952-24-7141
長崎県 読売新聞 長崎支局 850-0862 長崎市出島町11-1 095-823-0121
熊本県 読売新聞 熊本支局 862-0976 熊本市中央区九品寺2-1-24 熊本九品寺ビル 096-363-1177
大分県 読売新聞 大分支局 870-0046 大分市荷揚町3-1 097-534-1621
宮崎県 読売新聞 宮崎支局 880-0806 宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル3F 0985-25-4254
鹿児島県 読売新聞 鹿児島支局 892-0844 鹿児島市山之口町1-10 鹿児島中央ビル9F 099-222-7370
沖縄県 読売新聞 那覇支局 900-0015 那覇市久茂地1-3-1 久茂地セントラルビル5F 098-867-2393

近
　
畿

三重県 読売新聞 津支局 514-0009 津市羽所町388 津三交ビルディング3F 059-225-4321
滋賀県 読売新聞 大津支局 520-0806 大津市打出浜13-1 077-522-6691
京都府 読売新聞 京都総局 604-8162 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町630 075-231-1111
大阪府 読売新聞 大阪本社 文化事業部 530-8551 大阪市北区野崎町5-9 06-6366-1848
兵庫県 読売新聞 神戸総局 650-0023 神戸市中央区栄町通1-2-10 078-333-5115
奈良県 読売新聞 奈良支局 630-8001 奈良市法華寺町141-1 0742-34-1101
和歌山県 読売新聞 和歌山支局 640-8241 和歌山市雑賀屋町東ノ丁16 073-422-1144

 海外 作文コンクール海外 事務局 104-0061 中央区銀座7-15-5　共同ビル3F 03-3216-8598
※学校の所在地の都道府県に応募してください。


