
■折込配布明細

■各市区町村における4紙折込部数

■エリアの特徴
西宮市中部・南部（阪急今津線「甲東園」駅近隣以南）と芦屋市全域をカバーしたエリアです。
大阪市内、神戸市内どちらへの移動手段もＪＲ神戸線、阪神本線、阪急神戸線が東西に走り
公共交通機関を利用しての通勤に便利です。この沿線には住宅が多く点在しています。
また主要道路は国道43号線、山手幹線、国道2号線など道路網も整備されています。
エリア内は海側の工場地帯と甲子園、中部には西宮北口の大型商業施設を中心にくまなく
住宅地域があるために様々な募集に対して効果が見込めます。周辺都市に比べ若い世代の方
が多く暮らしているのも特徴で魅力的要素のひとつです。

2020年9月1日現在

西宮市（北部除く）、芦屋市全域の4大紙（朝日・読売・産経・神戸）
に折込んでいます。

折込8万部

＊赤色(濃い)エリアは4大紙に折込まれます。

西宮・芦屋エリア

西宮市 芦屋市

朝日新聞 26,950 7,000

読売新聞 26,500 5,000

産経新聞 6,900 1,500

神戸新聞 3,650 2,500

合   計 64,000 16,000

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

甲 子 園
0798-41-1394

4,900
3,450

鳴 尾
0798-41-0590

4,300
3,050

甲 子 園 口
0798-35-6089

300
250

鳴 尾
0798-41-4437

750
550

小 松
0798-47-0290

3,500
2,450

香 枦 園
0798-23-4126

2,750
1,950

鳴 尾 中 央
0798-43-5251

1,800
1,300

西 宮 中 央
0798-22-6686

900
650

西 宮 今 津
0798-38-4850

2,950
2,100

甲 子 園 口
0798-67-2074

2,300
1,650

今 津
0798-35-6089

400
300

夙 川
0797-31-0045

500
350

上 甲 子 園
0798-38-4850

2,900
2,050

西 宮 北 口
0798-67-4223

2,500
1,750

久 寿 川
0798-35-6089

600
450

越 水
0798-72-4970

500
350

西 宮 中 央
0798-38-4850

4,050
2,850

甲 東 園 門 戸
0798-51-3601

5,600
4,000

西 宮 中 央
0798-72-7330

950
700

西 宮 北 口
0798-66-0626

800
600

夙 川
0798-23-3516

5,150
3,500

苦 楽 園
0798-71-7901

3,000
2,000

西 宮 西 部
0798-72-7330

550
400

甲 東 園
0798-56-8718

750
500

苦 楽 園
0798-74-1531

2,350
1,500

夙 川
0798-23-4129

2,350
1,650

甲 陽 園
0798-72-7330

1,150
750

今 津
0798-26-0919

400
300

西 宮 北 口
0798-67-1008

6,600
4,650

西 宮 南
0798-22-8414

4,550
3,200

甲 東 園
0798-51-2794

1,050
750

久 寿 川
0798-35-2050

500
350

門 戸
0798-52-3727

2,800
2,000

西 宮 武 庫 川
0798-49-0367

900
650

西 宮 北 口
0798-51-2794

800
600

甲 東 園
0798-53-6373

2,950
2,100

夙 川 東 部
0798-71-6571

3,850
2,550

瓦 木
0798-51-2794

800
600

芦 屋 東 部
0797-31-0045

700
500

宝 塚 南
0797-76-4410

1,700
300

甲 子 園
0798-48-5702

2,900
2,050

南 甲 子 園
0798-72-7330

550
400

芦 屋 南
0797-32-5799

400
300

上 ヶ 原 仁 川
0798-51-3056

3,150
2,000

西 宮 北 口 南
0798-35-6089

400
300

芦 屋 浜
0797-34-0700

950
700

芦 屋 山 手
0797-22-2252

1,700
1,200

小 林 逆 瀬 東
0797-73-6891

750
100

森
078-411-9098

2,300
1,000

芦 屋
0797-22-5830

900
650

芦 屋
0797-23-0773

3,000
2,100

芦 屋 南
0797-22-6833

2,750
1,950

打 出
0797-32-1054

2,600
1,850

芦 屋
0797-22-2578

900
650

芦 屋 西
0797-22-4265

2,650
1,900

芦 屋 南
0797-34-0708

1,450
1,050

打 出
0797-22-2578

1,200
850

芦 屋 浜
0797-34-0707

1,800
1,300

計 49,650 33,950 計 45,200 31,500 計 12,200 8,400 計 9,450 6,150

[ 芦 屋 市 ]

[ 芦 屋 市 ]

産　経 新 聞

[ 西 宮 市 ]

[ 芦 屋 市 ]

[ 芦 屋 市 ]

朝 日 新 聞 読 売 新 聞 神 戸 新 聞

[ 西 宮 市 ] [ 西 宮 市 ] [ 西 宮 市 ]


尼崎

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																												尼崎市 アマガサキシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		19,750

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		16,200

																												読売新聞 ドクバイシンブン		32,300

																												産経新聞 サンキョウシンブン		11,750

																												合   計 ゴウケイ		80,000

		尼崎エリア ８０，０００部 折込配布明細 ブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年4月1日現在

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

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

		[尼崎市] アマガサキシ						[尼崎市] アマガサキシ						[尼崎市] アマガサキシ						[尼崎市] アマガサキシ

		尼崎中央
06-6481-4551 アマガサキチュウオウ		1,400		1,200		立花南・阪神尼崎北
06-6416-0574 タチバナミナミ		1,650		1,450		尼崎中央
06-6411-6205 アマガサキチュウオウ		2,700		2,300		塚口南
06-6429-2457 ツカグチ		800		700

		尼崎西
06-6416-0806 アマガサキニシ		3,400		2,900		立花北
06-6429-2332 タチバナキタ		1,200		1,050		尼崎西
06-6411-7402 アマガサキニシ		3,000		2,550		尼崎西
06-6411-8696 アマガサキニシ		400		350

		武庫之荘
06-6436-2760 ムコノソウ		3,000		2,400		阪急武庫之荘
06-6431-3681 ハンキュウムコノソウ		5,100		3,000		大庄北
06-6416-4258 オオショウキタ		1,850		1,600		立花南
06-6416-2856 タチバナミナミ		2,100		1,800

		立花
06-6429-6016 タチバナ		1,350		1,150		ＪＲ尼崎西
06-6429-3672 アマガサキニシ		1,000		850		長洲
06-6481-8431 ナガス		2,050		1,750		立花
06-6429-2457 タチバナ		1,100		950

