
 情報誌表題名    事業者名     郵便番号      住         所      代表者名 
 
◆１８号事件で岐阜県が取引していた出版社（３３社）（５０音順） 
 岐阜政治経済新聞 岐阜政治経済新聞社 500   岐阜県岐阜市領下1492-3            石田万也 
 旭日報       旭日報      501-32  岐阜県関市西之河原801-2           中村如酔 
 近畿人権新聞    近畿人権新聞社  646   和歌山県田辺市神田真知665          有本了造 
 警察新聞      警察新聞本杜   500   岐阜県岐阜市蔵前5丁目7番8号         安田尚東  
 警鐘        天祐社      500   岐阜県岐阜市三歳町1-24            成瀬康典 
 県民のしおり    東海広報社    451   愛知県名古屋市西区城西2丁目20番11号     寺尾清次  
 広報ニッポン    広報ニッポン社  505   岐阜県加茂郡坂祝町加茂山1丁目7番地の6    粥川純光  
 寿タイムス     寿タイムス杜   501-11  岐阜県岐阜市洞1O04-22            長村國威 
 三野新聞      ㈲三野新聞杜   508   岐阜県中津川市本町4丁目4-6          兵藤嘉彦 
 焦点        東洋政経通信杜  509-02  岐阜県可児市今渡272-3            鈴木甲三 
 情報の日本     県政情報社    501-31  岐阜県岐阜市加野1540番地350号        横山宣味 
 新政レポート    新政レポート   500   岐阜県岐阜市本庄町2598-4           川地清二  
 政経ぎふ      政経通信社    502   岐阜県岐阜市則武60番地            高橋嘉寿夫 
 政経新報      政経新報社    501-61  岐阜県羽島郡岐南町徳田            桜井重二 
 正論        正論社      504   岐阜県各務原市前渡東町8丁目350番地  岩田正義 岩田美樹 
 税経新聞      税経新聞杜    501-03  岐阜県本巣郡巣南町横屋1418          加藤金作 
 中日通信      中日通信社    502   岐阜県岐阜市則武25の２            高山正道  
 中部新報      中部新報社    500   岐阜県岐阜市西野町2-23            原 和璋  
 中部政治新聞    中部政治新聞社  504   岐阜県各務原市蘇原野口町1-38         上田舜三  
 東海タイムス    東海タイムス杜  500   岐阜県岐阜市松ケ枝町2の1           西村昇作  
 東海公論      東海公論社    497   愛知県海部郡蟹江町蟹江新田39の4富吉第2ﾋﾞﾙ216号  國富千春 
 東海ジャーナル   岐阜出版社    502    岐阜県岐阜市萱場東町1-9 宮田コーポ2-B    林 重雄 
 東海民報      東海民報社    502   岐阜県岐阜市福光東1丁目25-18         林 幸雄  
 東海ニュース    東海新聞社    505   岐阜県美濃加茂市太田町            若山 博 
 東濃新報      ㈱東濃新報杜   507   岐阜県多治見市音羽町4丁副1番地の1      野村幸次 
 東洋新報      東洋新報     501-03  岐阜県本巣郡巣南町横屋1418          竹市 正 
 中ニッポン     中ニッポン本社  501-l1  岐阜県岐阜市大洞西5-5-306           戸辺かく子 
 日本自由新聞    日本自由新聞杜  502   岐阜県岐阜市長良幸和町2の16         加藤善久  
 日本世論社新聞   日本世論社    500   岐阜県岐阜市水海道３丁目17の12        石田越子  
 濃飛経済新聞    濃飛経済新聞社  502   岐阜県岐阜市平和通３丁目         佐野三津四郎  
 濃飛展望      ㈱濃飛展望    506   岐阜県高山市花岡町3丁目152の2        松下千二 
 報道春秋      報道春秋社    491   愛知県一宮市北園通1の6            野田和克  
 やまと新聞   ㈱やまと新聞東海本部 500   岐阜県岐阜市日野北5丁目9-20         戸崎 進  
 
 



 情報誌表題名    事業者名     郵便番号      住         所      代表者名 

 

