
朝日新聞 9,100 9,900 2,000

読売新聞 8,050 11,600 1,900

神戸新聞
（産経新聞を含む）

15,850 19,950 1,650

合   計 33,000 41,450 5,550

西区須磨区 垂水区

■折込配布明細

■各市区町村における3紙折込部数

■エリアの特徴
垂水区と須磨区の全域、西区の一部をカバーしたエリアです。住宅やマンションが多く、総合病
院・クリニック・介護施設が点在。垂水区南部・須磨区南部ではJR神戸線と山陽本線が通っ
ており、JRであれば垂水駅・須磨駅から加古川駅までも約30分、垂水駅から三ノ宮駅まで約
20分で移動可能な為、東西の地域への通勤可能。また、神戸市営地下鉄沿線も通っており、
中央区や西区への流入も見込めます。

2020年9月1日現在

垂水区・須磨区の全域と西区の一部の4大紙（神戸・朝日・読売・
産経）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。

須磨・垂水周辺エリア

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

須 磨
078-731-1266

4,700
3,450

須 磨
078-731-5167

4,700
3,450

板 宿 (S)
078-732-4861

2,750
2,050

高 倉 台
078-732-5531

2,000
1,500

妙 法 寺
078-741-4551

450
350

須 磨 (S)
078-732-6995

3,150
2,300

北 須 磨
078-792-1030

4,150
3,050

須 磨 山 手
078-732-5513

1,500
1,100

北 須 磨 (S)
078-732-5512

3,450
2,550

名 谷
078-792-1959

1,450
1,100

名 谷
078-792-1958

1,650
1,250

妙 法 寺 (S)
078-741-2218

1,950
1,450

名 谷 中 央
078-792-1050

2,550
1,900

白 川 台 (S)
078-792-6108

2,000
1,500

塩 屋
078-751-7178

1,050
800

名 谷 北 (S)
078-793-1780

2,250
1,650

ｼ ﾞ ｪ ｰ ﾑ ｽ 山
078-752-0796

1,050
800

塩 屋
078-751-0643

4,250
3,150

名 谷 中 央 (S)
078-791-1415

5,950
4,350

垂 水
078-752-0796

1,600
1,200

た る み
078-707-6147

3,700
2,750

星 陵 台
078-709-3537

2,900
2,150

西 垂 水
078-705-4141

2,350
1,750

ｼﾞｪｰﾑｽ山･塩屋(S)

078-752-1276
3,400

2,500
明 舞

078-781-0102
2,250

1,650
新 多 聞

078-784-2470
2,550

1,900
垂 水 (S)

078-707-2910
4,250

3,150
新 多 聞

078-785-8708
1,900

1,400
舞 子

078-787-3000
2,800

2,050
上 高 丸 (S)
078-709-4880

3,100
2,300

名 谷 北
078-791-0007

2,550
1,900

垂水東販売(S)
078-755-5335

6,200
4,550

伊 川 谷
078-974-7528

6,150
650

多 聞 台
078-781-2683

3,200
2,350

学 園 西 神 南
078-993-1156

2,950
2,000

学 園 都 市
078-974-7528

1,850
1,250

学 ヶ 丘
078-784-0707

2,400
1,800

明 舞 (S)
078-781-0052

2,050
1,500

舞 子 (S)
078-783-1122

2,450
1,800

学 園 都 市 (S)
078-795-1187

2,350
1,650

計 28,550 21,000 計 34,500 21,550 計 50,900 37,450

読 売 新 聞 神 戸 新 聞【合配】

[ 垂 水 区 ]

[ 須 磨 区 ] [ 須 磨 区 ][ 須 磨 区 ]

[ 西 区 ]

[ 西 区 ]

[ 西 区 ]

[ 垂 水 区 ]

[ 垂 水 区 ]

朝 日 新 聞


明石(8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												明石市 アカシシ				加古川市・郡 カコカワシグン

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				13,750				900

																												毎日新聞				8,050				0

																												読売新聞				16,550				1,000

																												神戸新聞 カミト				31,450				2,700

																												合   計				69,800				4,600

		明石エリア ８０，０００部 折込配布明細（74400部） アカシオリコミブ																						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 カミトシンキ

		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

		[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ

		明石
078-918-6808 アカシ		2,100		1,700		魚住
078-947-1890 ウオズミ		2,300		1,850		明石
078-911-5046 アカシ		2,750		2,200		明石(S)
078-911-2421 アカシ		2,750		2,200

		西明石玉津
078-928-6400 ニシアカシタマツ		4,650		3,750		大久保
078-935-7260 オオクボ		2,650		2,000		明石西新町
078-923-0270 アカシニシシンマチ		2,500		2,000		明石南(S)
078-927-1310 アカシミナミ		1,750		1,400