		上之島
06-6429-3355 ウエシマ		1,750		1,500		尼崎西・尼崎中央
06-6417-0667 アマガサキニシアマガサキチュウオウ		2,700		2,300		東尼崎
06-6401-9238 ヒガシアマガサキ		3,500		3,000		阪神尼崎
06-6412-0339 ハンシンアマガサキ		3,050		2,600

		西武庫之荘
06-6431-3033 ニシムコノソウ		1,400		500		園田
06-6491-3483 ソノダ		2,850		1,600		武庫之荘
06-6436-0081 ムコノソウ		1,850		1,000		汐江
06-6499-4150 シオエ		1,400		1,200

		潮江(AM)
06-6499-5429 シオエ		4,100		3,500		杭瀬
06-6481-9091 クイセ		2,000		1,700		武庫之荘西部
06-6433-9750 ムコノソウセイブ		3,150		2,000		園田
06-6437-7129 ソノダ		350		200

		塚口・伊丹南
06-6421-2834 ツカグチイタミミナミ		3,850		3,300		塚口・武庫之荘東
06-6429-1354 ツカグチムコノソウヒガシ		3,200		2,750		汐江
06-6499-1136 シオエ		2,250		2,000		武庫之荘東
06-6437-7129 ムコノソウヒガシ		2,500		1,000

		園田
06-6491-9492 ソノダ		1,850		1,000		ＪＲ塚口・西園田
06-6491-5325 ツカグチニシソノダ		2,450		1,500		上坂部
06-6499-1802 カミサカベ		2,500		2,150		武庫之荘西
06-6431-2356 ムコノソウニシ		2,100		500

		塚口東
06-6421-2834 ツカグチ		1,600		750								立花
06-6436-6475 タチバナ		2,250		2,000		長洲
06-6401-1687 ナガス		1,450		1,250

		長洲(AM)
06-6481-4334 ナガス		1,500		1,300								上ノ島
06-6426-6068 ウエシマ		2,150		1,850		御園
06-6492-5551 ミソノ		450		200

		武庫之荘北
06-6436-3111 ムコノソウキタ		1,250		250								東園田
06-6491-1279 ヒガシソノダ		1,850		1,000		立花西
06-6429-2457 タチバナニシ		850		750

														園田
06-6491-2771 ソノダ		2,600		1,200		塚口本町
06-6492-5551 ツカグチ		300		250

														塚口
06-6421-3517 ツカグチ		1,600		800

														南塚口
06-6426-6170 ミナミツカグチ		3,950		3,400

														園田南部
06-6492-6640 ソノダナンブ		2,150		1,850

														南立花
06-6416-0409 ミナミタチバナ		950		850

														東難波
06-6489-2606 ヒガシナニワ		1,150		1,000

		計 ケイ		26,450		19,750		計 ケイ		22,150		16,200		計 ケイ		41,500		32,300		計 ケイ		16,850		11,750				80,000





伊丹尼崎北

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																												伊丹市 イタミシ		尼崎市 アマガサキシ		宝塚市		川西市

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		9,350		6,800		4,350		1,500

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		7,600		8,350		2,250		400

																												読売新聞 ドクバイシンブン		15,650		9,650		2,350		1,850

																												産経新聞 サンキョウシンブン		2,550		4,650		400		2,300

																												合   計 ゴウケイ		35,150		29,450		9,350		6,050

		伊丹・尼崎北エリア ８０，０００部 折込配布明細 ブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年4月1日現在

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

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

		[伊丹市] イタミシ						[伊丹市] イタミシ						[伊丹市] イタミシ						[伊丹市] イタミシ

		伊丹東・久代
072-782-1238 イタミヒガシヒサダイ		1,500		1,200		伊丹
072-775-5056 イタミ		4,300		3,500		伊丹中央
072-781-5012 イタミチュウオウ		2,700		2,200		伊丹鴻池
0797-88-0184 イタミオオトリイケ		950		800

		伊丹桜ヶ丘
072-782-3014 イタミサクラガオカ		900		750		北伊丹
0797-80-1236 キタイタミ		2,000		1,600		北伊丹
072-770-2401 キタイタミ		1,250		1,000		伊丹中央
072-781-2960 イタミチュウオウ		1,900		1,550

		伊丹中央
072-782-3014 イタミチュウオウ		3,150		2,550		伊丹野間
072-779-4938 イタミノマ		1,300		1,050		伊丹西
06-6433-8811 イタミニシ		3,200		2,600		池田
072-761-1569 イケダ		2,700		200

		伊丹昆陽
072-781-1525 イタミコンヨウ		3,700		3,000		宝塚小浜・伊丹中野
0797-84-0860 タカラヅカコハマイタミナカノ		2,000		1,250		東伊丹
072-782-1385 ヒガシイタミ		2,150		1,750		[尼崎市] アマガサキシ

		伊丹北
072-777-4726 イタミキタ		2,050		1,650		石橋
072-761-8137 イシバシ		1,850		200		阪急伊丹
072-775-0232 ハンキュウイタミ		4,450		3,600		園田
06-6437-7129 ソノダ		350		300

		石橋西
06-6853-5850 イシバシニシ		1,100		200		[尼崎市] アマガサキシ						野間
072-783-1280 ノマ		2,850		2,300		武庫之荘東
06-6437-7129 ムコノソウヒガシ		2,500		2,000

		[尼崎市] アマガサキシ						阪急武庫之荘・武庫之荘西
06-6431-3681 ハンキュウムコノソウムコノソウニシ		5,100		3,000		荻野
072-779-9205 オギノ		1,750		1,400		武庫之荘西
06-6431-2356 ムコノソウニシ		2,100		1,700

		武庫之荘
06-6436-2760 ムコノソウ		3,000		500		園田
06-6491-3483 ソノダ		2,850		2,300		石橋
072-761-4648 イシバシ		3,950		300		御園
06-6492-5551 ミソノ		450		400

		上之島
06-6429-3355 ウエシマ		1,750		500		塚口・武庫之荘東
06-6429-1354 ツカグチムコノソウヒガシ		3,200		1,800		中山寺
0797-84-9120 ナカヤマテラ		1,500		500		塚口本町
06-6492-5551 ツカグチ		300		250

		富松
06-6421-1233 トミマツ		800		650		ＪＲ塚口・西園田
06-6491-5325 ツカグチニシソノダ		2,450		1,250		[尼崎市] アマガサキシ						[宝塚市] タカラヅカシ

