
熊日販売店区域一覧表

地区 販売店名 新聞名 販売区域

熊本市圏 清水 K
大窪1丁目の一部、山室1丁目の一部、山室2～3丁目、高平1丁目の一部、高平2～3丁目、室園町の一部、清水亀井町、清水町亀井、清水本町、万石1～5、清
水東町、清水岩倉1～3丁目、麻生田1丁目の一部、兎谷1～2丁目

熊本市圏 新地 K
向陽台、津久礼の一部、花立3丁目の一部、麻生田1丁目3～5番地、麻生田3丁目～5丁目、大窪4丁目（1～5）～5丁目（1～2・10）、大窪団地、楠の一部、清水
新地1丁目～7丁目、鶴羽田1丁目・2丁目・3丁目の各一部、楡木4～5丁目、八景水谷1～4丁目、飛田3丁目（1～5)・4丁目、山室4～6丁目

熊本市圏 新南部 K
黒髪6～8丁目、下南部1～3丁目、新南部1～6丁目、龍田3丁目（17～27・32を除く）、龍田陳内1～4丁目、渡鹿8丁目（16～22）、渡鹿9丁目（1～4）、保田窪本町
（21～24）

熊本市圏 龍田 KM
津久礼（3770）、麻生田2丁目、上南部1～4丁目、楠1～8丁目（楠団地）、御領8丁目、龍田1丁目、龍田2丁目、龍田3丁目（32-1）、龍田4丁目～9丁目、龍田弓
削1丁目、楡木1～3丁目、楡木4丁目（5・21-18・23-1,23,27）

熊本市圏 武蔵台 KM経
花立3丁目（9～10除く）、花立2丁目、花立１丁目1～22、光の森1～5丁目、武蔵ヶ丘1～3丁目、武蔵ヶ丘北1～3丁目、幾久富（1～1460と1639～1800除く）、豊
岡の一部、武蔵野台・沖野台・永江団地・すずかけ台・笹原・泉ケ丘・群　（旧 合志町）、津久礼3737の一部、楡木6丁目、栄（3792・3794）

熊本市圏 武蔵ヶ丘 KM 津久礼の一部、武蔵ヶ丘北1丁目1-1、1-2、1-3、1-6、1-7、1-11、龍田弓削2丁目、武蔵ｹ丘1丁目～9丁目、弓削１～６丁目　（旧 龍田町弓削）

熊本市圏 御領・託麻東 KM経
石原１～３丁目、小山１～７丁目、鹿帰瀬町、菊陽町（辛川道明・深迫）、戸島本町、戸島１～７丁目、神園１～２丁目、中江町、長嶺東７・８・９丁目、平山町、益城
町平田の一部、弓削町、吉原町、御領２・３・５・６・７丁目

熊本市圏 小峯 K
尾ノ上４丁目、小峯１～４丁目、健軍町（山ノ内１丁目）、新外１～４丁目、月出５丁目、戸島西1～７丁目、西戸島団地、長嶺南３丁目の一部、長嶺南５～８丁目、
益城町古閑の一部（１～７３番地）、益城町広崎の一部（１６８９番地と１６９５―４）、山ノ内１～４丁目、山の神１～２丁目

熊本市圏 健軍東 KM
榎町、桜木１～６丁目、佐土原１～３丁目、花立１～６丁目、東町２～３丁目(県営・市営東町団地、自衛隊特借)、秋津新町１～５番地、東本町１６～２１番地（県営
東本町団地・優渾タワー・ライオンズマンション・自衛隊特借・税大）、昭和町、益城町古閑（88～153番地）の一部、益城町広崎(７８０～８２４、１００６～１０３９番地)
の一部

熊本市圏 健軍 KM
尾ノ上１丁目（５～１２番地）、尾ノ上２丁目（１９～２９番地）、健軍１～４丁目、健軍本町、湖東１丁目、新生１～２丁目、錦ケ丘、東本町１～１５、若葉１～２丁目、東
町１・４丁目