		大久保北
078-934-7363 オオクボキタ		1,400		1,050		人丸
078-911-8698 ヒトマル		1,250		1,000		西明石
078-927-9310 ニシアカシ		3,450		2,800		西新町(S)
078-928-0558 ニシシンマチ		1,200		1,000

		大久保
078-936-1777 オオクボ		4,400		3,550		西明石
078-928-6512 ニシアカシ		2,850		2,300		大久保
078-936-0948 オオクボ		3,400		2,750		西明石(S)
078-928-5884 ニシアカシ		4,150		3,350

		魚住
078-947-2817 ウオズミ		3,150		2,550		明石
078-911-8698 アカシ		500		400		魚住
078-943-0437 ウオズミ		2,600		2,100		神明販売(S)
078-925-3678 カミメイハンバイ		3,550		2,850

		朝霧
078-912-7567 アサギリ		1,400		1,150		朝霧
078-911-8698 アサギリ		600		500		大久保東
078-935-7240 オオクボヒガシ		2,150		1,750		大久保(S)
078-935-4710 オオクボ		6,050		4,850

														二見
078-942-1672 フタミ		2,550		2,050		大久保東(S)
078-967-6338 オオクボヒガシ		4,250		3,200

		[加古川市・郡] カコカワシグン												朝霧
078-787-3000 アサギリ		1,100		900		江井ケ島(S)
078-947-4429 エイシマ		3,800		3,050

		土山二見
078-942-3932 ツチヤマフタミ		2,200		550														魚住北(S)
078-947-4321 ウオズミキタ		2,600		2,100

		播磨南
079-437-7010 ハリマミナミ		1,450		350								[加古川市・郡] カコカワシグン						魚住西(S)
078-944-4070 ウオズミニシ		3,150		2,550

														兵庫播磨町
079-435-1872 ヒョウゴハリマチョウ		3,650		1,000		明石販売(S)
078-914-8355 アカシハンバイ		2,600		2,100

																				朝霧(S)
078-911-3751 アサギリ		3,500		2,800

																				[加古川市・郡] カコカワシグン

																				播磨町(S)
078-943-1102 ハリマチョウ		3,700		1,000

																				土山(S)
078-942-1101 ツチヤマ		6,400		1,700

		計 ケイ		20,750		14,650		計		10,150		8,050		計		24,150		17,550		計		49,450		34,150





明石(10-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												明石市 アカシシ				加古川市・郡 カコカワシグン

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				13,400				2,500

																												毎日新聞				7,900				0

																												読売新聞				16,250				2,500

																												神戸新聞 カミト				30,600				6,850

																												合   計				68,150				11,850

		明石エリア １００，０００部 折込配布明細（80000部） アカシオリコミブ																						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 カミトシンキ

		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

		[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ

		明石
078-918-6808 アカシ		2,100		1,700		魚住
078-947-1890 ウオズミ		2,300		1,850		明石
078-911-5046 アカシ		2,750		2,200		明石(S)
078-911-2421 アカシ		2,750		2,200

		西明石玉津
078-928-6400 ニシアカシタマツ		4,650		3,750		大久保
078-935-7260 オオクボ		2,650		2,000		明石西新町
078-923-0270 アカシニシシンマチ		2,500		2,000		明石南(S)
078-927-1310 アカシミナミ		1,750		1,400

		大久保北
078-934-7363 オオクボキタ		1,400		1,050		人丸
078-911-8698 ヒトマル		1,250		1,000		西明石
078-927-9310 ニシアカシ		3,450		2,800		西新町(S)
078-928-0558 ニシシンマチ		1,200		1,000

		大久保
078-936-1777 オオクボ		4,400		3,550		西明石
078-928-6512 ニシアカシ		2,850		2,300		大久保
078-936-0948 オオクボ		3,400		2,750		西明石(S)
078-928-5884 ニシアカシ		4,150		3,350

		魚住
078-947-2817 ウオズミ		3,150		2,550		明石
078-911-8698 アカシ		500		400		魚住
078-943-0437 ウオズミ		2,600		2,100		神明販売(S)
078-925-3678 カミメイハンバイ		3,550		2,850

		朝霧
078-912-7567 アサギリ		1,400		800		朝霧
078-911-8698 アサギリ		600		350		大久保東
078-935-7240 オオクボヒガシ		2,150		1,750		大久保(S)
078-935-4710 オオクボ		6,050		4,850

														二見
078-942-1672 フタミ		2,550		2,050		大久保東(S)
078-967-6338 オオクボヒガシ		4,250		3,200

		[加古川市・郡] カコカワシグン												朝霧
078-787-3000 アサギリ		1,100		600		江井ケ島(S)
078-947-4429 エイシマ		3,800		3,050

		土山二見
078-942-3932 ツチヤマフタミ		2,200		1,500														魚住北(S)
078-947-4321 ウオズミキタ		2,600		2,100