		西武庫之荘
06-6431-3033 ニシムコノソウ		1,400		1,150		[宝塚市] タカラヅカシ						武庫之荘
06-6436-0081 ムコノソウ		1,850		1,500		山本
0797-88-0184 ヤマモト		750		400

		塚口・伊丹南
06-6421-2834 ツカグチイタミミナミ		3,850		1,000		宝塚山本
0797-88-2745 ヤマモト		3,200		2,250		武庫之荘西部
06-6433-9750 ムコノソウセイブ		3,150		2,000		[川西市] カワニシシ

		園田
06-6491-9492 ソノダ		1,850		1,200		[川西市] カワニシシ						東園田
06-6491-1279 ヒガシソノダ		1,850		1,500		川西中央(MS)
072-759-4190 カワセイホクチュウオウ		3,350		2,000

		塚口東
06-6421-2834 ツカグチ		1,600		800		川西南
0797-80-1236 カワニシミナミ		450		400		園田
06-6491-2771 ソノダ		2,600		2,100		久代
0797-88-0184 クシロ		350		300

		武庫之荘北
06-6436-3111 ムコノソウキタ		1,250		1,000								塚口
06-6421-3517 ツカグチ		1,600		1,300

		[宝塚市] タカラヅカシ												南塚口
06-6426-6170 ミナミツカグチ		3,950		1,250

		宝塚山本
0797-88-0049 タカラヅカヤマモト		3,200		1,750								[宝塚市] タカラヅカシ

		売布
0797-86-0621 バイヌノ		5,100		2,600								阪急山本
0797-88-4317 ハンキュウヤマモト		1,400		1,150

		[川西市] カワニシシ												宝塚南
0797-87-1086 タカラヅカミナミ		1,500		1,200

		川西南
072-759-7830 カワセイナン		3,100		1,500								[川西市] カワニシシ

														雲雀丘花屋敷
072-757-2160 ウンジャクオカハナヤシキ		1,900		1,150

														久代
072-758-9583 クシロ		850		700

		計 ケイ		39,300		22,000		計 ケイ		28,700		18,600		計 ケイ		44,450		29,500		計 ケイ		15,700		9,900				80,000





宝塚西宮北

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																												宝塚市 タカラヅカシ		西宮市 ニシノミヤシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		16,500		16,800

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		7,500		3,550

																												読売新聞 ドクバイシンブン		11,750		15,050

																												産経新聞 サンキョウシンブン		3,900		3,200

																												神戸新聞 シンブン				1,750

																												合   計 ゴウケイ		39,650		40,350		80,000

		宝塚・西宮北エリア ８０，０００部 折込配布明細 タカラヅカニシノミヤキタブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年4月1日現在

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

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

		[宝塚市] タカラヅカシ						[宝塚市] タカラヅカシ						[宝塚市] タカラヅカシ						[宝塚市] タカラヅカシ								70%

		宝塚
0797-86-2340 タカラヅカ		2,450		1,750		宝塚
0797-86-2845 タカラヅカ		2,300		1,650		宝塚
0797-87-6038 タカラヅカ		2,600		1,850		宝塚
0797-86-6335 タカラヅカ		1,550		1,100

		売布
0797-86-0621 バイヌノ		5,100		3,600		宝塚山本
0797-88-2745 ヤマモト		3,200		2,250		阪急山本
0797-88-4317 ハンキュウヤマモト		1,400		1,000		売布
0797-86-6335 バイヌノ		1,150		850

		逆瀬川
0797-76-4410 サカセガワ		2,850		2,000		宝塚南・仁川
0797-71-8083 ニガワ		2,100		1,500		中山寺
0797-84-9120 ナカヤマテラ		1,500		1,050		山本
0797-88-0184 ヤマモト		750		550

		仁川
0798-52-5057 ニガワ		1,800		1,300		宝塚小浜・伊丹中野
0797-84-0860 タカラヅカコハマイタミナカノ		2,000		600		逆瀬川
0797-72-6092 サカセガワ		2,900		2,050		小林逆瀬東
0797-73-6891 コバヤシサカセヒガシ		750		550

		宝塚のがみ
0797-72-0096 タカラヅカ		3,450		2,450		宝塚北・売布
0797-81-2057 タカラヅカキタメフ		2,100		1,500		宝塚西部
0797-72-5565 タカラヅカセイブ		3,150		2,250		中山台
0797-88-0184 ナカヤマダイ		400		300

		宝塚山本
0797-88-0049 タカラヅカヤマモト		3,200		2,250		[西宮市] ニシノミヤシ						宝塚南
0797-87-1086 タカラヅカミナミ		1,500		1,050		川西中央(MS)
072-759-4190 カワセイホクチュウオウ		3,350		550

		中山台
0797-89-0005 ナカヤマダイ		1,700		1,200		西宮北口・甲東園
0798-65-7443 ニシノミヤキタグチ		1,800		1,300		宝塚山手
0797-88-4316 タカラヅカヤマテ		2,100		1,500		[西宮市] ニシノミヤシ

		宝塚南
0797-76-4410 タカラヅカミナミ		1,700		1,200		苦楽園・夙川
0798-74-5595 クラクエン		1,950		1,000		宝塚北
0797-62-2218 タカラヅカキタ		700		500		西宮西部
0798-72-7330 ニシノミヤセイブ		550		200

		雲雀ケ丘
072-759-0459 ヒバリオカ		1,050		750		西宮山手
0798-74-4138		1,050		750		雲雀ケ丘花屋敷
072-757-2160 ヒバリガオカハナヤシキ		1,900		500		甲陽園
0798-72-7330 コウヨウエン		1,150		850

		[西宮市] ニシノミヤシ						今津甲子園口
0798-33-5324 イマヅコウシエン		2,950		500		[西宮市] ニシノミヤシ						甲東園
0798-51-2794 コウトウエン		1,050		750

		夙川
0798-23-3516 シュクガワ		5,650		3,000								甲子園口
0798-67-2074 コウシエンクチ		2,300		1,000		西宮北口
0798-51-2794 ニシノミヤキタグチ		800		600

		苦楽園
0798-74-1531 クラクエン		2,700		1,900								西宮北口
0798-67-4223 ニシノミヤキタグチ		2,750		1,750		瓦木
0798-51-2794 カワラキ		800		600

