
■折込配布明細

■各市区町村における5紙折込部数

■エリアの特徴
市内を一級河川加古川が貫流しており、JR西日本の山陽本線（JR神戸線）と加古川線、
そして山陽電鉄の本線が通っている。マンションが林立し、重化学工業地帯や大型量販店の
激戦区となっている南部と、農村風景が残るのどかな雰囲気の北部とで全く違う景観が楽しめ
る二面性のある都市。隣接する高砂市とはつながりが深く、一本の都市圏を構成している。
また、交通の便がよく、神戸市、姫路市のベッドタウンとして発展してきた地域であり、今後も
活性化が期待できる。（加古川市・高砂市・加古郡総人口約42万人）

2020年9月1日現在

加古川市・高砂市・加古郡・一部姫路市東部・明石市西部の5大紙
（神戸・読売・朝日・毎日・産経）に折込んでいます。

折込8万部

＊赤色(濃い)エリアは5大紙に折込まれます。

加古川・高砂周辺エリア

朝日新聞 12,750 2,350 800

毎日新聞 200

読売新聞 18,500 5,900 800

神戸新聞
（毎日・産経新聞を含む）

28,650 8,050 2,000

合   計 59,900 16,300 3,800

－－

加古川市
加古郡

高砂市 明石市

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

土 山 二 見
079-425-3251

2,200
1,350

魚 住
078-947-1890

1,950
200

兵 庫 播 磨 町
079-435-1872

3,550
2,150

播 磨 町 (S)
079-436-7337

3,450
2,100

播 磨 南
079-437-7010

1,450
900

尾 上
079-421-4695

3,500
2,100

土 山 (S)
079-436-7337

6,400
3,850

稲 美
079-492-5055

1,150
600

稲 美 町
079-492-2258

4,600
2,300

稲 美 (S)
079-492-3060

5,650
2,850

加 古 川
079-421-3929

4,000
2,400

加 古 川
079-424-8200

7,200
4,350

加古川西 (MS)
079-423-2361

3,400
2,050

東 加 古 川
079-425-3251

8,850
5,350

東 加 古 川
079-424-3720

5,600
3,400

加古川東 (MS)
079-421-3131

7,300
4,400

別 府
079-425-3251

1,100
700

北 加 古 川
079-426-3435

4,500
2,250

野口北野 (MS)
079-456-3232

2,100
1,300

加 古 川 西
079-432-7861

1,400
700

西 加 古 川
079-432-6300

3,850
1,950

別 府 (S)
079-435-6030

5,350
3,250

加 古 川 北
079-430-5510

1,450
750

尾 上 (MS)
079-423-4655

3,100
1,900

神 野 (MS)
079-438-3300

4,000
2,000

高 砂
079-442-0836

950
600

高 砂 曽 根
079-448-5521

3,350
1,900

加 古 川 (MS)
079-432-6888

5,100
2,550

高 砂 北
079-442-0836

850
550

高 砂
079-442-3956

6,650
4,000

東播販売 (MS)
079-431-3588

4,800
2,400

高 砂 西
079-448-2023

2,000
1,200

魚 住
078-943-0437

2,300
300

高砂中島 (MS)
079-442-0649

3,450
2,100

魚 住
078-947-2817

3,150
800

二 見
078-942-1672

2,550
500

曽 根 (S)
079-448-2030

3,400
2,050

高砂西部 (MS)
079-448-7003

1,900
1,150

高 砂 (MS)
079-442-0338

3,050
1,850

大 塩 (S)
079-254-5013

1,500
900

江 井 ケ 島 (S)
078-947-4429

3,550
800

魚 住 北 (S)
078-947-4321

2,550
500

魚 住 西 (S)
078-944-4070

3,100
700

計 28,550 15,900 計 1,950 200 計 47,650 25,200 計 73,150 38,700

[ 明 石 市 ]

[ 明 石 市 ]

[ 明 石 市 ]

[ 高 砂 市 ]

[ 高 砂 市 ] [ 高 砂 市 ]

朝 日 新 聞 毎 日 新 聞 読 売 新 聞 神 戸 新 聞【合配】

[ 加 古 川 市 ]
[ 加 古 郡 ]

[ 明 石 市 ]
[ 加 古 川 市 ]
[ 加 古 郡 ]

[ 加 古 川 市 ]
[ 加 古 郡 ]


加古川高砂

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												加古川市 　　加古郡 カコガワシカコグン		加古川市 カコガワシ		高砂市 タカサゴシ		高砂市 タカサゴシ		明石市 アカシシ		高砂市 タカサゴシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				15,900				3,050				300

																												毎日新聞				200				0				0

																												読売新聞				24,400				7,250				1,800

																												神戸新聞 カミト		※		37,000		※		9,050		※		1,050

																												合   計				77,500				19,350				3,150

																																				※産経新聞の合配含む サンケイシンブンゴウクバフク

		加古川･高砂エリア １００，０００部 折込配布明細 カコガワタカサゴオリコミ

																								平成30年10月1日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン

		加古川
079-421-3929 カコガワ		6,500		4,550		魚住
078-947-1890 ウオズミ		2,400		200		尾上
079-421-4695 オノウエ		3,450		2,450		加古川西(MS)
079-423-2361 カコガワニシ		3,400		2,400

		東加古川
079-425-3251 ヒガシカコガワ		6,000		4,200								加古川
079-424-8200 カコガワ		7,200		5,050		加古川東(MS)
079-421-3131 カコガワヒガシ		7,350		5,150

		別府
079-425-3251 ベップ		1,100		800								東加古川
079-424-3720 ヒガシカコガワ		6,050		4,250		野口北野(MS)
079-456-3232 ノグチキタノ		2,250		1,600

		尾上
079-421-3929 オノエ		950		700								北加古川
079-426-3435 キタカコガワ		3,050		2,150		別府(S)
079-435-6030 ベップ		5,450		3,850

		加古川西
079-432-7861 カコガワニシ		1,600		1,150								西加古川
079-432-6300 ニシカコガワ		3,400		2,400		尾上(MS)
079-423-4655 オノウエ		3,200		2,250

		加古川北
079-430-5510 カコガワキタ		1,450		1,050								神野
079-438-8073 ジンノ		2,350		1,650		神野(MS)
079-438-3300 カミノ		4,050		2,850

		土山二見
078-942-3932 ツチヤマフタミ		2,200		1,550								上荘
079-463-5440 ウエショウ		400		300		加古川(MS)
079-432-6888 カコガワ		5,350		3,750

		稲美
079-492-5055 イナミ		1,150		850								稲美町
079-492-2258 イナミマチ		5,250		3,700		東播販売(MS)
079-431-3588 ヒガシバンハンバイ		4,850		3,400

		播磨南
079-437-7010 ハリマミナミ		1,450		1,050								兵庫播磨町
079-435-1872 ヒョウゴハリマチョウ		3,500		2,450		土山(S)
078-942-1101 ツチヤマ		6,450		4,550

		[高砂市] タカサゴシ												[高砂市] タカサゴシ						稲美(S)
079-492-3060 イナミ		5,750		4,200

		高砂
079-442-0836 タカサゴ		1,450		1,050								高砂
079-442-3956 タカサゴ		6,950		4,900		播磨町(S)
078-943-1102 ハリマチョウ		3,750		2,650

		高砂北
079-442-0836 タカサゴキタ		950		700								高砂曽根
079-448-5521 タカサゴソネ		3,300		2,350		三木
0794-82-0043 ミキ		5,850		350

		伊保
079-448-2023 イホ		2,300		1,300								[明石市] アカシシ						[高砂市] タカサゴシ

		[明石市] アカシシ												二見
078-942-1672 フタミ		2,550		1,800		高砂中島(MS)
079-442-0649 タカサゴナカジマ		3,500		2,450

		魚住
078-947-2817 ウオズミ		3,300		300														高砂(MS)
079-442-0338 タカサゴ		3,150		2,250

																				曽根(S)
079-448-2030 ソネ		3,500		2,450

																				高砂西部(MS)
079-448-7003 タカサゴセイブ		1,950		1,400

																				大塩(S)
079-254-5013 オオシオ		1,600		500

																				[明石市] アカシシ

																				魚住西(S)
078-944-4070 ウオズミニシ		3,150		800

																				江井ケ島(S)
078-947-4429 エイシマ		3,800		250

		計		30,400		19,250		計		2,400		200		計		47,450		33,450		計		78,350		47,100





姫路北

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				神崎郡 カンザキグン				加西市 カサイシ				揖保郡太子町 イボグンタイシチョウ				宍粟市 シソウシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				13,250				650				950				1,250				0

																												毎日新聞				3,500				0				100				700				0

																												読売新聞				22,750				2,700				2,000				3,750				0

																												神戸新聞 カミト		※		30,100		※		6,400		※		6,650		※		2,950		※		2,300

																												合計				69,600				9,750				9,700				8,650				2,300

																																								※産経新聞の合配含む サンケイシンブンゴウクバフク

		姫路北周辺エリア １００，０００部 折込配布明細 ヒメジキタシュウヘンオリコミ

																								平成30年10月1日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		10,250		7,200		姫路北部
079-240-9056 ヒメジホクブ		2,900		2,050		姫路東
079-282-6420 ヒメジヒガシ		7,350		5,150		姫路城北(S)
079-223-2792 ヒメジシロキタ		5,850		4,100

		姫路西
079-267-8577 ヒメジニシ		2,950		2,100		姫路南部
079-240-9056 ヒメジナンブ		2,900		1,450		姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,450		2,450		姫路白書(S)
079-266-8811 ヒメジハクショ		2,200		1,550

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		1,400		[加西市] カサイシ						姫路青山
079-267-4296 ヒメジアオヤマ		3,350		2,350		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,700		2,600

		姫路北
079-264-7731 ヒメジキタ		1,450		1,050		加西　　　　　　　　0790-42-5264 カサイ		100		100		船津
079-232-7388 フネツ		700		500		田寺(S)
079-293-2632 タテラ		3,050		2,150

		ゆめさき
079-267-8577		650		500		[揖保郡太子町] イボグンタイシチョウ						香呂
079-232-7388 コウロ		2,400		1,700		姫豊(MS)
079-264-1840 ヒメユタカ		1,650		1,200

		たつの
0791-63-3550		2,800		600		太子（Ｓ）　　　　　　　079-273-7156 タイシ		950		700		姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,300		2,350		船山(MS)
079-232-2334 フナヤマ		1,750		1,250

		山崎
0790-62-0249 ヤマサキ		1,550		400								姫路
079-292-1299 ヒメジ		8,850		6,200		香呂(MS)
079-232-5310 カオロ		2,050		1,450

		[神崎郡] カンザキグン												姫路南
079-288-4806 ヒメジミナミ		3,950		1,450		中寺(MS)
079-232-5958 ナカデラ		1,250		900

		福崎
0790-24-4880 フクザキ		900		650								山崎南　　　　　　　　0790-63-0338 ヤマサキミナミ		800		600		前之庄(MS)
079-336-0040 マエノショウ		2,100		1,500

		[加西市] カサイシ												[神崎郡] カンザキグン						菅野(MS)
079-335-0303 スガノ		2,150		1,550

		加西北条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0790-43-0330 カサイホウジョウ		1,350		950								福崎
0790-22-0313 フクザキ		3,800		2,700		夢前橋(S)
079-294-1473 ユメマエハシ		2,350		1,650

		[揖保郡太子町] イボグンタイシチョウ												[加西市] カサイシ						姫路城巽(S)
079-223-8513 ヒメジジョウタツミ		2,350		1,650

		勝原　　　　　　　　　　　079-274-1166 カツハラ		1,750		1,250								加西　　　　　　　　　　0790-42-2801 カサイ		2,800		2,000		姫路西(S)
079-292-0505 ヒメジニシ		2,250		1,600

														[揖保郡太子町] イボグンタイシチョウ						姫路販売C(S)
079-221-7177 ヒメジハンバイ		3,000		2,100

														太子
079-276-0347 タイシ		5,300		3,750		姫路東部(S)
079-281-0636 ヒメジトウブ		2,050		1,450

																				姫路南(S)
079-284-0579 ヒメジミナミ		3,850		1,800

																				勝原
079-277-7666 カツハラ		1,900		1,000

																				安富(MS)
0790-66-2002 ヤストミ		850		600

																				[神崎郡] カンザキグン

																				川辺(AMS)
0790-24-7077 カワベ		1,900		1,350

																				甘地(AMS)
0790-26-0517 アマチ		1,750		1,250

																				福崎(MS)
0790-22-4569 フクザキ		2,200		1,550

																				寺前（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-34-0173　　　　　　　　　　 テラマエ		1,250		900

																				粟賀（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-32-2847　　　　　　　　　　 アワガ		1,900		1,350

																				[加西市] カサイシ

																				北条（Ｓ）　　　　　　　　　0790-42-0586 ホウジョウ		7,000		4,900

																				泉町(ＡM)
0790-44-0227 イズミマチ		1,900		1,350

																				滝野(AMS)
0790-48-3050 タキノ		2,700		400

																				[揖保郡太子町] イボグンタイシチョウ

																				太子
079-277-7666 タイシ		4,200		2,950

																				[宍粟市] シソウシ

																				しそう販売(MS)
0790-62-0124 ハンバイ		5,500		2,300

		計		25,650		16,100		計		6,850		4,300		計		46,050		31,200		計		74,650		48,400





たつの・赤穂・宍粟エリア

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				たつの市
揖保郡太子町 シイボグンタイシチョウ				相生市 赤穂市赤穂郡上郡町 アイオイシアコウシアコウグンウエグンチョウ				宍粟市 シソウシ				佐用郡佐用町 サヨウグンサヨウチョウ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				9,250				3,800				5,950				1,300				0

																												毎日新聞				4,000				800				200				0				0

																												読売新聞				11,150				7,350				6,250				1,500				450

																												神戸新聞 カミト		※		15,350		※		10,500		※		12,200		※		6,950		※		3,000

																												合計				39,750				22,450				24,600				9,750				3,450

																																																※産経新聞の合配含む サンケイシンブンゴウクバフク

		たつの・赤穂・宍粟エリア １００，０００部 折込配布明細 アコウシソウオリコミ

																								平成30年10月1日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		あがほ広畑
079-237-6006 ヒロハタ		6,000		4,200		広畑(S)
079-240-9056 ヒロハタ		1,250		900		はりま勝原
079-236-9357 カツハラ		3,900		2,750		勝原
079-277-7666 カツハラ		1,900		1,350

		網干
079-274-5777 アボシ		2,200		1,550		網干・大津勝原
079-272-0855 アボシ		1,550		1,100		網干
079-272-0718 アボシ		4,350		3,050		網干(S)
079-274-0057 アボシ		3,250		2,300

		旭陽
079-274-5777 アサヒヨウ		1,000		700		姫路北部
079-240-9056 ヒメジホクブ		2,900		1,200		姫路青山
079-267-4296 ヒメジアオヤマ		3,350		2,350		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,950		2,100

		太子勝原
079-274-1166 タイシカツハラ		1,600		1,250		姫路南部
079-240-9056 ヒメジナンブ		2,900		800		英賀保
079-239-4986 エイカホ		3,800		2,700		広畑
079-237-2547 ヒロハタ		3,350		2,350

		姫路西
079-267-8577 ヒメジニシ		2,950		1,550		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,300		300		菅野(MS)
079-335-0303 スガノ		2,150		1,050

		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						太子(S)
079-273-7156 タイシ		950		700		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						夢前橋(S)
079-294-1473 ユメマエハシ		2,350		1,650

		たつの
0791-63-3550		2,800		2,000		揖保川
0791-72-4708 イボガワ		100		100		太子
079-276-0347 タイシ		5,300		3,750		姫路白書(S)
079-266-8811 ヒメジハクショ		2,200		1,550

		揖龍
0791-72-4406 イボリュウ		1,700		1,200		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						竜野
0791-63-3793 タツノ		4,500		3,150		英賀保(S)
079-236-0431 エイカホ		3,350		2,350

		新宮
0791-75-4005 シングウ		850		600		上郡
0791-52-0101 ウエグン		250		200		播磨新宮
0790-63-0338 ハリマシングウ		600		450		安富(MS)
0790-66-2002 ヤストミ		850		650

		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ												[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ

		相生
0791-22-7666 アイオイ		2,250		1,600								相生
0791-22-5290 アイオイ		3,500		2,500		太子
079-277-7666 タイシ		4,200		3,000

		赤穂
0791-43-7550 アコウ		4,950		3,700								赤穂
0791-42-2253 アコウ		3,950		2,800		たつの南
0791-62-9200 ミナミ		1,850		1,300

		有年
0791-57-2075 ウネ		100		100								上郡
0791-52-2962 ウエグン		1,300		950		竜野北(S)
0791-62-2107 タツノキタ		2,400		1,700

		上郡
0791-57-2075 ウエグン		750		550								[宍粟市] シソウシ						新宮(S)
0791-75-3918 シングウ		3,200		2,250

		[宍粟市] シソウシ												山崎
0790-63-0338 ヤマサキ		1,050		850		揖保川(S)
0791-72-4708 イボガワ		3,150		2,250

		山崎
0790-62-0249 ヤマサキ		1,550		1,300								山崎南
0790-63-0338 ヤマサキミナミ		800		650		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ

														[佐用郡] サヨウグン						相生(MS)
0791-22-0653 アイオイ		4,950		3,850

														佐用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0791-52-2962 サヨウ		600		450		赤穂(S)
0791-43-5700 アコウ		7,400		6,100

																				上郡(S)
0791-52-0101 ウエグン		3,200		2,250

																				[宍粟市] シソウシ

																				しそう販売(MS)
0790-62-0124 ハンバイ		5,500		4,550

																				しそう北(MS)
0790-62-0124 キタ		2,850		2,400

																				[佐用郡] サヨウグン

																				三日月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-79-2037 ミカヅキ		800		600

																				徳久（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-78-0789 トクク		600		450

																				佐用（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-82-2207 サヨウ		1,750		1,250

																				上月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-88-0030 ウエツキ		1,000		700

		計		28,700		20,300		計		9,900		5,000		計		40,300		26,700		計		65,200		48,000





姫路中央・南周辺エリア

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				高砂市 タカサゴシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				17,450				1,650

																												毎日新聞				6,200				0

																												読売新聞				27,700				7,250

																												神戸新聞 カミト		※		32,150		※		7,600

																												合計				83,500				16,500

																																※産経新聞の合配含む サンケイシンブンゴウクバフク

		姫路南周辺エリア １００，０００部 折込配布明細 ヒメジミナミシュウヘンオリコミ

																								平成30年10月1日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		10,250		6,400		姫路北部
079-240-9056 ヒメジホクブ		2,900		1,750		姫路
079-292-1299 ヒメジ		8,850		3,400		姫路城巽(S)
079-223-8513 ヒメジジョウタツミ		2,350		1,650

		姫路西
079-267-8577 ヒメジニシ		2,950		600		姫路南部
079-240-9056 ヒメジナンブ		2,900		2,050		姫路南
079-288-4806 ヒメジミナミ		3,950		2,800		姫路西(S)
079-292-0505 ヒメジニシ		2,250		1,600

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		1,100		広畑(S)
079-236-0401 ヒロハタ		1,250		900		姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,450		2,450		姫路販売C(S)
079-221-7177 ヒメジハンバイ		3,000		2,100

		白浜
079-246-0816 シラハマ		2,850		2,000		網干大津勝原
079-272-0855 アボシオオツカツハラ		1,550		1,100		はりま勝原
079-236-9357 カツハラ		3,900		2,750		勝原
079-277-7666 カツハラ		1,900		1,350

		大塩
079-448-2023 オオシオ		550		400		太子（Ｓ）　　　　　　　079-273-7156 タイシ		950		400		網干
079-272-0718 アボシ		4,350		3,050		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,700		2,600

		あがほ広畑
079-233-6006 ヒロハタ		6,000		4,200								英賀保
079-239-4986 エイカホ		3,800		2,700		飾磨(S)
079-235-0206 シカマ		5,400		3,800

		網干
079-274-5777 アボシ		2,200		1,550								飾磨
079-235-0276 ショクミガ		2,800		2,000		姫路南(S)
079-284-0579 ヒメジミナミ		3,850		2,700

		旭陽
079-274-5777 アサヒヨウ		1,000		700								飾磨白浜
079-246-2063 シカマシラハマ		3,900		2,750		英賀保(S)
079-236-0431 エイカホ		3,350		2,350

		太子勝原　　　　　　　　　　　079-274-1166 タイシカツハラ		1,600		500								姫路青山
079-267-4296 ヒメジアオヤマ		3,350		1,500		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,950		2,100

		[高砂市] タカサゴシ												太子
079-276-0347 タイシ		5,300		1,800		大塩(S)
079-254-5013 オオシオ		1,500		1,050

		伊保
079-448-2023 イホ		2,300		1,650								姫路東
079-282-6420 ヒメジヒガシ		7,350		2,500		白浜(S)
079-246-0946 シラハマ		5,100		3,600

														[高砂市] タカサゴシ						広畑
079-237-2547 ヒロハタ		3,350		2,350

														高砂曽根
079-448-5521 タカサゴソネ		3,300		2,350		夢前橋(S)
079-294-1473 ユメマエハシ		2,350		1,650

														高砂
079-442-3956 タカサゴ		6,950		4,900		網干（Ｓ）
079-274-0057 アボシ		3,250		1,800

																				姫路東部(S)
079-281-0636 ヒメジトウブ		2,050		1,450

																				[高砂市] タカサゴシ

																				高砂中島(MS)
079-442-0649 タカサゴナカジマ		3,500		2,450

																				曽根(S)
079-448-2030 ソネ		3,500		2,450

																				高砂西部(MS)
079-448-7003 タカサゴセイブ		1,950		1,400

																				高砂(MS)
079-442-0338 タカサゴ		3,150		1,300

		計		31,700		19,100		計		9,550		6,200		計		61,250		34,950		計		58,450		39,750





たつの・赤穂・宍粟

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				たつの市
揖保郡太子町 シイボグンタイシチョウ				相生市 赤穂市赤穂郡上郡町 アイオイシアコウシアコウグンウエグンチョウ				宍粟市 シソウシ				佐用郡佐用町 サヨウグンサヨウチョウ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				5,050				3,750				5,750				1,100				0