		播磨南
079-437-7010 ハリマミナミ		1,450		1,000								[加古川市・郡] カコカワシグン						魚住西(S)
078-944-4070 ウオズミニシ		3,150		2,550

														兵庫播磨町
079-435-1872 ヒョウゴハリマチョウ		3,650		2,500		明石販売(S)
078-914-8355 アカシハンバイ		2,600		2,100

																				朝霧(S)
078-911-3751 アサギリ		3,500		1,950

																				[加古川市・郡] カコカワシグン

																				播磨町(S)
078-943-1102 ハリマチョウ		3,700		2,500

																				土山(S)
078-942-1101 ツチヤマ		6,400		4,350

		計 ケイ		20,750		15,900		計		10,150		7,900		計		24,150		18,750		計		49,450		37,450





明石(8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												明石市 アカシシ				加古川市・郡 カコカワシグン

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				14,400				1,250

																												毎日新聞				8,600				0

																												読売新聞				18,100				1,200

																												神戸新聞 カミト				33,050				0

																												合   計				74,150				2,450

		明石エリア ８０，０００部 折込配布明細 アカシオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ

		明石
078-918-6808 アカシ		2,100		1,900		魚住
078-947-1890 ウオズミ		2,300		2,100		明石
078-911-5046 アカシ		2,750		2,500		明石(S)
078-911-2421 アカシ		2,750		2,500

		西明石
078-928-6400 ニシアカシ		4,650		4,200		大久保
078-935-7260 オオクボ		2,650		1,800		明石西新町
078-923-0270 アカシニシシンマチ		2,500		2,250		明石南(S)
078-927-1310 アカシミナミ		1,750		1,600

		大久保北
078-934-7363 オオクボキタ		1,400		950		人丸
078-911-8698 ヒトマル		1,250		1,150		西明石
078-927-9310 ニシアカシ		3,450		3,150		西新町(S)
078-928-0558 ニシシンマチ		1,200		1,100

		大久保
078-936-1777 オオクボ		4,400		3,200		西明石
078-928-6512 ニシアカシ		2,850		2,600		大久保
078-936-0948 オオクボ		3,400		3,100		西明石(S)
078-928-5884 ニシアカシ		4,150		3,750

		魚住
078-947-2817 ウオズミ		3,150		2,850		明石
078-911-8698 アカシ		500		450		魚住
078-943-0437 ウオズミ		2,600		2,350		神明販売(S)
078-925-3678 カミメイハンバイ		3,550		3,200

		朝霧
078-912-7567 アサギリ		1,400		1,300		朝霧
078-911-8698 アサギリ		600		500		大久保東
078-935-7240 オオクボヒガシ		2,150		1,450		大久保(S)
078-935-4710 オオクボ		6,050		2,900

														二見
078-942-1672 フタミ		2,550		2,300		大久保東(S)
078-967-6338 オオクボヒガシ		4,250		3,850

		[加古川市・郡] カコカワシグン												朝霧
078-787-3000 アサギリ		1,100		1,000		江井ケ島(S)
078-947-4429 エイシマ		3,800		3,450

		土山二見
078-942-3932 ツチヤマフタミ		2,200		750														魚住北(S)
078-947-4321 ウオズミキタ		2,600		2,350

		播磨南
079-437-7010 ハリマミナミ		1,450		500								[加古川市・郡] カコカワシグン						魚住西(S)
078-944-4070 ウオズミニシ		3,150		2,850

														兵庫播磨町
079-435-1872 ヒョウゴハリマチョウ		3,650		1,200		明石販売(S)
078-914-8355 アカシハンバイ		2,600		2,350

																				朝霧(S)
078-911-3751 アサギリ		3,500		3,150

																				[加古川市・郡] カコカワシグン

																				播磨町(S)
078-943-1102 ハリマチョウ		3,700		1,250

																				土山(S)
078-942-1101 ツチヤマ		6,400		2,150

		計 ケイ		20,750		15,650		計		10,150		8,600		計		24,150		19,300		計		49,450		36,450





明石(10-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												明石市 アカシシ				加古川市・郡 カコカワシグン

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				13,100				3,350

																												毎日新聞				8,100				0

																												読売新聞				15,600				3,300

																												神戸新聞 カミト				29,900				9,150

																												合   計				66,700				15,800

		明石エリア １００，０００部 折込配布明細（82500部） アカシオリコミブ																						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 カミトシンキ

		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

		[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ

		明石
078-918-6808 アカシ		2,100		1,900		魚住
078-947-1890 ウオズミ		2,300		2,100		明石
078-911-5046 アカシ		2,750		1,000		明石(S)
078-911-2421 アカシ		2,750		2,500

		西明石玉津
078-92 ニシアカシタマツ		4,650		4,200		大久保
078-935-7260 オオクボ		2,650		1,800		明石西新町
078-923-0270 アカシニシシンマチ		2,500		2,250		明石南(S)
078-927-1310 アカシミナミ		1,750		1,600

