
■折込配布明細

■各市区町村における4紙折込部数

■エリアの特徴
和歌山市中心部から北部は人口が集中し、勤務場所と住居が混在しているエリアです。その
ため、バスや自転車などを利用した短時間での通勤が可能であり、交通の便が良いため和歌
山市はもちろん、岩出市や貴志川町、泉南郡岬町を勤務地とする求人にも効果的です。また、
エリア内には大型商業施設のあるふじと台、百貨店のあるJR和歌山駅、飲食店の集まる和歌
山城周辺、大規模な製鉄工場のある臨海地域が含まれ、多種多様な求人の掲載が見込ま
れます。様々な職種を希望する、幅広い年齢の求職者にアプローチできるエリア設定です。

2020年4月1日現在

和歌山市中心部から和歌山市北部にかけての地域の4大紙（朝日・
毎日・読売・産経）に折込んでいます。

折込8万部
配布率9割以上の高密度配布を
行っています（一部地域を除く）

＊赤色(濃い)エリアは4大紙に折込まれます。緑色(薄い)エリアは1～3紙折込まれます。

和歌山中央・北エリア

店 名 基本部数 配布部数 店 名 基本部数 配布部数 店 名 基本部数 配布部数 店 名 基本部数 配布部数

加 太
073-451-7818

150
150

加 太
073-451-7818

150
150

加 太
073-459-0792

600
550

加 太
073-451-7818

150
150

わ か や ま 北
073-452-5188

3,400
3,100

河 西 ･ 松 江
073-451-7818

3,250
2,950

河 西 ･ 松 江
073-451-3814

4,100
3,700

河 西 ･ 古 屋
073-451-3005

1,500
1,350

ふ じ と 台
073-452-5188

250
250

北 島 ・ 紀 ノ 川
073-451-5384

3,750
3,400

河 北 西
073-452-8803

4,050
3,650

和 歌 山 北
073-455-6034

1,300
1,200

北 島 ・ 紀 ノ 川
073-451-5384

1,600
1,450

わ か や ま 北
073-453-3551

1,800
1,650

河 北 東
073-451-9898

2,700
2,450

有功 ･六 十谷
073-455-6034

1,750
1,600

楠 見
073-462-1713

500
450

紀伊 ・六 十谷
073-461-3493

3,200
2,900

六 十 谷
073-462-5074

1,800
1,650

紀 伊
073-462-1713

250
250

園 部
073-462-1713

1,100
1,000

湊 ・ 高 松
073-422-5080

2,900
2,650

紀 伊
073-462-4055

1,550
1,400

高 松 ･ 西 浜
073-447-3151

1,450
550

六 十 谷
073-462-1713

2,600
2,350

伏 虎
073-422-0077

2,150
1,950

和歌浦水軒口
073-446-0846

3,400
1,550

伏虎砂山今福
073-431-7231

1,600
1,450

東 高 松
073-436-2323

600
550

津 秦 わ か や ま 東

073-471-1417
3,650

1,750
本 町 ･ 城 北
073-432-0133

1,150
1,050

城 東 ・ 手 平
073-426-3291

2,450
2,250

わ か や ま
073-436-2323

4,750
4,300

黒 田
073-471-3330

1,500
1,350

城東大新中之島

073-488-5983
1,600

1,450
太 田 ･ 鳴 神
073-472-6556

2,500
2,250

手 平
073-436-2323

450
450

四 ヶ 郷
073-471-6200

1,450
1,350

高 松 砂 山 雄 湊

073-422-6872
3,250

2,950
四 ヶ 郷

073-473-1355
1,300

1,200
黒 田

073-472-5177
2,350

2,150
布 施 屋

073-477-0218
1,600

1,450
手 平 ・ 岡 崎
073-471-4101

2,550
950

布 施 屋
073-477-0161

150
150

城 東
073-436-2323

600
550

鳴 神 ・ 和 佐
073-471-1868

1,500
1,350

四 ヶ 郷
073-472-5177

900
850

黒 田
073-474-1235

2,350
2,150

中 之 島
073-472-5177

500
450

四 ヶ 郷
073-473-0122

1,650
1,500

布 施 屋
0736-64-6281

800
750

小 倉
073-477-7020

1,000
900

計 20,550 18,800 計 25,400 21,550 計 33,250 27,250 計 14,400 12,400

朝 日 新 聞 毎 日 新 聞 読 売 新 聞 産 経 新 聞

[ 和 歌 山 市 ] [ 和 歌 山 市 ] [ 和 歌 山 市 ] [ 和 歌 山 市 ]

和歌山市

朝日新聞 18,800

毎日新聞 21,550

読売新聞 27,250

産経新聞 12,400

合   計 80,000


和歌山中央・南版

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																												和歌山市 ワカヤマシ		海南市 カイナンシ		有田市 アリダシ		有田郡 アリダグン		日高郡 ヒダカグン		海草郡 カイソウグン

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		13,050		3,950		2,250		1,950		200		550

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		11,400		2,450		600		1,650		150		550