																												毎日新聞
（産経新聞を含む） サンケイシンブンフク				1,750				700				150				0				0

																												読売新聞				7,550				6,800				6,200				1,300				400

																												神戸新聞
（朝日・毎日・産経新聞を含む） カミトアサヒマイニチサンケイシンブンフク				9,900				10,250				10,900				5,600				2,850

																												合計				24,250				21,500				23,000				8,000				3,250

		たつの・赤穂・宍粟エリア ８０，０００部 折込配布明細 アコウシソウオリコミ																						70%

																								2020年3月1日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞 【合配】 ゴウハイ						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 【合配】 コウベゴウハイ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路西
079-267-8577 ヒメジニシ		2,600		1,300		姫路北部
079-240-9056 ヒメジホクブ		2,450		700		網干
079-272-0718 アボシ		3,950		2,800		姫路白書(S)
079-266-8811 ヒメジハクショ		2,150		1,100

		網干
079-274-5777 アボシ		2,200		1,550		網干・大津勝原
079-272-0855 アボシ		1,350		950		はりま勝原
079-236-9357 カツハラ		3,550		400		勝原
079-277-7666 カツハラ		1,900		1,350

		旭陽
079-274-5777 アサヒヨウ		1,000		700		広畑(S)
079-236-0401 ヒロハタ		1,150		100		姫路青山
079-267-4296 ヒメジアオヤマ		3,400		2,000		網干(S)
079-274-0057 アボシ		3,200		2,250

		太子勝原
079-274-1166 タイシカツハラ		1,600		1,100		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,350		2,350		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,900		2,050

		姫路南　　　　　　079-237-6006 ヒメジミナミ		4,600		400		太子(S)
079-273-7156 タイシ		950		700		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						夢前橋(S)
079-294-1473 ユメマエハシ		2,200		1,100

		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						太子
079-276-0347 タイシ		4,950		3,500		菅野林田(MS)
079-335-0303 スガノハヤシダ		2,050		1,450

		たつの
0791-63-3550		2,750		1,950		上郡
0791-52-0101 ウエグン		200		150		竜野
0791-63-3793 タツノ		4,100		2,900		安富(MS)
0790-66-2002 ヤストミ		800		600

		揖龍
0791-72-4406 イボリュウ		1,750		1,200								播磨新宮
0790-63-0338 ハリマシングウ		600		400		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ

		新宮
0791-75-4005 シングウ		850		600								[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						太子
079-277-7666 タイシ		4,200		2,950

		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ												相生
0791-22-5290 アイオイ		3,550		2,500		たつの南
0791-62-9200 ミナミ		1,750		1,250

		相生
0791-22-7666 アイオイ		2,250		1,600								赤穂
0791-42-2253 アコウ		3,950		2,800		竜野北(S)
0791-62-2107 タツノキタ		2,350		1,650

		赤穂
0791-43-7550 アコウ		4,900		3,450								上郡
0791-52-2962 ウエグン		1,300		900		新宮(S)
0791-75-3918 シングウ		3,100		2,200

		有年
0791-57-2075 ウネ		100		100								[宍粟市] シソウシ						揖保川(S)
0791-72-4708 イボガワ		3,100		2,200

		上郡
0791-57-2075 ウエグン		800		600								山崎
0790-63-0338 ヤマサキ		1,050		700		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ

		[宍粟市] シソウシ												山崎南
0790-63-0338 ヤマサキミナミ		800		600		相生(MS)
0791-22-0653 アイオイ		4,950		3,500

		山崎
0790-62-0249 ヤマサキ		1,550		1,100								[佐用郡] サヨウグン						赤穂(S)
0791-43-5700 アコウ		7,300		5,150

														佐用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0791-52-2962 サヨウ		600		400		上郡(S)
0791-52-0101 ウエグン		3,200		2,250

																				[宍粟市] シソウシ

																				しそう販売
0790-62-0124 ハンバイ		5,250		3,700

																				しそう北　　　　0790-62-0124 キタ		1,250		900

																				一宮町　　　　　　0790-62-0124 イチノミヤマチ		1,450		1,000

																				[佐用郡] サヨウグン

																				三日月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-79-2037 ミカヅキ		750		550

																				徳久（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-78-0789 トクク		550		400

																				佐用（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-82-2207 サヨウ		1,700		1,200

																				上月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-88-0030 ウエツキ		950		700

		計		26,950		15,650		計		6,100		2,600		計		35,150		22,250		計		57,050		39,500





三木･小野・西脇(10-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												三木市 ミキシ				小野市 オノシ				加西市 カサイシ				加東市 カトウシ				西脇市
多可郡 ニシワキタカグン				丹波市 タンバシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				2,500				1,450				1,000				0				1,800				2,850

																												毎日新聞				1,500				950				100				0				0				1,600

																												読売新聞				5,300				2,500				2,250				2,100				2,150				4,800

																												神戸新聞 カミト				10,100				5,900				7,150				6,750				10,650				8,400

																												合   計				19,400				10,800				10,500				8,850				14,600				17,650

		三木･小野・西脇周辺エリア １００，０００部 折込配布明細(81800部） ミキオノニシワキシュウヘンオリコミブ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ

		三木
0794-82-9249 ミキ		1,700		1,400		緑ケ丘
0794-85-1313 ミドリガオカ		1,700		1,400		三木(S)
0794-82-0041 ミキ		2,000		1,600		三木
0794-82-0043 ミキ		5,850		4,700

		緑ケ丘
0794-84-0897 ミドリガオカ		1,350		1,100		吉川
079-562-6130 ヨシカワ		100		100		三木東部(S)
0794-85-0014 ミキトウブ		2,850		2,300		広野
0794-85-7257 ヒロノ		750		600

		[小野市] オノシ						[小野市] オノシ						三木吉川(S)
0794-72-0107 ミキヨカワ		1,700		1,400		三木東
0794-84-1182 ミキヒガシ		4,300		3,450

		小野
0794-62-5678 オノ		1,800		1,450		小野
0794-63-3755 オノ		1,150		950		[小野市] オノシ						口吉川(A)
0794-88-0063 クチヨカワ		1,650		1,350

		[加西市] カサイシ						[加西市] カサイシ						小野
0794-62-2828 オノ		1,800		1,450		[小野市] オノシ

		加西北条
0790-43-0330 カサイホウジョウ		1,250		1,000		加西
0790-42-5264 カサイ		100		100		小野南
0794-63-5440 オノミナミ		1,300		1,050		小野(S)
0794-62-6643 オノ		4,900		3,950

		[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン						[丹波市] タンバシ						[加西市] カサイシ						小野南(S)
0794-64-6300 オノミナミ		2,400		1,950

		西脇
0795-23-8200 ニシワキ		1,500		1,200		氷上　　　　　　　　0795-82-4402 ヒカミ		1,050		850		加西
0790-42-2801 カサイ		2,800		2,250		[加西市] カサイシ

		にしたか
0795-28-3183		300		250		山南　　　　　　　　　　0795-76-0441 サンナン		650		550								北条(S)
0790-42-0586 ホウジョウ		7,000		5,600

		中
0795-28-3183 ナカ		400		350		黒井　　　　　　　　　　　0795-74-0649 クロイ		200		200		[加東市] カトウシ						泉町(AM)
0790-44-0227 イズミマチ		1,900		1,550

		[丹波市] タンバシ												滝野社
0795-42-0641 タキノヤシロ		1,750		1,400

		さんなん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0795-76-0078		700		600								東条
0795-47-2014 トウジョウ		850		700		[加東市] カトウシ

		柏原　　　　　　　　　　0795-72-0203 カイバラ		1,200		1,000								[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン						社(AMS)
0795-42-0061 ヤシロ		3,850		3,100

		成松　　　　　　　　　0795-82-5503 セイマツ		700		600								西脇
0795-22-4343 ニシワキ		2,650		2,150		滝野(AMS)
0795-48-3050 タキノ		2,600		2,100

		春日　　　　　　　　　　0795-74-2870 カスガ		450		400														東条(AMS)
0795-47-1482 トウジョウ		1,900		1,550

		青垣        0795-87-0195 アオガキ		300		250								[丹波市] タンバシ						[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン

														山南　　　　　　　　0795-77-2757 サンナン		1,150		950		西脇(S)
0795-22-7001 ニシワキ		6,250		5,000

														柏原　　　　　　　　　　　　0795-72-1877 カイバラ		1,300		1,050		黒田庄(S)
0795-25-5535 クロダショウ		1,500		1,200

														かすが        0795-74-3800		700		600		中町(MYS)
0795-32-1324 ナカマチ		2,500		2,000

														芦田氷上               0795-82-7268 アシダヒカミ		550		450		八千代(AYS)
0795-30-5530 ヤチヨ		1,500		1,200

														成松           0795-82-3321 ナリマツ		550		450		加美町(合)　　　　　　　　　　
0795-35-0012 カミマチゴウ		1,550		1,250

														市島           0795-85-2390 イチシマ		900		750		[丹波市] タンバシ

														青垣        0795-88-0818 アオガキ		400		350		春日（S)       　　　　　　　　　　　　0795-70-3343 カスガ		2,100		1,700

														芦田青垣        0795-82-7288 アシダアオガキ		250		200		氷上（S)        0795-82-3915 ヒカミ		1,800		1,450

																				柏原（S)     　　　　　　　　　　0795-72-0358 カイバラ		1,950		1,600

																				山南        0795-77-3695 サンナン		1,300		1,050

																				市島(AM)        0795-85-0998 イチシマ		2,000		1,600

																				青垣(MS)        0795-87-0655 アオガキ		1,200		1,000

		計		11,650		9,600		計		4,950		4,150		計		23,500		19,100		計		60,750		48,950





三木･小野・西脇(8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												三木市 ミキシ				小野市 オノシ				加西市 カサイシ				加東市 カトウシ				西脇市
多可郡 ニシワキタカグン				丹波市 タンバシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				2,800				1,650				1,200				0				2,050				1,450

																												毎日新聞				1,650				1,050				100				0				0				1,100

																												読売新聞				5,950				2,850				2,550				2,400				2,400				2,150

																												神戸新聞 カミト				11,400				6,650				8,050				7,600				12,000				2,950

																												合   計				21,800				12,200				11,900				10,000				16,450				7,650

		三木･小野・西脇周辺エリア 8０，０００部 折込配布明細 ミキオノニシワキシュウヘンオリコミ																						90%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ

		三木
0794-82-9249 ミキ		1,700		1,550		緑ケ丘
0794-85-1313 ミドリガオカ		1,700		1,550		三木(S)
0794-82-0041 ミキ		2,000		1,800		三木
0794-82-0043 ミキ		5,850		5,300

		緑ケ丘
0794-84-0897 ミドリガオカ		1,350		1,250		吉川
079-562-6130 ヨシカワ		100		100		三木東部(S)
0794-85-0014 ミキトウブ		2,850		2,600		広野
0794-85-7257 ヒロノ		750		700

		[小野市] オノシ						[小野市] オノシ						三木吉川(S)
0794-72-0107 ミキヨカワ		1,700		1,550		三木東
0794-84-1182 ミキヒガシ		4,300		3,900

		小野
0794-62-5678 オノ		1,800		1,650		小野
0794-63-3755 オノ		1,150		1,050		[小野市] オノシ						口吉川(A)
0794-88-0063 クチヨカワ		1,650		1,500

		[加西市] カサイシ						[加西市] カサイシ						小野
0794-62-2828 オノ		1,800		1,650		[小野市] オノシ

		加西北条
0790-43-0330 カサイホウジョウ		1,250		1,200		加西
0790-42-5264 カサイ		100		100		小野南
0794-63-5440 オノミナミ		1,300		1,200		小野(S)
0794-62-6643 オノ		4,900		4,450

		[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン						[丹波市] タンバシ						[加西市] カサイシ						小野南(S)
0794-64-6300 オノミナミ		2,400		2,200

		西脇
0795-23-8200 ニシワキ		1,500		1,350		氷上　　　　　　　　0795-82-4402 ヒカミ		1,050		500		加西
0790-42-2801 カサイ		2,800		2,550		[加西市] カサイシ

		にしたか
0795-28-3183		300		300		山南　　　　　　　　　　0795-76-0441 サンナン		650		600								北条(S)
0790-42-0586 ホウジョウ		7,000		6,300

		中
0795-28-3183 ナカ		400		400								[加東市] カトウシ						泉町(AM)
0790-44-0227 イズミマチ		1,900		1,750

		[丹波市] タンバシ												滝野社
0795-42-0641 タキノヤシロ		1,750		1,600

		さんなん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0795-76-0078		700		600								東条
0795-47-2014 トウジョウ		850		800		[加東市] カトウシ

		柏原　　　　　　　　　　0795-72-0203 カイバラ		1,200		550								[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン						社(AMS)
0795-42-0061 ヤシロ		3,850		3,500

		成松　　　　　　　　　0795-82-5503 セイマツ		700		300								西脇
0795-22-4343 ニシワキ		2,650		2,400		滝野(AMS)
0795-48-3050 タキノ		2,600		2,350

																				東条(AMS)
0795-47-1482 トウジョウ		1,900		1,750

														[丹波市] タンバシ						[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン

														山南　　　　　　　　0795-77-2757 サンナン		1,150		1,050		西脇(S)
0795-22-7001 ニシワキ		6,250		5,650

														柏原　　　　　　　　　　　　0795-72-1877 カイバラ		1,300		600		黒田庄(S)
0795-25-5535 クロダショウ		1,500		1,350

														成松           0795-82-3321 ナリマツ		550		500		中町(MYS)
0795-32-1324 ナカマチ		2,500		2,250

																				八千代(AYS)
0795-30-5530 ヤチヨ		1,500		1,350

																				加美町(合)　　　　　　　　　　
0795-35-0012 カミマチゴウ		1,550		1,400

																				[丹波市] タンバシ

																				氷上（S)        0795-82-3915 ヒカミ		1,800		850

																				柏原（S)     　　　　　　　　　　0795-72-0358 カイバラ		1,950		900

																				山南        0795-77-3695 サンナン		1,300		1,200

		計		10,900		9,150		計		4,750		3,900		計		20,700		18,300		計		55,450		48,650





三木･小野･西脇(8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												三木市 ミキシ				小野市 オノシ				加西市 カサイシ				加東市 カトウシ				西脇市
多可郡 ニシワキタカグン				丹波市 タンバシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				2,500				1,450				1,000				0				1,800				2,600

																												毎日新聞				1,500				950				100				0				0				1,600

																												読売新聞				5,300				2,500				2,250				2,100				2,150				4,250

																												神戸新聞 カミト				10,100				5,900				7,150				6,750				10,650				7,400

																												合   計				19,400				10,800				10,500				8,850				14,600				15,850

		三木･小野・西脇周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ミキオノニシワキシュウヘンオリコミ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ

		三木
0794-82-9249 ミキ		1,700		1,400		緑ケ丘
0794-85-1313 ミドリガオカ		1,700		1,400		三木(S)
0794-82-0041 ミキ		2,000		1,600		三木
0794-82-0043 ミキ		5,850		4,700

		緑ケ丘
0794-84-0897 ミドリガオカ		1,350		1,100		吉川
079-562-6130 ヨシカワ		100		100		三木東部(S)
0794-85-0014 ミキトウブ		2,850		2,300		広野
0794-85-7257 ヒロノ		750		600

		[小野市] オノシ						[小野市] オノシ						三木吉川(S)
0794-72-0107 ミキヨカワ		1,700		1,400		三木東
0794-84-1182 ミキヒガシ		4,300		3,450

		小野
0794-62-5678 オノ		1,800		1,450		小野
0794-63-3755 オノ		1,150		950		[小野市] オノシ						口吉川(A)
0794-88-0063 クチヨカワ		1,650		1,350

		[加西市] カサイシ						[加西市] カサイシ						小野
0794-62-2828 オノ		1,800		1,450		[小野市] オノシ

		加西北条
0790-43-0330 カサイホウジョウ		1,250		1,000		加西
0790-42-5264 カサイ		100		100		小野南
0794-63-5440 オノミナミ		1,300		1,050		小野(S)
0794-62-6643 オノ		4,900		3,950

		[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン						[丹波市] タンバシ						[加西市] カサイシ						小野南(S)
0794-64-6300 オノミナミ		2,400		1,950

		西脇
0795-23-8200 ニシワキ		1,500		1,200		氷上　　　　　　　　0795-82-4402 ヒカミ		1,050		850		加西
0790-42-2801 カサイ		2,800		2,250		[加西市] カサイシ

		にしたか
0795-28-3183		300		250		山南　　　　　　　　　　0795-76-0441 サンナン		650		550								北条(S)
0790-42-0586 ホウジョウ		7,000		5,600

		中
0795-28-3183 ナカ		400		350		黒井　　　　　　　　　　　0795-74-0649 クロイ		200		200		[加東市] カトウシ						泉町(AM)
0790-44-0227 イズミマチ		1,900		1,550

		[丹波市] タンバシ												滝野社
0795-42-0641 タキノヤシロ		1,750		1,400

		さんなん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0795-76-0078		700		600								東条
0795-47-2014 トウジョウ		850		700		[加東市] カトウシ

		柏原　　　　　　　　　　0795-72-0203 カイバラ		1,200		1,000								[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン						社(AMS)
0795-42-0061 ヤシロ		3,850		3,100

		成松　　　　　　　　　0795-82-5503 セイマツ		700		600								西脇
0795-22-4343 ニシワキ		2,650		2,150		滝野(AMS)
0795-48-3050 タキノ		2,600		2,100

		春日　　　　　　　　　　0795-74-2870 カスガ		450		400														東条(AMS)
0795-47-1482 トウジョウ		1,900		1,550

														[丹波市] タンバシ						[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン

														山南　　　　　　　　0795-77-2757 サンナン		1,150		950		西脇(S)
0795-22-7001 ニシワキ		6,250		5,000

														柏原　　　　　　　　　　　　0795-72-1877 カイバラ		1,300		1,050		黒田庄(S)
0795-25-5535 クロダショウ		1,500		1,200

														かすが        0795-74-3800		700		600		中町(MYS)
0795-32-1324 ナカマチ		2,500		2,000

														芦田氷上               0795-82-7268 アシダヒカミ		550		450		八千代(AYS)
0795-30-5530 ヤチヨ		1,500		1,200

														成松           0795-82-3321 ナリマツ		550		450		加美町(合)　　　　　　　　　　
0795-35-0012 カミマチゴウ		1,550		1,250

														市島           0795-85-2390 イチシマ		900		750		[丹波市] タンバシ

																				春日（S)       　　　　　　　　　　　　0795-70-3343 カスガ		2,100		1,700

																				氷上（S)        0795-82-3915 ヒカミ		1,800		1,450

																				柏原（S)     　　　　　　　　　　0795-72-0358 カイバラ		1,950		1,600

																				山南        0795-77-3695 サンナン		1,300		1,050

																				市島(AM)        0795-85-0998 イチシマ		2,000		1,600

		計		11,350		9,350		計		4,950		4,150		計		22,850		18,550		計		59,550		47,950





たつの・赤穂・宍粟エリア (10-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				たつの市
揖保郡太子町 シイボグンタイシチョウ				相生市 赤穂市赤穂郡上郡町 アイオイシアコウシアコウグンウエグンチョウ				宍粟市 シソウシ				佐用郡佐用町 サヨウグンサヨウチョウ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				4,100				4,400				6,500				1,250				0

																												毎日新聞				1,200				800				200				0				0

																												読売新聞				3,650				8,100				7,400				1,500				500

																												神戸新聞 カミト				3,000				11,950				12,450				6,700				3,300

																												合計				11,950				25,250				26,550				9,450				3,800

		たつの・赤穂・宍粟エリア １００，０００部 折込配布明細（77000部） アコウシソウオリコミブ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		網干
079-274-5777 アボシ		2,200		2,000		網干・大津勝原
079-272-0855 アボシ		1,500		1,200		網干
079-272-0718 アボシ		4,100		3,300		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,900		600

		旭陽
079-274-5777 アサヒヨウ		1,000		800								姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,450		350		菅野(MS)
079-335-0303 スガノ		2,150		1,750

		太子勝原
079-274-1166 タイシカツハラ		1,600		1,300														安富(MS)
0790-66-2002 ヤストミ		800		650

								[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ

		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						太子(S)
079-273-7156 タイシ		1,000		800		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ

		たつの
0791-63-3550		2,800		2,250								太子
079-276-0347 タイシ		5,150		4,150		太子
079-277-7666 タイシ		4,200		3,400

		揖龍
0791-72-4406 イボリュウ		1,800		1,450		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						竜野
0791-63-3793 タツノ		4,300		3,450		たつの南
0791-62-9200 ミナミ		1,800		1,450

		新宮
0791-75-4005 シングウ		850		700		上郡
0791-52-0101 ウエグン		250		200		播磨新宮
0790-63-0338 ハリマシングウ		600		500		竜野北(S)
0791-62-2107 タツノキタ		2,400		1,950

		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ												[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						新宮(S)
0791-75-3918 シングウ		3,200		2,600

		相生
0791-22-7666 アイオイ		2,250		1,800								相生
0791-22-5290 アイオイ		3,700		3,000		揖保川(S)
0791-72-4708 イボガワ		3,150		2,550

		赤穂
0791-43-7550 アコウ		4,950		4,000								赤穂
0791-42-2253 アコウ		4,150		3,350		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ

		有年
0791-57-2075 ウネ		100		100								上郡
0791-52-2962 ウエグン		1,300		1,050		相生(MS)
0791-22-0653 アイオイ		4,950		4,000

		上郡
0791-57-2075 ウエグン		750		600								[宍粟市] シソウシ						赤穂(S)
0791-43-5700 アコウ		7,300		5,850