熊本市圏 秋津 KM
秋津１～３丁目、秋津町秋田１７１・２３０～２３８・２９５～３９９・３０６６番地、秋津町秋田３４３８～３４４６番地（秋津レークタウン）、秋津町秋田３２９８－２（秋津団
地）、栄町、水源１～２丁目、東野１～４丁目、広木町、南町、若葉３～６丁目、沼山津１～４丁目、益城町広崎（７５３～７８０番地）の一部

熊本市圏 大江・京塚 K
大江２～６丁目、新大江１～２丁目、水前寺１丁目の一部、白山３丁目、帯山1丁目、帯山3丁目の一部、上水前寺１～２丁目、京塚本町、新大江３丁目、水前寺
３・４・５丁目の一部

熊本市圏 京町・坪井 K 京町1～2丁目の一部、京町本丁の一部、千葉城町、坪井1～6丁目、内坪井町、壺川1～2丁目、本丸の一部
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熊日販売店区域一覧表

地区 販売店名 新聞名 販売区域

熊本市圏 花園 KM経 花園1～7丁目、島崎2～7丁目、横手5丁目

熊本市圏 新町 KM 段山本町、新町、宮内、古城町、二の丸、横手1・3～4丁目、横手2丁目の一部、島崎1丁目、古京町、上熊本2丁目の一部

熊本市圏 平成・南熊本 KM
平成、江越、馬渡、流通団地、本荘・琴平・十禅寺町・平田2丁目・世安町・萩原町・本山・春竹の各一部、幸田2丁目10番、十禅寺3丁目・世安団地、南熊本1～5
丁目、琴平1丁目と2丁目の一部、琴平本町、本荘町（白山通りの北側）、本荘3～6丁目、琴平団地、春竹町の一部、弥生町、迎町2丁目

熊本市圏 池田 KM
釜尾町の一部、上熊本団地、打越町の一部、高平1～2丁目の一部、池亀町、出町、津浦町、上熊本1丁目、上熊本2丁目の一部、上熊本3丁目、稗田町、池田
1・2・4丁目、池田3丁目の一部、京町1～2丁目の一部、京町本丁の一部

熊本市圏 須屋 KM 梶尾町の一部、鶴羽田3丁目の一部、鶴羽田4丁目の一部、鶴羽田町の一部、須屋（一部除く）

熊本市圏 清水西 K経
池田3丁目・清水町大窪・山室1丁目・高平1丁目の各一部、旧西里地区（釜尾は一部）、旧北部町（梶尾、西梶尾、四方寄、飛田、鹿子木、大鳥居、楠野、鶴羽
田の一部）、植木町鐙田の一部

熊本市圏 河内 KM経 河内町全域、松尾町平山

熊本市圏 中島 KM経 中原町、中島町、沖新町、畠口町乙畠地区、小島上町の一部、無田口町の一部、畠口町、浜口町の一部、並建町の一部、白石町の一部

熊本市圏 西部 KMN経
城山下代1～5丁目、上代6・8～10丁目、城山大塘1～7丁目、城山半田1～4丁目、高橋1・2丁目、小島1～9丁目、松尾町、上高橋1・2丁目の一部、城山薬師1・
2丁目

熊本市圏 熊本駅ニシ KM
春日1・6・7丁目の一部と3（熊本駅除く）・4・5・8丁目、池上町、横手1・2丁目の一部、新町4丁目の一部、谷尾崎、上代1～5・7丁目、戸坂町、上高橋1・2丁目の
一部、小沢町の一部

熊本市圏 熊本駅前 KM
二本木1～3丁目と4・5丁目の一部、熊本駅、田崎本町、田崎町、八島町、八島1～2丁目、田崎1～3丁目、野口1・2丁目、島町1丁目、薄場1丁目の一部と2丁
目、春日1・6・7丁目の一部、春日2丁目、新土河原1・2丁目、蓮台寺4・5丁目、野中1～3丁目、近見2丁目の一部、上ノ郷1・2丁目の一部

熊本市圏 中央北 K
上通町、水道町、草葉町、手取本町、下通・花畑町・辛島町の各一部、桜町、南坪井町、南千反畑町、上林町、井川淵町の一部、城東町、安政町、中央街の一
部