◆１８号事件における広報課分の出版社（２６社）（５０音順） 

 岐阜政治経済新聞 岐阜政治経済新聞社 500   岐阜県岐阜市領下1492-3            石田万也 

 旭日報       旭日報      501-32  岐阜県関市西之河原801-2           中村如酔  

 近畿人権新聞    近畿人権新聞社  646   和歌山県田辺市神田真知665          有本了造 

 警察新聞      警察新聞本杜   500   岐阜県岐阜市蔵前5丁目7番8号         安田尚東 

 警鐘        天祐社      500   岐阜県岐阜市三歳町1-24            成瀬康典 

 県民のしおり    東海広報社    451   愛知県名古屋市西区城西2丁目20番11号     寺尾清次 

 広報ニッポン    広報ニッポン社  505   岐阜県加茂郡坂祝町加茂山1丁目7番地の6    粥川純光  

 寿タイムス     寿タイムス杜   501-11  岐阜県岐阜市洞1O04-22             長村國威  

 情報の日本     県政情報社    501-31  岐阜県岐阜市加野1540番地350号        横山宣味 

 新政レポート    新政レポート   500   岐阜県岐阜市本庄町2598-4           川地清二 

 政経ぎふ      政経通信社    502   岐阜県岐阜市則武60番地            高橋嘉寿夫 

 政経新報      政経新報社    501-61  岐阜県羽島郡岐南町徳田            桜井重二  

 正論        正論社      504   岐阜県各務原市前渡東町8丁目350番地  岩田正義 岩田美樹 

 東海公論      東海公論社    497   愛知県海部郡蟹江町蟹江新田39の4富吉第2ﾋﾞﾙ216号     國富千春 

 東海ジャーナル   岐阜出版社    502   岐阜県岐阜市萱場東町1-9 宮田コーポ2-B    林 重雄 

 東海タイムス    東海タイムス杜  500   岐阜県岐阜市松ケ枝町2の1           西村昇作 

 東海民報      東海民報社    502   岐阜県岐阜市福光東1丁目25-18         林 幸雄 

 東海ニュース    東海新聞社    505   岐阜県美濃加茂市太田町            若山 博  

 東洋新報      東洋新報     501-03  岐阜県本巣郡巣南町横屋1418          竹市 正  

 中日通信      中日通信社    502   岐阜県岐阜市則武25の２            高山正道 

 中部新報      中部新報社    500   岐阜県岐阜市西野町2-23            原 和璋 

 中部政治新聞    中部政治新聞社  504   岐阜県各務原市蘇原野口町1-38         上田舜三 

 中ニッポン     中ニッポン本社  501-l1  岐阜県岐阜市大洞西5-5-306           戸辺かく子

 日本自由新聞    日本自由新聞杜  502   岐阜県岐阜市長良幸和町2の16         加藤善久 

 日本世論社新聞   日本世論社    500   岐阜県岐阜市水海道３丁目17の12        石田越子 

 濃飛経済新聞    濃飛経済新聞社  502   岐阜県岐阜市平和通３丁目          佐野三津四郎 

 濃飛展望      ㈱濃飛展望    506   岐阜県高山市花岡町3丁目152の2        松下千二  

 報道春秋      報道春秋社    491   愛知県一宮市北園通1の6            野田和克 

 やまと新聞   ㈱やまと新聞東海本部 500   岐阜県岐阜市日野北5丁目9-20         戸崎 進 
 
 



 情報誌表題名    事業者名     郵便番号      住         所      代表者名  

 