																												読売新聞 ドクバイシンブン		14,050		5,700		2,650		4,450		700		800

																												産経新聞 サンキョウシンブン		8,500		1,050		1,000		2,050		150		150

																												合   計 ゴウケイ		47,000		13,150		6,500		10,100		1,200		2,050

		和歌山中央・南エリア ８０，０００部 折込配布明細 ワカヤマチュウオウミナミブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年4月1日現在 レイワネン

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン						毎 日 新 聞 マイニチシンブン						読 売 新 聞 ヨミウリシンブン						産 経 新 聞 サンケイシンブン

		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ

		[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ

		紀三井寺
073-436-2323 キミイデラ		1,500		1,350		紀三井寺
073-445-4527 キミイデラ		2,200		2,000		紀三井寺
073-445-6007 キミイデラ		2,300		2,100		紀三井寺
073-444-9551 キミイデラ		850		800

		和歌山南
073-436-2323 ワカヤマミナミ		1,550		1,400		和歌浦･水軒
073-444-6410 ワカウラミズノキ		1,350		1,250		和歌浦水軒口
073-446-0846 ワカウラスイケンクチ		3,400		3,100		高松･西浜
073-447-3151 タカマツニシハマ		1,450		1,350

		東高松
073-436-2323 ヒガシタカマツ		600		550		津秦わかやま東
073-471-1417 ツハダヒガシ		3,650		3,300		城東大新中之島
073-488-5983 ジョウトウダイシンナカノシマ		1,600		1,250		城東・手平
073-426-3291 ジョウトウテヒラ		2,450		2,250

		手平
073-436-2323 テヒラ		450		450		湊・高松
073-422-5080 ミナトタカマツ		2,900		2,650		手平・岡崎
073-471-4101 テヒラオカザキ		2,550		2,300		太田･鳴神
073-472-6556 オオタナルカミ		2,500		1,500

		城東
073-436-2323 ジョウトウ		600		550		伏虎
073-422-0077 フトラ		2,150		1,350		吉札駅前
073-478-0306 ヨシフダエキマエ		500		450		伏虎砂山今福
073-431-7231 フシトラスナヤマイマフク		1,600		1,450

		和歌山東
073-479-5130 ワカヤマヒガシ		2,800		2,550		黒田
073-471-3330 クロダ		1,500		850		高松砂山雄湊
073-422-6872 タカマツスナヤマオスミナト		3,250		2,950		岡崎
073-472-6556 オカザキ		600		550

		わかやま
073-436-2323		4,750		4,300		[海南市] カイナンシ						黒田
073-474-1235 クロダ		2,350		1,900		山東
073-479-5130 ヤマヒガシ		300		300

		黒田
073-472-5177 クロダ		2,350		1,900		海南
073-482-0248 カイナン		1,700		1,550		[海南市] カイナンシ						三田・安原
073-482-2765 サンタヤスハラ		300		300

		[海南市] カイナンシ						海南東
073-487-0019 カイナンヒガシ		450		450		海南
073-482-2697 カイナン		3,900		3,550		[海南市] カイナンシ

		海南
073-482-0248 カイナン		2,950		2,700		加茂郷
073-492-6688 カモゴウ		500		450		海南東
073-487-5382 カイナンヒガシ		1,100		1,000		海南
073-482-2765 カイナン		550		500

		海南東
073-487-0019 カイナンヒガシ		300		300		[有田市] アリダシ						加茂郷
073-492-3715 カモゴウ		1,250		1,150		海南
073-482-0248 カイナン		150		150

		加茂郷
073-492-3773 カモゴウ		1,050		950		箕島
0737-83-1560 ミノシマ		650		600		[有田市] アリダシ						海南東
073-487-0019 カイナンヒガシ		100		100

		[有田市] アリダシ						[有田郡] アリダグン						箕島
0737-82-4480 ミノシマ		2,900		2,650		加茂郷
073-492-6688 カモゴウ		300		300

		箕島
0737-83-2753 ミノシマ		2,450		2,250		藤並
0737-52-2004 フジナミ		500		450		[有田郡] アリダグン						[有田市] アリダシ

		[有田郡] アリダグン						金屋
0737-32-2016 カナヤ		700		650		藤並
0737-52-3360 フジナミ		1,500		1,350		箕島
0737-83-2391 ミノシマ		1,100		1,000

		有田中央
0737-32-3935 アリダチュウオウ		1,100		1,000		湯浅
0737-63-6245 ユアサ		550		500		金屋口
0737-52-3360 カナヤクチ		600		550		[有田郡] アリダグン

		有田東
0737-32-4007 アリダヒガシ		250		250		有田東
0737-32-4007 アリダヒガシ		50		50		湯浅南
0737-63-5397 ユアサミナミ		1,000		900		有田川
0737-52-2671 アリダカワ		1,500		1,350

		湯浅
0737-83-2753 ユアサ		750		700		[日高郡] ヒダカグン						湯浅
0737-63-2696 ユアサ		1,800		1,650		湯浅
0737-83-2753 ユアサ		750		700