熊本市圏 中央南 K
下通・花畑町・辛島町の各一部、紺屋今町、練兵町、船場町、山崎町、慶徳堀町、呉服町、細工町、上鍛冶屋、河原町、阿弥陀寺町、紺屋町1～3丁目、横紺屋
町、松原町、魚屋町、米屋町、小沢町の一部、新市街、通町、古川町、板屋町、万町、川端町、唐人町、古大工町、中央街の一部
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熊日販売店区域一覧表

地区 販売店名 新聞名 販売区域

熊本市圏 黒髪 K 妙体寺町、東子飼、西子飼、北千反畑、黒髪1～5丁、薬園町、子飼本町、井川淵町の一部

熊本市圏 新屋敷・渡鹿 K 大江1丁目、渡鹿1～7丁目、黒髪4・5丁目の一部、渡鹿8丁目の一部、新屋敷１・２・３

熊本市圏 保田窪 K 保田窪1～5丁目、西原1丁目、保田窪本町の一部、帯山2・4丁目、帯山5・7丁目の一部

熊本市圏 東水前寺 KM 出水1・2丁目の各一部、水前寺6丁目、神水本町、神水1・2丁目、尾ノ上1丁目の一部、上京塚、水前寺公園の一部、健軍5丁目、湖東2・3丁目

熊本市圏 水前寺 KM 水前寺1・3・4・5丁目の一部、水前寺2丁目、国府1～4丁目、出水1・2・4・6・8丁目の一部、出水3・5丁目、国府本町、堀の内団地、水前寺公園1～8

熊本市圏 九品寺 KM 九品寺1～6丁目、本荘1・2丁目、大江本町、菅原町、岡田町、白山1～2丁目、出水6～7丁目の一部（浜線側）、八王子町の一部（浜線東側）、田迎6丁目の一部

熊本市圏 託麻西 KM 御領1・４丁目、長嶺東１～６丁目、長嶺西、長嶺南1丁目、西原2・3丁目、八反田1～3丁目、帯山8丁目の一部

熊本市圏 帯山 K 帯山6・9丁目、帯山3・5・7・8の各一部、尾ノ上3丁目、東京塚、三郎1・2丁目、月出1～4・6～8丁目、尾ノ上1・2丁目の一部、長嶺南2・4丁目と3丁目の一部

熊本市圏 出水南 KM経 江津1・2丁目、出水4・7・8丁目の各一部、田井島1丁目、田迎6丁目の一部、出仲間9丁目

熊本市圏 江津 KM経
下江津、上無田、所島、重富・下無田の一部、良町1・4丁目、田迎町田井島の一部（浜線ＢＰの東側）、田井島2・3丁目、嘉島町（三郎無田）、江津3・4丁目、画
図東1・2丁目

熊本市圏 田迎御幸 KM経
萩原町、萩原団地、八王子（浜線バイパス西側）、八王子団地、田迎1～5丁目、出仲間1～8丁目、田迎町田井島の一部（浜線ＢＰの西側、東ＢＰの北側）、幸田1
～2丁目、御幸笛田1～8丁目、御幸西１～4丁目、御幸木部1～3丁目、良町2・3・5丁目、重富の一部

熊本市圏 世安 KM
迎町1丁目、二本木4～5丁目、蓮台寺1～3丁目、近見1・3・4・5・6丁目と2丁目の一部、本山1～4丁目、平田1丁目と2丁目の一部、世安町・十禅寺町・上ノ郷1・2
丁目・薄場町の各一部、本山町の一部

熊本市圏 飽田東 KM経 八分字町、今町、砂原町、孫代町、浜口町の一部、並建町の一部、無田口町の一部、甲畠地区、土河原町、会富町の一部、護藤町の一部、野口3・4丁目
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熊日販売店区域一覧表

地区 販売店名 新聞名 販売区域

熊本市圏 近見 KM
八幡1・5～8丁目、八幡9～11丁目の一部、近見7～9丁目、島町2～5丁目、荒尾1～3丁目、南高江1～7丁目、鳶町1・2丁目、白藤1～5丁目、合志1～4丁目、刈
草1～3丁目、野越団地、薄場町の一部、西無田の一部、近見町の一部