◆１８号事件の各課分の出版社（２９社）（５０音順） 

 岐阜政治経済新聞 岐阜政治経済新聞社 500   岐阜県岐阜市領下1492-3            石田万也 

 旭日報       旭日報      501-32  岐阜県関市西之河原801-2           中村如酔 

 近畿人権新聞    近畿人権新聞社  646   和歌山県田辺市神田真知665          有本了造 

 警察新聞      警察新聞本杜   500   岐阜県岐阜市蔵前5丁目7番8号         安田尚東  

 警鐘        天祐社      500   岐阜県岐阜市三歳町1-24            成瀬康典 

 県民のしおり    東海広報社    451   愛知県名古屋市西区城西2丁目20番11号     寺尾清次  

 広報ニッポン    広報ニッポン社  505   岐阜県加茂郡坂祝町加茂山1丁目7番地の6    粥川純光  

 寿タイムス     寿タイムス杜   501-11  岐阜県岐阜市洞1O04-22            長村國威 

 情報の日本     県政情報社    501-31  岐阜県岐阜市加野1540番地350号        横山宣味 

 新政レポート    新政レポート   500   岐阜県岐阜市本庄町2598-4           川地清二  

 政経ぎふ      政経通信社    502   岐阜県岐阜市則武60番地            高橋嘉寿夫 

 政経新報      政経新報社    501-61  岐阜県羽島郡岐南町徳田            桜井重二 

 正論        正論社      504   岐阜県各務原市前渡東町8丁目350番地  岩田正義 岩田美樹 

 中日通信      中日通信社    502   岐阜県岐阜市則武25の２            高山正道  

 中部新報      中部新報社    500   岐阜県岐阜市西野町2-23            原 和璋  

 中部政治新聞    中部政治新聞社  504   岐阜県各務原市蘇原野口町1-38         上田舜三  

 東海タイムス    東海タイムス杜  500   岐阜県岐阜市松ケ枝町2の1           西村昇作  

 東海公論      東海公論社    497   愛知県海部郡蟹江町蟹江新田39の4富吉第2ﾋﾞﾙ216号  國富千春 

 東海ジャーナル   岐阜出版社    502    岐阜県岐阜市萱場東町1-9 宮田コーポ2-B    林 重雄 

 東海民報      東海民報社    502   岐阜県岐阜市福光東1丁目25-18         林 幸雄  

 東海ニュース    東海新聞社    505   岐阜県美濃加茂市太田町            若山 博 

 東洋新報      東洋新報     501-03  岐阜県本巣郡巣南町横屋1418          竹市 正 

 中ニッポン     中ニッポン本社  501-l1  岐阜県岐阜市大洞西5-5-306           戸辺かく子 

 日本自由新聞    日本自由新聞杜  502   岐阜県岐阜市長良幸和町2の16         加藤善久  

 日本世論社新聞   日本世論社    500   岐阜県岐阜市水海道３丁目17の12        石田越子  

 濃飛経済新聞    濃飛経済新聞社  502   岐阜県岐阜市平和通３丁目         佐野三津四郎  

 濃飛展望      ㈱濃飛展望    506   岐阜県高山市花岡町3丁目152の2        松下千二 

 報道春秋      報道春秋社    491   愛知県一宮市北園通1の6            野田和克  

 やまと新聞   ㈱やまと新聞東海本部 500   岐阜県岐阜市日野北5丁目9-20         戸崎 進  
 



 情報誌表題名    事業者名     郵便番号      住         所      代表者名 

 