		大久保北
078-934-7363 オオクボキタ		1,400		950		人丸
078-911-8698 ヒトマル		1,250		1,150		西明石
078-927-9310 ニシアカシ		3,450		3,150		西新町(S)
078-928-0558 ニシシンマチ		1,200		1,100

		大久保
078-936-1777 オオクボ		4,400		3,200		西明石
078-928-6512 ニシアカシ		2,850		2,600		大久保
078-936-0948 オオクボ		3,400		3,100		西明石(S)
078-928-5884 ニシアカシ		4,150		3,750

		魚住
078-947-2817 ウオズミ		3,150		2,850		明石
078-911-8698 アカシ		500		450		魚住
078-943-0437 ウオズミ		2,600		2,350		神明販売(S)
078-925-3678 カミメイハンバイ		3,550		3,200

														大久保東
078-935-7240 オオクボヒガシ		2,150		1,450		大久保(S)
078-935-4710 オオクボ		6,050		2,900

														二見
078-942-1672 フタミ		2,550		2,300		大久保東(S)
078-967-6338 オオクボヒガシ		4,250		3,850

		[加古川市・郡] カコカワシグン																		江井ケ島(S)
078-947-4429 エイシマ		3,800		3,450

		土山二見
078-942-3932 ツチヤマフタミ		2,200		2,000														魚住北(S)
078-947-4321 ウオズミキタ		2,600		2,350

		播磨南
079-437-7010 ハリマミナミ		1,450		1,350								[加古川市・郡] カコカワシグン						魚住西(S)
078-944-4070 ウオズミニシ		3,150		2,850

														兵庫播磨町
079-435-1872 ヒョウゴハリマチョウ		3,650		3,300		明石販売(S)
078-914-8355 アカシハンバイ		2,600		2,350

																				[加古川市・郡] カコカワシグン

																				播磨町(S)
078-943-1102 ハリマチョウ		3,700		3,350

																				土山(S)
078-942-1101 ツチヤマ		6,400		5,800

		計 ケイ		19,350		16,450		計		9,550		8,100		計		23,050		18,900		計		45,950		39,050





北区三田(8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												北区 キタク		北区 キタク		三田市 サンダシ				篠山市 ササヤマシ				西宮市 ニシノミヤシ				宝塚市 タカラツカシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				10,550				7,550				0				0		0

																												毎日新聞				4,700				3,000				0				0		0

																												読売新聞				13,700				11,100				1,500				0		0

																												産経新聞 サンケイシンブン				0				0				0				0		0

																												神戸新聞 カミト				22,200				5,700				0				0		0

																												合   計				51,150				27,350				1,500				0		0

		神戸北区・三田エリア ８０，０００部 折込配布明細 コウベキタクサンダオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[北区] キタク						[北区] キタク						[北区] キタク						[北区] キタク

		ひよどり台
078-743-1053 ダイ		650		550		山ノ街
078-581-1143 ヤママチ		1,900		1,550		鈴蘭台
078-591-6468 スズランダイ		4,550		3,650		鈴蘭台南(S)
078-743-1055 スズランダイミナミ		2,500		2,000

		鈴蘭泉台
078-593-9039 スズランイズミダイ		3,500		2,800		藤原台
078-982-6621 フジワラダイ		3,100		650		西鈴蘭台
078-592-4440 セイスズランダイ		2,800		2,250		鈴蘭台西(S)
078-592-0855 スズランダイセイ		2,450		2,000

		六甲山手
078-982-3484 ロッコウヤマテ		1,300		1,050		神戸北町
078-582-2466 コウベキタマチ		800		2,500		藤原台
078-981-2022 フジワラダイ		4,550		3,650		鈴蘭台東(S)
078-591-1510 スズランダイヒガシ		5,150		4,150

		藤原台
078-982-6633 フジワラダイ		3,300		2,650								北神戸
078-586-2313 キタコウベ		5,150		4,150		箕谷神戸北町(S)
078-583-6410 ミタニコウベキタマチ		4,200		3,400

		鈴蘭台
078-591-4611 スズランダイ		3,500		2,800		[三田市] サンダシ						[三田市] サンダシ						北鈴蘭台(S)
078-593-3240 キタスズランダイ		1,900		1,550

		神戸北
078-586-2501 コウベキタ		850		700		三田(A)
079-562-6130 サンダ		3,700		3,000		三田中央
079-562-4474 サンダチュウオウ		3,400		2,750		北神ＮＴ(S)
078-951-3171 キタカミ		3,850		3,100

														ﾌﾗﾜｰＴ
079-563-2558		5,850		4,700		藤原台(S)
078-982-6618 フジワラダイ		5,700		4,600

		[三田市] サンダシ												ｳｯﾃﾞｨＴ
079-563-2230		3,650		2,950		鈴蘭山の街(S)
078-583-6410 スズランヤママチ		1,700		1,400