熊本市圏 川尻 KAMN経
八幡2～4丁目、八幡9～11丁目の一部、川尻1～6丁目、元三1～5丁目、野田1～3丁目、天明町、護藤町の一部、会富町の一部、木部の一部、富合町の一部
（杉島）

熊本市圏 川尻南 KMN経 富合町（杉島・南田尻の各一部を除く）

熊本市圏 西合志 KM経 旧西合志町地区（須屋、上生、城の一部、を除く）、旧合志町栄地区

熊本市圏 菊陽 KM 菊陽町（東ヶ丘団地、三里木、青葉台団地、新山、杉並台、津久礼久保田、沖野、原水の一部）、合志町（杉並台団地）

熊本市圏 武蔵ヶ丘東 K 菊陽町（原水、新町、緑ヶ丘、馬場、堀川、中尾、光団地、沖野の一部）

熊本市圏 秋津東 KM 益城町（古閑、広崎の各一部を除く）、西原村（河原の一部）

新熊本市 植木北 KAMN経 植木町（吉松地区、田底地区、色出）、旧西合志町（城、上生）、菊池市泗水町（佐野）、山鹿市鹿央町（久野、奥永）、菊池市七城町（松島、新村）

新熊本市 植木西 KAM経 植木町（山本校区全域、舞尾の一部、鞍掛、一木、味取、甲、乙、青葉台、田原、西山、岩野の一部）

新熊本市 植木 K経

鐙田　（110～1476）　※（1589～2026）熊本北店隣接、石川、岩野　（133～1100・1282～1405・2048～2911）　※植木西店と隣接、植木町1丁目～5丁目、上古
閑、後古閑　※植木西と隣接　要確認、円台寺、荻迫、小野、木留、大和、滴水、投刀塚、那知、平野、広住、辺田野、舞尾の一部、改寄町、鹿子木町（538～
597）　※熊本北店隣接、河内町（1492・1486）、楠野町（1320・1046）、小糸山町、明徳町（817～1461）　※熊本北店隣植木町（植木、桜井、菱方、大和、山東、
舞尾の一部、鐙田の一部）、旧北部町（改寄、小糸山、明徳、立石）

新熊本市 城南 K経 城南町の九州自動車道より北西地区(隈庄、阿高、東阿高、宮地、碇、塚原の一部）

新熊本市 城南町南 K経 城南町の九州自動車道より東南地区（塚原の一部、藤山、鰐瀬、陣内）、甲佐町の一部（乙女地区）

荒尾・玉名 荒尾 K 荒尾市（牛水・水島・小野・高浜・野原・菰屋・川登・赤田・金山・樺・今寺・井川口・八幡台・桜山・府本・平山唐池を除く）、大牟田の一部
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熊日販売店区域一覧表

地区 販売店名 新聞名 販売区域

荒尾・玉名 荒尾南 K 荒尾市（野原、菰屋、川登、赤田、金山、樺、今寺、井川口、八幡台、桜山、府本、平山唐池）

荒尾・玉名 南関 KY 南関町全域

荒尾・玉名 三加和 KAMN経 旧三加和町全域、旧菊水町下津原の一部

荒尾・玉名 菊水 KAMNY経 旧菊水町全域（菊水町下津原は一部）、山鹿市鹿央町の一部、玉名市(月田）、南関町（下坂下の一部）

荒尾・玉名 長洲 K経 長洲町（折崎・赤碕・上沖洲を除く、腹赤・宮野・向野は一部）、荒尾市(牛水、水島、小野、高浜）

荒尾・玉名 岱明 KAMN経 玉名市岱明町地区（下前原・上野口・下野口・北野口・山下を除く、野口・高道は一部）、長洲町（折崎、赤碕、上沖洲、腹赤・宮野・向野の一部）

荒尾・玉名 玉名西 KAMN経
玉名市（築地、六田の一部、滑石、大浜町、北牟田、中の一部、立願寺の一部、中尾、糠峰、山田、西立、上立）　玉名市岱明町地区（下前原、上野口、下野
口、北野口、山下、野口・高道の一部）