		西宮北口
0798-67-1008 ニシノミヤキタグチ		6,750		4,750								甲東園門戸
0798-51-3601 コウトウエン		5,700		4,000		西宮北口南
0798-35-6089 ニシノミヤキタグチミナミ		400		200

		門戸
0798-52-3727 モンコ		2,800		2,000								苦楽園
0798-71-7901 クラクエン		3,000		2,100

		甲東園
0798-53-6373 コウトウエン		2,950		2,100								夙川東部
0798-71-6571 シュクガワトウブ		3,850		2,700

		名塩(SK)
0797-61-1223		3,750		2,650								上ヶ原仁川
0798-51-3056 ウエガハラ		3,250		2,300

		武田尾(MSYK)
0797-91-0015 タケダオ		550		400								西宮名塩
0797-62-2218 ナジオ		1,700		1,200

																				計 ケイ		12,700		7,100

																				神 戸 新 聞 カミト

																				[西宮市] ニシノミヤシ

																				夙川
0797-31-0045 シュクガワ		500		300

																				西宮北口
0798-66-0626 ニシノミヤキタグチ		800		600

																				甲東園
0798-56-8718 コウトウエン		750		500

																				越水
0798-72-4970 コシミズ		500		350

		計 ケイ		48,450		33,300		計 ケイ		19,450		11,050		計 ケイ		40,300		26,800		計		2,550		1,750				80,000





西宮南芦屋

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												西宮市 ニシノミヤシ		芦屋市

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		26,950		7,000

																												読売新聞		26,500		5,000

																												産経新聞 サンケイ		6,900		1,500

																												神戸新聞 シンブン		3,650		2,500

																												合   計		64,000		16,000

		西宮南・芦屋エリア ８０，０００部 折込配布明細 ニシノミヤオリコミ

																								令和2年4月1日現在

		朝 日 新 聞						毎 日 新 聞						読 売 新 聞						産 経 新 聞 サンケイシンキ

		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

		[西宮市] ニシノミヤシ						[西宮市] ニシノミヤシ						[西宮市] ニシノミヤシ						[西宮市] ニシノミヤシ

		甲子園
0798-41-1394		4,900		3,950		西宮北口・甲東園
0798-65-7443 ニシノミヤキタグチ		1,800		750		鳴尾
0798-41-0590 ナオ		2,900		2,350		甲子園口
0798-35-6089 コウシエンクチ		300		250

		小松
0798-47-0290 コマツ		3,500		2,800		苦楽園・夙川
0798-74-5595 クラクエンシュクガワ		1,950		1,000		香枦園
0798-23-4126 コウロエン		2,750		2,200		鳴尾中央
0798-43-5251 ナオチュウオウ		1,800		1,450

		西宮今津
0798-38-4850 ニシノミヤイマヅ		3,050		2,450		今津甲子園口
0798-33-5324 イマヅコウシエン		2,950		2,400		甲子園口
0798-67-2074 コウシエンクチ		2,300		1,850		今津
0798-35-6089 イマヅ		400		350

		上甲子園
0798-38-4850 カミコウシエン		3,000		2,400		阪神西宮
0798-22-3875 ハンシンニシノミヤ		1,900		1,550		西宮北口
0798-67-4223 ニシノミヤキタグチ		2,750		2,000		久寿川
0798-35-6089 クスガワ		600		500

		西宮中央
0798-38-4850 ニシノミヤチュウオウ		4,350		3,500		鳴尾
0798-41-1132 ナオ		1,250		1,000		苦楽園
0798-71-7901 クラクエン		3,000		800		西宮中央
0798-72-7330 ニシノミヤチュウオウ		950		800

		夙川
0798-23-3516 シュクガワ		5,650		3,000		西宮山手
0798-74-4138		1,050		400		夙川
0798-23-4129 シュクガワ		2,350		1,900		西宮西部
0798-72-7330 ニシノミヤセイブ		550		450

		苦楽園
0798-74-1531 クラクエン		2,700		750		[芦屋市] アシヤシ						西宮南
0798-22-8414 ニシノミヤミナミ		3,850		3,100		甲陽園
0798-72-7330 コウヨウエン		1,150		300

		西宮北口
0798-67-1008 ニシノミヤキタグチ		6,750		4,250		芦屋打出
0797-25-1361 アシヤウチデ		2,400		1,950		西宮武庫川
0798-49-0367 ムコガワ		3,000		2,400		瓦木
0798-51-2794 カワラキ		800		350

		[芦屋市] アシヤシ												夙川東部
0798-71-6571 シュクガワトウブ		3,850		1,750		南甲子園
0798-72-7330 ミナミコウシエン		550		450

		芦屋山手
0797-22-2252 ヤマテ		1,700		1,400								甲子園
0798-48-5702 コウシエン		2,900		2,350		西宮北口
0798-51-2794 ニシノミヤキタグチ		800		350

		芦屋
0797-22-5830		1,600		1,300								[芦屋市] アシヤシ						西宮北口南
0798-35-6089 ニシノミヤキタグチミナミ		400		350

		芦屋南
0797-22-6833		3,300		2,650								芦屋
0797-23-0773		3,000		2,400		[芦屋市] アシヤシ

		芦屋西
0797-22-4265 ニシ		1,950		1,600								打出
0797-32-1054		2,600		2,100		芦屋
0797-22-2578		900		750

		芦屋浜
0797-34-0707		1,800		1,450								芦屋南
0797-34-0708		1,450		1,200		打出
0797-22-2578		1,200		1,000

																				計 ケイ		10,400		7,350

																				神 戸 新 聞 カミト

																				[西宮市] ニシノミヤシ

																				鳴尾
0798-41-4437 ナオ		750		600

																				西宮中央
0798-22-6686 ニシノミヤチュウオウ		900		750

																				夙川
0797-31-0045 シュクガワ		500		250

																				越水
0798-72-4970 コシミズ		500		200

																				西宮北口
0798-66-0626 ニシノミヤキタグチ		800		400

																				今津
0798-26-0919 イマヅ		400		350

																				久寿川
0798-35-2050 クスガワ		500		400

																				[芦屋市] アシヤシ

																				芦屋東部
0797-31-0045 ヒガシブ		700		600

																				芦屋南
0797-32-5799		400		350

																				芦屋浜
0797-34-0700		950		800

																				森
078-411-9098		2,300		1,000

		計		44,250		31,500		計		13,300		9,050		計		36,700		26,400		計		8,700		5,700				80,000