		[宍粟市] シソウシ												山崎
0790-63-0338 ヤマサキ		1,050		850		上郡(S)
0791-52-0101 ウエグン		3,200		2,600

		山崎
0790-62-0249 ヤマサキ		1,550		1,250								山崎南
0790-63-0338 ヤマサキミナミ		800		650		[宍粟市] シソウシ

														[佐用郡] サヨウグン						しそう販売(MS)
0790-62-0124 ハンバイ		5,500		4,400

														佐用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0791-52-2962 サヨウ		600		500		しそう北(MS)
0790-62-0124 キタ		1,500		1,200

																				一宮町　　　　　　0790-62-0124 イチノミヤマチ		1,350		1,100

																				[佐用郡] サヨウグン

																				三日月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-79-2037 ミカヅキ		800		650

																				徳久（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-78-0789 トクク		550		450

																				佐用（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-82-2207 サヨウ		1,700		1,400

																				上月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-88-0030 ウエツキ		950		800

		計		19,850		16,250		計		2,750		2,200		計		29,200		21,150		計		48,400		37,400





たつの・赤穂・宍粟エリア (8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				たつの市
揖保郡太子町 シイボグンタイシチョウ				相生市 赤穂市赤穂郡上郡町 アイオイシアコウシアコウグンウエグンチョウ				宍粟市 シソウシ				佐用郡佐用町 サヨウグンサヨウチョウ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				3,700				5,000				7,350				1,400				0

																												毎日新聞				1,150				900				250				0				0

																												読売新聞				0				9,100				8,300				1,700				550

																												神戸新聞 カミト				1,950				13,400				14,000				7,550				3,700

																												合計				6,800				28,400				29,900				10,650				4,250

		たつの・赤穂・宍粟エリア 8０，０００部 折込配布明細  (10-90と同） アコウシソウオリコミドウ																						90%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						[姫路市] ヒメジシ

		網干
079-274-5777 アボシ		2,200		1,750		網干・大津勝原
079-272-0855 アボシ		1,250		1,150		太子
079-276-0347 タイシ		5,150		4,650		菅野(MS)
079-335-0303 スガノ		2,150		1,950

		旭陽
079-274-5777 アサヒヨウ		1,000		750								竜野
0791-63-3793 タツノ		4,300		3,900

		太子勝原
079-274-1166 タイシカツハラ		1,600		1,200								播磨新宮
0790-63-0338 ハリマシングウ		600		550

																				[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ

								[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ												太子
079-277-7666 タイシ		4,200		3,800

		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						太子(S)
079-273-7156 タイシ		1,000		900		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						たつの南
0791-62-9200 ミナミ		1,850		1,650

		たつの
0791-63-3550		2,800		2,550								相生
0791-22-5290 アイオイ		3,700		3,350		竜野北(S)
0791-62-2107 タツノキタ		2,400		2,200

		揖龍
0791-72-4406 イボリュウ		1,800		1,650		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						赤穂
0791-42-2253 アコウ		4,150		3,750		新宮(S)
0791-75-3918 シングウ		3,200		2,900

		新宮
0791-75-4005 シングウ		850		800		上郡
0791-52-0101 ウエグン		250		250		上郡
0791-52-2962 ウエグン		1,300		1,200		揖保川(S)
0791-72-4708 イボガワ		3,150		2,850

		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ												[宍粟市] シソウシ						[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ

		相生
0791-22-7666 アイオイ		2,250		2,050								山崎
0790-63-0338 ヤマサキ		1,050		950		相生(MS)
0791-22-0653 アイオイ		4,950		4,500

		赤穂
0791-43-7550 アコウ		4,950		4,500								山崎南
0790-63-0338 ヤマサキミナミ		800		750		赤穂(S)
0791-43-5700 アコウ		7,300		6,600

		有年
0791-57-2075 ウネ		100		100														上郡(S)
0791-52-0101 ウエグン		3,200		2,900

		上郡
0791-57-2075 ウエグン		750		700								[佐用郡] サヨウグン

		[宍粟市] シソウシ												佐用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0791-52-2962 サヨウ		600		550		[宍粟市] シソウシ

		山崎
0790-62-0249 ヤマサキ		1,550		1,400														しそう販売(MS)
0790-62-0124 ハンバイ		5,500		4,950

																				しそう北(MS)
0790-62-0124 キタ		1,500		1,350

																				一宮町　　　　　　0790-62-0124 イチノミヤマチ		1,350		1,250

																				[佐用郡] サヨウグン

																				三日月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-79-2037 ミカヅキ		800		750

																				徳久（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-78-0789 トクク		550		500

																				佐用（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-82-2207 サヨウ		1,700		1,550

																				上月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-88-0030 ウエツキ		950		900

		計		19,850		17,450		計		2,500		2,300		計		21,650		19,650		計		44,750		40,600





たつの・赤穂・宍粟エリア (8-80) 

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				たつの市
揖保郡太子町 シイボグンタイシチョウ				相生市 赤穂市赤穂郡上郡町 アイオイシアコウシアコウグンウエグンチョウ				宍粟市 シソウシ				佐用郡佐用町 サヨウグンサヨウチョウ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				4,100				4,400				6,500				1,250				0

																												毎日新聞				1,200				800				200				0				0

																												読売新聞				3,700				8,100				7,400				1,500				500

																												神戸新聞 カミト				5,950				11,950				12,450				6,700				3,300

																												合計				14,950				25,250				26,550				9,450				3,800

		たつの・赤穂・宍粟エリア 8０，０００部 折込配布明細 アコウシソウオリコミ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		網干
079-274-5777 アボシ		2,200		2,000		網干・大津勝原
079-272-0855 アボシ		1,500		1,200		網干
079-272-0718 アボシ		4,100		3,300		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,900		600

		旭陽
079-274-5777 アサヒヨウ		1,000		800								姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,450		400		菅野(MS)
079-335-0303 スガノ		2,150		1,750

		太子勝原
079-274-1166 タイシカツハラ		1,600		1,300														安富(MS)
0790-66-2002 ヤストミ		800		650

																				網干（Ｓ）
079-274-0057 アボシ		3,250		2,950

								[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ

		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						太子(S)
079-273-7156 タイシ		1,000		800		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ

		たつの
0791-63-3550		2,800		2,250								太子
079-276-0347 タイシ		5,150		4,150		太子
079-277-7666 タイシ		4,200		3,400

		揖龍
0791-72-4406 イボリュウ		1,800		1,450		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						竜野
0791-63-3793 タツノ		4,300		3,450		たつの南
0791-62-9200 ミナミ		1,800		1,450

		新宮
0791-75-4005 シングウ		850		700		上郡
0791-52-0101 ウエグン		250		200		播磨新宮
0790-63-0338 ハリマシングウ		600		500		竜野北(S)
0791-62-2107 タツノキタ		2,400		1,950

		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ												[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						新宮(S)
0791-75-3918 シングウ		3,200		2,600

		相生
0791-22-7666 アイオイ		2,250		1,800								相生
0791-22-5290 アイオイ		3,700		3,000		揖保川(S)
0791-72-4708 イボガワ		3,150		2,550

		赤穂
0791-43-7550 アコウ		4,950		4,000								赤穂
0791-42-2253 アコウ		4,150		3,350		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ

		有年
0791-57-2075 ウネ		100		100								上郡
0791-52-2962 ウエグン		1,300		1,050		相生(MS)
0791-22-0653 アイオイ		4,950		4,000

		上郡
0791-57-2075 ウエグン		750		600								[宍粟市] シソウシ						赤穂(S)
0791-43-5700 アコウ		7,300		5,850

		[宍粟市] シソウシ												山崎
0790-63-0338 ヤマサキ		1,050		850		上郡(S)
0791-52-0101 ウエグン		3,200		2,600

		山崎
0790-62-0249 ヤマサキ		1,550		1,250								山崎南
0790-63-0338 ヤマサキミナミ		800		650		[宍粟市] シソウシ

														[佐用郡] サヨウグン						しそう販売(MS)
0790-62-0124 ハンバイ		5,500		4,400

														佐用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0791-52-2962 サヨウ		600		500		しそう北(MS)
0790-62-0124 キタ		1,500		1,200

																				一宮町　　　　　　0790-62-0124 イチノミヤマチ		1,350		1,100

																				[佐用郡] サヨウグン

																				三日月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-79-2037 ミカヅキ		800		650

																				徳久（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-78-0789 トクク		550		450

																				佐用（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-82-2207 サヨウ		1,700		1,400

																				上月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-88-0030 ウエツキ		950		800

		計		19,850		16,250		計		2,750		2,200		計		29,200		21,200		計		48,400		40,350





姫路北 ・福崎・加西

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				神崎郡 カンザキグン

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				12,550				600

																												毎日新聞
（産経新聞を含む） サンケイシンブンフク				2,200				0

																												読売新聞				24,650				2,400

																												神戸新聞
（朝日・毎日・産経新聞を含む） カミトアサヒマイニチサンケイシンブンフク				33,800				3,800

																												合計				73,200				6,800

		姫路北・福崎・加西周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヒメジキタフクサキカサイシュウヘンオリコミ																						70%

																								2020年3月1日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞 【合配】 ゴウハイ						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 【合配】 コウベゴウハイ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		9,800		4,700		姫路北部
079-240-9056 ヒメジホクブ		2,450		1,700		姫路東
079-282-6420 ヒメジヒガシ		6,800		4,800		姫路城巽(S)
079-223-8513 ヒメジジョウタツミ		2,300		1,600

		姫路西
079-267-8577 ヒメジニシ		2,600		1,850		広畑(S)
079-236-0401 ヒロハタ		1,150		500		姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,100		2,200		姫路城北(S)
079-223-2792 ヒメジシロキタ		5,700		4,000

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		1,400								船津
079-232-7388 フネツ		600		400		姫路白書(S)
079-266-8811 ヒメジハクショ		2,150		1,500

		姫路南　　　　　　079-237-6006 ヒメジミナミ		5,150		2,000								香呂
079-232-7388 コウロ		2,200		1,550		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,500		2,450

		姫路北
079-264-7731 ヒメジキタ		1,550		1,100								姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,350		2,350		姫路南(S)
079-284-0579 ヒメジミナミ		3,750		1,500

		ゆめさき
079-267-8577		550		400								姫路
079-292-1299 ヒメジ		8,250		5,800		英賀保(S)
079-236-0431 エイカホ		3,250		2,000

		たつの
0791-63-3550		2,750		600								姫路青山
079-267-4296 ヒメジアオヤマ		3,400		2,400		広畑
079-274-2547 ヒロハタ		3,250		2,000

		山崎
0790-62-0249 ヤマサキ		1,550		500								姫路南
079-288-4806 ヒメジミナミ		5,950		2,000		田寺(S)
079-293-2632 タテラ		2,950		2,100

														英賀保
079-239-4986 エイカホ		4,250		2,400		姫豊(MS)
079-264-1840 ヒメユタカ		1,650		1,150

		[神崎郡] カンザキグン												山崎南
0790-63-0338 ヤマサキミナミ		800		750		船山(MS)
079-232-2334 フナヤマ		1,700		1,200

		福崎
0790-24-4880 フクザキ		850		600								[神崎郡] カンザキグン						香呂(MS)
079-232-5310 カオロ		2,050		1,450

														福崎
0790-22-0313 フクザキ		3,400		2,400		中寺(MS)
079-232-5958 ナカデラ		1,250		900

																				前之庄(MS)
079-336-0040 マエノショウ		1,900		1,350

																				夢前橋(S)
079-294-1473 ユメマエハシ		2,200		1,550

																				姫路西(S)
079-292-0505 ヒメジニシ		2,100		1,500

																				姫路販売C(S)
079-221-7177 ヒメジハンバイ		2,950		2,100

																				姫路東部(S)
079-281-0636 ヒメジトウブ		2,000		1,400

																				菅野林田(MS)
079-335-0303 スガノハヤシダ		2,050		1,450

																				安富(MS)
0790-66-2002 ヤストミ		800		600

																				太子
079-277-7666 タイシ		4,200		2,000

																				[神崎郡] カンザキグン

																				川辺(AMS)
0790-24-7077 カワベ		1,500		1,050

																				甘地(AMS)
0790-26-0517 アマチ		1,700		1,200

																				福崎(MS)
0790-22-4569 フクザキ		2,200		1,550

		計		26,800		13,150		計		3,600		2,200		計		42,100		27,050		計		57,100		37,600





姫路北 (10-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				神崎郡 カンザキグン				加西市 カサイシ				揖保郡太子町 イボグンタイシチョウ				宍粟市 シソウシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				9,950				750				0				0				0

																												毎日新聞				2,000				0				0				0				0

																												読売新聞				22,300				3,050				0				0				0

																												神戸新聞 カミト				29,750				7,200				0				0				0

																												合計				64,000				11,000				0				0				0

		姫路北周辺エリア １００，０００部 折込配布明細(75000部） ヒメジキタシュウヘンオリコミブ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		10,100		5,100		姫路北部
079-240-9056 ヒメジホクブ		2,450		2,000		姫路東
079-282-6420 ヒメジヒガシ		7,100		5,700		姫路城北(S)
079-223-2792 ヒメジシロキタ		5,750		4,600

		姫路西
079-267-8577 ヒメジニシ		2,800		2,250								姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,200		1,050		姫路白書(S)
079-266-8811 ヒメジハクショ		2,200		1,850

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		700								船津
079-232-7388 フネツ		700		600		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,600		1,200

		姫路北
079-264-7731 ヒメジキタ		1,650		1,350								香呂
079-232-7388 コウロ		2,400		1,950		田寺(S)
079-293-2632 タテラ		3,050		2,450

		ゆめさき
079-267-8577		650		550								姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,450		2,800		姫豊(MS)
079-264-1840 ヒメユタカ		1,650		1,350

														姫路
079-292-1299 ヒメジ		8,550		6,850		船山(MS)
079-232-2334 フナヤマ		1,750		1,400

														姫路南
079-288-4806 ヒメジミナミ		4,150		3,350		香呂(MS)
079-232-5310 カオロ		2,100		1,700

		[神崎郡] カンザキグン																		中寺(MS)
079-232-5958 ナカデラ		1,250		1,000

		福崎
0790-24-4880 フクザキ		900		750														前之庄(MS)
079-336-0040 マエノショウ		2,000		1,600

														[神崎郡] カンザキグン						夢前橋(S)
079-294-1473 ユメマエハシ		2,300		1,850

														福崎
0790-22-0313 フクザキ		3,800		3,050		姫路城巽(S)
079-223-8513 ヒメジジョウタツミ		2,300		1,850

																				姫路西(S)
079-292-0505 ヒメジニシ		2,200		1,850

																				姫路販売C(S)
079-221-7177 ヒメジハンバイ		2,950		2,400

																				姫路東部(S)
079-281-0636 ヒメジトウブ		2,000		1,600

																				姫路南(S)
079-284-0579 ヒメジミナミ		3,800		3,050

																				[神崎郡] カンザキグン

																				川辺(AMS)
0790-24-7077 カワベ		1,850		1,500

																				甘地(AMS)
0790-26-0517 アマチ		1,750		1,400

																				福崎(MS)
0790-22-4569 フクザキ		2,200		1,800

																				寺前（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-34-0173　　　　　　　　　　 テラマエ		1,250		1,000

																				粟賀（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-32-2847　　　　　　　　　　 アワガ		1,850		1,500

		計		18,100		10,700		計		2,450		2,000		計		33,350		25,350		計		47,800		36,950





姫路北 (8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				神崎郡 カンザキグン				加西市 カサイシ				揖保郡太子町 イボグンタイシチョウ				宍粟市 シソウシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				10,200				850				0				0				0

																												毎日新聞				2,250				0				0				0				0

																												読売新聞				24,400				3,450				0				0				0

																												神戸新聞 カミト				33,400				8,150				0				0				0

																												合計				70,250				12,450				0				0				0

		姫路北周辺エリア 8０，０００部 折込配布明細(82700部） ヒメジキタシュウヘンオリコミブ																						90%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		10,100		5,100		姫路北部
079-240-9056 ヒメジホクブ		2,450		2,250		姫路東
079-282-6420 ヒメジヒガシ		7,100		6,400		姫路城北(S)
079-223-2792 ヒメジシロキタ		5,750		5,200

		姫路西
079-267-8577 ヒメジニシ		2,800		2,550								姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,200		550		姫路白書(S)
079-266-8811 ヒメジハクショ		2,200		2,000

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		450								船津
079-232-7388 フネツ		700		650		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,600		750

		姫路北
079-264-7731 ヒメジキタ		1,650		1,500								香呂
079-232-7388 コウロ		2,400		2,200		田寺(S)
079-293-2632 タテラ		3,050		2,750

		ゆめさき
079-267-8577		650		600								姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,450		3,150		姫豊(MS)
079-264-1840 ヒメユタカ		1,650		1,500

														姫路
079-292-1299 ヒメジ		8,550		7,700		船山(MS)
079-232-2334 フナヤマ		1,750		1,600

														姫路南
079-288-4806 ヒメジミナミ		4,150		3,750		香呂(MS)
079-232-5310 カオロ		2,100		1,900

		[神崎郡] カンザキグン																		中寺(MS)
079-232-5958 ナカデラ		1,250		1,150

		福崎
0790-24-4880 フクザキ		900		850														前之庄(MS)
079-336-0040 マエノショウ		2,000		1,800

														[神崎郡] カンザキグン						夢前橋(S)
079-294-1473 ユメマエハシ		2,300		2,100

														福崎
0790-22-0313 フクザキ		3,800		3,450		姫路城巽(S)
079-223-8513 ヒメジジョウタツミ		2,300		2,100

																				姫路西(S)
079-292-0505 ヒメジニシ		2,200		1,850

																				姫路販売C(S)
079-221-7177 ヒメジハンバイ		2,950		2,700

																				姫路東部(S)
079-281-0636 ヒメジトウブ		2,000		1,800

																				姫路南(S)
079-284-0579 ヒメジミナミ		3,800		3,450

																				安富(MS)
0790-66-2002 ヤストミ		800		750

																				[神崎郡] カンザキグン

																				川辺(AMS)
0790-24-7077 カワベ		1,850		1,700

																				甘地(AMS)
0790-26-0517 アマチ		1,750		1,600

																				福崎(MS)
0790-22-4569 フクザキ		2,200		2,000

																				寺前（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-34-0173　　　　　　　　　　 テラマエ		1,250		1,150

																				粟賀（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-32-2847　　　　　　　　　　 アワガ		1,850		1,700

		計		18,100		11,050		計		2,450		2,250		計		33,350		27,850		計		48,600		41,550





姫路北 (8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				神崎郡 カンザキグン				加西市 カサイシ				揖保郡太子町 イボグンタイシチョウ				宍粟市 シソウシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				9,950				750				0				0				0

																												毎日新聞				2,000				0				0				0				0

																												読売新聞				22,300				3,050				0				0				0

																												神戸新聞 カミト				29,750				7,200				0				0				0

																												合計				64,000				11,000				0				0				0

		姫路北周辺エリア 8０，０００部 折込配布明細(75000部）　（10-80と同）  ヒメジキタシュウヘンオリコミブドウ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		10,100		5,100		姫路北部
079-240-9056 ヒメジホクブ		2,450		2,000		姫路東
079-282-6420 ヒメジヒガシ		7,100		5,700		姫路城北(S)
079-223-2792 ヒメジシロキタ		5,750		4,600

		姫路西
079-267-8577 ヒメジニシ		2,800		2,250								姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,200		1,050		姫路白書(S)
079-266-8811 ヒメジハクショ		2,200		1,850

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		700								船津
079-232-7388 フネツ		700		600		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,600		1,200

		姫路北
079-264-7731 ヒメジキタ		1,650		1,350								香呂
079-232-7388 コウロ		2,400		1,950		田寺(S)
079-293-2632 タテラ		3,050		2,450

		ゆめさき
079-267-8577		650		550								姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,450		2,800		姫豊(MS)
079-264-1840 ヒメユタカ		1,650		1,350

														姫路
079-292-1299 ヒメジ		8,550		6,850		船山(MS)
079-232-2334 フナヤマ		1,750		1,400

														姫路南
079-288-4806 ヒメジミナミ		4,150		3,350		香呂(MS)
079-232-5310 カオロ		2,100		1,700

		[神崎郡] カンザキグン																		中寺(MS)
079-232-5958 ナカデラ		1,250		1,000

		福崎
0790-24-4880 フクザキ		900		750														前之庄(MS)
079-336-0040 マエノショウ		2,000		1,600

														[神崎郡] カンザキグン						夢前橋(S)
079-294-1473 ユメマエハシ		2,300		1,850

														福崎
0790-22-0313 フクザキ		3,800		3,050		姫路城巽(S)
079-223-8513 ヒメジジョウタツミ		2,300		1,850

																				姫路西(S)
079-292-0505 ヒメジニシ		2,200		1,850

																				姫路販売C(S)
079-221-7177 ヒメジハンバイ		2,950		2,400

																				姫路東部(S)
079-281-0636 ヒメジトウブ		2,000		1,600

																				姫路南(S)
079-284-0579 ヒメジミナミ		3,800		3,050

																				[神崎郡] カンザキグン

																				川辺(AMS)
0790-24-7077 カワベ		1,850		1,500

																				甘地(AMS)
0790-26-0517 アマチ		1,750		1,400

																				福崎(MS)
0790-22-4569 フクザキ		2,200		1,800

																				寺前（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-34-0173　　　　　　　　　　 テラマエ		1,250		1,000

																				粟賀（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-32-2847　　　　　　　　　　 アワガ		1,850		1,500

		計		18,100		10,700		計		2,450		2,000		計		33,350		25,350		計		47,800		36,950





姫路南周辺

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				高砂市 タカサゴシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				17,400				650

																												毎日新聞
（産経新聞を含む） サンケイシンブンフク				3,500				0

																												読売新聞				23,150				2,500

																												神戸新聞
（毎日・産経新聞を含む） カミトマイニチサンケイシンブンフク				31,000				1,800

																												合計				75,050				4,950

		姫路南周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヒメジミナミシュウヘンオリコミ																						70%