		[日高郡] ヒダカグン						由良
0738-65-2123 ユラ		150		150		[日高郡] ヒダカグン						[日高郡] ヒダカグン

		由良
0738-65-2123 ユラ		200		200		[海草郡] カイソウグン						由良
0738-65-2229 ユラ		750		700		由良
0738-65-2123 ユラ		150		150

		[海草郡] カイソウグン						野上
073-489-2345 ノガミ		600		550		[海草郡] カイソウグン						[海草郡] カイソウグン

		野上
073-489-2345 ノガミ		600		550								野上
073-489-2782 ノガミ		500		450		野上
073-489-2345 ノガミ		150		150

														美里
073-495-3235 ミサト		350		350

		計 ケイ		24,250		21,950		計 ケイ		19,600		16,800		計 ケイ		31,600		28,350		計 ケイ		14,800		12,900





和歌山中央・北版

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																												和歌山市 ワカヤマシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		18,800

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		21,550

																												読売新聞 ドクバイシンブン		27,250

																												産経新聞 サンキョウシンブン		12,400

																												合   計 ゴウケイ		80,000

		和歌山中央・北エリア ８０，０００部 折込配布明細 ワカヤマチュウオウキタブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年4月1日現在 レイワネン

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン						毎 日 新 聞 マイニチシンブン						読 売 新 聞 ヨミウリシンブン						産 経 新 聞 サンケイシンブン

		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ

		[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ

		加太
073-451-7818 カダ		150		150		加太
073-451-7818 カダ		150		150		加太
073-459-0792 カダ		600		550		加太
073-451-7818 カダ		150		150

		わかやま北
073-452-5188 キタ		3,400		3,100		河西･松江
073-451-7818 カサイマツエ		3,250		2,950		河西･松江
073-451-3814 カサイマツエ		4,100		3,700		河西･古屋
073-451-3005 カサイフルヤ		1,500		1,350

		ふじと台
073-452-5188 ダイ		250		250		北島・紀ノ川
073-451-5384 キタジマキカワ		3,750		3,400		河北西
073-452-8803 カホクニシ		4,050		3,650		和歌山北
073-455-6034 ワカヤマキタ		1,300		1,200

		北島・紀ノ川
073-451-5384 キタジマキカワ		1,600		1,450		わかやま北
073-453-3551 キタ		1,800		1,650		河北東
073-451-9898 カホクヒガシ		2,700		2,450		有功･六十谷
073-455-6034 ユウコウムソタ		1,750		1,600

		楠見
073-462-1713 クスミ		500		450		紀伊・六十谷
073-461-3493 キイムソタ		3,200		2,900		六十谷
073-462-5074 ムソタ		1,800		1,650		紀伊
073-462-1713 キイ		250		250

		園部
073-462-1713 ソノベ		1,100		1,000		湊・高松
073-422-5080 ミナトタカマツ		2,900		2,650		紀伊
073-462-4055 キイ		1,550		1,400		高松･西浜
073-447-3151 タカマツニシハマ		1,450		550

		六十谷
073-462-1713 ムソタ		2,600		2,350		伏虎
073-422-0077 フトラ		2,150		1,950		和歌浦水軒口
073-446-0846 ワカウラスイケンクチ		3,400		1,550		伏虎砂山今福
073-431-7231 フシトラスナヤマイマフク		1,600		1,450

		東高松
073-436-2323 ヒガシタカマツ		600		550		津秦わかやま東
073-471-1417 ツハダヒガシ		3,650		1,750		本町･城北
073-432-0133 ホンマチジョウホク		1,150		1,050		城東・手平
073-426-3291 ジョウトウテヒラ		2,450		2,250

		わかやま
073-436-2323		4,750		4,300		黒田
073-471-3330 クロダ		1,500		1,350		城東大新中之島
073-488-5983 ジョウトウダイシンナカノシマ		1,600		1,450		太田･鳴神
073-472-6556 オオタナルカミ		2,500		2,250

		手平
073-436-2323 テヒラ		450		450		四ヶ郷
073-471-6200 シカゴウ		1,450		1,350		高松砂山雄湊
073-422-6872 タカマツスナヤマオスミナト		3,250		2,950		四ヶ郷
073-473-1355 シカゴウ		1,300		1,200

		黒田
073-472-5177 クロダ		2,350		2,150		布施屋
073-477-0218 ホシヤ		1,600		1,450		手平・岡崎
073-471-4101 テヒラオカザキ		2,550		950		布施屋
073-477-0161 ホシヤ		150		150

		城東
073-436-2323 ジョウトウ		600		550								鳴神・和佐
073-471-1868 ナルカミワサ		1,500		1,350

		四ヶ郷
073-472-5177 シカゴウ		900		850								黒田
073-474-1235 クロダ		2,350		2,150

		中之島
073-472-5177 ナカノシマ		500		450								四ヶ郷
073-473-0122 シカゴウ		1,650		1,500

		布施屋
0736-64-6281 ホシヤ		800		750								小倉
073-477-7020 コクラ		1,000		900

		計 ケイ		20,550		18,800		計 ケイ		25,400		21,550		計 ケイ		33,250		27,250		計 ケイ		14,400		12,400