池田川西猪名川

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																												池田市 イケダシ		川西市 カワニシシ		川辺郡
豊能郡 カワベグントヨノグン		宝塚市

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		7,150		14,300		5,500		2,550

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		6,300		750		450		1,800

																												読売新聞 ドクバイシンブン		9,350		15,400		4,200		0

																												産経新聞 サンキョウシンブン		3,100		6,750		2,100		300

																												合   計 ゴウケイ		25,900		37,200		12,250		4,650

		池田・川西・猪名川周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年4月1日現在

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

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

		[池田市] イケダシ						[池田市] イケダシ						[池田市] イケダシ						[池田市] イケダシ

		池田
072-751-3715 イケダ		4,300		3,700		石橋
072-761-8137 イシバシ		1,850		1,600		阪急池田
072-751-3883 ハンキュウイケダ		2,050		1,750		池田
072-761-1569 イケダ		2,700		2,300

		石橋西
06-6853-5850 イシバシニシ		1,100		950		池田
072-751-9276 イケダ		2,200		1,900		池田南
072-753-9725 イケダミナミ		1,750		1,500		箕面
072-722-6361 ミノオ		2,150		800

		箕面西
072-721-2343 ミノオニシ		4,400		2,500		池田南
072-751-0521 イケダミナミ		1,800		1,550		池田東
072-752-0595 イケダヒガシ		3,150		2,700		[川西市] カワニシシ

		[川西市] カワニシシ						桜井畑町
072-721-2720 サクライ		3,700		1,250		石橋
072-761-4648 イシバシ		3,950		3,400		川西中央(MS)
072-759-4190 カワセイホクチュウオウ		3,250		2,800

		川西中央
072-757-0353 カワニシチュウオウ		3,650		3,150		[川西市] カワニシシ						[川西市] カワニシシ						久代
0797-88-0184 クシロ		350		300

		川西南
072-759-7830 カワセイナン		3,100		2,650		川西南
0797-80-1236 カワニシミナミ		450		400		山下
072-794-0288 ヤマシタ		1,750		1,500		清和台
072-799-1107 セイワダイ		750		650

		清和台
072-799-0153 セイワダイ		3,050		2,600		止々呂美
072-733-3277 トロビ		50		50		川西
072-759-3823 カワニシ		4,250		3,650		多田(MS)
072-793-0481 タダ		2,100		1,800

		川西山下
072-794-0539 カワニシヤマシタ		3,500		3,000		北伊丹
0797-80-1236 キタイタミ		2,100		300		緑台
072-793-3951 ミドリダイ		2,450		2,100		緑台(MS)
072-792-0794 ミドリダイ		1,250		1,100

		川西北
072-793-0695 カワ		2,550		2,200		[川辺郡]
[豊能郡] カワベグントヨノ						雲雀ケ丘花屋敷
072-757-2160 ヒバリガオカハナヤシキ		1,900		1,650		吉川(AS)
072-738-4381 ヨシカワ		50		50

		伊丹東・久代
072-782-1238 イタミヒガシヒサダイ		1,500		700		ときわ台
072-733-3277 ダイ		500		450		久代
072-758-9583 クシロ		850		750		止々呂美(AS)
072-738-4381 トロビ		50		50

		[川辺郡]
[豊能郡] カワベグントヨノ						[宝塚市] タカラヅカシ						清和台
072-790-5010 セイワダイ		3,350		2,850		[川辺郡]
[豊能郡] カワベグントヨノ

		猪名川(MS)
072-766-6868 イナガワ		2,850		2,450		宝塚山本
0797-88-2745 ヤマモト		3,200		1,800		川西北部
072-793-3952 カワニシキタブ		3,400		2,900		日生中央
072-799-1107 ヒナセチュウオウ		350		300

		日生中央
072-766-3771 ヒナセチュウオウ		1,850		1,600								[川辺郡]
[豊能郡] カワベグントヨノ						ときわ台
072-738-4381 ダイ		400		350

		ときわ台
072-738-4678 ダイ		1,700		1,450								日生中央
072-766-3711 ヒナセチュウオウ		1,500		1,300		西能勢(AM)
072-734-1770 ニシノセ		900		800

		[宝塚市] タカラヅカシ												ときわ台
072-738-3141 ダイ		1,900		1,650		東能勢(AM)
072-739-0167 ヒガシノセ		400		350

		雲雀ケ丘
072-759-0459 ヒバリオカ		1,050		900								能勢
072-737-0750 ノセ		900		800		中能勢(AMY)
072-737-0207 ナカノセ		300		300

		宝塚山本
0797-88-0049 タカラヅカヤマモト		3,200		1,650								東能勢
072-739-0191 ヒガシノセ		500		450		[宝塚市] タカラヅカシ

																				山本
0797-88-0184 ヤマモト		750		300

		計 ケイ		37,800		29,500		計 ケイ		15,850		9,300		計 ケイ		33,650		28,950		計 ケイ		15,750		12,250				80,000





豊中中央

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																												豊中市 トヨナカシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		23,100

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		17,450

																												読売新聞 ドクバイシンブン		28,850

																												産経新聞 サンキョウシンブン		10,600

																												合   計 ゴウケイ		80,000

		豊中中央エリア ８０，０００部 折込配布明細 トヨナカブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年4月1日現在

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

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

		[豊中市] トヨナカシ						[豊中市] トヨナカシ						[豊中市] トヨナカシ						[豊中市] トヨナカシ

		蛍ケ池石橋
06-6852-5757 ホタルイケイシバシ		3,400		3,100		服部庄内
06-6331-3233 ハットリショウナイ		4,550		4,100		服部
06-6864-3514 ハットリ		3,550		3,200		服部
06-6334-2768 ハットリ		1,600		1,450

		岡町
06-6854-7075 オカマチ		2,450		2,250		岡町
06-6852-4507 オカマチ		1,150		1,050		服部東
06-6332-6688 ハットリヒガシ		3,300		3,000		桜塚
06-6852-4185 サクラヅカ		1,100		1,000

		旭ヶ丘
06-6853-0027 アサヒガオカ		1,150		1,050		豊中
06-6853-0036 トヨナカ		4,300		3,900		阪急豊中
06-6852-4540 ハンキュウトヨナカ		4,850		4,400		豊中西
06-6852-4185 トヨナカニシ		600		550

		服部天神
06-6866-4147 ハットリテンジン		4,250		3,850		東豊中
06-6853-2016 ヒガシトヨナカ		2,600		2,350		豊中南部
06-6334-3002 トヨナカナンブ		2,900		2,650		豊中
06-6831-4736 トヨナカ		2,200		1,500