																								2020年3月1日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞 【合配】 ゴウハイ						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 【合配】 コウベゴウハイ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		9,400		7,500		姫路南部
079-240-9056 ヒメジナンブ		2,100		1,500		姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,100		2,000		勝原
079-277-7666 カツハラ		1,900		1,350

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		1,200		広畑(S)
079-236-0401 ヒロハタ		1,150		800		はりま勝原
079-236-9357 カツハラ		3,550		2,500		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,500		2,000

		白浜
079-246-0816 シラハマ		3,300		2,300		網干・大津勝原
079-272-0855 アボシ		1,350		950		網干
079-272-0718 アボシ		3,950		2,800		飾磨(S)
079-235-0206 シカマ		5,250		4,750

		姫路南　　　　　　079-237-6006 ヒメジミナミ		4,600		4,150		太子(S)
079-273-7156 タイシ		950		250		英賀保
079-239-4986 エイカホ		4,250		3,000		英賀保(S)
079-236-0431 エイカホ		3,250		2,300

		網干
079-274-5777 アボシ		2,200		1,550								飾磨白浜
079-246-2063 シカマシラハマ		3,550		2,500		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,900		2,050

		旭陽
079-274-5777 アサヒヨウ		1,000		700								姫路
079-292-1299 ヒメジ		8,250		1,750		大塩(S)
079-254-5013 オオシオ		1,500		1,050

		[高砂市] タカサゴシ												姫路南
079-288-4806 ヒメジミナミ		5,950		4,200		白浜(S)
079-246-0946 シラハマ		5,050		3,550

		高砂西
079-448-2023 タカサゴニシ		2,000		650								姫路東
079-282-6420 ヒメジヒガシ		6,800		2,000		広畑
079-274-2547 ヒロハタ		3,250		2,300

														姫路青山
079-267-4296 ヒメジアオヤマ		3,400		900		姫路城巽(S)
079-223-8513 ヒメジジョウタツミ		2,300		1,400

														太子
079-276-0347 タイシ		4,950		1,500		姫路販売C(S)
079-221-7177 ヒメジハンバイ		2,950		1,200

																				姫路南(S)
079-284-0579 ヒメジミナミ		3,750		2,650

														[高砂市] タカサゴシ						網干(S)
079-274-0057 アボシ		3,200		2,000

														高砂曽根
079-448-5521 タカサゴソネ		3,350		1,600		姫路西(S)
079-292-0505 ヒメジニシ		2,100		600

														高砂
079-442-3956 タカサゴ		6,950		900		姫路販売C(S)
079-221-7177 ヒメジハンバイ		2,950		1,800

																				姫路城北(S)
079-223-2792 ヒメジシロキタ		5,700		2,000

																				[高砂市] タカサゴシ

																				曽根(S)
079-448-2030 ソネ		3,450		1,200

																				高砂西部(MS)
079-448-7003 タカサゴセイブ		1,950		600

		計		24,500		18,050		計		5,550		3,500		計		58,050		25,650		計		54,950		32,800





姫路中央・南周辺エリア (10-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				高砂市 タカサゴシ				加古川市 カコガワシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				10,100				3,600				1,050

																												毎日新聞				3,000				0				0

																												読売新聞				19,000				8,600				2,350

																												神戸新聞 カミト				23,950				9,750				3,050

																												合計				56,050				21,950				6,450

		姫路南周辺エリア １００，０００部 折込配布明細(78000部） ヒメジミナミシュウヘンオリコミブ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		10,100		5,000		姫路南部
079-240-9056 ヒメジナンブ		2,500		2,000		姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,200		2,150		勝原
079-277-7666 カツハラ		1,900		1,550

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		1,300		広畑(S)
079-236-0401 ヒロハタ		1,250		1,000		はりま勝原
079-236-9357 カツハラ		3,700		3,000		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,600		2,200

		白浜
079-246-0816 シラハマ		3,400		2,750								網干
079-272-0718 アボシ		4,100		3,300		飾磨(S)
079-235-0206 シカマ		5,350		4,300

														英賀保
079-239-4986 エイカホ		3,550		2,850		英賀保(S)
079-236-0431 エイカホ		3,300		2,650

														飾磨
079-235-0276 ショクミガ		2,950		2,400		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,900		2,350

		[加古川市] カコガワシ												飾磨白浜
079-246-2063 シカマシラハマ		3,650		2,950		大塩(S)
079-254-5013 オオシオ		1,500		1,200

		加古川西
079-432-7861 カコガワニシ		1,600		1,050														白浜(S)
079-246-0946 シラハマ		5,100		4,100

																				網干（Ｓ）
079-274-0057 アボシ		3,250		2,550

														[加古川市] カコガワシ

		[高砂市] タカサゴシ												西加古川
079-432-6300 ニシカコガワ		3,600		2,350

		高砂
079-442-0836 タカサゴ		1,200		1,000														[加古川市] カコガワシ

		高砂北
079-442-0836 タカサゴキタ		950		800								[高砂市] タカサゴシ						東播販売(MS)
079-431-3588 ヒガシバンハンバイ		4,800		3,050

		高砂西
079-448-2023 タカサゴニシ		2,250		1,800								高砂曽根
079-448-5521 タカサゴソネ		3,450		2,800

														高砂
079-442-3956 タカサゴ		7,200		5,800

																				[高砂市] タカサゴシ

																				高砂中島(MS)
079-442-0649 タカサゴナカジマ		3,500		2,800

																				曽根(S)
079-448-2030 ソネ		3,450		2,800

																				高砂西部(MS)
079-448-7003 タカサゴセイブ		1,950		1,600

																				高砂(MS)
079-442-0338 タカサゴ		3,150		2,550

		計		21,500		13,700		計		3,750		3,000		計		35,400		27,600		計		43,750		33,700





姫路中央・南周辺エリア (8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				高砂市 タカサゴシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				9,650				4,050

																												毎日新聞				3,400				0

																												読売新聞				18,900				9,650

																												神戸新聞 カミト				23,400				10,950

																												合計				55,350				24,650

		姫路南周辺エリア 8０，０００部 折込配布明細 ヒメジミナミシュウヘンオリコミ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		10,100		5,000		姫路南部
079-240-9056 ヒメジナンブ		2,500		2,250		姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,200		2,650		勝原
079-277-7666 カツハラ		1,900		1,750

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		1,550		広畑(S)
079-236-0401 ヒロハタ		1,250		1,150		はりま勝原
079-236-9357 カツハラ		3,700		3,350		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,600		2,850

		白浜
079-246-0816 シラハマ		3,400		3,100								網干
079-272-0718 アボシ		4,100		3,700		飾磨(S)
079-235-0206 シカマ		5,350		4,850

														英賀保
079-239-4986 エイカホ		3,550		3,200		英賀保(S)
079-236-0431 エイカホ		3,300		3,000

														飾磨
079-235-0276 ショクミガ		2,950		2,700		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,900		2,650

														飾磨白浜
079-246-2063 シカマシラハマ		3,650		3,300		大塩(S)
079-254-5013 オオシオ		1,500		1,350

																				白浜(S)
079-246-0946 シラハマ		5,100		4,600

																				網干（Ｓ）
079-274-0057 アボシ		3,250		2,350

		[高砂市] タカサゴシ

		高砂
079-442-0836 タカサゴ		1,200		1,100

		高砂北
079-442-0836 タカサゴキタ		950		900								[高砂市] タカサゴシ

		高砂西
079-448-2023 タカサゴニシ		2,250		2,050								高砂曽根
079-448-5521 タカサゴソネ		3,450		3,150

														高砂
079-442-3956 タカサゴ		7,200		6,500

																				[高砂市] タカサゴシ

																				高砂中島(MS)
079-442-0649 タカサゴナカジマ		3,500		3,150

																				曽根(S)
079-448-2030 ソネ		3,450		3,150

																				高砂西部(MS)
079-448-7003 タカサゴセイブ		1,950		1,800

																				高砂(MS)
079-442-0338 タカサゴ		3,150		2,850

		計		19,900		13,700		計		3,750		3,400		計		31,800		28,550		計		38,950		34,350





姫路中央・南周辺エリア (8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				高砂市 タカサゴシ				加古川市 カコガワシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				9,050				3,600				1,350

																												毎日新聞				3,000				0				0

																												読売新聞				16,650				8,600				3,050

																												神戸新聞 カミト				20,900				9,750				4,050

																												合計				49,600				21,950				8,450

		姫路南周辺エリア 8０，０００部 折込配布明細 ヒメジミナミシュウヘンオリコミ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		10,100		5,000		姫路南部
079-240-9056 ヒメジナンブ		2,500		2,000		姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,200		2,150		勝原
079-277-7666 カツハラ		1,900		1,550

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		1,300		広畑(S)
079-236-0401 ヒロハタ		1,250		1,000		はりま勝原
079-236-9357 カツハラ		3,700		3,000		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,600		2,200

		白浜
079-246-0816 シラハマ		3,400		2,750								網干
079-272-0718 アボシ		4,100		3,300		飾磨(S)
079-235-0206 シカマ		5,350		4,300

														英賀保
079-239-4986 エイカホ		3,550		2,850		英賀保(S)
079-236-0431 エイカホ		3,300		2,650

														飾磨
079-235-0276 ショクミガ		2,950		2,400		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,900		2,300

		[加古川市] カコガワシ												飾磨白浜
079-246-2063 シカマシラハマ		3,650		2,950		大塩(S)
079-254-5013 オオシオ		1,500		1,200

		加古川西
079-432-7861 カコガワニシ		1,600		1,350														白浜(S)
079-246-0946 シラハマ		5,100		4,100

																				網干（Ｓ）
079-274-0057 アボシ		3,250		2,600

														[加古川市] カコガワシ

		[高砂市] タカサゴシ												西加古川
079-432-6300 ニシカコガワ		3,600		3,050

		高砂
079-442-0836 タカサゴ		1,200		1,000														[加古川市] カコガワシ

		高砂北
079-442-0836 タカサゴキタ		950		800								[高砂市] タカサゴシ						東播販売(MS)
079-431-3588 ヒガシバンハンバイ		4,800		4,050

		高砂西
079-448-2023 タカサゴニシ		2,250		1,800								高砂曽根
079-448-5521 タカサゴソネ		3,450		2,800

														高砂
079-442-3956 タカサゴ		7,200		5,800

																				[高砂市] タカサゴシ

																				高砂中島(MS)
079-442-0649 タカサゴナカジマ		3,500		2,800

																				曽根(S)
079-448-2030 ソネ		3,450		2,800

																				高砂西部(MS)
079-448-7003 タカサゴセイブ		1,950		1,600

																				高砂(MS)
079-442-0338 タカサゴ		3,150		2,550

		計		21,500		14,000		計		3,750		3,000		計		35,400		28,300		計		43,750		34,700





加古川高砂 

		当日全紙朝刊一斉折込方式																						加古川市 　　加古郡 カコガワシカコグン		加古川市 カコガワシ		高砂市 タカサゴシ		高砂市 タカサゴシ		明石市 アカシシ		高砂市 タカサゴシ		明石市 アカシシ		高砂市 タカサゴシ

																						朝日新聞				12,750				2,350				800				3,100

																						毎日新聞		－				－						200		－

																						読売新聞				18,500				5,900				800				3,100

																						神戸新聞
（毎日・産経新聞を含む） カミトマイニチサンケイシンブンフク				28,650				8,050				2,000				6,100

																						合   計				59,900				16,300				3,800				9,200

		加古川･高砂エリア ８０，０００部 折込配布明細 カコガワタカサゴオリコミ																70%

																		2020年3月1日現在

		朝 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 【合配】 コウベゴウハイ

		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

		[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン

		土山二見
079-425-3251 ツチヤマフタミ		2,200		1,000		兵庫播磨町
079-435-1872 ヒョウゴハリマチョウ		3,550		2,500		播磨町(S)
079-436-7337 ハリマチョウ		3,600		2,550

		播磨南
079-437-7010 ハリマミナミ		1,450		1,000		尾上
079-421-4695 オノウエ		3,500		2,450		土山(S)
079-436-7337 ツチヤマ		6,400		4,500

		加古川
079-421-3929 カコガワ		4,000		2,800		加古川
079-424-8200 カコガワ		7,200		5,050		加古川西(MS)
079-423-2361 カコガワニシ		3,400		2,400

		東加古川
079-425-3251 ヒガシカコガワ		9,200		6,450		東加古川
079-424-3720 ヒガシカコガワ		5,600		3,950		加古川東(MS)
079-421-3131 カコガワヒガシ		7,300		5,150

		別府
079-425-3251 ベップ		1,100		800		北加古川
079-426-3435 キタカコガワ		4,800		3,400		野口北野(MS)
079-456-3232 ノグチキタノ		2,200		1,550

		加古川西
079-432-7861 カコガワニシ		1,400		500		西加古川
079-432-6300 ニシカコガワ		4,050		1,850		別府(S)
079-435-6030 ベップ		5,400		3,800

		加古川北
079-430-5510 カコガワキタ		1,450		1,000		上荘
079-463-5440 ウエショウ		400		300		尾上(MS)
079-423-4655 オノウエ		3,200		2,250

		[高砂市] タカサゴシ						[高砂市] タカサゴシ						神野(MS)
079-438-3300 カミノ		4,000		2,800

		高砂
079-442-0836 タカサゴ		950		700		高砂曽根
079-448-5521 タカサゴソネ		3,350		1,800		加古川(MS)
079-432-6888 カコガワ		5,250		2,150

		高砂北
079-442-0836 タカサゴキタ		850		600		高砂
079-442-3956 タカサゴ		6,950		4,900		東播販売(MS)
079-431-3588 ヒガシバンハンバイ		4,800		1,950

		高砂西
079-448-2023 タカサゴニシ		2,000		1,400								[高砂市] タカサゴシ

														高砂中島(MS)
079-442-0649 タカサゴナカジマ		3,500		2,450

														曽根(S)
079-448-2030 ソネ		3,450		2,400

														高砂西部(MS)
079-448-7003 タカサゴセイブ		1,950		1,400

														高砂(MS)
079-442-0338 タカサゴ		3,150		2,200

		計		24,600		16,250		計		39,400		26,200		計		57,600		37,550





加古川高砂 (10-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												加古川市 　　加古郡 カコガワシカコグン		加古川市 カコガワシ		高砂市 タカサゴシ		高砂市 タカサゴシ		明石市 アカシシ		高砂市 タカサゴシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				12,400				0				0

																												毎日新聞				0				0				0

																												読売新聞				24,100				0				0

																												神戸新聞 カミト				33,500				0				0

																												合   計				70,000				0				0

		加古川･高砂エリア １００，０００部 折込配布明細(70000部） カコガワタカサゴオリコミブ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン

		加古川
079-421-3929 カコガワ		4,000		3,200								尾上
079-421-4695 オノウエ		3,600		2,900		加古川西(MS)
079-423-2361 カコガワニシ		3,400		2,750

		東加古川
079-425-3251 ヒガシカコガワ		9,200		4,700								加古川
079-424-8200 カコガワ		7,450		6,000		加古川東(MS)
079-421-3131 カコガワヒガシ		7,350		5,900

		別府
079-425-3251 ベップ		1,100		900								東加古川
079-424-3720 ヒガシカコガワ		5,850		4,700		野口北野(MS)
079-456-3232 ノグチキタノ		2,250		1,800

		加古川西
079-432-7861 カコガワニシ		1,600		550								北加古川
079-426-3435 キタカコガワ		3,200		2,600		別府(S)
079-435-6030 ベップ		5,400		4,350

		加古川北
079-430-5510 カコガワキタ		1,450		1,200								西加古川
079-432-6300 ニシカコガワ		3,600		1,250		尾上(MS)
079-423-4655 オノウエ		3,200		2,600

		土山二見
078-942-3932 ツチヤマフタミ		2,200		700								神野
079-438-8073 ジンノ		2,450		2,000		神野(MS)
079-438-3300 カミノ		4,050		3,250

		稲美
079-492-5055 イナミ		1,150		700								上荘
079-463-5440 ウエショウ		400		350		加古川(MS)
079-432-6888 カコガワ		5,350		4,300

		播磨南
079-437-7010 ハリマミナミ		1,450		450								稲美町
079-492-2258 イナミマチ		5,100		3,150		東播販売(MS)
079-431-3588 ヒガシバンハンバイ		4,800		1,750

														兵庫播磨町
079-435-1872 ヒョウゴハリマチョウ		3,650		1,150		土山(S)
078-942-1101 ツチヤマ		6,400		2,050

																				稲美(S)
079-492-3060 イナミ		5,750		3,550

																				播磨町(S)
078-943-1102 ハリマチョウ		3,700		1,200

		計		22,150		12,400		計		0		0		計		35,300		24,100		計		51,650		33,500





加古川高砂 (8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												加古川市 　　加古郡 カコガワシカコグン		加古川市 カコガワシ		高砂市 タカサゴシ		高砂市 タカサゴシ		明石市 アカシシ		高砂市 タカサゴシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				16,450				0				0

																												毎日新聞				0				0				0

																												読売新聞				27,400				0				0

																												神戸新聞 カミト				36,150				0				0

																												合   計				80,000				0				0

		加古川･高砂エリア 8０，０００部 折込配布明細 カコガワタカサゴオリコミ																						90%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン

		加古川
079-421-3929 カコガワ		4,000		3,600								尾上
079-421-4695 オノウエ		3,600		3,250		加古川西(MS)
079-423-2361 カコガワニシ		3,400		3,100

		東加古川
079-425-3251 ヒガシカコガワ		9,200		8,300								加古川
079-424-8200 カコガワ		7,450		6,750		加古川東(MS)
079-421-3131 カコガワヒガシ		7,350		6,650

		別府
079-425-3251 ベップ		1,100		1,000								東加古川
079-424-3720 ヒガシカコガワ		5,850		5,300		野口北野(MS)
079-456-3232 ノグチキタノ		2,250		2,050

		加古川西
079-432-7861 カコガワニシ		1,600		1,450								北加古川
079-426-3435 キタカコガワ		3,200		2,900		別府(S)
079-435-6030 ベップ		5,400		4,900

		加古川北
079-430-5510 カコガワキタ		1,450		1,350								西加古川
079-432-6300 ニシカコガワ		3,600		3,250		尾上(MS)
079-423-4655 オノウエ		3,200		2,900

		稲美
079-492-5055 イナミ		1,150		750								神野
079-438-8073 ジンノ		2,450		2,250		神野(MS)
079-438-3300 カミノ		4,050		3,650

														上荘
079-463-5440 ウエショウ		400		400		加古川(MS)
079-432-6888 カコガワ		5,350		4,850

														稲美町
079-492-2258 イナミマチ		5,100		3,300		東播販売(MS)
079-431-3588 ヒガシバンハンバイ		4,800		4,350

																				稲美(S)
079-492-3060 イナミ		5,750		3,700

		計		18,500		16,450		計		0		0		計		31,650		27,400		計		41,550		36,150





加古川高砂 (8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												加古川市 　　加古郡 カコガワシカコグン		加古川市 カコガワシ		高砂市 タカサゴシ		高砂市 タカサゴシ		明石市 アカシシ		高砂市 タカサゴシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				13,650				0				0

																												毎日新聞				0				0				0

																												読売新聞				24,800				0				0

																												神戸新聞 カミト				36,550				0				0

																												合   計				75,000				0				0

		加古川･高砂エリア 8０，０００部 折込配布明細(75000部） カコガワタカサゴオリコミブ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン

		加古川
079-421-3929 カコガワ		4,000		3,200								尾上
079-421-4695 オノウエ		3,600		2,900		加古川西(MS)
079-423-2361 カコガワニシ		3,400		2,750

		東加古川
079-425-3251 ヒガシカコガワ		9,200		4,700								加古川
079-424-8200 カコガワ		7,450		6,000		加古川東(MS)
079-421-3131 カコガワヒガシ		7,350		5,900

		別府
079-425-3251 ベップ		1,100		900								東加古川
079-424-3720 ヒガシカコガワ		5,850		4,700		野口北野(MS)
079-456-3232 ノグチキタノ		2,250		1,800

		加古川西
079-432-7861 カコガワニシ		1,600		250								北加古川
079-426-3435 キタカコガワ		3,200		2,600		別府(S)
079-435-6030 ベップ		5,400		4,350

		加古川北
079-430-5510 カコガワキタ		1,450		1,200								西加古川
079-432-6300 ニシカコガワ		3,600		550		尾上(MS)
079-423-4655 オノウエ		3,200		2,600

		土山二見
078-942-3932 ツチヤマフタミ		2,200		1,650								神野
079-438-8073 ジンノ		2,450		2,000		神野(MS)
079-438-3300 カミノ		4,050		3,250

		稲美
079-492-5055 イナミ		1,150		650								上荘
079-463-5440 ウエショウ		400		350		加古川(MS)
079-432-6888 カコガワ		5,350		4,300

		播磨南
079-437-7010 ハリマミナミ		1,450		1,100								稲美町
079-492-2258 イナミマチ		5,100		3,050		東播販売(MS)
079-431-3588 ヒガシバンハンバイ		4,800		750

														兵庫播磨町
079-435-1872 ヒョウゴハリマチョウ		3,650		2,650		土山(S)
078-942-1101 ツチヤマ		6,400		4,700

																				稲美(S)
079-492-3060 イナミ		5,750		3,450

																				播磨町(S)
078-943-1102 ハリマチョウ		3,700		2,700

		計		22,150		13,650		計		0		0		計		35,300		24,800		計		51,650		36,550






加古川高砂

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												加古川市 　　加古郡 カコガワシカコグン		加古川市 カコガワシ		高砂市 タカサゴシ		高砂市 タカサゴシ		明石市 アカシシ		高砂市 タカサゴシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				15,900				3,050				300