		三田(S)
079-563-2352 サンダ		5,350		4,300								三田西
079-560-0444 サンダセイ		1,850		700

		ｳｯﾃﾞｨＴ南(M)
079-562-8712 ミナミ		4,050		3,250								[西宮市] ニシノミヤシ						[三田市] サンダシ

														北六甲
078-903-1166 キタロッコウ		1,850		1,500		三田
079-562-6467 サンダ		3,000		2,400

																				三田北(MS)
079-568-3717 サンダキタ		1,800		700

																				北摂ﾆｭｰﾀｳﾝ
079-565-5180 ホクセツ		3,200		2,600

		計		22,500		18,100		計		9,500		7,700		計		33,650		26,300		計 ケイ		35,450		27,900





北区三田(8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												北区 キタク		北区 キタク		三田市 サンダシ				篠山市 ササヤマシ				西宮市 ニシノミヤシ				宝塚市 タカラツカシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				11,900				8,500				0				0		0

																												毎日新聞				5,300				3,350				0				0		0

																												読売新聞				15,400				12,550				1,700				0		0

																												産経新聞 サンケイシンブン				0				0				0				0		0

																												神戸新聞 カミト				24,900				6,400				0				0		0

																												合   計				57,500				30,800				1,700				0		0

		神戸北区・三田エリア ８０，０００部 折込配布明細（90000部） コウベキタクサンダオリコミブ																						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 カミトシンキ

		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

		[北区] キタク						[北区] キタク						[北区] キタク						[北区] キタク

		ひよどり台
078-743-1053 ダイ		650		600		山ノ街
078-581-1143 ヤママチ		1,900		1,750		鈴蘭台
078-591-6468 スズランダイ		4,550		4,100		鈴蘭台南(S)
078-743-1055 スズランダイミナミ		2,500		2,250

		鈴蘭泉台
078-593-9039 スズランイズミダイ		3,500		3,150		藤原台
078-982-6621 フジワラダイ		3,100		750		西鈴蘭台
078-592-4440 セイスズランダイ		2,800		2,550		鈴蘭台西(S)
078-592-0855 スズランダイセイ		2,450		2,250

		六甲山手
078-982-3484 ロッコウヤマテ		1,300		1,200		神戸北町
078-582-2466 コウベキタマチ		800		2,800		藤原台
078-981-2022 フジワラダイ		4,550		4,100		鈴蘭台東(S)
078-591-1510 スズランダイヒガシ		5,150		4,650

		藤原台
078-982-6633 フジワラダイ		3,300		3,000								北神戸
078-586-2313 キタコウベ		5,150		4,650		箕谷神戸北町(S)
078-583-6410 ミタニコウベキタマチ		4,200		3,800

		鈴蘭台
078-591-4611 スズランダイ		3,500		3,150		[三田市] サンダシ						[三田市] サンダシ						北鈴蘭台(S)
078-593-3240 キタスズランダイ		1,900		1,750

		神戸北
078-586-2501 コウベキタ		850		800		三田(A)
079-562-6130 サンダ		3,700		3,350		三田中央
079-562-4474 サンダチュウオウ		3,400		3,100		北神ＮＴ(S)
078-951-3171 キタカミ		3,850		3,500

														ﾌﾗﾜｰＴ
079-563-2558		5,850		5,300		藤原台(S)
078-982-6618 フジワラダイ		5,700		5,150

		[三田市] サンダシ												ｳｯﾃﾞｨＴ
079-563-2230		3,650		3,300		鈴蘭山の街(S)
078-583-6410 スズランヤママチ		1,700		1,550

		三田(S)
079-563-2352 サンダ		5,350		4,850								三田西
079-560-0444 サンダセイ		1,850		850

		ｳｯﾃﾞｨＴ南(M)
079-562-8712 ミナミ		4,050		3,650								[西宮市] ニシノミヤシ						[三田市] サンダシ

														北六甲
078-903-1166 キタロッコウ		1,850		1,700		三田
079-562-6467 サンダ		3,000		2,700

																				三田北(MS)
079-568-3717 サンダキタ		1,800		800

																				北摂ﾆｭｰﾀｳﾝ
079-565-5180 ホクセツ		3,200		2,900

		計		22,500		20,400		計		9,500		8,650		計		33,650		29,650		計 ケイ		35,450		31,300





三田・宝塚周辺

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												北区 キタク		北区 キタク		三田市 サンダシ				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																										朝日新聞
（産経・神戸・毎日新聞を含む） サンケイコウベマイニチシンブンフク				1,000				5,950				16,500				4,350