和歌山東紀北版

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																												和歌山市 ワカヤマシ		橋本市 ハシモトシ		紀の川市 キカワシ		岩出市 イワデシ		海草郡 カイソウグン		伊都郡 イトグン		五條市 ゴジョウシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		4,100		5,800		4,300		2,250		550		1,500		2,450

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		5,600		2,400		4,100		2,850		550		1,300		0

																												読売新聞 ドクバイシンブン		6,650		5,350		6,600		7,300		800		3,600		3,100

																												産経新聞 サンキョウシンブン		1,900		2,100		1,750		750		150		700		1,500

																												合   計 ゴウケイ		18,250		15,650		16,750		13,150		2,050		7,100		7,050

		和歌山東･紀北エリア ８０，０００部 折込配布明細 ワカヤマヒガシキホクブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年4月1日現在 レイワネン

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン						毎 日 新 聞 マイニチシンブン						読 売 新 聞 ヨミウリシンブン						産 経 新 聞 サンケイシンブン

		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ

		[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ

		園部
073-462-1713 ソノベ		1,100		1,000		わかやま北
073-453-3551 キタ		1,800		1,250		河北東
073-451-9898 カホクヒガシ		2,700		1,350		有功･六十谷
073-455-6034 ユウコウムソタ		1,750		1,500

		六十谷
073-462-1713 ムソタ		2,600		2,350		紀伊・六十谷
073-461-3493 キイムソタ		3,200		2,900		六十谷
073-462-5074 ムソタ		1,800		1,650		紀伊
073-462-1713 キイ		250		250

		布施屋
0736-64-6281 ホシヤ		800		750		布施屋
073-477-0218 ホシヤ		1,600		1,450		紀伊
073-462-4055 キイ		1,550		1,400		布施屋
073-473-1335 ホシヤ		150		150

		[橋本市] ハシモトシ						[橋本市] ハシモトシ						小倉
073-477-7020 コクラ		1,000		900		[橋本市] ハシモトシ

		高野口
0736-42-4851 コウヤグチ		1,400		1,300		高野口
0736-42-5506 コウヤグチ		600		550		鳴神・和佐
073-471-1868 ナルカミワサ		1,500		1,350		高野口
0736-36-9757 コウヤグチ		350		350

		橋本西
0736-32-3125 ハシモトニシ		2,200		2,000		橋本中央
0736-39-0388 ハシモトチュウオウ		1,200		1,100		[橋本市] ハシモトシ						橋本
0736-32-0852 ハシモト		550		500

		橋本東（隅田）
0736-32-3125 ハシモトヒガシスダ		800		750		橋本りんかん
0736-36-6137 ハシモト		800		750		橋本西高野口
0736-43-1066 ハシモトニシコウヤグチ		2,050		1,850		橋本ＮＴ
0736-36-9757 ハシモト		1,200		1,100

		城山台
0736-36-0033 シロヤマダイ		1,900		1,750		[紀の川市] キカワシ						橋本ＮＴ
0736-26-8100 ハシモト		1,900		1,750		橋本東
0736-32-3125 ハシモトヒガシ		150		150

		[紀の川市] キカワシ						打田
0736-77-5569 ウチダ		1,400		1,300		橋本東
0736-34-1175 ハシモトヒガシ		1,900		1,750		[紀の川市] キカワシ

		打田
0736-77-1035 ウチダ		1,150		1,050		粉河
0736-73-5652 コカワ		500		450		[紀の川市] キカワシ						打田
0736-77-1211 ウチダ		350		350

		粉河
0736-75-5922 コカワ		850		800		名手
0736-75-3172 ナデ		400		400		打田
0736-77-6329 ウチダ		1,750		1,600		粉河
0736-77-1221 コカワ		450		450

		名手
0736-75-5922 ナデ		700		650		麻生津
0736-75-4321 アソウリツ		50		50		粉河（名手）
0736-73-6714 コカワナテ		1,500		1,350		名手
0736-75-5922 ナデ		350		350

		麻生津
0736-75-4321 アソウリツ		100		100		貴志川
0736-64-5791 キシカワ		1,350		1,250		麻生津
0736-75-4321 アソウリツ		100		100		麻生津
0736-75-4321 アソウリツ		100		100

		貴志川
0736-64-6281 キシカワ		1,250		1,150		安楽川
0736-66-2111 アンラクカワ		700		650		貴志川
0736-64-7637 キシカワ		2,950		2,700		貴志川
0736-64-6281 キシカワ		250		250

		安楽川
0736-64-6281 アンラクカワ		600		550		[岩出市] イワデシ						安楽川
0736-66-0643 アンラクカワ		900		850		安楽川
0736-64-6281 アンラクカワ		250		250

		[岩出市] イワデシ						岩出
0736-62-2368 イワデ		1,500		1,350		[岩出市] イワデシ						[岩出市] イワデシ

		岩出
0736-62-3860 イワデ		2,400		2,200		岩出西
0736-62-2368 イワデニシ		1,600		1,450		岩出
0736-62-1281 イワデ		1,500		1,350		岩出
0736-77-1221 イワデ		800		750