																												毎日新聞				200				0				0

																												読売新聞				24,400				7,250				1,800

																												神戸新聞 カミト		※		37,000		※		9,050		※		1,050

																												合   計				77,500				19,350				3,150

																																				※産経新聞の合配含む サンケイシンブンゴウクバフク

		加古川･高砂エリア １００，０００部 折込配布明細 カコガワタカサゴオリコミ

																								平成30年10月1日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン

		加古川
079-421-3929 カコガワ		6,500		4,550		魚住
078-947-1890 ウオズミ		2,400		200		尾上
079-421-4695 オノウエ		3,450		2,450		加古川西(MS)
079-423-2361 カコガワニシ		3,400		2,400

		東加古川
079-425-3251 ヒガシカコガワ		6,000		4,200								加古川
079-424-8200 カコガワ		7,200		5,050		加古川東(MS)
079-421-3131 カコガワヒガシ		7,350		5,150

		別府
079-425-3251 ベップ		1,100		800								東加古川
079-424-3720 ヒガシカコガワ		6,050		4,250		野口北野(MS)
079-456-3232 ノグチキタノ		2,250		1,600

		尾上
079-421-3929 オノエ		950		700								北加古川
079-426-3435 キタカコガワ		3,050		2,150		別府(S)
079-435-6030 ベップ		5,450		3,850

		加古川西
079-432-7861 カコガワニシ		1,600		1,150								西加古川
079-432-6300 ニシカコガワ		3,400		2,400		尾上(MS)
079-423-4655 オノウエ		3,200		2,250

		加古川北
079-430-5510 カコガワキタ		1,450		1,050								神野
079-438-8073 ジンノ		2,350		1,650		神野(MS)
079-438-3300 カミノ		4,050		2,850

		土山二見
078-942-3932 ツチヤマフタミ		2,200		1,550								上荘
079-463-5440 ウエショウ		400		300		加古川(MS)
079-432-6888 カコガワ		5,350		3,750

		稲美
079-492-5055 イナミ		1,150		850								稲美町
079-492-2258 イナミマチ		5,250		3,700		東播販売(MS)
079-431-3588 ヒガシバンハンバイ		4,850		3,400

		播磨南
079-437-7010 ハリマミナミ		1,450		1,050								兵庫播磨町
079-435-1872 ヒョウゴハリマチョウ		3,500		2,450		土山(S)
078-942-1101 ツチヤマ		6,450		4,550

		[高砂市] タカサゴシ												[高砂市] タカサゴシ						稲美(S)
079-492-3060 イナミ		5,750		4,200

		高砂
079-442-0836 タカサゴ		1,450		1,050								高砂
079-442-3956 タカサゴ		6,950		4,900		播磨町(S)
078-943-1102 ハリマチョウ		3,750		2,650

		高砂北
079-442-0836 タカサゴキタ		950		700								高砂曽根
079-448-5521 タカサゴソネ		3,300		2,350		三木
0794-82-0043 ミキ		5,850		350

		伊保
079-448-2023 イホ		2,300		1,300								[明石市] アカシシ						[高砂市] タカサゴシ

		[明石市] アカシシ												二見
078-942-1672 フタミ		2,550		1,800		高砂中島(MS)
079-442-0649 タカサゴナカジマ		3,500		2,450

		魚住
078-947-2817 ウオズミ		3,300		300														高砂(MS)
079-442-0338 タカサゴ		3,150		2,250

																				曽根(S)
079-448-2030 ソネ		3,500		2,450

																				高砂西部(MS)
079-448-7003 タカサゴセイブ		1,950		1,400

																				大塩(S)
079-254-5013 オオシオ		1,600		500

																				[明石市] アカシシ

																				魚住西(S)
078-944-4070 ウオズミニシ		3,150		800

																				江井ケ島(S)
078-947-4429 エイシマ		3,800		250

		計		30,400		19,250		計		2,400		200		計		47,450		33,450		計		78,350		47,100





姫路北

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				神崎郡 カンザキグン				加西市 カサイシ				揖保郡太子町 イボグンタイシチョウ				宍粟市 シソウシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				13,250				650				950				1,250				0

																												毎日新聞				3,500				0				100				700				0

																												読売新聞				22,750				2,700				2,000				3,750				0

																												神戸新聞 カミト		※		30,100		※		6,400		※		6,650		※		2,950		※		2,300

																												合計				69,600				9,750				9,700				8,650				2,300

																																								※産経新聞の合配含む サンケイシンブンゴウクバフク

		姫路北周辺エリア １００，０００部 折込配布明細 ヒメジキタシュウヘンオリコミ

																								平成30年10月1日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		10,250		7,200		姫路北部
079-240-9056 ヒメジホクブ		2,900		2,050		姫路東
079-282-6420 ヒメジヒガシ		7,350		5,150		姫路城北(S)
079-223-2792 ヒメジシロキタ		5,850		4,100

		姫路西
079-267-8577 ヒメジニシ		2,950		2,100		姫路南部
079-240-9056 ヒメジナンブ		2,900		1,450		姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,450		2,450		姫路白書(S)
079-266-8811 ヒメジハクショ		2,200		1,550

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		1,400		[加西市] カサイシ						姫路青山
079-267-4296 ヒメジアオヤマ		3,350		2,350		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,700		2,600

		姫路北
079-264-7731 ヒメジキタ		1,450		1,050		加西　　　　　　　　0790-42-5264 カサイ		100		100		船津
079-232-7388 フネツ		700		500		田寺(S)
079-293-2632 タテラ		3,050		2,150

		ゆめさき
079-267-8577		650		500		[揖保郡太子町] イボグンタイシチョウ						香呂
079-232-7388 コウロ		2,400		1,700		姫豊(MS)
079-264-1840 ヒメユタカ		1,650		1,200

		たつの
0791-63-3550		2,800		600		太子（Ｓ）　　　　　　　079-273-7156 タイシ		950		700		姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,300		2,350		船山(MS)
079-232-2334 フナヤマ		1,750		1,250

		山崎
0790-62-0249 ヤマサキ		1,550		400								姫路
079-292-1299 ヒメジ		8,850		6,200		香呂(MS)
079-232-5310 カオロ		2,050		1,450

		[神崎郡] カンザキグン												姫路南
079-288-4806 ヒメジミナミ		3,950		1,450		中寺(MS)
079-232-5958 ナカデラ		1,250		900

		福崎
0790-24-4880 フクザキ		900		650								山崎南　　　　　　　　0790-63-0338 ヤマサキミナミ		800		600		前之庄(MS)
079-336-0040 マエノショウ		2,100		1,500

		[加西市] カサイシ												[神崎郡] カンザキグン						菅野(MS)
079-335-0303 スガノ		2,150		1,550

		加西北条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0790-43-0330 カサイホウジョウ		1,350		950								福崎
0790-22-0313 フクザキ		3,800		2,700		夢前橋(S)
079-294-1473 ユメマエハシ		2,350		1,650

		[揖保郡太子町] イボグンタイシチョウ												[加西市] カサイシ						姫路城巽(S)
079-223-8513 ヒメジジョウタツミ		2,350		1,650

		勝原　　　　　　　　　　　079-274-1166 カツハラ		1,750		1,250								加西　　　　　　　　　　0790-42-2801 カサイ		2,800		2,000		姫路西(S)
079-292-0505 ヒメジニシ		2,250		1,600

														[揖保郡太子町] イボグンタイシチョウ						姫路販売C(S)
079-221-7177 ヒメジハンバイ		3,000		2,100

														太子
079-276-0347 タイシ		5,300		3,750		姫路東部(S)
079-281-0636 ヒメジトウブ		2,050		1,450

																				姫路南(S)
079-284-0579 ヒメジミナミ		3,850		1,800

																				勝原
079-277-7666 カツハラ		1,900		1,000

																				安富(MS)
0790-66-2002 ヤストミ		850		600

																				[神崎郡] カンザキグン

																				川辺(AMS)
0790-24-7077 カワベ		1,900		1,350

																				甘地(AMS)
0790-26-0517 アマチ		1,750		1,250

																				福崎(MS)
0790-22-4569 フクザキ		2,200		1,550

																				寺前（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-34-0173　　　　　　　　　　 テラマエ		1,250		900

																				粟賀（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-32-2847　　　　　　　　　　 アワガ		1,900		1,350

																				[加西市] カサイシ

																				北条（Ｓ）　　　　　　　　　0790-42-0586 ホウジョウ		7,000		4,900

																				泉町(ＡM)
0790-44-0227 イズミマチ		1,900		1,350

																				滝野(AMS)
0790-48-3050 タキノ		2,700		400

																				[揖保郡太子町] イボグンタイシチョウ

																				太子
079-277-7666 タイシ		4,200		2,950

																				[宍粟市] シソウシ

																				しそう販売(MS)
0790-62-0124 ハンバイ		5,500		2,300

		計		25,650		16,100		計		6,850		4,300		計		46,050		31,200		計		74,650		48,400





たつの・赤穂・宍粟エリア

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				たつの市
揖保郡太子町 シイボグンタイシチョウ				相生市 赤穂市赤穂郡上郡町 アイオイシアコウシアコウグンウエグンチョウ				宍粟市 シソウシ				佐用郡佐用町 サヨウグンサヨウチョウ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				9,250				3,800				5,950				1,300				0

																												毎日新聞				4,000				800				200				0				0

																												読売新聞				11,150				7,350				6,250				1,500				450

																												神戸新聞 カミト		※		15,350		※		10,500		※		12,200		※		6,950		※		3,000

																												合計				39,750				22,450				24,600				9,750				3,450

																																																※産経新聞の合配含む サンケイシンブンゴウクバフク

		たつの・赤穂・宍粟エリア １００，０００部 折込配布明細 アコウシソウオリコミ

																								平成30年10月1日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		あがほ広畑
079-237-6006 ヒロハタ		6,000		4,200		広畑(S)
079-240-9056 ヒロハタ		1,250		900		はりま勝原
079-236-9357 カツハラ		3,900		2,750		勝原
079-277-7666 カツハラ		1,900		1,350

		網干
079-274-5777 アボシ		2,200		1,550		網干・大津勝原
079-272-0855 アボシ		1,550		1,100		網干
079-272-0718 アボシ		4,350		3,050		網干(S)
079-274-0057 アボシ		3,250		2,300

		旭陽
079-274-5777 アサヒヨウ		1,000		700		姫路北部
079-240-9056 ヒメジホクブ		2,900		1,200		姫路青山
079-267-4296 ヒメジアオヤマ		3,350		2,350		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,950		2,100

		太子勝原
079-274-1166 タイシカツハラ		1,600		1,250		姫路南部
079-240-9056 ヒメジナンブ		2,900		800		英賀保
079-239-4986 エイカホ		3,800		2,700		広畑
079-237-2547 ヒロハタ		3,350		2,350

		姫路西
079-267-8577 ヒメジニシ		2,950		1,550		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,300		300		菅野(MS)
079-335-0303 スガノ		2,150		1,050

		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						太子(S)
079-273-7156 タイシ		950		700		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						夢前橋(S)
079-294-1473 ユメマエハシ		2,350		1,650

		たつの
0791-63-3550		2,800		2,000		揖保川
0791-72-4708 イボガワ		100		100		太子
079-276-0347 タイシ		5,300		3,750		姫路白書(S)
079-266-8811 ヒメジハクショ		2,200		1,550

		揖龍
0791-72-4406 イボリュウ		1,700		1,200		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						竜野
0791-63-3793 タツノ		4,500		3,150		英賀保(S)
079-236-0431 エイカホ		3,350		2,350

		新宮
0791-75-4005 シングウ		850		600		上郡
0791-52-0101 ウエグン		250		200		播磨新宮
0790-63-0338 ハリマシングウ		600		450		安富(MS)
0790-66-2002 ヤストミ		850		650

		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ												[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ

		相生
0791-22-7666 アイオイ		2,250		1,600								相生
0791-22-5290 アイオイ		3,500		2,500		太子
079-277-7666 タイシ		4,200		3,000

		赤穂
0791-43-7550 アコウ		4,950		3,700								赤穂
0791-42-2253 アコウ		3,950		2,800		たつの南
0791-62-9200 ミナミ		1,850		1,300

		有年
0791-57-2075 ウネ		100		100								上郡
0791-52-2962 ウエグン		1,300		950		竜野北(S)
0791-62-2107 タツノキタ		2,400		1,700

		上郡
0791-57-2075 ウエグン		750		550								[宍粟市] シソウシ						新宮(S)
0791-75-3918 シングウ		3,200		2,250

		[宍粟市] シソウシ												山崎
0790-63-0338 ヤマサキ		1,050		850		揖保川(S)
0791-72-4708 イボガワ		3,150		2,250

		山崎
0790-62-0249 ヤマサキ		1,550		1,300								山崎南
0790-63-0338 ヤマサキミナミ		800		650		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ

														[佐用郡] サヨウグン						相生(MS)
0791-22-0653 アイオイ		4,950		3,850

														佐用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0791-52-2962 サヨウ		600		450		赤穂(S)
0791-43-5700 アコウ		7,400		6,100

																				上郡(S)
0791-52-0101 ウエグン		3,200		2,250

																				[宍粟市] シソウシ

																				しそう販売(MS)
0790-62-0124 ハンバイ		5,500		4,550

																				しそう北(MS)
0790-62-0124 キタ		2,850		2,400

																				[佐用郡] サヨウグン

																				三日月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-79-2037 ミカヅキ		800		600

																				徳久（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-78-0789 トクク		600		450

																				佐用（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-82-2207 サヨウ		1,750		1,250

																				上月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-88-0030 ウエツキ		1,000		700

		計		28,700		20,300		計		9,900		5,000		計		40,300		26,700		計		65,200		48,000





姫路中央・南周辺エリア

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				高砂市 タカサゴシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				17,450				1,650

																												毎日新聞				6,200				0

																												読売新聞				27,700				7,250

																												神戸新聞 カミト		※		32,150		※		7,600

																												合計				83,500				16,500

																																※産経新聞の合配含む サンケイシンブンゴウクバフク

		姫路南周辺エリア １００，０００部 折込配布明細 ヒメジミナミシュウヘンオリコミ

																								平成30年10月1日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		10,250		6,400		姫路北部
079-240-9056 ヒメジホクブ		2,900		1,750		姫路
079-292-1299 ヒメジ		8,850		3,400		姫路城巽(S)
079-223-8513 ヒメジジョウタツミ		2,350		1,650

		姫路西
079-267-8577 ヒメジニシ		2,950		600		姫路南部
079-240-9056 ヒメジナンブ		2,900		2,050		姫路南
079-288-4806 ヒメジミナミ		3,950		2,800		姫路西(S)
079-292-0505 ヒメジニシ		2,250		1,600

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		1,100		広畑(S)
079-236-0401 ヒロハタ		1,250		900		姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,450		2,450		姫路販売C(S)
079-221-7177 ヒメジハンバイ		3,000		2,100

		白浜
079-246-0816 シラハマ		2,850		2,000		網干大津勝原
079-272-0855 アボシオオツカツハラ		1,550		1,100		はりま勝原
079-236-9357 カツハラ		3,900		2,750		勝原
079-277-7666 カツハラ		1,900		1,350

		大塩
079-448-2023 オオシオ		550		400		太子（Ｓ）　　　　　　　079-273-7156 タイシ		950		400		網干
079-272-0718 アボシ		4,350		3,050		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,700		2,600

		あがほ広畑
079-233-6006 ヒロハタ		6,000		4,200								英賀保
079-239-4986 エイカホ		3,800		2,700		飾磨(S)
079-235-0206 シカマ		5,400		3,800

		網干
079-274-5777 アボシ		2,200		1,550								飾磨
079-235-0276 ショクミガ		2,800		2,000		姫路南(S)
079-284-0579 ヒメジミナミ		3,850		2,700

		旭陽
079-274-5777 アサヒヨウ		1,000		700								飾磨白浜
079-246-2063 シカマシラハマ		3,900		2,750		英賀保(S)
079-236-0431 エイカホ		3,350		2,350

		太子勝原　　　　　　　　　　　079-274-1166 タイシカツハラ		1,600		500								姫路青山
079-267-4296 ヒメジアオヤマ		3,350		1,500		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,950		2,100

		[高砂市] タカサゴシ												太子
079-276-0347 タイシ		5,300		1,800		大塩(S)
079-254-5013 オオシオ		1,500		1,050

		伊保
079-448-2023 イホ		2,300		1,650								姫路東
079-282-6420 ヒメジヒガシ		7,350		2,500		白浜(S)
079-246-0946 シラハマ		5,100		3,600

														[高砂市] タカサゴシ						広畑
079-237-2547 ヒロハタ		3,350		2,350

														高砂曽根
079-448-5521 タカサゴソネ		3,300		2,350		夢前橋(S)
079-294-1473 ユメマエハシ		2,350		1,650

														高砂
079-442-3956 タカサゴ		6,950		4,900		網干（Ｓ）
079-274-0057 アボシ		3,250		1,800

																				姫路東部(S)
079-281-0636 ヒメジトウブ		2,050		1,450

																				[高砂市] タカサゴシ

																				高砂中島(MS)
079-442-0649 タカサゴナカジマ		3,500		2,450

																				曽根(S)
079-448-2030 ソネ		3,500		2,450

																				高砂西部(MS)
079-448-7003 タカサゴセイブ		1,950		1,400

																				高砂(MS)
079-442-0338 タカサゴ		3,150		1,300

		計		31,700		19,100		計		9,550		6,200		計		61,250		34,950		計		58,450		39,750





加古川・高砂周辺

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												加古川市 　　加古郡 カコガワシカコグン		加古川市 カコガワシ		高砂市 タカサゴシ		高砂市 タカサゴシ		明石市 アカシシ		高砂市 タカサゴシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				12,750				2,350				800

																												毎日新聞				0				0				200

																												読売新聞				18,500				5,900				800

																												神戸新聞 カミト				28,650				8,050				2,000

																												合   計				59,900				16,300				3,800

		加古川･高砂周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 カコガワタカサゴシュウヘンオリコミ																						60%

																								2020年7月1日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞【合配】 コウベゴウハイ

		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

		[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[明石市] アカシシ						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン

		土山二見
079-425-3251 ツチヤマフタミ		2,200		1,350		魚住
078-947-1890 ウオズミ		1,950		200		兵庫播磨町
079-435-1872 ヒョウゴハリマチョウ		3,550		2,150		播磨町(S)
079-436-7337 ハリマチョウ		3,450		2,100

		播磨南
079-437-7010 ハリマミナミ		1,450		900								尾上
079-421-4695 オノウエ		3,500		2,100		土山(S)
079-436-7337 ツチヤマ		6,400		3,850

		稲美
079-492-5055 イナミ		1,150		600								稲美町
079-492-2258 イナミマチ		4,600		2,300		稲美(S)
079-492-3060 イナミ		5,650		2,850

		加古川
079-421-3929 カコガワ		4,000		2,400								加古川
079-424-8200 カコガワ		7,200		4,350		加古川西(MS)
079-423-2361 カコガワニシ		3,400		2,050

		東加古川
079-425-3251 ヒガシカコガワ		8,850		5,350								東加古川
079-424-3720 ヒガシカコガワ		5,600		3,400		加古川東(MS)
079-421-3131 カコガワヒガシ		7,300		4,400

		別府
079-425-3251 ベップ		1,100		700								北加古川
079-426-3435 キタカコガワ		4,500		2,250		野口北野(MS)
079-456-3232 ノグチキタノ		2,100		1,300

		加古川西
079-432-7861 カコガワニシ		1,400		700								西加古川
079-432-6300 ニシカコガワ		3,850		1,950		別府(S)
079-435-6030 ベップ		5,350		3,250

		加古川北
079-430-5510 カコガワキタ		1,450		750														尾上(MS)
079-423-4655 オノウエ		3,100		1,900

		[高砂市] タカサゴシ												[高砂市] タカサゴシ						神野(MS)
079-438-3300 カミノ		4,000		2,000

		高砂
079-442-0836 タカサゴ		950		600								高砂曽根
079-448-5521 タカサゴソネ		3,350		1,900		加古川(MS)
079-432-6888 カコガワ		5,100		2,550

		高砂北
079-442-0836 タカサゴキタ		850		550								高砂
079-442-3956 タカサゴ		6,650		4,000		東播販売(MS)
079-431-3588 ヒガシバンハンバイ		4,800		2,400

		高砂西
079-448-2023 タカサゴニシ		2,000		1,200								[明石市] アカシシ						[高砂市] タカサゴシ

		[明石市] アカシシ												魚住
078-943-0437		2,300		300		高砂中島(MS)
079-442-0649 タカサゴナカジマ		3,450		2,100

		魚住
078-947-2817 ウオズミ		3,150		800								二見
078-942-1672		2,550		500		曽根(S)
079-448-2030 ソネ		3,400		2,050

																				高砂西部(MS)
079-448-7003 タカサゴセイブ		1,900		1,150

																				高砂(MS)
079-442-0338 タカサゴ		3,050		1,850

																				大塩(S)
079-254-5013 オオシオ		1,500		900

																				[明石市] アカシシ

																				江井ケ島(S)
078-947-4429 エイシマ		3,550		800

																				魚住北(S)
078-947-4321 ウオズミキタ		2,550		500

																				魚住西(S)
078-944-4070 ウオズミニシ		3,100		700

		計		28,550		15,900		計		1,950		200		計		47,650		25,200		計		73,150		38,700





三木･小野・西脇周辺

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												三木市 ミキシ				小野市 オノシ				加西市 カサイシ				加東市 カトウシ				加古川市
加古郡 カコガワカコグン				西区 ニシク				西脇市 ニシワキシ		神崎郡 カンザキグン		丹波市 タンバシ		姫路市 ヒメジシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				1,450				1,350				600				0				2,050				550		1,000		450		1,300		950

																												毎日新聞				0				0				0				0				0				0		0		0		0		0

																												読売新聞				3,200				1,550				1,200				1,350				6,700				1,400		1,250		2,400		1,750		1,850

																												神戸新聞 カミト				6,300				3,650				4,500				4,150				9,800				2,250		6,450		2,700		0		0