		豊中
06-6854-0036 トヨナカ		2,250		2,050		曽根
06-6843-0728 ソネ		1,150		1,050		豊中東部
06-6853-0103 トヨナカトウブ		4,550		4,100		庄内西
06-6334-2768 ショウナイニシ		950		900

		桜井谷
06-6855-0444 サクライダニ		2,000		900		江坂西
06-6334-2010 エサカ		2,250		1,500		千里南町
06-6832-2327 センリミナミマチ		2,650		2,400		庄内東
06-6334-2768 ショウナイヒガシ		1,000		900

		豊中南
06-6334-4191 トヨナカミナミ		3,100		2,800		千里中央北千里
06-6872-2882 センリチュウオウキタセンリ		2,800		750		豊中中央
06-6862-6910 トヨナカチュウオウ		4,150		3,750		庄内栄町
06-6334-2768 ショウナイサカエマチ		900		850

		上野
06-6852-1417 ウエノ		1,800		1,650		豊中西
072-761-8137		300		300		上野
06-6848-0555 ウエノ		2,450		2,250		千里
06-6831-4736 チサト		4,950		3,000

		東豊中
06-6853-0955 ヒガシトヨナカ		2,000		1,800		南千里・千里桃山台
06-6871-0354 ミナミセンリセンリモモヤマダイ		3,700		1,100		千里山
06-6384-4787 センリヤマ		4,950		1,050		江坂
06-6384-0820 エサカ		1,000		350

		千里上新田
06-6834-1600 センリカミシンデン		3,200		2,900		千里山
06-6384-6524 センリヤマ		4,400		1,000		東園田
06-6491-1279 ヒガシソノダ		1,850		300		園田
06-6437-7129 ソノダ		350		100

		江坂西
06-6866-4147		1,500		250		園田
06-6491-3483 ソノダ		2,850		350		緑丘・桜井谷
06-6855-2120 ミドリオカサクライダニ		4,500		1,750

		関大前
06-6384-0752 カンダイマエ		1,850		250

		園田
06-6491-9492 ソノダ		1,850		250

		計 ケイ		30,800		23,100		計 ケイ		30,050		17,450		計 ケイ		39,700		28,850		計 ケイ		14,650		10,600				80,000





箕面豊中北部吹田北部

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																												箕面市		豊中市		吹田市

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		8,750		14,800		5,300

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		4,250		8,100		2,450

																												読売新聞 ドクバイシンブン		10,250		12,900		4,150

																												産経新聞 サンキョウシンブン		2,500		5,150		1,400

																												合   計 ゴウケイ		25,750		40,950		13,300		80,000

		箕面・豊中北部・吹田北部エリア ８０，０００部 折込配布明細 ブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年4月1日現在

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

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

		[箕面市] ミノオシ						[箕面市] ミノオシ						[箕面市] ミノオシ						[箕面市] ミノオシ								80%

		箕面西
072-721-2343 ミノオニシ		4,400		1,500		桜井畑町
072-721-2720 サクライ		3,700		2,400		箕面西
072-721-1938 ミノオニシ		3,350		2,700		箕面
072-722-6361 ミノオ		2,150		1,600

		箕面
072-723-6626 ミノオ		1,450		1,200		箕面東
072-723-6130 ミノオヒガシ		1,550		1,250		箕面中央
072-722-2323 ミノオチュウオウ		4,700		3,800		箕面東
072-643-6517 ミノオヒガシ		1,100		900

		小野原
072-729-7070 オノハラ		3,850		3,100		箕面北
072-727-1044 ミノオキタ		700		600		箕面東・彩都
072-729-5360 ミノオヒガシ		4,650		3,750		[豊中市] トヨナカシ

		箕面東
072-722-4054 ミノオヒガシ		1,500		1,200		[豊中市] トヨナカシ						[豊中市] トヨナカシ						豊中
06-6831-4736 トヨナカ		2,200		1,800

		箕面南
072-749-3370 ミノオ		2,150		1,750		豊中
06-6853-0036 トヨナカ		4,300		2,000		阪急豊中
06-6852-4540 ハンキュウトヨナカ		4,850		1,500		千里
06-6831-4736 チサト		4,950		2,850

		[豊中市] トヨナカシ						東豊中
06-6853-2016 ヒガシトヨナカ		2,600		1,250		緑丘・桜井谷
06-6855-2120 ミドリオカサクライダニ		4,500		3,600		池田
072-761-1569 イケダ		2,700		500

		蛍ケ池石橋
06-6852-5757 ホタルイケイシバシ		3,400		1,500		北豊中
06-6853-3966 キタトヨナカ		2,550		2,050		豊中東部
06-6853-0103 トヨナカトウブ		4,550		1,750		[吹田市] スイタシ

		豊中
06-6854-0036 トヨナカ		2,250		750		千里中央北千里
06-6872-2882 センリチュウオウキタセンリ		2,800		2,250		千里南町
06-6832-2327 センリミナミマチ		2,650		2,150		高野台
06-6833-0897 タカノダイ		600		300

		永楽荘
06-6843-0337 エイラクソウ		900		750		豊中西
072-761-8137		300		250		千里中央
06-6872-2002 センリチュウオウ		2,000		1,600		古江台
06-6872-3434 フルエダイ		750		600

		桜井谷
06-6855-0444 サクライダニ		2,000		1,600		石橋
072-761-8137 イシバシ		1,850		300		上野
06-6848-0555 ウエノ		2,450		2,000		山田
06-6875-7325 ヤマダ		900		300

		上野
06-6852-1417 ウエノ		1,800		1,450		[吹田市] スイタシ						石橋
072-761-4648 イシバシ		3,950		300		竹見台
06-6834-4248 タケミダイ		850		200

		東豊中
06-6853-0955 ヒガシトヨナカ		2,000		1,600		南千里・千里桃山台
06-6871-0354		3,700		1,650		[吹田市] スイタシ

		千里上新田
06-6834-1600 センリカミシンデン		3,200		2,600		千里山田
06-6877-0101		4,250		800		南千里
06-6871-0058 ミナミセンリ		1,700		500

		千里中央
06-6872-2115 センリチュウオウ		2,900		2,350								北千里
06-6872-1298 キタセンリ		2,300		1,850