																												読売新聞				3,300				10,400				12,400				6,700

																												産経新聞
（毎日新聞を含む） サンケイシンブン		－				－						4,100				700

																												神戸新聞
（産経・毎日新聞を含む） カミト				5,200				5,550				400				3,450

																												合   計				9,500				21,900				33,400				15,200

		三田・宝塚周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 サンダタカラヅカシュウヘンオリコミ																						70%

																								2020年7月1日現在 ネン

		朝 日 新 聞【合配】 ゴウハイ						産 経 新 聞【合配】 サンキョウゴウハイ						読 売 新 聞						神 戸 新 聞【合配】 カミトシンキゴウハイ

		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

		[北区] キタク						[宝塚市] タカラヅカシサンイチ						[北区] キタク						[北区] キタク

		藤原台
078-982-6633 フジワラダイ		3,000		1,000		山本
0797-88-0184 ヤマモト		750		400		藤原台
078-981-2022 フジワラダイ		4,550		2,000		北神ＮＴ(S)
078-951-3171 キタカミ		3,850		2,700

		[三田市] サンダシ						売布
0797-86-6335 メフ		1,150		600		北六甲
078-903-1166 キタロッコウ		1,850		1,300		藤原台(S)
078-982-6618 フジワラダイ		5,100		2,500

		三田(S)
079-563-2352 サンダ		4,900		3,450		宝塚
0797-86-6335 タカラヅカ		1,550		800		[三田市] サンダシ						[三田市] サンダシ

		ｳｯﾃﾞｨＴ南(M)
079-562-8712 ミナミ		3,550		2,500		小林・逆瀬東
0797-73-6891 オバヤシサカセヒガシ		750		400		三田中央
079-562-4474 サンダチュウオウ		3,400		2,400		三田
079-562-6467 サンダ		3,000		2,100

		[宝塚市] タカラヅカシサンイチ						中山台
0797-88-0184 ナカヤマダイ		400		200		ﾌﾗﾜｰＴ
079-563-2558		5,850		4,100		三田北(MS)
079-568-3717 サンダキタ		1,700		1,200

		宝塚山本(ｋ)
0797-88-0049 タカラヅカヤマモト		3,200		2,250		川西中央（Ｍ）
072-759-4190 カワニシチュウオウ		3,350		1,700		ｳｯﾃﾞｨＴ
079-563-2230		3,650		2,600		北摂ﾆｭｰﾀｳﾝ
079-565-5180 ホクセツ		3,200		2,250

		中山台
0797-89-0005 ナカヤマダイ		1,700		1,200		[西宮市] ニシノミヤシサンイチ						三田西
079-560-0444 サンダセイ		1,850		1,300		[宝塚市] タカラヅカシサンイチ

		売布(ｋ)
0797-86-0621 メフ		5100		3,600		甲陽園
0798-72-7330 コウヨウエン		1,150		400		[宝塚市] タカラヅカシサンイチ						武田尾(合)
0797-91-0015 タケダオゴウ		550		400

		宝塚(ｋ)
0797-86-2340 タカラヅカ		2,450		1,750		甲東園
0798-51-2794 コウトウエン		1,050		300		阪急山本
0797-88-4317 ハンキュウヤマモト		1,400		1,000		[西宮市] ニシノミヤシサンイチ

		逆瀬川(ｋ)
0797-76-4410 サカセガワ		2,850		2,000								中山寺
0797-84-9120 ナカヤマデラ		1,500		1,050		越水
0798-73-1903 コシミズ		500		200

		宝塚のがみ(ｋ)
0797-72-0096 タカラヅカ		3,450		2,450								宝塚南
0797-72-5565 タカラヅカミナミ		1500		1,050		甲東園
0798-56-8718 コウトウエン		750		400

		仁川(ｋ)
0798-51-3530 ニガワ		1,800		1,300								宝塚
0797-87-6038 タカラヅカ		3,600		2,550		夙川
0797-31-0045 シュクガワ		500		200

		宝塚南(ｋ)
0797-76-4410 タカラヅカミナミ		1,700		1,200								逆瀬川
0797-72-6092 サカセガワ		2,900		2,050		名塩（合）
0797-61-1223 ナジオゴウ		3,750		2,650

		雲雀ケ丘(ｋ)
0797-88-0049 ヒバリガオカ		1,050		750								宝塚西部
0797-72-5565 タカラヅカセイブ		3,150		2,250

		[西宮市] ニシノミヤシサンイチ												宝塚山手
0797-88-4316 タカラヅカヤマテ		2,100		1,500

		夙川
0798-23-3516 シュクガワ		5,150		1,000								雲雀ケ丘花屋敷
072-757-2160 ヒバリガオカハナヤシキ		1,900		950

		苦楽園
0798-74-1531 クラクエン		2,700		500								[西宮市] ニシノミヤシサンイチ

		門戸
0798-51-3727 モンド		2800		1,400								苦楽園
0798-71-7901 クラクエン		3,000		600

		甲東園
0798-53-6373 コウトウエン		2,950		1,450								上ヶ原・仁川
0798-51-3056 ウエガハラニガワ		3,250		1,550

														甲東園・門戸
0798-51-3601 コウトウエンモンド		5,700		3,050

														夙川東部
0798-71-6571 シュクガワトウブ		3,850		500

														西宮名塩
0797-62-2218 ニシノミヤナジオ		1,400		1,000

		計		48,350		27,800		計		10,150		4,800		計		56,400		32,800		計 ケイ		22,900		14,600

										.