																												合   計				0				0				0				5,500				18,550				0		8,700		5,550		0		0

		三木･小野・西脇周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細（3紙 丹波市 山南・柏原・氷上町のみ） ミキオノニシワキシュウヘンオリコミシタンバシサンナンカイバラヒカミチョウ																50%

																		2020年7月1日現在

		朝 日 新 聞【合配】 ゴウハイ						読 売 新 聞【合配】 ゴウハイ						神 戸 新 聞【合配】 コウベゴウハイ

		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

		[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[丹波市] タンバシ

		三木
0794-82-9249 ミキ		1,600		800		三木(S)
0794-82-0041 ミキ		1,950		1,000		三木
0794-82-0043 ミキ		5,900		2,950		氷上（S)        0795-82-3915 ヒカミ		1,750		900

		緑ケ丘
0794-84-0897 ミドリガオカ		1,300		650		三木東部(S)
0794-85-0014 ミキトウブ		2,850		1,450		広野
0794-85-7257 ヒロノ		750		400		柏原（S)     　　　　　　　　　　0795-72-0358 カイバラ		1,900		950

		[小野市] オノシ						三木吉川(S)
0794-72-0107 ミキヨカワ		1,500		750		三木東
0794-84-1182 ミキヒガシ		4,250		2,150		山南        0795-77-3695 サンナン		1,300		650

		小野(Ｍ)
0794-62-5678 オノ		2,650		1,350		[小野市] オノシ						口吉川(A)
0794-88-0063 クチヨカワ		1,600		800		[姫路市] ヒメジシ

		[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						小野
0794-62-2828 オノ		1,800		900		[小野市] オノシ						船山(MS)
079-232-2334 フナヤマ		1,750		300

		稲美
079-492-5055 イナミ		1,150		600		小野南
0794-63-5440 オノミナミ		1,300		650		小野(S)
0794-62-6643 オノ		4,850		2,450		香呂(MS)
079-232-5310 カオロ		2,050		300

		加古川北
079-430-5510 カコガワキタ		1,450		750		[加東市] カトウシ						小野南(S)
0794-64-6300 オノミナミ		2,350		1,200		中寺(MS)
079-232-5958 ナカデラ		1,250		650

		加古川西
079-432-7861 カコガワニシ		1,400		700		滝野社
0795-42-0641 タキノヤシロ		1,750		900		[加西市] カサイシ						前之庄(MS)
079-336-0040 マエノショウ		1,850		800

		[西区] ニシク						東条
0795-47-2014 トウジョウ		850		450		北条(S)
0790-42-0586 ホウジョウ		6,650		3,350		菅野林田(MS)
079-335-0303 スガノハヤシダ		1,900		800

		神戸桜が丘
078-994-7143 コウベサクラオカ		1,100		550		[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン						泉町(AM)
0790-44-0227 イズミマチ		1,800		900		安富(MS)
0790-66-2002 ヤストミ		800		450

		[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン						西脇
0795-22-4343 ニシワキ		2,500		1,250		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,450		250

		西脇
0795-23-8200 ニシワキ		1,300		650		[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加東市] カトウシ						計		96,450		45,600

		にしたか
0795-28-3183		300		150		稲美町
079-492-2258 イナミマチ		4,600		2,300		社(AMS)
0795-42-0061 ヤシロ		3,800		1,900

		中
0795-28-3183 ナカ		350		200		西加古川
079-432-6300 ニシカコガワ		3,850		1,950		滝野(AMS)
0795-48-3050 タキノ		2,550		1,300

		[加西市] カサイシ						北加古川
079-438-8073 キタカコガワ		4,500		2,250		東条(AMS)
0795-47-1482 トウジョウ		1,850		950

		加西北条(Ｍ)
0790-43-0330 カサイホウジョウ		1,150		600		上荘
079-463-5440 ウエショウ		400		200		[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン

		[神崎郡] カンザキグン						[西区] ニシク						西脇(S)
0795-22-7001 ニシワキ		6,100		3,050

		福崎
0790-24-4880 フクザキ		850		450		玉津西
078-927-7388 タマツニシ		3,750		650		黒田庄(S)
0795-25-5535 クロダショウ		1,450		750

		[丹波市] タンバシ						押部谷
078-994-0414 オシベダニ		1,450		750		中町(MYS)
0795-32-1324 ナカマチ		2,300		1,150

		さんなん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0795-76-0078		650		350		[加西市] カサイシ						八千代(AYS)
0795-30-5530 ヤチヨ		1,450		750

		柏原　　　　　　　　　　0795-72-0203 カイバラ		950		600		加西　　　　0790-42-2801 カサイ		2,400		1,200		加美町(合)　　　　　　　　　　
0795-35-0012 カミマチゴウ		1,450		750

		成松　　　　　　　　　0795-82-5503 セイマツ		700		350		[神崎郡] カンザキグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						毎 日 新 聞【合配】 ゴウハイ

		[姫路市] ヒメジシ						福崎
0790-22-0313 フクザキ		3,300		2,400		稲美(S)
079-492-3060 イナミ		5,650		2,850		[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ

		ゆめさき
079-267-8577		550		200		[丹波市] タンバシ						神野(MS)
079-438-3300 カミノ		4,000		2,000		緑ケ丘
0794-85-1313 ミドリガオカ		1,600		800

		姫路北
079-264-7731 ヒメジキタ		1,550		550		山南　　　　　　　　0795-77-2757 サンナン		1,100		550		加古川(MS)
079-432-6888 カコガワ		5,100		2,550		三木吉川
079-562-6130 ミキヨシカワ		100		50

		山崎
0790-62-0249 ヤマサキ		1,550		200		柏原　　　　　　　　　　　　0795-72-1877 カイバラ		1,300		650		東播販売(MS)
079-431-3588 ヒガシバンハンバイ		4,800		2,400

								芦田氷上               0795-82-7268 アシダヒカミ		550		300		[西区] ニシク

								成松           0795-82-3321 ナリマツ		500		250		押部谷(S)
078-994-0018 オシベダニ		3,600		1,800		[西区] ニシク

								[姫路市] ヒメジシ						神出(合)
078-965-2020 カミデゴウ		850		450		押部谷
078-994-1777 オシベダニ		700		350

								姫路青山
079-267-4296 ヒメジアオヤマ		3,100		450		[神崎郡] カンザキグン						[加西市] カサイシ

								船津
079-232-7388 フネツ		550		300		福崎(MS)
0790-22-4569 フクザキ		2,200		1100		加西
0790-42-5264 カサイ		100		50

								香呂
079-232-7388 コウロ		2,150		350		甘地(AMS)
0790-26-0517 アマチ		1,700		850		[丹波市] タンバシ

								姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,350		450		川辺(AMS)
0790-24-7077 カワベ		1,450		750		氷上        0795-82-3915 ヒカミ		850		450

								山崎南
0790-63-0338 ヤマサキミナミ		800		300								山南（Ｓ）        0795-77-3695 サンナン		650		350

		計		20,550		9,700		計		52,150		22,650								計		4,000		2,050





姫路周辺

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				14,250				0				0

																												毎日新聞				3,650				0				0

																												読売新聞				26,750				0				0

																												神戸新聞 カミト				35,350				0				0

																												合計				80,000				0				0

		姫路周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヒメジシュウヘンオリコミ																						50%

																								2020年7月1日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		9,100		4,100		姫路北部
079-240-9056 ヒメジホクブ		2,450		1,000		姫路
079-292-1299 ヒメジ		8,200		4,450		姫路城巽(S)
079-223-8513 ヒメジジョウタツミ		2,300		1,250

		姫路西
079-267-8577 ヒメジニシ		2,600		1,400		姫路南部
079-240-9056 ヒメジナンブ		2,200		900		姫路南
079-288-4806 ヒメジミナミ		5,900		3,200		姫路東部(S)
079-281-0636 ヒメジトウブ		2,000		1,100

		ゆめさき
079-267-8577		550		200		広畑(S)
079-236-0401 ヒロハタ		1,150		650		姫路東
079-282-6420 ヒメジヒガシ		6,800		3,700		姫路西(S)
079-292-0505 ヒメジニシ		2,000		1,100

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		1,600		850		網干・大津勝原
079-272-0855 アボシ		1,300		600		姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,100		1,700		姫路販売C(S)
079-221-7177 ヒメジハンバイ		2,950		1,600

		白浜
079-246-0816 シラハマ		3,300		1,750		太子(S)
079-273-7156 タイシ		900		500		はりま勝原
079-236-9357 カツハラ		3,550		1,950		姫路城北(S)
079-223-2792 ヒメジシロキタ		5,650		3,100

		姫路南　　　　　　079-237-6006 ヒメジミナミ		4,150		2,200								網干
079-272-0718 アボシ		3,950		2,150		姫路白書(S)
079-266-8811 ヒメジハクショ		2,150		1,200

		網干
079-274-5777 アボシ		2,200		1,200								英賀保
079-239-4986 エイカホ		4,250		2,300		勝原
079-277-7666 カツハラ		1,900		1,050

		旭陽
079-274-5777 アサヒヨウ		1,000		550								飾磨白浜
079-246-2063 シカマシラハマ		3,550		1,950		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,450		1,900

		太子勝原
079-274-1166 タイシカツハラ		1,400		400								太子
079-276-0347 タイシ		4,950		500		飾磨(S)
079-235-0206 シカマ		5,150		2,800

		姫路北
079-264-7731 ヒメジキタ		1,550		650								姫路青山
079-267-4296 ヒメジアオヤマ		3,100		1,600		姫路南(S)
079-284-0579 ヒメジミナミ		3,650		2,000

		たつの
0791-63-3550		2,700		950								船津
079-232-7388 フネツ		550		300		英賀保(S)
079-236-0431 エイカホ		3,250		1,800

														香呂
079-232-7388 コウロ		2,150		1150		網干(S)
079-274-0057 アボシ		3,150		1,750

														姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,350		1,800		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,850		1,550

																				大塩(S)
079-254-5013 オオシオ		1,500		850

																				白浜(S)
079-246-0946 シラハマ		5,050		2,750

																				広畑
079-274-2547 ヒロハタ		3,150		1,750

																				田寺(S)
079-293-2632 タテラ		2,900		1,600

																				夢前橋(S)
079-294-1473 ユメマエハシ		1,900		1,050

																				姫豊(MS)
079-264-1840 ヒメユタカ		1,600		850

																				船山(MS)
079-232-2334 フナヤマ		1,750		950

																				太子
079-277-7666		4,200		500

																				香呂(MS)
079-232-5310 カオロ		2,050		1100

																				前之庄(MS)
079-336-0040 マエノショウ		1,850		850

																				菅野林田(MS)
079-335-0303 スガノハヤシダ		1,900		900

		計		30,150		14,250		計		8,000		3,650		計		53,400		26,750		計		68,300		35,350





たつの・姫路西部周辺

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				たつの市 シ				相生市 アイオイシ				赤穂郡・　　上郡町 アコウグンカミゴオリチョウ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				10,850				3,350				1,400				3,650

																												毎日新聞				4,250				0				0				150

																												読売新聞				12,200				2,950				2,250				3,300

																												神戸新聞 カミト				19,700				6,350				3,050				6,550

																												合計				47,000				12,650				6,700				13,650

		たつの・姫路西部周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヒメジセイブシュウヘンオリコミ																						60%

																								2020年7月1日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		9,100		4,500		姫路北部
079-240-9056 ヒメジホクブ		2,450		1,150		はりま勝原
079-236-9357 カツハラ		3,550		2,350		姫路白書(S)
079-266-8811 ヒメジハクショ		2,150		1,000

		姫路西
079-267-8577 ヒメジニシ		2,600		600		姫路南部
079-240-9056 ヒメジナンブ		2,200		950		網干
079-272-0718 アボシ		3,950		2,600		勝原
079-277-7666 カツハラ		1,900		1,250

		姫路南　　　　　　079-237-6006 ヒメジミナミ		4,150		2,700		網干・大津勝原
079-272-0855 アボシ		1,300		800		英賀保
079-239-4986 エイカホ		4,250		2,800		飾磨(S)
079-235-0206 シカマ		5,150		3,350

		網干
079-274-5777 アボシ		2,200		1,450		広畑(S)
079-236-0401 ヒロハタ		1,150		750		太子
079-276-0347 タイシ		4,950		3,250		姫路南(S)
079-284-0579 ヒメジミナミ		3,650		2,400

		旭陽
079-274-5777 アサヒヨウ		1,000		650		太子(S)
079-273-7156 タイシ		900		600		姫路青山
079-267-4296 ヒメジアオヤマ		3,100		1,200		英賀保(S)
079-236-0431 エイカホ		3,250		2,150

		太子勝原
079-274-1166 タイシカツハラ		1,400		950		[赤穂郡上郡町] グンウエグンチョウ												網干(S)
079-274-0057 アボシ		3,150		2,050

		[たつの市] シ						上郡
0791-52-0101 ウエグン		200		150								大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,850		1,900

		たつの
0791-63-3550		2,700		1,700														広畑
079-274-2547 ヒロハタ		3,150		2,050

		揖龍
0791-72-4406 イボリュウ		1,750		1,100								[たつの市] シ						夢前橋(S)
079-294-1473 ユメマエハシ		1,900		800

		新宮
0791-75-4005 シングウ		850		550								竜野
0791-63-3793 タツノ		4,100		2,550		太子
079-277-7666 タイシ		4,200		2,750

		[相生市] アイオイシ												播磨新宮
0790-63-0338 ハリマシングウ		600		400

		相生
0791-22-7666 アイオイ		2,250		1,400								[相生市] アイオイシ

		[赤穂郡上郡町] グンウエグンチョウ												相生
0791-22-5290 アイオイ		3,550		2,250

		赤穂
0791-43-7550 アコウ		4,850		3,050								[赤穂郡上郡町] グンウエグンチョウ

		有年
0791-57-2075 ウネ		100		100								赤穂
0791-42-2253 アコウ		3,950		2,450

		上郡
0791-57-2075 ウエグン		800		500								上郡
0791-52-2962 ウエグン		1,300		850		[たつの市] シ

																				たつの南
0791-62-9200 ミナミ		1,750		1,100

																				竜野北(S)
0791-62-2107 タツノキタ		2,300		1,450

																				新宮(S)
0791-75-3918 シングウ		2,950		1,850

																				揖保川(S)
0791-72-4708 イボガワ		3,100		1,950

																				[相生市] アイオイシ

																				相生(MS)
0791-22-0653 アイオイ		4,900		3,050

																				[赤穂郡上郡町] グンウエグンチョウ

																				赤穂(S)
0791-43-5700 アコウ		7,300		4,550

																				上郡(S)
0791-52-0101 ウエグン		3,200		2,000

		計		33,750		19,250		計		8,200		4,400		計		33,300		20,700		計		56,850		35,650





三木･小野・西脇(10-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												三木市 ミキシ				小野市 オノシ				加西市 カサイシ				加東市 カトウシ				西脇市
多可郡 ニシワキタカグン				丹波市 タンバシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				2,500				1,450				1,000				0				1,800				2,850

																												毎日新聞				1,500				950				100				0				0				1,600

																												読売新聞				5,300				2,500				2,250				2,100				2,150				4,800

																												神戸新聞 カミト				10,100				5,900				7,150				6,750				10,650				8,400

																												合   計				19,400				10,800				10,500				8,850				14,600				17,650

		三木･小野・西脇周辺エリア １００，０００部 折込配布明細(81800部） ミキオノニシワキシュウヘンオリコミブ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ

		三木
0794-82-9249 ミキ		1,700		1,400		緑ケ丘
0794-85-1313 ミドリガオカ		1,700		1,400		三木(S)
0794-82-0041 ミキ		2,000		1,600		三木
0794-82-0043 ミキ		5,850		4,700

		緑ケ丘
0794-84-0897 ミドリガオカ		1,350		1,100		吉川
079-562-6130 ヨシカワ		100		100		三木東部(S)
0794-85-0014 ミキトウブ		2,850		2,300		広野
0794-85-7257 ヒロノ		750		600

		[小野市] オノシ						[小野市] オノシ						三木吉川(S)
0794-72-0107 ミキヨカワ		1,700		1,400		三木東
0794-84-1182 ミキヒガシ		4,300		3,450

		小野
0794-62-5678 オノ		1,800		1,450		小野
0794-63-3755 オノ		1,150		950		[小野市] オノシ						口吉川(A)
0794-88-0063 クチヨカワ		1,650		1,350

		[加西市] カサイシ						[加西市] カサイシ						小野
0794-62-2828 オノ		1,800		1,450		[小野市] オノシ

		加西北条
0790-43-0330 カサイホウジョウ		1,250		1,000		加西
0790-42-5264 カサイ		100		100		小野南
0794-63-5440 オノミナミ		1,300		1,050		小野(S)
0794-62-6643 オノ		4,900		3,950

		[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン						[丹波市] タンバシ						[加西市] カサイシ						小野南(S)
0794-64-6300 オノミナミ		2,400		1,950

		西脇
0795-23-8200 ニシワキ		1,500		1,200		氷上　　　　　　　　0795-82-4402 ヒカミ		1,050		850		加西
0790-42-2801 カサイ		2,800		2,250		[加西市] カサイシ

		にしたか
0795-28-3183		300		250		山南　　　　　　　　　　0795-76-0441 サンナン		650		550								北条(S)
0790-42-0586 ホウジョウ		7,000		5,600

		中
0795-28-3183 ナカ		400		350		黒井　　　　　　　　　　　0795-74-0649 クロイ		200		200		[加東市] カトウシ						泉町(AM)
0790-44-0227 イズミマチ		1,900		1,550

		[丹波市] タンバシ												滝野社
0795-42-0641 タキノヤシロ		1,750		1,400

		さんなん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0795-76-0078		700		600								東条
0795-47-2014 トウジョウ		850		700		[加東市] カトウシ

		柏原　　　　　　　　　　0795-72-0203 カイバラ		1,200		1,000								[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン						社(AMS)
0795-42-0061 ヤシロ		3,850		3,100

		成松　　　　　　　　　0795-82-5503 セイマツ		700		600								西脇
0795-22-4343 ニシワキ		2,650		2,150		滝野(AMS)
0795-48-3050 タキノ		2,600		2,100

		春日　　　　　　　　　　0795-74-2870 カスガ		450		400														東条(AMS)
0795-47-1482 トウジョウ		1,900		1,550

		青垣        0795-87-0195 アオガキ		300		250								[丹波市] タンバシ						[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン

														山南　　　　　　　　0795-77-2757 サンナン		1,150		950		西脇(S)
0795-22-7001 ニシワキ		6,250		5,000

														柏原　　　　　　　　　　　　0795-72-1877 カイバラ		1,300		1,050		黒田庄(S)
0795-25-5535 クロダショウ		1,500		1,200

														かすが        0795-74-3800		700		600		中町(MYS)
0795-32-1324 ナカマチ		2,500		2,000

														芦田氷上               0795-82-7268 アシダヒカミ		550		450		八千代(AYS)
0795-30-5530 ヤチヨ		1,500		1,200

														成松           0795-82-3321 ナリマツ		550		450		加美町(合)　　　　　　　　　　
0795-35-0012 カミマチゴウ		1,550		1,250

														市島           0795-85-2390 イチシマ		900		750		[丹波市] タンバシ

														青垣        0795-88-0818 アオガキ		400		350		春日（S)       　　　　　　　　　　　　0795-70-3343 カスガ		2,100		1,700

														芦田青垣        0795-82-7288 アシダアオガキ		250		200		氷上（S)        0795-82-3915 ヒカミ		1,800		1,450

																				柏原（S)     　　　　　　　　　　0795-72-0358 カイバラ		1,950		1,600

																				山南        0795-77-3695 サンナン		1,300		1,050

																				市島(AM)        0795-85-0998 イチシマ		2,000		1,600

																				青垣(MS)        0795-87-0655 アオガキ		1,200		1,000

		計		11,650		9,600		計		4,950		4,150		計		23,500		19,100		計		60,750		48,950





三木･小野・西脇(8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												三木市 ミキシ				小野市 オノシ				加西市 カサイシ				加東市 カトウシ				西脇市
多可郡 ニシワキタカグン				丹波市 タンバシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				2,800				1,650				1,200				0				2,050				1,450

																												毎日新聞				1,650				1,050				100				0				0				1,100

																												読売新聞				5,950				2,850				2,550				2,400				2,400				2,150

																												神戸新聞 カミト				11,400				6,650				8,050				7,600				12,000				2,950

																												合   計				21,800				12,200				11,900				10,000				16,450				7,650

		三木･小野・西脇周辺エリア 8０，０００部 折込配布明細 ミキオノニシワキシュウヘンオリコミ																						90%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ

		三木
0794-82-9249 ミキ		1,700		1,550		緑ケ丘
0794-85-1313 ミドリガオカ		1,700		1,550		三木(S)
0794-82-0041 ミキ		2,000		1,800		三木
0794-82-0043 ミキ		5,850		5,300

		緑ケ丘
0794-84-0897 ミドリガオカ		1,350		1,250		吉川
079-562-6130 ヨシカワ		100		100		三木東部(S)
0794-85-0014 ミキトウブ		2,850		2,600		広野
0794-85-7257 ヒロノ		750		700

		[小野市] オノシ						[小野市] オノシ						三木吉川(S)
0794-72-0107 ミキヨカワ		1,700		1,550		三木東
0794-84-1182 ミキヒガシ		4,300		3,900

		小野
0794-62-5678 オノ		1,800		1,650		小野
0794-63-3755 オノ		1,150		1,050		[小野市] オノシ						口吉川(A)
0794-88-0063 クチヨカワ		1,650		1,500

		[加西市] カサイシ						[加西市] カサイシ						小野
0794-62-2828 オノ		1,800		1,650		[小野市] オノシ

		加西北条
0790-43-0330 カサイホウジョウ		1,250		1,200		加西
0790-42-5264 カサイ		100		100		小野南
0794-63-5440 オノミナミ		1,300		1,200		小野(S)
0794-62-6643 オノ		4,900		4,450