◆４号事件の出版社（２９社）（５０音順） 

 旭日報       旭日報      501-32  岐阜県関市西之河原801-2           中村如酔 

 警察新聞      警察新聞本杜   500   岐阜県岐阜市蔵前5丁目7番8号         安田尚東 

 警鐘        天祐社      500   岐阜県岐阜市三歳町1-24            成瀬康典 

 県民のしおり    東海広報社    451   愛知県名古屋市西区城西2丁目20番11号     寺尾清次 

 広報ニッポン    広報ニッポン社  505   岐阜県加茂郡坂祝町加茂山1丁目7番地の6    粥川純光 

 寿タイムス     寿タイムス杜   501-11  岐阜県岐阜市洞1O04-22            長村國威 

 三野新聞      ㈲三野新聞杜   508   岐阜県中津川市本町4丁目4-6          兵藤嘉彦 

 焦点        東洋政経通信杜  509-02  岐阜県可児市今渡272-3            鈴木甲三 

 新政レポート    新政レポート   500   岐阜県岐阜市本庄町2598-4           川地清二 

 新潮報       新潮報社     501-04  岐阜県本巣郡真正町浅木448の6         上田万峰 

 政経新報      政経新報社    501-61  岐阜県羽島郡岐南町徳田            桜井重二 

 税経新聞      税経新聞杜    501-03  岐阜県本巣郡巣南町横屋1418          加藤金作 

 正論        正論社      504   岐阜県各務原市前渡東町8丁目350番地      岩田正義 

 中部政治新聞    中部政治新聞社  504   岐阜県各務原市蘇原野口町1-38         上田舜三 

 中日通信      中日通信社    502   岐阜県岐阜市則武25の２            高山正道 

 中部新報      中部新報社    500   岐阜県岐阜市西野町2-23            原 和璋 

 東海公論      東海公論社    497   愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田39の4住宅   國富千春 

 東海タイムス    東海タイムス杜  500   岐阜県岐阜市松ケ枝町2の1           西村昇作 

 東海ニュース    東海新聞社    505   岐阜県美濃加茂市太田町            若山 博 

 東濃新報      ㈱東濃新報杜   507   岐阜県多治見市音羽町4丁副1番地の1      野村幸次 

 東洋新報      東洋新報     501-03  岐阜県本巣郡巣南町横屋1418          竹市 正 

 東海民報      東海民報社    502   岐阜県岐阜市福光東1丁目25-18         林 幸雄 

 中ニッポン     中ニッポン本社  501-l1  岐阜県岐阜市大洞西5-5-306           戸辺かく子 

 日本自由新聞    日本自由新聞杜  502   岐阜県岐阜市長良幸和町2の16         加藤善久 

 日本世論社新聞   日本世論社    500   岐阜県岐阜市水海道３丁目17の12        石田越子 

 濃飛経済新聞    濃飛経済新聞社  502   岐阜県岐阜市平和通３丁目          佐野三津四郎 

 濃飛展望      ㈱濃飛展望    506   岐阜県高山市花岡町3丁目152の2        松下千二 

 報道春秋      報道春秋社    491   愛知県一宮市北園通1の6            野田和克 

 やまと新聞     やまと新聞      500   岐阜県岐阜市日野北5丁目9-20         戸崎 進 

 

 
 