		船戸
0736-62-3860 フナト		50		50		船戸
073-477-0218 フナト		50		50		岩出西
0736-62-1444 イワデニシ		3,500		3,150		[海草郡] カイソウグン

		[海草郡] カイソウグン						[海草郡] カイソウグン						岩出東
0736-61-6050 イワデヒガシ		3,100		2,800		野上
073-489-2345 ノガミ		150		150

		野上
073-489-2345 ノガミ		600		550		野上
073-489-2345 ノガミ		600		550		[海草郡] カイソウグン						[伊都郡] イトグン

		[伊都郡] イトグン						[伊都郡] イトグン						野上
073-489-2782 ノガミ		500		450		かつらぎ
0736-42-4851		500		450

		かつらぎ
0736-42-4851		1,000		900		かつらぎ
0736-42-4851		450		450		美里
073-495-3235 ミサト		350		350		九度山
0736-36-9757 クドヤマ		50		50

		九度山
0736-54-2048 クドヤマ		300		300		九度山
0736-54-2048 クドヤマ		700		650		[伊都郡] イトグン						高野山
0736-56-4193 コウヤサン		150		150

		高野山
0736-56-4193 コウヤサン		250		250		高野山
0736-56-4800 コウヤサン		150		150		笠田
0736-22-3392 カサダ		1,550		1,400		富貴
0736-53-2415 フキ		50		50

		富貴
0736-53-2415 フキ		50		50		富貴
0736-53-2415 フキ		50		50		妙寺(九度山含む)
0736-43-1066 ミョウデラ		1,950		1,800		[五條市] ゴジョウシ

		[五條市] ゴジョウシ												高野山
0736-56-2589 コウヤサン		300		300		五条
0747-23-2366 ゴジョウ		1,650		1,500

		五条
0747-22-1539 ゴジョウ		2,700		2,450								富貴
0736-53-2415 フキ		100		100

														[五條市] ゴジョウシ

														五条
0747-23-5500 ゴジョウ		3,400		3,100

		計 ケイ		22,800		20,950		計 ケイ		18,700		16,800		計 ケイ		37,850		33,400		計 ケイ		9,500		8,850






和歌山中央・南版

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																												和歌山市 ワカヤマシ		海南市 カイナンシ		有田市 アリダシ		有田郡 アリダグン		日高郡 ヒダカグン		海草郡 カイソウグン

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		13,050		3,950		2,250		1,950		200		550

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		11,400		2,450		600		1,650		150		550

																												読売新聞 ドクバイシンブン		14,050		5,700		2,650		4,450		700		800

																												産経新聞 サンキョウシンブン		8,500		1,050		1,000		2,050		150		150

																												合   計 ゴウケイ		47,000		13,150		6,500		10,100		1,200		2,050

		和歌山中央・南エリア ８０，０００部 折込配布明細 ワカヤマチュウオウミナミブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年4月1日現在 レイワネン

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン						毎 日 新 聞 マイニチシンブン						読 売 新 聞 ヨミウリシンブン						産 経 新 聞 サンケイシンブン

		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ

		[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ

		紀三井寺
073-436-2323 キミイデラ		1,500		1,350		紀三井寺
073-445-4527 キミイデラ		2,200		2,000		紀三井寺
073-445-6007 キミイデラ		2,300		2,100		紀三井寺
073-444-9551 キミイデラ		850		800

		和歌山南
073-436-2323 ワカヤマミナミ		1,550		1,400		和歌浦･水軒
073-444-6410 ワカウラミズノキ		1,350		1,250		和歌浦水軒口
073-446-0846 ワカウラスイケンクチ		3,400		3,100		高松･西浜
073-447-3151 タカマツニシハマ		1,450		1,350

		東高松
073-436-2323 ヒガシタカマツ		600		550		津秦わかやま東
073-471-1417 ツハダヒガシ		3,650		3,300		城東大新中之島
073-488-5983 ジョウトウダイシンナカノシマ		1,600		1,250		城東・手平
073-426-3291 ジョウトウテヒラ		2,450		2,250

		手平
073-436-2323 テヒラ		450		450		湊・高松
073-422-5080 ミナトタカマツ		2,900		2,650		手平・岡崎
073-471-4101 テヒラオカザキ		2,550		2,300		太田･鳴神
073-472-6556 オオタナルカミ		2,500		1,500

		城東
073-436-2323 ジョウトウ		600		550		伏虎
073-422-0077 フトラ		2,150		1,350		吉札駅前
073-478-0306 ヨシフダエキマエ		500		450		伏虎砂山今福
073-431-7231 フシトラスナヤマイマフク		1,600		1,450

		和歌山東
073-479-5130 ワカヤマヒガシ		2,800		2,550		黒田
073-471-3330 クロダ		1,500		850		高松砂山雄湊
073-422-6872 タカマツスナヤマオスミナト		3,250		2,950		岡崎
073-472-6556 オカザキ		600		550