		[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン						[丹波市] タンバシ						[加西市] カサイシ						小野南(S)
0794-64-6300 オノミナミ		2,400		2,200

		西脇
0795-23-8200 ニシワキ		1,500		1,350		氷上　　　　　　　　0795-82-4402 ヒカミ		1,050		500		加西
0790-42-2801 カサイ		2,800		2,550		[加西市] カサイシ

		にしたか
0795-28-3183		300		300		山南　　　　　　　　　　0795-76-0441 サンナン		650		600								北条(S)
0790-42-0586 ホウジョウ		7,000		6,300

		中
0795-28-3183 ナカ		400		400								[加東市] カトウシ						泉町(AM)
0790-44-0227 イズミマチ		1,900		1,750

		[丹波市] タンバシ												滝野社
0795-42-0641 タキノヤシロ		1,750		1,600

		さんなん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0795-76-0078		700		600								東条
0795-47-2014 トウジョウ		850		800		[加東市] カトウシ

		柏原　　　　　　　　　　0795-72-0203 カイバラ		1,200		550								[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン						社(AMS)
0795-42-0061 ヤシロ		3,850		3,500

		成松　　　　　　　　　0795-82-5503 セイマツ		700		300								西脇
0795-22-4343 ニシワキ		2,650		2,400		滝野(AMS)
0795-48-3050 タキノ		2,600		2,350

																				東条(AMS)
0795-47-1482 トウジョウ		1,900		1,750

														[丹波市] タンバシ						[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン

														山南　　　　　　　　0795-77-2757 サンナン		1,150		1,050		西脇(S)
0795-22-7001 ニシワキ		6,250		5,650

														柏原　　　　　　　　　　　　0795-72-1877 カイバラ		1,300		600		黒田庄(S)
0795-25-5535 クロダショウ		1,500		1,350

														成松           0795-82-3321 ナリマツ		550		500		中町(MYS)
0795-32-1324 ナカマチ		2,500		2,250

																				八千代(AYS)
0795-30-5530 ヤチヨ		1,500		1,350

																				加美町(合)　　　　　　　　　　
0795-35-0012 カミマチゴウ		1,550		1,400

																				[丹波市] タンバシ

																				氷上（S)        0795-82-3915 ヒカミ		1,800		850

																				柏原（S)     　　　　　　　　　　0795-72-0358 カイバラ		1,950		900

																				山南        0795-77-3695 サンナン		1,300		1,200

		計		10,900		9,150		計		4,750		3,900		計		20,700		18,300		計		55,450		48,650





三木･小野･西脇(8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												三木市 ミキシ				小野市 オノシ				加西市 カサイシ				加東市 カトウシ				西脇市
多可郡 ニシワキタカグン				丹波市 タンバシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				2,500				1,450				1,000				0				1,800				2,600

																												毎日新聞				1,500				950				100				0				0				1,600

																												読売新聞				5,300				2,500				2,250				2,100				2,150				4,250

																												神戸新聞 カミト				10,100				5,900				7,150				6,750				10,650				7,400

																												合   計				19,400				10,800				10,500				8,850				14,600				15,850

		三木･小野・西脇周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ミキオノニシワキシュウヘンオリコミ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ						[三木市]
[北区] ミキシキタクフルゴオリ

		三木
0794-82-9249 ミキ		1,700		1,400		緑ケ丘
0794-85-1313 ミドリガオカ		1,700		1,400		三木(S)
0794-82-0041 ミキ		2,000		1,600		三木
0794-82-0043 ミキ		5,850		4,700

		緑ケ丘
0794-84-0897 ミドリガオカ		1,350		1,100		吉川
079-562-6130 ヨシカワ		100		100		三木東部(S)
0794-85-0014 ミキトウブ		2,850		2,300		広野
0794-85-7257 ヒロノ		750		600

		[小野市] オノシ						[小野市] オノシ						三木吉川(S)
0794-72-0107 ミキヨカワ		1,700		1,400		三木東
0794-84-1182 ミキヒガシ		4,300		3,450

		小野
0794-62-5678 オノ		1,800		1,450		小野
0794-63-3755 オノ		1,150		950		[小野市] オノシ						口吉川(A)
0794-88-0063 クチヨカワ		1,650		1,350

		[加西市] カサイシ						[加西市] カサイシ						小野
0794-62-2828 オノ		1,800		1,450		[小野市] オノシ

		加西北条
0790-43-0330 カサイホウジョウ		1,250		1,000		加西
0790-42-5264 カサイ		100		100		小野南
0794-63-5440 オノミナミ		1,300		1,050		小野(S)
0794-62-6643 オノ		4,900		3,950

		[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン						[丹波市] タンバシ						[加西市] カサイシ						小野南(S)
0794-64-6300 オノミナミ		2,400		1,950

		西脇
0795-23-8200 ニシワキ		1,500		1,200		氷上　　　　　　　　0795-82-4402 ヒカミ		1,050		850		加西
0790-42-2801 カサイ		2,800		2,250		[加西市] カサイシ

		にしたか
0795-28-3183		300		250		山南　　　　　　　　　　0795-76-0441 サンナン		650		550								北条(S)
0790-42-0586 ホウジョウ		7,000		5,600

		中
0795-28-3183 ナカ		400		350		黒井　　　　　　　　　　　0795-74-0649 クロイ		200		200		[加東市] カトウシ						泉町(AM)
0790-44-0227 イズミマチ		1,900		1,550

		[丹波市] タンバシ												滝野社
0795-42-0641 タキノヤシロ		1,750		1,400

		さんなん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0795-76-0078		700		600								東条
0795-47-2014 トウジョウ		850		700		[加東市] カトウシ

		柏原　　　　　　　　　　0795-72-0203 カイバラ		1,200		1,000								[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン						社(AMS)
0795-42-0061 ヤシロ		3,850		3,100

		成松　　　　　　　　　0795-82-5503 セイマツ		700		600								西脇
0795-22-4343 ニシワキ		2,650		2,150		滝野(AMS)
0795-48-3050 タキノ		2,600		2,100

		春日　　　　　　　　　　0795-74-2870 カスガ		450		400														東条(AMS)
0795-47-1482 トウジョウ		1,900		1,550

														[丹波市] タンバシ						[西脇市]
[多可郡] ニシワキタカグン

														山南　　　　　　　　0795-77-2757 サンナン		1,150		950		西脇(S)
0795-22-7001 ニシワキ		6,250		5,000

														柏原　　　　　　　　　　　　0795-72-1877 カイバラ		1,300		1,050		黒田庄(S)
0795-25-5535 クロダショウ		1,500		1,200

														かすが        0795-74-3800		700		600		中町(MYS)
0795-32-1324 ナカマチ		2,500		2,000

														芦田氷上               0795-82-7268 アシダヒカミ		550		450		八千代(AYS)
0795-30-5530 ヤチヨ		1,500		1,200

														成松           0795-82-3321 ナリマツ		550		450		加美町(合)　　　　　　　　　　
0795-35-0012 カミマチゴウ		1,550		1,250

														市島           0795-85-2390 イチシマ		900		750		[丹波市] タンバシ

																				春日（S)       　　　　　　　　　　　　0795-70-3343 カスガ		2,100		1,700

																				氷上（S)        0795-82-3915 ヒカミ		1,800		1,450

																				柏原（S)     　　　　　　　　　　0795-72-0358 カイバラ		1,950		1,600

																				山南        0795-77-3695 サンナン		1,300		1,050

																				市島(AM)        0795-85-0998 イチシマ		2,000		1,600

		計		11,350		9,350		計		4,950		4,150		計		22,850		18,550		計		59,550		47,950





たつの・赤穂・宍粟エリア (10-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				たつの市
揖保郡太子町 シイボグンタイシチョウ				相生市 赤穂市赤穂郡上郡町 アイオイシアコウシアコウグンウエグンチョウ				宍粟市 シソウシ				佐用郡佐用町 サヨウグンサヨウチョウ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				4,100				4,400				6,500				1,250				0

																												毎日新聞				1,200				800				200				0				0

																												読売新聞				3,650				8,100				7,400				1,500				500

																												神戸新聞 カミト				3,000				11,950				12,450				6,700				3,300

																												合計				11,950				25,250				26,550				9,450				3,800

		たつの・赤穂・宍粟エリア １００，０００部 折込配布明細（77000部） アコウシソウオリコミブ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		網干
079-274-5777 アボシ		2,200		2,000		網干・大津勝原
079-272-0855 アボシ		1,500		1,200		網干
079-272-0718 アボシ		4,100		3,300		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,900		600

		旭陽
079-274-5777 アサヒヨウ		1,000		800								姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,450		350		菅野(MS)
079-335-0303 スガノ		2,150		1,750

		太子勝原
079-274-1166 タイシカツハラ		1,600		1,300														安富(MS)
0790-66-2002 ヤストミ		800		650

								[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ

		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						太子(S)
079-273-7156 タイシ		1,000		800		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ

		たつの
0791-63-3550		2,800		2,250								太子
079-276-0347 タイシ		5,150		4,150		太子
079-277-7666 タイシ		4,200		3,400

		揖龍
0791-72-4406 イボリュウ		1,800		1,450		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						竜野
0791-63-3793 タツノ		4,300		3,450		たつの南
0791-62-9200 ミナミ		1,800		1,450

		新宮
0791-75-4005 シングウ		850		700		上郡
0791-52-0101 ウエグン		250		200		播磨新宮
0790-63-0338 ハリマシングウ		600		500		竜野北(S)
0791-62-2107 タツノキタ		2,400		1,950

		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ												[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						新宮(S)
0791-75-3918 シングウ		3,200		2,600

		相生
0791-22-7666 アイオイ		2,250		1,800								相生
0791-22-5290 アイオイ		3,700		3,000		揖保川(S)
0791-72-4708 イボガワ		3,150		2,550

		赤穂
0791-43-7550 アコウ		4,950		4,000								赤穂
0791-42-2253 アコウ		4,150		3,350		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ

		有年
0791-57-2075 ウネ		100		100								上郡
0791-52-2962 ウエグン		1,300		1,050		相生(MS)
0791-22-0653 アイオイ		4,950		4,000

		上郡
0791-57-2075 ウエグン		750		600								[宍粟市] シソウシ						赤穂(S)
0791-43-5700 アコウ		7,300		5,850

		[宍粟市] シソウシ												山崎
0790-63-0338 ヤマサキ		1,050		850		上郡(S)
0791-52-0101 ウエグン		3,200		2,600

		山崎
0790-62-0249 ヤマサキ		1,550		1,250								山崎南
0790-63-0338 ヤマサキミナミ		800		650		[宍粟市] シソウシ

														[佐用郡] サヨウグン						しそう販売(MS)
0790-62-0124 ハンバイ		5,500		4,400

														佐用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0791-52-2962 サヨウ		600		500		しそう北(MS)
0790-62-0124 キタ		1,500		1,200

																				一宮町　　　　　　0790-62-0124 イチノミヤマチ		1,350		1,100

																				[佐用郡] サヨウグン

																				三日月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-79-2037 ミカヅキ		800		650

																				徳久（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-78-0789 トクク		550		450

																				佐用（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-82-2207 サヨウ		1,700		1,400

																				上月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-88-0030 ウエツキ		950		800

		計		19,850		16,250		計		2,750		2,200		計		29,200		21,150		計		48,400		37,400





たつの・赤穂・宍粟エリア (8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				たつの市
揖保郡太子町 シイボグンタイシチョウ				相生市 赤穂市赤穂郡上郡町 アイオイシアコウシアコウグンウエグンチョウ				宍粟市 シソウシ				佐用郡佐用町 サヨウグンサヨウチョウ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				3,700				5,000				7,350				1,400				0

																												毎日新聞				1,150				900				250				0				0

																												読売新聞				0				9,100				8,300				1,700				550

																												神戸新聞 カミト				1,950				13,400				14,000				7,550				3,700

																												合計				6,800				28,400				29,900				10,650				4,250

		たつの・赤穂・宍粟エリア 8０，０００部 折込配布明細  (10-90と同） アコウシソウオリコミドウ																						90%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						[姫路市] ヒメジシ

		網干
079-274-5777 アボシ		2,200		1,750		網干・大津勝原
079-272-0855 アボシ		1,250		1,150		太子
079-276-0347 タイシ		5,150		4,650		菅野(MS)
079-335-0303 スガノ		2,150		1,950

		旭陽
079-274-5777 アサヒヨウ		1,000		750								竜野
0791-63-3793 タツノ		4,300		3,900

		太子勝原
079-274-1166 タイシカツハラ		1,600		1,200								播磨新宮
0790-63-0338 ハリマシングウ		600		550

																				[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ

								[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ												太子
079-277-7666 タイシ		4,200		3,800

		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						太子(S)
079-273-7156 タイシ		1,000		900		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						たつの南
0791-62-9200 ミナミ		1,850		1,650

		たつの
0791-63-3550		2,800		2,550								相生
0791-22-5290 アイオイ		3,700		3,350		竜野北(S)
0791-62-2107 タツノキタ		2,400		2,200

		揖龍
0791-72-4406 イボリュウ		1,800		1,650		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						赤穂
0791-42-2253 アコウ		4,150		3,750		新宮(S)
0791-75-3918 シングウ		3,200		2,900

		新宮
0791-75-4005 シングウ		850		800		上郡
0791-52-0101 ウエグン		250		250		上郡
0791-52-2962 ウエグン		1,300		1,200		揖保川(S)
0791-72-4708 イボガワ		3,150		2,850

		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ												[宍粟市] シソウシ						[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ

		相生
0791-22-7666 アイオイ		2,250		2,050								山崎
0790-63-0338 ヤマサキ		1,050		950		相生(MS)
0791-22-0653 アイオイ		4,950		4,500

		赤穂
0791-43-7550 アコウ		4,950		4,500								山崎南
0790-63-0338 ヤマサキミナミ		800		750		赤穂(S)
0791-43-5700 アコウ		7,300		6,600

		有年
0791-57-2075 ウネ		100		100														上郡(S)
0791-52-0101 ウエグン		3,200		2,900

		上郡
0791-57-2075 ウエグン		750		700								[佐用郡] サヨウグン

		[宍粟市] シソウシ												佐用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0791-52-2962 サヨウ		600		550		[宍粟市] シソウシ

		山崎
0790-62-0249 ヤマサキ		1,550		1,400														しそう販売(MS)
0790-62-0124 ハンバイ		5,500		4,950

																				しそう北(MS)
0790-62-0124 キタ		1,500		1,350

																				一宮町　　　　　　0790-62-0124 イチノミヤマチ		1,350		1,250

																				[佐用郡] サヨウグン

																				三日月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-79-2037 ミカヅキ		800		750

																				徳久（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-78-0789 トクク		550		500

																				佐用（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-82-2207 サヨウ		1,700		1,550

																				上月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-88-0030 ウエツキ		950		900

		計		19,850		17,450		計		2,500		2,300		計		21,650		19,650		計		44,750		40,600





たつの・赤穂・宍粟エリア (8-80) 

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				たつの市
揖保郡太子町 シイボグンタイシチョウ				相生市 赤穂市赤穂郡上郡町 アイオイシアコウシアコウグンウエグンチョウ				宍粟市 シソウシ				佐用郡佐用町 サヨウグンサヨウチョウ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				4,100				4,400				6,500				1,250				0

																												毎日新聞				1,200				800				200				0				0

																												読売新聞				3,700				8,100				7,400				1,500				500

																												神戸新聞 カミト				5,950				11,950				12,450				6,700				3,300

																												合計				14,950				25,250				26,550				9,450				3,800

		たつの・赤穂・宍粟エリア 8０，０００部 折込配布明細 アコウシソウオリコミ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		網干
079-274-5777 アボシ		2,200		2,000		網干・大津勝原
079-272-0855 アボシ		1,500		1,200		網干
079-272-0718 アボシ		4,100		3,300		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,900		600

		旭陽
079-274-5777 アサヒヨウ		1,000		800								姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,450		400		菅野(MS)
079-335-0303 スガノ		2,150		1,750

		太子勝原
079-274-1166 タイシカツハラ		1,600		1,300														安富(MS)
0790-66-2002 ヤストミ		800		650

																				網干（Ｓ）
079-274-0057 アボシ		3,250		2,950

								[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ

		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						太子(S)
079-273-7156 タイシ		1,000		800		[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ						[たつの市]
[揖保郡太子町] シイボグンタイシチョウ

		たつの
0791-63-3550		2,800		2,250								太子
079-276-0347 タイシ		5,150		4,150		太子
079-277-7666 タイシ		4,200		3,400

		揖龍
0791-72-4406 イボリュウ		1,800		1,450		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						竜野
0791-63-3793 タツノ		4,300		3,450		たつの南
0791-62-9200 ミナミ		1,800		1,450

		新宮
0791-75-4005 シングウ		850		700		上郡
0791-52-0101 ウエグン		250		200		播磨新宮
0790-63-0338 ハリマシングウ		600		500		竜野北(S)
0791-62-2107 タツノキタ		2,400		1,950

		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ												[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ						新宮(S)
0791-75-3918 シングウ		3,200		2,600

		相生
0791-22-7666 アイオイ		2,250		1,800								相生
0791-22-5290 アイオイ		3,700		3,000		揖保川(S)
0791-72-4708 イボガワ		3,150		2,550

		赤穂
0791-43-7550 アコウ		4,950		4,000								赤穂
0791-42-2253 アコウ		4,150		3,350		[相生市][赤穂市]
[赤穂郡上郡町] アイオイシグンウエグンチョウ

		有年
0791-57-2075 ウネ		100		100								上郡
0791-52-2962 ウエグン		1,300		1,050		相生(MS)
0791-22-0653 アイオイ		4,950		4,000

		上郡
0791-57-2075 ウエグン		750		600								[宍粟市] シソウシ						赤穂(S)
0791-43-5700 アコウ		7,300		5,850

		[宍粟市] シソウシ												山崎
0790-63-0338 ヤマサキ		1,050		850		上郡(S)
0791-52-0101 ウエグン		3,200		2,600

		山崎
0790-62-0249 ヤマサキ		1,550		1,250								山崎南
0790-63-0338 ヤマサキミナミ		800		650		[宍粟市] シソウシ

														[佐用郡] サヨウグン						しそう販売(MS)
0790-62-0124 ハンバイ		5,500		4,400

														佐用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0791-52-2962 サヨウ		600		500		しそう北(MS)
0790-62-0124 キタ		1,500		1,200

																				一宮町　　　　　　0790-62-0124 イチノミヤマチ		1,350		1,100

																				[佐用郡] サヨウグン

																				三日月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-79-2037 ミカヅキ		800		650

																				徳久（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-78-0789 トクク		550		450

																				佐用（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-82-2207 サヨウ		1,700		1,400

																				上月（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-88-0030 ウエツキ		950		800

		計		19,850		16,250		計		2,750		2,200		計		29,200		21,200		計		48,400		40,350





姫路北 (10-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				神崎郡 カンザキグン				加西市 カサイシ				揖保郡太子町 イボグンタイシチョウ				宍粟市 シソウシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				9,950				750				0				0				0

																												毎日新聞				2,000				0				0				0				0

																												読売新聞				22,300				3,050				0				0				0

																												神戸新聞 カミト				29,750				7,200				0				0				0

																												合計				64,000				11,000				0				0				0

		姫路北周辺エリア １００，０００部 折込配布明細(75000部） ヒメジキタシュウヘンオリコミブ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		10,100		5,100		姫路北部
079-240-9056 ヒメジホクブ		2,450		2,000		姫路東
079-282-6420 ヒメジヒガシ		7,100		5,700		姫路城北(S)
079-223-2792 ヒメジシロキタ		5,750		4,600

		姫路西
079-267-8577 ヒメジニシ		2,800		2,250								姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,200		1,050		姫路白書(S)
079-266-8811 ヒメジハクショ		2,200		1,850

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		700								船津
079-232-7388 フネツ		700		600		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,600		1,200

		姫路北
079-264-7731 ヒメジキタ		1,650		1,350								香呂
079-232-7388 コウロ		2,400		1,950		田寺(S)
079-293-2632 タテラ		3,050		2,450

		ゆめさき
079-267-8577		650		550								姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,450		2,800		姫豊(MS)
079-264-1840 ヒメユタカ		1,650		1,350

														姫路
079-292-1299 ヒメジ		8,550		6,850		船山(MS)
079-232-2334 フナヤマ		1,750		1,400

														姫路南
079-288-4806 ヒメジミナミ		4,150		3,350		香呂(MS)
079-232-5310 カオロ		2,100		1,700

		[神崎郡] カンザキグン																		中寺(MS)
079-232-5958 ナカデラ		1,250		1,000

		福崎
0790-24-4880 フクザキ		900		750														前之庄(MS)
079-336-0040 マエノショウ		2,000		1,600

														[神崎郡] カンザキグン						夢前橋(S)
079-294-1473 ユメマエハシ		2,300		1,850

														福崎
0790-22-0313 フクザキ		3,800		3,050		姫路城巽(S)
079-223-8513 ヒメジジョウタツミ		2,300		1,850

																				姫路西(S)
079-292-0505 ヒメジニシ		2,200		1,850

																				姫路販売C(S)
079-221-7177 ヒメジハンバイ		2,950		2,400

																				姫路東部(S)
079-281-0636 ヒメジトウブ		2,000		1,600

																				姫路南(S)
079-284-0579 ヒメジミナミ		3,800		3,050

																				[神崎郡] カンザキグン

																				川辺(AMS)
0790-24-7077 カワベ		1,850		1,500

																				甘地(AMS)
0790-26-0517 アマチ		1,750		1,400

																				福崎(MS)
0790-22-4569 フクザキ		2,200		1,800

																				寺前（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-34-0173　　　　　　　　　　 テラマエ		1,250		1,000

																				粟賀（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-32-2847　　　　　　　　　　 アワガ		1,850		1,500