荒尾・玉名 玉名中央 KAMN経 玉名市（岩崎の一部、亀甲、繁根木、豊水、松木、六田の一部、立願寺の一部、高瀬の一部、中の一部）

荒尾・玉名 玉名東 KAMN経 玉名市(石貫、三ツ川、月瀬、河崎の一部、立願寺の一部、高瀬の一部、向津留、岩崎の一部、大倉の一部、寺田の一部）

荒尾・玉名 玉名南 KAMN経 玉名市（横島町全域、伊倉全域、八嘉地区、寺田、青野、南坂門田、片諏訪、宮原、横田、大倉・田崎・寺田・中坂門田の一部）

荒尾・玉名 天水 KAMN経 玉名市天水町全域

荒尾・玉名 玉東 KAMN経
玉東町全域、玉名市（安楽寺、川部田、北坂門田、津留、山部田、向迫間、田崎･寺田・中坂門田の一部、梅林、八嘉の一部、小田）、植木町（鈴麦、大平、中
谷、平原、船底、谷）

山鹿 山鹿東 KAM経 鹿北町全域

山鹿 山鹿北 KAM経 山鹿市(八幡、三岳、川辺、平小城、三玉、国道325号線以北）

山鹿 山鹿南 KAM経 山鹿市{大道、米田、鹿高通り、国道325号線以南、鹿央町（山内・久野・奥永を除く）}
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地区 販売店名 新聞名 販売区域

山鹿 来民 KAMN経 山鹿市（鹿本町全域、菊鹿町全域、藤井東、藤井、日置、方保田の一部）

菊池 菊池 K経 菊池市（隈府、河原、水源、竜門、迫間、菊池、戸崎、城北）、旭志（伊萩、小原、伊坂、姫井、新明、麓、弁利）

菊池 七城 K経 菊池市七城町（小野崎、松島、新村を除く）、菊池市（広瀬、西寺、野間口、深川、及び大淋寺の一部）

菊池 泗水 KM経 菊池市泗水町（糠泉、佐野を除く）、旧合志町（永江団地、杉並台、武蔵野台、すずかけ台、群を除く）、菊池市（上古閑、花房台）

菊池 大津北 K 大津町(室、大津、引水、新、灰塚、矢護川、杉水、平川、真木、及び森の一部）、菊池市旭志町(出分、片川瀬、尾足）

菊池 大津南 K 大津町（岩坂、森、陣内、吹田団地、錦野）、菊陽町（井口、辛川、中代）、西原村（小森、鳥子、布田、河原の一部）

阿蘇 小国 KAMNY経 小国町（杖立除く）、旧南小国町

阿蘇 杖立 KAMNY経 小国町（杖立）

阿蘇 宮地 KAMN経 阿蘇市一の宮町全域、阿蘇市波野、阿蘇郡産山村全域

阿蘇 阿蘇中央 KAMN経 阿蘇市（坊中、役犬原、道尻、西町、竹原、蔵原、黒川）

阿蘇 内牧 KAMN経 阿蘇市(内牧、成川、小里、深葉、小倉、黒流、小池、今町、小野田、木村、折戸、宇土・乙姫・及び狩尾の一部）

阿蘇 赤水 KAMN経 阿蘇市（赤水、車帰、的石、跡ヶ瀬、宇土及び狩尾の一部、永草、市ノ川）、南阿蘇村　（旧長陽村全域）

阿蘇 久木野 KAM経 南阿蘇村　（旧久木野村地区全域）

阿蘇 白水 KAM経 南阿蘇村　（旧白水村地区全域、両併・白川の一部除く）

阿蘇 高森 KAMN経 高森町（洗川、村山、土在、天神、上町、旭通、昭和、下町、横町、冬町、森、色見）　南阿蘇村　（旧白水村両併・白川の一部）
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阿蘇 高森東 K 高森町東部全域（下切、菅山、芹口、草部全域、津留、野尻、中、矢津田、尾下、河原）