		わかやま
073-436-2323		4,750		4,300		[海南市] カイナンシ						黒田
073-474-1235 クロダ		2,350		1,900		山東
073-479-5130 ヤマヒガシ		300		300

		黒田
073-472-5177 クロダ		2,350		1,900		海南
073-482-0248 カイナン		1,700		1,550		[海南市] カイナンシ						三田・安原
073-482-2765 サンタヤスハラ		300		300

		[海南市] カイナンシ						海南東
073-487-0019 カイナンヒガシ		450		450		海南
073-482-2697 カイナン		3,900		3,550		[海南市] カイナンシ

		海南
073-482-0248 カイナン		2,950		2,700		加茂郷
073-492-6688 カモゴウ		500		450		海南東
073-487-5382 カイナンヒガシ		1,100		1,000		海南
073-482-2765 カイナン		550		500

		海南東
073-487-0019 カイナンヒガシ		300		300		[有田市] アリダシ						加茂郷
073-492-3715 カモゴウ		1,250		1,150		海南
073-482-0248 カイナン		150		150

		加茂郷
073-492-3773 カモゴウ		1,050		950		箕島
0737-83-1560 ミノシマ		650		600		[有田市] アリダシ						海南東
073-487-0019 カイナンヒガシ		100		100

		[有田市] アリダシ						[有田郡] アリダグン						箕島
0737-82-4480 ミノシマ		2,900		2,650		加茂郷
073-492-6688 カモゴウ		300		300

		箕島
0737-83-2753 ミノシマ		2,450		2,250		藤並
0737-52-2004 フジナミ		500		450		[有田郡] アリダグン						[有田市] アリダシ

		[有田郡] アリダグン						金屋
0737-32-2016 カナヤ		700		650		藤並
0737-52-3360 フジナミ		1,500		1,350		箕島
0737-83-2391 ミノシマ		1,100		1,000

		有田中央
0737-32-3935 アリダチュウオウ		1,100		1,000		湯浅
0737-63-6245 ユアサ		550		500		金屋口
0737-52-3360 カナヤクチ		600		550		[有田郡] アリダグン

		有田東
0737-32-4007 アリダヒガシ		250		250		有田東
0737-32-4007 アリダヒガシ		50		50		湯浅南
0737-63-5397 ユアサミナミ		1,000		900		有田川
0737-52-2671 アリダカワ		1,500		1,350

		湯浅
0737-83-2753 ユアサ		750		700		[日高郡] ヒダカグン						湯浅
0737-63-2696 ユアサ		1,800		1,650		湯浅
0737-83-2753 ユアサ		750		700

		[日高郡] ヒダカグン						由良
0738-65-2123 ユラ		150		150		[日高郡] ヒダカグン						[日高郡] ヒダカグン

		由良
0738-65-2123 ユラ		200		200		[海草郡] カイソウグン						由良
0738-65-2229 ユラ		750		700		由良
0738-65-2123 ユラ		150		150

		[海草郡] カイソウグン						野上
073-489-2345 ノガミ		600		550		[海草郡] カイソウグン						[海草郡] カイソウグン

		野上
073-489-2345 ノガミ		600		550								野上
073-489-2782 ノガミ		500		450		野上
073-489-2345 ノガミ		150		150

														美里
073-495-3235 ミサト		350		350

		計 ケイ		24,250		21,950		計 ケイ		19,600		16,800		計 ケイ		31,600		28,350		計 ケイ		14,800		12,900





和歌山中央・北版

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																												和歌山市 ワカヤマシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		18,800

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		21,550

																												読売新聞 ドクバイシンブン		27,250

																												産経新聞 サンキョウシンブン		12,400

																												合   計 ゴウケイ		80,000

		和歌山中央・北エリア ８０，０００部 折込配布明細 ワカヤマチュウオウキタブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年4月1日現在 レイワネン

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン						毎 日 新 聞 マイニチシンブン						読 売 新 聞 ヨミウリシンブン						産 経 新 聞 サンケイシンブン

		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ

		[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ

		加太
073-451-7818 カダ		150		150		加太
073-451-7818 カダ		150		150		加太
073-459-0792 カダ		600		550		加太
073-451-7818 カダ		150		150

		わかやま北
073-452-5188 キタ		3,400		3,100		河西･松江
073-451-7818 カサイマツエ		3,250		2,950		河西･松江
073-451-3814 カサイマツエ		4,100		3,700		河西･古屋
073-451-3005 カサイフルヤ		1,500		1,350

		ふじと台
073-452-5188 ダイ		250		250		北島・紀ノ川
073-451-5384 キタジマキカワ		3,750		3,400		河北西
073-452-8803 カホクニシ		4,050		3,650		和歌山北
073-455-6034 ワカヤマキタ		1,300		1,200

		北島・紀ノ川
073-451-5384 キタジマキカワ		1,600		1,450		わかやま北
073-453-3551 キタ		1,800		1,650		河北東
073-451-9898 カホクヒガシ		2,700		2,450		有功･六十谷
073-455-6034 ユウコウムソタ		1,750		1,600