 情報誌表題名    事業者名     郵便番号      住         所      代表者名 
 
◆４号事件及び１８号事件で岐阜県が取引していた出版社（３４社）（５０音順） 
 岐阜政治経済新聞 岐阜政治経済新聞社 500   岐阜県岐阜市領下1492-3            石田万也 
 旭日報       旭日報      501-32  岐阜県関市西之河原801-2           中村如酔 
 近畿人権新聞    近畿人権新聞社  646   和歌山県田辺市神田真知665          有本了造 
 警察新聞      警察新聞本杜   500   岐阜県岐阜市蔵前5丁目7番8号         安田尚東  
 警鐘        天祐社      500   岐阜県岐阜市三歳町1-24            成瀬康典 
 県民のしおり    東海広報社    451   愛知県名古屋市西区城西2丁目20番11号     寺尾清次  
 広報ニッポン    広報ニッポン社  505   岐阜県加茂郡坂祝町加茂山1丁目7番地の6    粥川純光  
 寿タイムス     寿タイムス杜   501-11  岐阜県岐阜市洞1O04-22            長村國威 
 三野新聞      ㈲三野新聞杜   508   岐阜県中津川市本町4丁目4-6          兵藤嘉彦 
 焦点        東洋政経通信杜  509-02  岐阜県可児市今渡272-3            鈴木甲三 
 情報の日本     県政情報社    501-31  岐阜県岐阜市加野1540番地350号        横山宣味 
 新政レポート    新政レポート   500   岐阜県岐阜市本庄町2598-4           川地清二  
 新潮報       新潮報社     501-04  岐阜県本巣郡真正町浅木448の6         上田万峰 
 政経ぎふ      政経通信社    502   岐阜県岐阜市則武60番地            高橋嘉寿夫 
 政経新報      政経新報社    501-61  岐阜県羽島郡岐南町徳田            桜井重二 
 正論        正論社      504   岐阜県各務原市前渡東町8丁目350番地  岩田正義 岩田美樹 
 税経新聞      税経新聞杜    501-03  岐阜県本巣郡巣南町横屋1418          加藤金作 
 中日通信      中日通信社    502   岐阜県岐阜市則武25の２            高山正道  
 中部新報      中部新報社    500   岐阜県岐阜市西野町2-23            原 和璋  
 中部政治新聞    中部政治新聞社  504   岐阜県各務原市蘇原野口町1-38         上田舜三  
 東海タイムス    東海タイムス杜  500   岐阜県岐阜市松ケ枝町2の1           西村昇作  
 東海公論      東海公論社    497   愛知県海部郡蟹江町蟹江新田39の4富吉第2ﾋﾞﾙ216号  國富千春 
 東海ジャーナル   岐阜出版社    502    岐阜県岐阜市萱場東町1-9 宮田コーポ2-B    林 重雄 
 東海民報      東海民報社    502   岐阜県岐阜市福光東1丁目25-18         林 幸雄  
 東海ニュース    東海新聞社    505   岐阜県美濃加茂市太田町            若山 博 
 東濃新報      ㈱東濃新報杜   507   岐阜県多治見市音羽町4丁副1番地の1      野村幸次 
 東洋新報      東洋新報     501-03  岐阜県本巣郡巣南町横屋1418          竹市 正 
 中ニッポン     中ニッポン本社  501-l1  岐阜県岐阜市大洞西5-5-306           戸辺かく子 
 日本自由新聞    日本自由新聞杜  502   岐阜県岐阜市長良幸和町2の16         加藤善久  
 日本世論社新聞   日本世論社    500   岐阜県岐阜市水海道３丁目17の12        石田越子  
 濃飛経済新聞    濃飛経済新聞社  502   岐阜県岐阜市平和通３丁目         佐野三津四郎  
 濃飛展望      ㈱濃飛展望    506   岐阜県高山市花岡町3丁目152の2        松下千二 
 報道春秋      報道春秋社    491   愛知県一宮市北園通1の6            野田和克  
 やまと新聞   ㈱やまと新聞東海本部 500   岐阜県岐阜市日野北5丁目9-20         戸崎 進  
 
 



 情報誌表題名    事業者名     郵便番号      住         所      代表者名 
 
◆１８号事件における広報課を除いた各課分の出版社（２９社）（５０音順） 
 岐阜政治経済新聞 岐阜政治経済新聞社 500   岐阜県岐阜市領下1492-3            石田万也 
 旭日報       旭日報      501-32  岐阜県関市西之河原801-2           中村如酔 
 近畿人権新聞    近畿人権新聞社  646   和歌山県田辺市神田真知665          有本了造 
 警察新聞      警察新聞本杜   500   岐阜県岐阜市蔵前5丁目7番8号         安田尚東  
 警鐘        天祐社      500   岐阜県岐阜市三歳町1-24            成瀬康典 
 広報ニッポン    広報ニッポン社  505   岐阜県加茂郡坂祝町加茂山1丁目7番地の6    粥川純光  
 寿タイムス     寿タイムス杜   501-11  岐阜県岐阜市洞1O04-22            長村國威 
 県民のしおり    東海広報社    451   愛知県名古屋市西区城西2丁目20番11号     寺尾清次  
 情報の日本     県政情報社    501-31  岐阜県岐阜市加野1540番地350号        横山宣味 
 新政レポート    新政レポート   500   岐阜県岐阜市本庄町2598-4           川地清二  
 政経ぎふ      政経通信社    502   岐阜県岐阜市則武60番地            高橋嘉寿夫 
 政経新報      政経新報社    501-61  岐阜県羽島郡岐南町徳田            桜井重二 
 正論        正論社      504   岐阜県各務原市前渡東町8丁目350番地  岩田正義 岩田美樹 
 中日通信      中日通信社    502   岐阜県岐阜市則武25の２            高山正道  
 中部新報      中部新報社    500   岐阜県岐阜市西野町2-23            原 和璋  
 中部政治新聞    中部政治新聞社  504   岐阜県各務原市蘇原野口町1-38         上田舜三  
 東海タイムス    東海タイムス杜  500   岐阜県岐阜市松ケ枝町2の1           西村昇作  
 東海公論      東海公論社    497   愛知県海部郡蟹江町蟹江新田39の4富吉第2ﾋﾞﾙ216号  國富千春 
 東海ジャーナル   岐阜出版社    502    岐阜県岐阜市萱場東町1-9 宮田コーポ2-B    林 重雄 
 東海民報      東海民報社    502   岐阜県岐阜市福光東1丁目25-18         林 幸雄  
 東海ニュース    東海新聞社    505   岐阜県美濃加茂市太田町            若山 博 
 東洋新報      東洋新報     501-03  岐阜県本巣郡巣南町横屋1418          竹市 正 
 中ニッポン     中ニッポン本社  501-l1  岐阜県岐阜市大洞西5-5-306           戸辺かく子 
 日本自由新聞    日本自由新聞杜  502   岐阜県岐阜市長良幸和町2の16         加藤善久  
 日本世論社新聞   日本世論社    500   岐阜県岐阜市水海道３丁目17の12        石田越子  
 濃飛経済新聞    濃飛経済新聞社  502   岐阜県岐阜市平和通３丁目         佐野三津四郎  
 濃飛展望      ㈱濃飛展望    506   岐阜県高山市花岡町3丁目152の2        松下千二 
 報道春秋      報道春秋社    491   愛知県一宮市北園通1の6            野田和克  
 やまと新聞   ㈱やまと新聞東海本部 500   岐阜県岐阜市日野北5丁目9-20         戸崎 進  
 