		計		18,100		10,700		計		2,450		2,000		計		33,350		25,350		計		47,800		36,950





姫路北 (8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				神崎郡 カンザキグン				加西市 カサイシ				揖保郡太子町 イボグンタイシチョウ				宍粟市 シソウシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				10,200				850				0				0				0

																												毎日新聞				2,250				0				0				0				0

																												読売新聞				24,400				3,450				0				0				0

																												神戸新聞 カミト				33,400				8,150				0				0				0

																												合計				70,250				12,450				0				0				0

		姫路北周辺エリア 8０，０００部 折込配布明細(82700部） ヒメジキタシュウヘンオリコミブ																						90%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		10,100		5,100		姫路北部
079-240-9056 ヒメジホクブ		2,450		2,250		姫路東
079-282-6420 ヒメジヒガシ		7,100		6,400		姫路城北(S)
079-223-2792 ヒメジシロキタ		5,750		5,200

		姫路西
079-267-8577 ヒメジニシ		2,800		2,550								姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,200		550		姫路白書(S)
079-266-8811 ヒメジハクショ		2,200		2,000

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		450								船津
079-232-7388 フネツ		700		650		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,600		750

		姫路北
079-264-7731 ヒメジキタ		1,650		1,500								香呂
079-232-7388 コウロ		2,400		2,200		田寺(S)
079-293-2632 タテラ		3,050		2,750

		ゆめさき
079-267-8577		650		600								姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,450		3,150		姫豊(MS)
079-264-1840 ヒメユタカ		1,650		1,500

														姫路
079-292-1299 ヒメジ		8,550		7,700		船山(MS)
079-232-2334 フナヤマ		1,750		1,600

														姫路南
079-288-4806 ヒメジミナミ		4,150		3,750		香呂(MS)
079-232-5310 カオロ		2,100		1,900

		[神崎郡] カンザキグン																		中寺(MS)
079-232-5958 ナカデラ		1,250		1,150

		福崎
0790-24-4880 フクザキ		900		850														前之庄(MS)
079-336-0040 マエノショウ		2,000		1,800

														[神崎郡] カンザキグン						夢前橋(S)
079-294-1473 ユメマエハシ		2,300		2,100

														福崎
0790-22-0313 フクザキ		3,800		3,450		姫路城巽(S)
079-223-8513 ヒメジジョウタツミ		2,300		2,100

																				姫路西(S)
079-292-0505 ヒメジニシ		2,200		1,850

																				姫路販売C(S)
079-221-7177 ヒメジハンバイ		2,950		2,700

																				姫路東部(S)
079-281-0636 ヒメジトウブ		2,000		1,800

																				姫路南(S)
079-284-0579 ヒメジミナミ		3,800		3,450

																				安富(MS)
0790-66-2002 ヤストミ		800		750

																				[神崎郡] カンザキグン

																				川辺(AMS)
0790-24-7077 カワベ		1,850		1,700

																				甘地(AMS)
0790-26-0517 アマチ		1,750		1,600

																				福崎(MS)
0790-22-4569 フクザキ		2,200		2,000

																				寺前（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-34-0173　　　　　　　　　　 テラマエ		1,250		1,150

																				粟賀（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-32-2847　　　　　　　　　　 アワガ		1,850		1,700

		計		18,100		11,050		計		2,450		2,250		計		33,350		27,850		計		48,600		41,550





姫路北 (8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				神崎郡 カンザキグン				加西市 カサイシ				揖保郡太子町 イボグンタイシチョウ				宍粟市 シソウシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				9,950				750				0				0				0

																												毎日新聞				2,000				0				0				0				0

																												読売新聞				22,300				3,050				0				0				0

																												神戸新聞 カミト				29,750				7,200				0				0				0

																												合計				64,000				11,000				0				0				0

		姫路北周辺エリア 8０，０００部 折込配布明細(75000部）　（10-80と同）  ヒメジキタシュウヘンオリコミブドウ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		10,100		5,100		姫路北部
079-240-9056 ヒメジホクブ		2,450		2,000		姫路東
079-282-6420 ヒメジヒガシ		7,100		5,700		姫路城北(S)
079-223-2792 ヒメジシロキタ		5,750		4,600

		姫路西
079-267-8577 ヒメジニシ		2,800		2,250								姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,200		1,050		姫路白書(S)
079-266-8811 ヒメジハクショ		2,200		1,850

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		700								船津
079-232-7388 フネツ		700		600		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,600		1,200

		姫路北
079-264-7731 ヒメジキタ		1,650		1,350								香呂
079-232-7388 コウロ		2,400		1,950		田寺(S)
079-293-2632 タテラ		3,050		2,450

		ゆめさき
079-267-8577		650		550								姫路西
079-335-5300 ヒメジニシ		3,450		2,800		姫豊(MS)
079-264-1840 ヒメユタカ		1,650		1,350

														姫路
079-292-1299 ヒメジ		8,550		6,850		船山(MS)
079-232-2334 フナヤマ		1,750		1,400

														姫路南
079-288-4806 ヒメジミナミ		4,150		3,350		香呂(MS)
079-232-5310 カオロ		2,100		1,700

		[神崎郡] カンザキグン																		中寺(MS)
079-232-5958 ナカデラ		1,250		1,000

		福崎
0790-24-4880 フクザキ		900		750														前之庄(MS)
079-336-0040 マエノショウ		2,000		1,600

														[神崎郡] カンザキグン						夢前橋(S)
079-294-1473 ユメマエハシ		2,300		1,850

														福崎
0790-22-0313 フクザキ		3,800		3,050		姫路城巽(S)
079-223-8513 ヒメジジョウタツミ		2,300		1,850

																				姫路西(S)
079-292-0505 ヒメジニシ		2,200		1,850

																				姫路販売C(S)
079-221-7177 ヒメジハンバイ		2,950		2,400

																				姫路東部(S)
079-281-0636 ヒメジトウブ		2,000		1,600

																				姫路南(S)
079-284-0579 ヒメジミナミ		3,800		3,050

																				[神崎郡] カンザキグン

																				川辺(AMS)
0790-24-7077 カワベ		1,850		1,500

																				甘地(AMS)
0790-26-0517 アマチ		1,750		1,400

																				福崎(MS)
0790-22-4569 フクザキ		2,200		1,800

																				寺前（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-34-0173　　　　　　　　　　 テラマエ		1,250		1,000

																				粟賀（ＡＭＳ）　　　　　　　　　　　0790-32-2847　　　　　　　　　　 アワガ		1,850		1,500

		計		18,100		10,700		計		2,450		2,000		計		33,350		25,350		計		47,800		36,950





姫路中央・南周辺エリア (10-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				高砂市 タカサゴシ				加古川市 カコガワシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				10,100				3,600				1,050

																												毎日新聞				3,000				0				0

																												読売新聞				19,000				8,600				2,350

																												神戸新聞 カミト				23,950				9,750				3,050

																												合計				56,050				21,950				6,450

		姫路南周辺エリア １００，０００部 折込配布明細(78000部） ヒメジミナミシュウヘンオリコミブ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		10,100		5,000		姫路南部
079-240-9056 ヒメジナンブ		2,500		2,000		姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,200		2,150		勝原
079-277-7666 カツハラ		1,900		1,550

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		1,300		広畑(S)
079-236-0401 ヒロハタ		1,250		1,000		はりま勝原
079-236-9357 カツハラ		3,700		3,000		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,600		2,200

		白浜
079-246-0816 シラハマ		3,400		2,750								網干
079-272-0718 アボシ		4,100		3,300		飾磨(S)
079-235-0206 シカマ		5,350		4,300

														英賀保
079-239-4986 エイカホ		3,550		2,850		英賀保(S)
079-236-0431 エイカホ		3,300		2,650

														飾磨
079-235-0276 ショクミガ		2,950		2,400		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,900		2,350

		[加古川市] カコガワシ												飾磨白浜
079-246-2063 シカマシラハマ		3,650		2,950		大塩(S)
079-254-5013 オオシオ		1,500		1,200

		加古川西
079-432-7861 カコガワニシ		1,600		1,050														白浜(S)
079-246-0946 シラハマ		5,100		4,100

																				網干（Ｓ）
079-274-0057 アボシ		3,250		2,550

														[加古川市] カコガワシ

		[高砂市] タカサゴシ												西加古川
079-432-6300 ニシカコガワ		3,600		2,350

		高砂
079-442-0836 タカサゴ		1,200		1,000														[加古川市] カコガワシ

		高砂北
079-442-0836 タカサゴキタ		950		800								[高砂市] タカサゴシ						東播販売(MS)
079-431-3588 ヒガシバンハンバイ		4,800		3,050

		高砂西
079-448-2023 タカサゴニシ		2,250		1,800								高砂曽根
079-448-5521 タカサゴソネ		3,450		2,800

														高砂
079-442-3956 タカサゴ		7,200		5,800

																				[高砂市] タカサゴシ

																				高砂中島(MS)
079-442-0649 タカサゴナカジマ		3,500		2,800

																				曽根(S)
079-448-2030 ソネ		3,450		2,800

																				高砂西部(MS)
079-448-7003 タカサゴセイブ		1,950		1,600

																				高砂(MS)
079-442-0338 タカサゴ		3,150		2,550

		計		21,500		13,700		計		3,750		3,000		計		35,400		27,600		計		43,750		33,700





姫路中央・南周辺エリア (8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				高砂市 タカサゴシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				9,650				4,050

																												毎日新聞				3,400				0

																												読売新聞				18,900				9,650

																												神戸新聞 カミト				23,400				10,950

																												合計				55,350				24,650

		姫路南周辺エリア 8０，０００部 折込配布明細 ヒメジミナミシュウヘンオリコミ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		10,100		5,000		姫路南部
079-240-9056 ヒメジナンブ		2,500		2,250		姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,200		2,650		勝原
079-277-7666 カツハラ		1,900		1,750

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		1,550		広畑(S)
079-236-0401 ヒロハタ		1,250		1,150		はりま勝原
079-236-9357 カツハラ		3,700		3,350		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,600		2,850

		白浜
079-246-0816 シラハマ		3,400		3,100								網干
079-272-0718 アボシ		4,100		3,700		飾磨(S)
079-235-0206 シカマ		5,350		4,850

														英賀保
079-239-4986 エイカホ		3,550		3,200		英賀保(S)
079-236-0431 エイカホ		3,300		3,000

														飾磨
079-235-0276 ショクミガ		2,950		2,700		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,900		2,650

														飾磨白浜
079-246-2063 シカマシラハマ		3,650		3,300		大塩(S)
079-254-5013 オオシオ		1,500		1,350

																				白浜(S)
079-246-0946 シラハマ		5,100		4,600

																				網干（Ｓ）
079-274-0057 アボシ		3,250		2,350

		[高砂市] タカサゴシ

		高砂
079-442-0836 タカサゴ		1,200		1,100

		高砂北
079-442-0836 タカサゴキタ		950		900								[高砂市] タカサゴシ

		高砂西
079-448-2023 タカサゴニシ		2,250		2,050								高砂曽根
079-448-5521 タカサゴソネ		3,450		3,150

														高砂
079-442-3956 タカサゴ		7,200		6,500

																				[高砂市] タカサゴシ

																				高砂中島(MS)
079-442-0649 タカサゴナカジマ		3,500		3,150

																				曽根(S)
079-448-2030 ソネ		3,450		3,150

																				高砂西部(MS)
079-448-7003 タカサゴセイブ		1,950		1,800

																				高砂(MS)
079-442-0338 タカサゴ		3,150		2,850

		計		19,900		13,700		計		3,750		3,400		計		31,800		28,550		計		38,950		34,350





姫路中央・南周辺エリア (8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												姫路市 ヒメジシシ				高砂市 タカサゴシ				加古川市 カコガワシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				9,050				3,600				1,350

																												毎日新聞				3,000				0				0

																												読売新聞				16,650				8,600				3,050

																												神戸新聞 カミト				20,900				9,750				4,050

																												合計				49,600				21,950				8,450

		姫路南周辺エリア 8０，０００部 折込配布明細 ヒメジミナミシュウヘンオリコミ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ						[姫路市] ヒメジシ

		姫路販売
079-282-2323 ヒメジハンバイ		10,100		5,000		姫路南部
079-240-9056 ヒメジナンブ		2,500		2,000		姫路川東
079-252-3466 ヒメジカワヒガシ		3,200		2,150		勝原
079-277-7666 カツハラ		1,900		1,550

		姫路東
079-251-8630 ヒメジヒガシ		2,000		1,300		広畑(S)
079-236-0401 ヒロハタ		1,250		1,000		はりま勝原
079-236-9357 カツハラ		3,700		3,000		御着(S)
079-252-0033 オンツ		3,600		2,200

		白浜
079-246-0816 シラハマ		3,400		2,750								網干
079-272-0718 アボシ		4,100		3,300		飾磨(S)
079-235-0206 シカマ		5,350		4,300

														英賀保
079-239-4986 エイカホ		3,550		2,850		英賀保(S)
079-236-0431 エイカホ		3,300		2,650

														飾磨
079-235-0276 ショクミガ		2,950		2,400		大津(S)
079-239-6716 オオツ		2,900		2,300

		[加古川市] カコガワシ												飾磨白浜
079-246-2063 シカマシラハマ		3,650		2,950		大塩(S)
079-254-5013 オオシオ		1,500		1,200

		加古川西
079-432-7861 カコガワニシ		1,600		1,350														白浜(S)
079-246-0946 シラハマ		5,100		4,100

																				網干（Ｓ）
079-274-0057 アボシ		3,250		2,600

														[加古川市] カコガワシ

		[高砂市] タカサゴシ												西加古川
079-432-6300 ニシカコガワ		3,600		3,050

		高砂
079-442-0836 タカサゴ		1,200		1,000														[加古川市] カコガワシ

		高砂北
079-442-0836 タカサゴキタ		950		800								[高砂市] タカサゴシ						東播販売(MS)
079-431-3588 ヒガシバンハンバイ		4,800		4,050

		高砂西
079-448-2023 タカサゴニシ		2,250		1,800								高砂曽根
079-448-5521 タカサゴソネ		3,450		2,800

														高砂
079-442-3956 タカサゴ		7,200		5,800

																				[高砂市] タカサゴシ

																				高砂中島(MS)
079-442-0649 タカサゴナカジマ		3,500		2,800

																				曽根(S)
079-448-2030 ソネ		3,450		2,800

																				高砂西部(MS)
079-448-7003 タカサゴセイブ		1,950		1,600

																				高砂(MS)
079-442-0338 タカサゴ		3,150		2,550

		計		21,500		14,000		計		3,750		3,000		計		35,400		28,300		計		43,750		34,700





加古川高砂 (10-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												加古川市 　　加古郡 カコガワシカコグン		加古川市 カコガワシ		高砂市 タカサゴシ		高砂市 タカサゴシ		明石市 アカシシ		高砂市 タカサゴシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				12,400				0				0

																												毎日新聞				0				0				0

																												読売新聞				24,100				0				0

																												神戸新聞 カミト				33,500				0				0

																												合   計				70,000				0				0

		加古川･高砂エリア １００，０００部 折込配布明細(70000部） カコガワタカサゴオリコミブ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン

		加古川
079-421-3929 カコガワ		4,000		3,200								尾上
079-421-4695 オノウエ		3,600		2,900		加古川西(MS)
079-423-2361 カコガワニシ		3,400		2,750

		東加古川
079-425-3251 ヒガシカコガワ		9,200		4,700								加古川
079-424-8200 カコガワ		7,450		6,000		加古川東(MS)
079-421-3131 カコガワヒガシ		7,350		5,900

		別府
079-425-3251 ベップ		1,100		900								東加古川
079-424-3720 ヒガシカコガワ		5,850		4,700		野口北野(MS)
079-456-3232 ノグチキタノ		2,250		1,800

		加古川西
079-432-7861 カコガワニシ		1,600		550								北加古川
079-426-3435 キタカコガワ		3,200		2,600		別府(S)
079-435-6030 ベップ		5,400		4,350

		加古川北
079-430-5510 カコガワキタ		1,450		1,200								西加古川
079-432-6300 ニシカコガワ		3,600		1,250		尾上(MS)
079-423-4655 オノウエ		3,200		2,600

		土山二見
078-942-3932 ツチヤマフタミ		2,200		700								神野
079-438-8073 ジンノ		2,450		2,000		神野(MS)
079-438-3300 カミノ		4,050		3,250

		稲美
079-492-5055 イナミ		1,150		700								上荘
079-463-5440 ウエショウ		400		350		加古川(MS)
079-432-6888 カコガワ		5,350		4,300

		播磨南
079-437-7010 ハリマミナミ		1,450		450								稲美町
079-492-2258 イナミマチ		5,100		3,150		東播販売(MS)
079-431-3588 ヒガシバンハンバイ		4,800		1,750

														兵庫播磨町
079-435-1872 ヒョウゴハリマチョウ		3,650		1,150		土山(S)
078-942-1101 ツチヤマ		6,400		2,050

																				稲美(S)
079-492-3060 イナミ		5,750		3,550

																				播磨町(S)
078-943-1102 ハリマチョウ		3,700		1,200

		計		22,150		12,400		計		0		0		計		35,300		24,100		計		51,650		33,500





加古川高砂 (8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												加古川市 　　加古郡 カコガワシカコグン		加古川市 カコガワシ		高砂市 タカサゴシ		高砂市 タカサゴシ		明石市 アカシシ		高砂市 タカサゴシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				16,450				0				0

																												毎日新聞				0				0				0

																												読売新聞				27,400				0				0

																												神戸新聞 カミト				36,150				0				0

																												合   計				80,000				0				0

		加古川･高砂エリア 8０，０００部 折込配布明細 カコガワタカサゴオリコミ																						90%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン

		加古川
079-421-3929 カコガワ		4,000		3,600								尾上
079-421-4695 オノウエ		3,600		3,250		加古川西(MS)
079-423-2361 カコガワニシ		3,400		3,100

		東加古川
079-425-3251 ヒガシカコガワ		9,200		8,300								加古川
079-424-8200 カコガワ		7,450		6,750		加古川東(MS)
079-421-3131 カコガワヒガシ		7,350		6,650

		別府
079-425-3251 ベップ		1,100		1,000								東加古川
079-424-3720 ヒガシカコガワ		5,850		5,300		野口北野(MS)
079-456-3232 ノグチキタノ		2,250		2,050

		加古川西
079-432-7861 カコガワニシ		1,600		1,450								北加古川
079-426-3435 キタカコガワ		3,200		2,900		別府(S)
079-435-6030 ベップ		5,400		4,900

		加古川北
079-430-5510 カコガワキタ		1,450		1,350								西加古川
079-432-6300 ニシカコガワ		3,600		3,250		尾上(MS)
079-423-4655 オノウエ		3,200		2,900

		稲美
079-492-5055 イナミ		1,150		750								神野
079-438-8073 ジンノ		2,450		2,250		神野(MS)
079-438-3300 カミノ		4,050		3,650

														上荘
079-463-5440 ウエショウ		400		400		加古川(MS)
079-432-6888 カコガワ		5,350		4,850

														稲美町
079-492-2258 イナミマチ		5,100		3,300		東播販売(MS)
079-431-3588 ヒガシバンハンバイ		4,800		4,350

																				稲美(S)
079-492-3060 イナミ		5,750		3,700

		計		18,500		16,450		計		0		0		計		31,650		27,400		計		41,550		36,150





加古川高砂 (8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												加古川市 　　加古郡 カコガワシカコグン		加古川市 カコガワシ		高砂市 タカサゴシ		高砂市 タカサゴシ		明石市 アカシシ		高砂市 タカサゴシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				13,650				0				0

																												毎日新聞				0				0				0

																												読売新聞				24,800				0				0

																												神戸新聞 カミト				36,550				0				0

																												合   計				75,000				0				0

		加古川･高砂エリア 8０，０００部 折込配布明細(75000部） カコガワタカサゴオリコミブ																						80%

																								平成31年6月14日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞 コウベ

		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

		[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン						[加古川市]
[加古郡] カコガワシカコグン

		加古川
079-421-3929 カコガワ		4,000		3,200								尾上
079-421-4695 オノウエ		3,600		2,900		加古川西(MS)
079-423-2361 カコガワニシ		3,400		2,750

		東加古川
079-425-3251 ヒガシカコガワ		9,200		4,700								加古川
079-424-8200 カコガワ		7,450		6,000		加古川東(MS)
079-421-3131 カコガワヒガシ		7,350		5,900

		別府
079-425-3251 ベップ		1,100		900								東加古川
079-424-3720 ヒガシカコガワ		5,850		4,700		野口北野(MS)
079-456-3232 ノグチキタノ		2,250		1,800

		加古川西
079-432-7861 カコガワニシ		1,600		250								北加古川
079-426-3435 キタカコガワ		3,200		2,600		別府(S)
079-435-6030 ベップ		5,400		4,350

		加古川北
079-430-5510 カコガワキタ		1,450		1,200								西加古川
079-432-6300 ニシカコガワ		3,600		550		尾上(MS)
079-423-4655 オノウエ		3,200		2,600

		土山二見
078-942-3932 ツチヤマフタミ		2,200		1,650								神野
079-438-8073 ジンノ		2,450		2,000		神野(MS)
079-438-3300 カミノ		4,050		3,250

		稲美
079-492-5055 イナミ		1,150		650								上荘
079-463-5440 ウエショウ		400		350		加古川(MS)
079-432-6888 カコガワ		5,350		4,300

		播磨南
079-437-7010 ハリマミナミ		1,450		1,100								稲美町
079-492-2258 イナミマチ		5,100		3,050		東播販売(MS)
079-431-3588 ヒガシバンハンバイ		4,800		750

														兵庫播磨町
079-435-1872 ヒョウゴハリマチョウ		3,650		2,650		土山(S)
078-942-1101 ツチヤマ		6,400		4,700

																				稲美(S)
079-492-3060 イナミ		5,750		3,450

																				播磨町(S)
078-943-1102 ハリマチョウ		3,700		2,700

		計		22,150		13,650		計		0		0		計		35,300		24,800		計		51,650		36,550
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