		北豊中
06-6854-6040 キタトヨナカ		2,700		2,200								千里桃山台
06-6871-3713		800		200

		[吹田市] スイタシ												山田
06-6877-2072 ヤマダ		4,200		1,600

		南千里
06-6337-5555 ミナミセンリ		1,200		550

		北千里
06-6872-3525		3,200		2,600

		千里桃山台
06-6871-3715 センリモモヤマダイ		2,550		650

		千里山田北
06-6876-8172		3,100		1,500

		計 ケイ		44,550		28,850		計 ケイ		28,300		14,800		計 ケイ		46,650		27,300		計 ケイ		16,200		9,050				80,000





土曜日尼崎伊丹AY70％ 

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																												尼崎市		伊丹市

																												朝日新聞 アサヒシンブン		20,700		3,200

																												読売新聞 ドクバイシンブン		28,600		7,500

																												合   計 ゴウケイ		49,300		10,700

		尼崎・伊丹エリア ６０，０００部 折込配布明細 ブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年 4月1日現在 ネンガツニチゲンザイ

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン												読 売 新 聞 ヨミウリシンブン

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

		[尼崎市] アマガサキシ						[伊丹市] イタミシ						[尼崎市] アマガサキシ						[伊丹市] イタミシ

		尼崎中央
06-6481-4551 アマガサキチュウオウ		1,400		1,000		伊丹中央
072-782-3014 イタミチュウオウ		3,150		1,400		尼崎中央
06-6411-6205 アマガサキチュウオウ		2,700		1,600		伊丹中央
072-781-5012 イタミチュウオウ		2,700		700

		尼崎西
06-6416-0806 アマガサキニシ		3,400		2,400		伊丹昆陽
072-781-1525 イタミコンヨウ		3,700		1,800		尼崎西
06-6411-7402 アマガサキニシ		3,000		2,000		伊丹西
06-6433-8811 イタミニシ		3,200		750

		武庫之荘
06-6436-2760 ムコノソウ		3,000		2,100								大庄北
06-6416-4258 オオショウキタ		1,850		1,300		東伊丹
072-782-1385 ヒガシイタミ		2,150		900

		立花
06-6429-6016 タチバナ		1,350		950								長洲
06-6481-8431 ナガス		2,050		1,450		阪急伊丹
072-775-0232 ハンキュウイタミ		4,450		3,150

		上之島
06-6429-3355 ウエシマ		1,750		1,250								東尼崎
06-6401-9238 ヒガシアマガサキ		3,500		2,000		野間
072-783-1280 ノマ		2,850		2,000

		富松
06-6421-1233 トミマツ		800		600								武庫之荘
06-6436-0081 ムコノソウ		1,850		1,300

		西武庫之荘
06-6431-3033 ニシムコノソウ		1,400		1,000								武庫之荘西部
06-6433-9750 ムコノソウセイブ		3,150		2,250

		潮江（AM）
06-6499-5429 シオエ		4,100		2,900								汐江
06-6499-1136 シオエ		2,250		1,600

		塚口・伊丹南
06-6421-2834 ツカグチイタミミナミ		3,850		2,700								上坂部
06-6499-1802 カミサカベ		2,500		1,750

		園田
06-6491-9492 ソノダ		1,850		1,300								立花
06-6436-6475 タチバナ		2,250		1,600

		塚口東
06-6421-2834 ツカグチ		1,600		1,150								上ノ島
06-6426-6068 ウエシマ		2,150		1,550

		長洲（AM）
06-6481-4334 ナガス		1,500		1,050								東園田
06-6491-1279 ヒガシソノダ		1,850		1,300

		武庫之荘北
06-6436-3111 ムコノソウキタ		1,250		900								園田
06-6491-2771 ソノダ		2,600		1,850

		杭瀬（MA）
06-6481-9091		2,000		1,400								塚口
06-6421-3517 ツカグチ		1,600		1,150

														南塚口
06-6426-6170 ミナミツカグチ		3,950		2,800

														園田南部
06-6492-6640 ソノダナンブ		2,150		1,550

														南立花
06-6416-0409 ミナミタチバナ		950		700

														東難波
06-6489-2606 ヒガシナニワ		1,150		850

								計 ケイ		36,100		23,900								計 ケイ		56,850		36,100





豊中池田川西周辺AY65％

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																										豊中市 トヨナカシ		池田市 イケダシ		箕面市 ミノオシ		川西市 カワニシシ		宝塚市 タカラヅカシ		伊丹市						豊中市 トヨナカシ		川西市 カワニシシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																								朝日新聞 アサヒシンブン		11,850		3,550		6,300		3,400		2,650		500				ポスティング		13,700		6,300

																										読売新聞 ドクバイシンブン		13,000		6,250		5,300		4,600		2,000		600

																										合   計 ゴウケイ		24,850		9,800		11,600		8,000		4,650		1,100

		豊中・池田・川西周辺エリア ６０，０００部 折込配布明細 ブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年 4月1日現在 ネンガツニチゲンザイ

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン												読 売 新 聞 ヨミウリシンブン

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

		[豊中市] トヨナカシ						[川西市] カワニシシ						[豊中市] トヨナカシ						[川西市] カワニシシ

		蛍ケ池石橋
06-6852-5757 ホタルイケイシバシ		3,400		2,250		伊丹東・久代
072-782-1238 イタミヒガシヒサダイ		1,500		500		服部
06-6864-3514 ハットリ		3,550		2,350		川西
072-759-3823		4,250		2,750

		岡町
06-6854-7075 オカマチ		2,450		1,600		川西中央
072-757-0353		3,650		1,000		阪急豊中
06-6852-4540 トヨナカ		4,850		3,200		雲雀丘花屋敷
072-757-2160		1,900		1,250

		服部天神
06-6866-4147 ハットリテンジン		4,250		2,800		川西南
072-759-7830		3,100		1,900		緑丘・桜井谷
06-6855-2120		4,500		3,000		久代
072-758-9583		850		600

		豊中
06-6854-0036 トヨナカ		2,250		1,500		[宝塚市] タカラヅカシ						豊中南部
06-6334-3002 トヨナカナンブ		2,900		500		[宝塚市] タカラヅカシ

		永楽荘
06-6843-0337 エイラクソウ		900		600		雲雀ケ丘
072-759-0459		1,050		650		豊中東部
06-6853-0103 トヨナカトウブ		4,550		500		阪急山本
0797-88-4317		1,400		1,000

		桜井谷
06-6855-0444 サクライダニ		2,000		1,300		宝塚山本
0797-88-0049		3,200		2,000		豊中中央
06-6862-6910 トヨナカチュウオウ		4,150		2,700		中山寺
0797-84-9120		1,500		500