◆１８号事件における各課分のうち広報課分にない出版社（８社） 
 岐阜政治経済新聞 岐阜政治経済新聞社 500    岐阜県岐阜市領下1492-3           石田万也 
 近畿人権新聞    近畿人権新聞社  646    和歌山県田辺市神田真知665         有本了造 
 情報の日本     県政情報社    501-31   岐阜県岐阜市加野1540番地350号       横山宣味 
 政経ぎふ      政経通信社    502    岐阜県岐阜市則武60番地           高橋嘉寿夫 
 政経新報      政経新報社    501-61   岐阜県羽島郡岐南町徳田           桜井重二 
 中部政治新聞    中部政治新聞社  504    岐阜県各務原市蘇原野口町1-38        上田舜三 
 東海ジャーナル   岐阜出版社    502    岐阜県岐阜市萱場東町1-9 宮田コーポ2-B   林 重雄 
 中ニッポン     中ニッポン本社  501-l1   岐阜県岐阜市大洞西5-5-306          戸辺かく子 
 
◆１８号事件における広報課分のうち各課分にない出版社（４社） 
 三野新聞      ㈲三野新聞杜   508    岐阜県中津川市本町4丁目4-6         兵藤嘉彦 
 焦点        東洋政経通信杜  509-02   岐阜県可児市今渡272-3           鈴木甲三 
 税経新聞      税経新聞杜    501-03   岐阜県本巣郡巣南町横屋1418         加藤金作 
 東濃新報      ㈱東濃新報杜   507    岐阜県多治見市音羽町4丁副1番地の1     野村幸次 
 
◆１８号事件にあって４号事件にない出版社（５社） 
 岐阜政治経済新聞 岐阜政治経済新聞社 500    岐阜県岐阜市領下1492-3           石田万也 
 近畿人権新聞    近畿人権新聞社  646    和歌山県田辺市神田真知665         有本了造 
 情報の日本     県政情報社    501-31   岐阜県岐阜市加野1540番地350号       横山宣味 
 政経ぎふ      政経通信社    502    岐阜県岐阜市則武60番地           高橋嘉寿夫 
 東海ジャーナル   岐阜出版社    502    岐阜県岐阜市萱場東町1-9 宮田コーポ2-B   林 重雄 
 
◆４号事件にあって１８号事件にない出版社（１社） 
 新潮報       新潮報社     501-04   岐阜県本巣郡真正町浅木448の6        上田万峰 