		楠見
073-462-1713 クスミ		500		450		紀伊・六十谷
073-461-3493 キイムソタ		3,200		2,900		六十谷
073-462-5074 ムソタ		1,800		1,650		紀伊
073-462-1713 キイ		250		250

		園部
073-462-1713 ソノベ		1,100		1,000		湊・高松
073-422-5080 ミナトタカマツ		2,900		2,650		紀伊
073-462-4055 キイ		1,550		1,400		高松･西浜
073-447-3151 タカマツニシハマ		1,450		550

		六十谷
073-462-1713 ムソタ		2,600		2,350		伏虎
073-422-0077 フトラ		2,150		1,950		和歌浦水軒口
073-446-0846 ワカウラスイケンクチ		3,400		1,550		伏虎砂山今福
073-431-7231 フシトラスナヤマイマフク		1,600		1,450

		東高松
073-436-2323 ヒガシタカマツ		600		550		津秦わかやま東
073-471-1417 ツハダヒガシ		3,650		1,750		本町･城北
073-432-0133 ホンマチジョウホク		1,150		1,050		城東・手平
073-426-3291 ジョウトウテヒラ		2,450		2,250

		わかやま
073-436-2323		4,750		4,300		黒田
073-471-3330 クロダ		1,500		1,350		城東大新中之島
073-488-5983 ジョウトウダイシンナカノシマ		1,600		1,450		太田･鳴神
073-472-6556 オオタナルカミ		2,500		2,250

		手平
073-436-2323 テヒラ		450		450		四ヶ郷
073-471-6200 シカゴウ		1,450		1,350		高松砂山雄湊
073-422-6872 タカマツスナヤマオスミナト		3,250		2,950		四ヶ郷
073-473-1355 シカゴウ		1,300		1,200

		黒田
073-472-5177 クロダ		2,350		2,150		布施屋
073-477-0218 ホシヤ		1,600		1,450		手平・岡崎
073-471-4101 テヒラオカザキ		2,550		950		布施屋
073-477-0161 ホシヤ		150		150

		城東
073-436-2323 ジョウトウ		600		550								鳴神・和佐
073-471-1868 ナルカミワサ		1,500		1,350

		四ヶ郷
073-472-5177 シカゴウ		900		850								黒田
073-474-1235 クロダ		2,350		2,150

		中之島
073-472-5177 ナカノシマ		500		450								四ヶ郷
073-473-0122 シカゴウ		1,650		1,500

		布施屋
0736-64-6281 ホシヤ		800		750								小倉
073-477-7020 コクラ		1,000		900

		計 ケイ		20,550		18,800		計 ケイ		25,400		21,550		計 ケイ		33,250		27,250		計 ケイ		14,400		12,400





和歌山東紀北版

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																												和歌山市 ワカヤマシ		橋本市 ハシモトシ		紀の川市 キカワシ		岩出市 イワデシ		海草郡 カイソウグン		伊都郡 イトグン		五條市 ゴジョウシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		4,100		5,800		4,300		2,250		550		1,500		2,450

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		5,600		2,400		4,100		2,850		550		1,300		0

																												読売新聞 ドクバイシンブン		6,650		5,350		6,600		7,300		800		3,600		3,100

																												産経新聞 サンキョウシンブン		1,900		2,100		1,750		750		150		700		1,500

																												合   計 ゴウケイ		18,250		15,650		16,750		13,150		2,050		7,100		7,050

		和歌山東･紀北エリア ８０，０００部 折込配布明細 ワカヤマヒガシキホクブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年4月1日現在 レイワネン

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン						毎 日 新 聞 マイニチシンブン						読 売 新 聞 ヨミウリシンブン						産 経 新 聞 サンケイシンブン

		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ		店名 テンメイ		基本部数 キホンブスウ		配布部数 ハイフブスウ

		[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ						[和歌山市] ワカヤマシ

		園部
073-462-1713 ソノベ		1,100		1,000		わかやま北
073-453-3551 キタ		1,800		1,250		河北東
073-451-9898 カホクヒガシ		2,700		1,350		有功･六十谷
073-455-6034 ユウコウムソタ		1,750		1,500

		六十谷
073-462-1713 ムソタ		2,600		2,350		紀伊・六十谷
073-461-3493 キイムソタ		3,200		2,900		六十谷
073-462-5074 ムソタ		1,800		1,650		紀伊
073-462-1713 キイ		250		250

		布施屋
0736-64-6281 ホシヤ		800		750		布施屋
073-477-0218 ホシヤ		1,600		1,450		紀伊
073-462-4055 キイ		1,550		1,400		布施屋
073-473-1335 ホシヤ		150		150

		[橋本市] ハシモトシ						[橋本市] ハシモトシ						小倉
073-477-7020 コクラ		1,000		900		[橋本市] ハシモトシ

		高野口
0736-42-4851 コウヤグチ		1,400		1,300		高野口
0736-42-5506 コウヤグチ		600		550		鳴神・和佐
073-471-1868 ナルカミワサ		1,500		1,350		高野口
0736-36-9757 コウヤグチ		350		350