		北豊中
06-6854-6040 キタトヨナカ		2,700		1,800		[伊丹市] イタミシ						上野
06-6848-0555 ウエノ		2,450		750		宝塚山手
0797-88-4316 タカラヅカヤマテ		2,100		500

		[池田市] イケダシ						伊丹中央
072-782-3014 イタミチュウオウ		3,150		500		[池田市] イケダシ						[伊丹市] イタミシ

		池田
072-751-3715 イケダ		4,300		2,800								阪急池田
072-751-3883 イケダ		2,050		1,000		東伊丹
072-782-1385 ヒガシイタミ		2,150		600

		石橋西
06-6853-5850 イシバシニシ		1,100		750								池田南
072-753-9725 イケダミナミ		1,750		1,150

		[箕面市] ミノオシ												池田東
072-752-0595 イケダヒガシ		3,150		1,500

		箕面西
072-721-2343 ミノオニシ		4,400		2,900								石橋
072-761-4648 イシバシ		3,950		2,600

		箕面
072-723-6626 ミノオ		1,450		1,000								[箕面市] ミノオシ

		箕面東
072-722-4054 ミノオヒガシ		1,500		1,000								箕面西
072-721-1938 ミノオニシ		3,350		2,200

		箕面南
072-749-3370 ミノオ		2,150		1,400								箕面中央
072-722-2323 ミノオチュウオウ		4,700		3,100

								計 ケイ		48,500		28,250								計 ケイ		60,050		31,750






西宮南芦屋

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												西宮市 ニシノミヤシ		芦屋市

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		26,950		7,000

																												読売新聞		26,500		5,000

																												産経新聞 サンケイ		6,900		1,500

																												神戸新聞 シンブン		3,650		2,500

																												合   計		64,000		16,000		80,000

		西宮南・芦屋エリア ８０，０００部 折込配布明細 ニシノミヤオリコミ

																								令和2年8月1日現在

		朝 日 新 聞						読 売 新 聞						産　経 新 聞 サンヘ						神 戸 新 聞 カミト

		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

		[西宮市] ニシノミヤシ						[西宮市] ニシノミヤシ						[西宮市] ニシノミヤシ						[西宮市] ニシノミヤシ

		甲子園
0798-41-1394		4,900		3,450		鳴尾
0798-41-0590 ナオ		4,300		3,050		甲子園口
0798-35-6089 コウシエンクチ		300		250		鳴尾
0798-41-4437 ナオ		750		550				70%

		小松
0798-47-0290 コマツ		3,500		2,450		香枦園
0798-23-4126 コウロエン		2,750		1,950		鳴尾中央
0798-43-5251 ナオチュウオウ		1,800		1,300		西宮中央
0798-22-6686 ニシノミヤチュウオウ		900		650

		西宮今津
0798-38-4850 ニシノミヤイマヅ		2,950		2,100		甲子園口
0798-67-2074 コウシエンクチ		2,300		1,650		今津
0798-35-6089 イマヅ		400		300		夙川
0797-31-0045 シュクガワ		500		350

		上甲子園
0798-38-4850 カミコウシエン		2,900		2,050		西宮北口
0798-67-4223 ニシノミヤキタグチ		2,500		1,750		久寿川
0798-35-6089 クスガワ		600		450		越水
0798-72-4970 コシミズ		500		350

		西宮中央
0798-38-4850 ニシノミヤチュウオウ		4,050		2,850		甲東園門戸
0798-51-3601 コウトウエン		5,600		4,000		西宮中央
0798-72-7330 ニシノミヤチュウオウ		950		700		西宮北口
0798-66-0626 ニシノミヤキタグチ		800		600

		夙川
0798-23-3516 シュクガワ		5,150		3,500		苦楽園
0798-71-7901 クラクエン		3,000		2,000		西宮西部
0798-72-7330 ニシノミヤセイブ		550		400		甲東園
0798-56-8718 コウトウエン		750		500

		苦楽園
0798-74-1531 クラクエン		2,350		1,500		夙川
0798-23-4129 シュクガワ		2,350		1,650		甲陽園
0798-72-7330 コウヨウエン		1,150		750		今津
0798-26-0919 イマヅ		400		300

		西宮北口
0798-67-1008 ニシノミヤキタグチ		6,600		4,650		西宮南
0798-22-8414 ニシノミヤミナミ		4,550		3,200		甲東園
0798-51-2794 コウトウエン		1,050		750		久寿川
0798-35-2050 クスガワ		500		350

		門戸
0798-52-3727 モンコ		2,800		2,000		西宮武庫川
0798-49-0367 ムコガワ		900		650		西宮北口
0798-51-2794 ニシノミヤキタグチ		800		600		[芦屋市] アシヤシ

		甲東園
0798-53-6373 コウトウエン		2,950		2,100		夙川東部
0798-71-6571 シュクガワトウブ		3,850		2,550		瓦木
0798-51-2794 カワラキ		800		600		芦屋東部
0797-31-0045 ヒガシブ		700		500

		宝塚南
0797-76-4410 タカラヅカミナミ		1,700		300		甲子園
0798-48-5702 コウシエン		2,900		2,050		南甲子園
0798-72-7330 ミナミコウシエン		550		400		芦屋南
0797-32-5799		400		300

		[芦屋市] アシヤシ						上ヶ原仁川
0798-51-3056 ウエガハラ		3,150		2,000		西宮北口南
0798-35-6089 ニシノミヤキタグチミナミ		400		300		芦屋浜
0797-34-0700		950		700

		芦屋山手
0797-22-2252 ヤマテ		1,700		1,200		[芦屋市] アシヤシ						小林逆瀬東
0797-73-6891 コバヤシサカセヒガシ		750		100		森
078-411-9098		2,300		1,000

		芦屋
0797-22-5830		900		650		芦屋
0797-23-0773		3,000		2,100		[芦屋市] アシヤシ

		芦屋南
0797-22-6833		2,750		1,950		打出
0797-32-1054		2,600		1,850		芦屋
0797-22-2578		900		650

		芦屋西
0797-22-4265 ニシ		2,650		1,900		芦屋南
0797-34-0708		1,450		1,050		打出
0797-22-2578		1,200		850

		芦屋浜
0797-34-0707		1,800		1,300

		計		49,650		33,950		計		45,200		31,500		計		12,200		8,400		計		9,450		6,150				80,000
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