上益城 嘉島 KAMN経 嘉島町（三郎無田除く全区域）、甲佐町（下白旗）、御船町（豊秋）

上益城 御船 KAMN経 御船町（豊秋を除く全地域）

上益城 甲佐 K 甲佐町（上早川六谷、南三箇、中山、津志田、田口、府領、下白旗を除く全地域）

上益城 蘇陽 KAM経 旧阿蘇郡蘇陽町全域

上益城 清和 KAM経 山都町　（旧清和村全地区）

上益城 矢部 KAMN経 山都町　（旧矢部町全地区）

下益城 砥用 KAMY経 美里町　（旧砥用町全域）

宇土 宇土東 KM経 宇土市（岩古曽町、花園町、古保里町、及び松山町・境目町・善道寺町の旧3号線より東側）

宇土 宇土中央 KMN経
富合町の一部（南田尻）、宇土市（松原町の一部、城ノ浦町、旭町、船場町、浦田町、本町、新小路町、門内町、南段原町、一里木町、入地町、定府町、栄町、
北段原町、高柳町、新町、古城町、伊無田町、栗崎町、神馬町、宮庄町、椿原町、恵塚町、野鶴町、城塚町、神合町、及び松山町・境目町・善道寺町の旧3号線
より西側）

宇土 宇土北 KAMN経 富合町（田尻の一部）、宇土市（松原町の一部、三拾町、築籠町、馬之瀬町、走潟町、新開町、笹原町、住吉町、網津町、網引町）

宇土 宇土西 KAMN経 宇土市（長浜町、網田町、赤瀬町、平岩）

宇城 三角 KAMNY経 三角町（郡浦、大岳を除く）

宇城 松合三角東 KAMNY経 不知火町（松合、永尾、大見）、三角町（郡浦一円、大岳地区）

宇城 不知火 KAMN経 松橋町（豊川地区）、不知火町・小曽部、柏原、御領、高良、塚原、亀松（松崎、塩浜）、長崎（長崎、新村、鴨籠、亀崎、塩屋浦、桂原）、浦上
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宇城 松橋西 KAMN経 松橋町（旧松橋町内1区～12区）、当尾校区の一部（曲野、古保山、海の平、大野の各地区）

宇城 松橋東 KAMN経 松橋町（豊福、当尾、浦川内、萩尾を含む大野川以南）、及び曲野台団地

宇城 豊野 KAMNY経 豊野町全域と美里町（旧中央町全域）

宇城 小川北 K
小川町（河江、三ツ村、本村、江頭の一部、仲之江、川尻、南部田、新田、上住吉、下住吉、南出村、北出村、宇土割干拓、西小川、北部田、耕地、南小野、中
小野、北小野）、氷川町（東中網道の一部）

宇城 小川南 KN 小川町（旧小川町、海東、河江地区の江頭の一部）、氷川町の吉野地区

八代 宮原 KAM経 氷川町旧宮原町地区、八代市鏡町（駅前、小路、野添）、氷川町（河原、法道寺、高野道、北野津、反甫）、八代市東陽町、八代市泉町（下岳、柿迫、栗木）

八代 鏡 KAM経 八代市鏡町（津口、芝口、野崎、鏡、上鏡、鏡村、内田、下村、有佐、両出、硴原、貝州、北新地、宝出、塩浜）、氷川町（鹿島、鹿野、網島、野津、若洲、島地）

八代 千丁 KAMN経 八代市千丁町全域、八代市竜峯地区、昭和（日進、明微、同仁一円）

八代 妙見・坂本 KM 八代市（瀬戸石地区除く坂本町、西宮町、東町、古麓町、宮地町、妙見町、上片町の一部、東片町）

八代 八代東 KM経 八代市（中片町、上片町の一部、長田、日置、毘舎丸、弥生、夕葉、錦、花園、若草、萩原、大村の一部、新、清水、福正、福正元、大手、島田、井上、竹原）

八代 八代西 KM経
八代市（出町、鷹辻、本町、紺屋、松江、西松江城、塩屋、八幡、新開、建馬、港、築添、横手、通町、古閑、横手本町、郡築、興国、松崎、永碇、井揚、高島、高
小原、田中、海土江、上野、大村の一部）