		橋本西
0736-32-3125 ハシモトニシ		2,200		2,000		橋本中央
0736-39-0388 ハシモトチュウオウ		1,200		1,100		[橋本市] ハシモトシ						橋本
0736-32-0852 ハシモト		550		500

		橋本東（隅田）
0736-32-3125 ハシモトヒガシスダ		800		750		橋本りんかん
0736-36-6137 ハシモト		800		750		橋本西高野口
0736-43-1066 ハシモトニシコウヤグチ		2,050		1,850		橋本ＮＴ
0736-36-9757 ハシモト		1,200		1,100

		城山台
0736-36-0033 シロヤマダイ		1,900		1,750		[紀の川市] キカワシ						橋本ＮＴ
0736-26-8100 ハシモト		1,900		1,750		橋本東
0736-32-3125 ハシモトヒガシ		150		150

		[紀の川市] キカワシ						打田
0736-77-5569 ウチダ		1,400		1,300		橋本東
0736-34-1175 ハシモトヒガシ		1,900		1,750		[紀の川市] キカワシ

		打田
0736-77-1035 ウチダ		1,150		1,050		粉河
0736-73-5652 コカワ		500		450		[紀の川市] キカワシ						打田
0736-77-1211 ウチダ		350		350

		粉河
0736-75-5922 コカワ		850		800		名手
0736-75-3172 ナデ		400		400		打田
0736-77-6329 ウチダ		1,750		1,600		粉河
0736-77-1221 コカワ		450		450

		名手
0736-75-5922 ナデ		700		650		麻生津
0736-75-4321 アソウリツ		50		50		粉河（名手）
0736-73-6714 コカワナテ		1,500		1,350		名手
0736-75-5922 ナデ		350		350

		麻生津
0736-75-4321 アソウリツ		100		100		貴志川
0736-64-5791 キシカワ		1,350		1,250		麻生津
0736-75-4321 アソウリツ		100		100		麻生津
0736-75-4321 アソウリツ		100		100

		貴志川
0736-64-6281 キシカワ		1,250		1,150		安楽川
0736-66-2111 アンラクカワ		700		650		貴志川
0736-64-7637 キシカワ		2,950		2,700		貴志川
0736-64-6281 キシカワ		250		250

		安楽川
0736-64-6281 アンラクカワ		600		550		[岩出市] イワデシ						安楽川
0736-66-0643 アンラクカワ		900		850		安楽川
0736-64-6281 アンラクカワ		250		250

		[岩出市] イワデシ						岩出
0736-62-2368 イワデ		1,500		1,350		[岩出市] イワデシ						[岩出市] イワデシ

		岩出
0736-62-3860 イワデ		2,400		2,200		岩出西
0736-62-2368 イワデニシ		1,600		1,450		岩出
0736-62-1281 イワデ		1,500		1,350		岩出
0736-77-1221 イワデ		800		750

		船戸
0736-62-3860 フナト		50		50		船戸
073-477-0218 フナト		50		50		岩出西
0736-62-1444 イワデニシ		3,500		3,150		[海草郡] カイソウグン

		[海草郡] カイソウグン						[海草郡] カイソウグン						岩出東
0736-61-6050 イワデヒガシ		3,100		2,800		野上
073-489-2345 ノガミ		150		150

		野上
073-489-2345 ノガミ		600		550		野上
073-489-2345 ノガミ		600		550		[海草郡] カイソウグン						[伊都郡] イトグン

		[伊都郡] イトグン						[伊都郡] イトグン						野上
073-489-2782 ノガミ		500		450		かつらぎ
0736-42-4851		500		450

		かつらぎ
0736-42-4851		1,000		900		かつらぎ
0736-42-4851		450		450		美里
073-495-3235 ミサト		350		350		九度山
0736-36-9757 クドヤマ		50		50

		九度山
0736-54-2048 クドヤマ		300		300		九度山
0736-54-2048 クドヤマ		700		650		[伊都郡] イトグン						高野山
0736-56-4193 コウヤサン		150		150

		高野山
0736-56-4193 コウヤサン		250		250		高野山
0736-56-4800 コウヤサン		150		150		笠田
0736-22-3392 カサダ		1,550		1,400		富貴
0736-53-2415 フキ		50		50

		富貴
0736-53-2415 フキ		50		50		富貴
0736-53-2415 フキ		50		50		妙寺(九度山含む)
0736-43-1066 ミョウデラ		1,950		1,800		[五條市] ゴジョウシ

		[五條市] ゴジョウシ												高野山
0736-56-2589 コウヤサン		300		300		五条
0747-23-2366 ゴジョウ		1,650		1,500

		五条
0747-22-1539 ゴジョウ		2,700		2,450								富貴
0736-53-2415 フキ		100		100

														[五條市] ゴジョウシ

														五条
0747-23-5500 ゴジョウ		3,400		3,100

		計 ケイ		22,800		20,950		計 ケイ		18,700		16,800		計 ケイ		37,850		33,400		計 ケイ		9,500		8,850
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