八代 八代南 KM経 八代市（麦島東・西、迎町、古城、中北、千反、植柳上・下、大福寺の一部、鼠蔵、三江湖、葭牟田、北原、平和）

八代 八代高田 KM経
八代市（豊原、高下東・西、奈良木、平山新町、本野町、渡町、高植本町、水島町、揚町、大福寺・植柳下の各一部、敷川内、催合、日奈久（大坪、山下、新田、
新開）

八代 日奈久 KAMN経 八代市日奈久、二見地区（敷川内、大坪町の一部を除く）

水俣・芦北 田浦 KAM経 旧田浦町全域
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水俣・芦北 佐敷 K経 芦北町佐敷地区

水俣・芦北 白石 KAMN経 芦北町（大野、白石、吉尾地区）、球磨村神瀬地区、　八代市坂本町瀬戸石地区

水俣・芦北 湯浦 KAMN経 芦北町（湯浦、宮崎、女島、豊岡、大河内、米田、丸山、高岡、古石、芦北の一部）

水俣・芦北 水俣北部 KAMN経 津奈木町全域、水俣市（初野、わらび野、湯の児、牧ノ内、白浜町、桜ヶ丘地区）

水俣・芦北 水俣 KM 水俣市区域（初野、わらび野、湯の児、牧ノ内、白浜町、桜ヶ丘地区を除く）

水俣・芦北 水俣南 新）自廃KM自廃

人吉・球磨 人吉西部 KAMNY経 球磨村（渡地区、一勝地地区、神瀬地区の一部）、人吉市の中神町（大柿 城本 馬場 段）下原田荒毛、瓜生田

人吉・球磨 人吉 KMN経 人吉市の北半域（球磨川より北側、駅通りの東側,JR肥薩線北側の原田地区）、山江村全域

人吉・球磨 人吉南 KMN経 人吉市の川南地区一円、人吉市の青井町 相良町 宝来町 上・下戸越町 鹿目町 中神町の小柿地区、錦町の一部（無田原）

人吉・球磨 人吉北 KMN経 球磨郡相良村、五木村、八代市泉町五家荘地区、あさぎり町深田、錦町の一部（平岩、村松、新立、緑ヶ丘ニュータウン）

人吉・球磨 錦 KM経 錦町全域（緑ヶ丘ニュータウン、平岩、新立、村松、無田原を除く）

人吉・球磨 免田 KM経 あさぎり町上、あさぎり町免田、あさぎり町須恵

人吉・球磨 多良木 K経 多良木町、あさぎり町岡原北、あさぎり町岡原南

人吉・球磨 湯前 K経 湯前町、水上村全域、

天草 大矢野 KAMN経 上天草市大矢野町（維和島含む）
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天草 松島 KAMN経 上天草市松島町全域

天草 姫戸 KAMN経 上天草市姫戸町、上天草市竜ヶ岳町、天草市御所浦町

天草 有明 KAMN経 天草市有明町全域、旧本渡市（志柿中の塩屋）

天草 倉岳 KAM経 天草市倉岳町全域

天草 栖本 KAM経 天草市栖本町全域

天草 本渡東 KM経 旧本渡市（楠浦、亀場の一部、枦宇土、宮地岳、瀬戸、下浦、志柿）

天草 本渡 KM経 旧本渡市（楠浦、亀場の一部、枦宇土、宮地岳、瀬戸、下浦、志柿を除く）

天草 五和 KAMN経 天草市五和町全域

天草 天草西 KAMN経 天草郡苓北町、天草市天草町（大江を除く）

天草 新和 KM経 天草市新和町全域、旧本渡市（楠浦の一部、立浦、観音）

天草 河浦 KAM経 天草市河浦町（宮野河内を除く）、旧牛深市（亀浦区）、天草町（大江）

天草 牛深 KA経 旧牛深市（亀浦を除く）、河浦町（宮野河内）

＊Ｋ＝熊日　Ａ＝朝日　Ｍ＝毎日　Ｎ＝西日本　Ｙ=読売　経＝経済
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