東灘・灘

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												東灘区 ヒガシナダク		灘区 ナダク		中央区 チュウオウク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		12,600		4,700		3,400

																												読売新聞		12,350		8,750		5,300

																												産経新聞 サンケイ		1,450		800		700

																												神戸新聞
（朝日・読売・産経・毎日新聞を含む） カミトアサヒヨミウリ		11,750		8,100		10,100

																												合   計		38,150		22,350		19,500

		東灘・灘周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヒガシナダナダシュウヘンオリコミ																						77%

																								2020年7月1日現在

		朝 日 新 聞						産 経 新 聞 サンキョウ						読 売 新 聞						神 戸 新 聞【合配】 カミトシンキゴウハイ

		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

		[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク

		深江
078-411-4020 フカエ		5,200		4,000		本山
078-452-4528 モトヤマ		700		550		森
078-441-2767 モリ		2,600		2,000		森
078-411-9098 モリ		2,300		1,800

		青木
078-451-7771 アオキ		3,050		2,350		甲南
078-851-9000 コウナン		400		350		甲南
078-411-4694 コウナン		5,200		4,000		甲南
078-411-8900 コウナン		2,050		1,600

		住吉山手
078-821-7913 スミヨシヤマテ		3,150		2,400		住吉
078-851-9000 スミヨシ		700		550		青木
078-411-4694 アオキ		2,400		1,850		青木
078-453-1846 アオキ		3,100		2,400

		御影
078-842-3572 ミカゲ		5,050		3,850		[灘区] ナダク						東灘
078-841-5510 ヒガシナダ		2,850		2,200		渦ヶ森
078-841-7288 ウズモリ		1,050		850

								六甲・篠原
078-851-2140 ロッコウシノハラ		1,000		800		御影
078-851-5297 ミカゲ		3,000		2,300		御影
078-841-3561 ミカゲ		2,550		2,000

		[灘区] ナダク						[中央区] チュウオウク						[灘区] ナダク						六甲IL(AMYS)
078-857-0660 ロッコウ		4,050		3,100

		神戸なだ
078-851-5678 コウベ		4,600		3,500		三宮山手
078-392-1017 サンノミヤヤマテ		1,500		700		六甲
078-851-0132 ロッコウ		4,550		3,500		[灘区] ナダク

		六甲              078-871-8710 ロッコウ		1,550		1,200								阪急六甲駅前
078-881-0218 ハンキュウロッコウエキマエ		2,600		2,000		六甲道
078-851-9200 ロッコウミチ		5,550		4,300

		[中央区] チュウオウク												王子公園　078-801-3895 オウジコウエン		2,800		2,150		六甲　　　　　　　078-861-3033 ロッコウ		1,400		1,100

		熊内
078-231-6356 クマウチ		1,500		1,200								西灘
078-861-2031 ニシナダ		1,400		1,100		西灘　　　　　　　　　078-801-0512 ニシナダ		3,450		2,700

		神戸三宮
078-251-0223 コウベサンノミヤ		2,800		2,200								[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク

														葺合
078-221-2909 フキアイ		1,950		1,550		葺合東
078-231-0518 フキアイヒガシ		2,150		1,850

														二宮
078-231-1826 ニノミヤ		1,750		1,350		葺合西
078-222-0873 フキアイニシ		2,800		2,350

														東神戸
078-341-4169 ヒガシコウベ		3,150		2,400		三宮
078-222-0873 サンノミヤ		1,600		1,350

																				元町
078-331-0218 モトマチ		2,600		2,050

																				大倉山
078-361-2498 オオクラサン		5,300		2,500

		計		26,900		20,700		計		4,300		2,950		計		34,250		26,400		計 ケイ		39,950		29,950





兵庫・長田

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												中央区 チュウオウク		兵庫区 ヒョウゴク		長田区 ナガタク				北区 キタク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		1,200		2,700				1,850				8,100

																												読売新聞
（産経新聞を含む）		1,600		4,550				4,150				13,800

																												産経新聞 サンケイ		700		400				200		―

																												神戸新聞
（産経新聞を含む） カミト		4,000		11,150				9,700				15,900

																												合   計		7,500		18,800				15,900				37,800

		兵庫・長田エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヒョウゴナガタオリコミ																						70%

																								2020年7月1日現在

		朝 日 新 聞						産 経 新 聞 サンキョウ						読 売 新 聞【合配】 ゴウハイ						神 戸 新 聞【合配】 カミトシンキゴウハイ

		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

		[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク

		神戸三宮
078-251-0223		2,800		600		三宮山手
078-392-1017 サンノミヤヤマテ		1,500		700		東神戸
078-341-4169 ヒガシコウベ		3,150		900		三宮
078-222-0873 サンノミヤ		1,600		700

		ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3359		800		600		[兵庫区] ヒョウゴク						ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3284		950		700		ﾎﾟｰﾄIL(S)
078-302-3359		2,050		1,450

		[兵庫区] ヒョウゴク						上沢
078-392-1070 ウエサワ		600		400		[兵庫区] ヒョウゴク						元町
078-331-0218 モトマチ		2,600		1,850

		柳原
078-651-2809 ヤナギハラ		1,800		1,300		[長田区] ナガタク						兵庫中央
078-575-3871 ヒョウゴチュウオウ		3,500		2,450		[兵庫区] ヒョウゴク

		ひょうご山手
078-521-4061 ヤマテ		1,950		1,400		久保町
078-611-4690 クボチョウ		300		200		柳原
078-671-6973 ヤナギハラ		1,400		1,000		大倉山
078-361-2498 オオクラサン		5,300		3,750

		[長田区] ナガタク												笠松
078-681-5863 カサマツ		500		350		夢野
078-511-4785 ユメノ		2,400		1,700

		長田中央
078-643-0866 ナガタチュウオウ		2,600		1,850								大開
078-578-1260 ダイヒラ		1,050		750		神戸市販売C
078-575-0115 コウベシハンバイ		4,600		3,250

		[北区] キタク												[長田区] ナガタク						ｷｬﾅﾙｼﾃｨｰ
078-685-3577		3,500		2,450

		ひよどり台
078-743-1053 ダイ		650		500								長田山手
078-691-4956 ナガタヤマテ		1,550		1,100		[長田区] ナガタク

		鈴蘭泉台
078-593-9039 スズランイズミダイ		2,950		2,100								長田中央
078-575-3921 ナガタチュウオウ		2,950		2,100		長田北(S)
078-691-7333 ナガタキタ		3,250		2,300

		六甲山手
078-982-3484 ロッコウヤマテ		950		700								新長田
078-611-0228 シンナガタ		1,300		950		大橋
078-611-4138 オオハシ		1,450		1,050

		藤原台
078-982-6633 フジワラダイ		3,000		2,100								[北区] キタク						西代(S)
078-621-0284 ニシダイ		3,300		2,350

		鈴蘭台
078-591-4611 スズランダイ		2,750		1,950								鈴蘭台
078-591-6468 スズランダイ		4,550		3,200		池田(S)
078-621-7829 イケダ		1,950		1,400

		神戸北
078-586-2501 コウベキタ		800		600								西鈴蘭台
078-592-4440 セイスズランダイ		2,800		2,000		腕塚(S)
078-731-3608 ウデツカ		2,200		1,550

		緑ヶ丘
079-484-0897 ミドリガオカ		1,300		150								藤原台
078-981-2022 フジワラダイ		4,550		3,200		板宿北(S)
078-611-4632 イタヤドキタ		1,500		1,050

														北神戸
078-586-2313 キタコウベ		5,150		3,600		[北区] キタク

														北六甲
078-903-1166 キタロッコウ		1,850		1,300		鈴蘭台南(S)
078-743-1055 スズランダイミナミ		2,250		1,600

														三木吉川(S)
0794-72-0107 ミキヨカワ		1,500		500		鈴蘭台西(S)
078-592-0855 スズランダイセイ		1,850		1,300

																				鈴蘭台東(S)
078-591-1510 スズランダイヒガシ		5,150		3,650

																				箕谷神戸北町(S)
078-583-6410 ミタニコウベキタマチ		3,900		2,750

																				北鈴蘭台(S)
078-593-3240 キタスズランダイ		1,900		1,350

																				鈴蘭山の街(S)
078-583-6410 スズランヤママチ		1,700		1,200

																				藤原台(S)
078-982-6618 フジワラダイ		5,100		3,600

																				三木東
079-484-1182 ミキヒガシ		4,250		450

		計		22,350		13,850		計		2,400		1,300		計		36,750		24,100		計 ケイ		61,800		40,750





須磨・垂水

		当日全紙朝刊一斉折込方式																						須磨区 スマク		垂水区 タルミク		垂水区 タルミク		須磨区 スマク		西区 ニシク		明石市 アカシシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																				朝日新聞				9,100				9,900				2,000

																						読売新聞				8,050				11,600				1,900

																						神戸新聞
（産経新聞を含む） カミト				15,850				19,950				1,650

																						合   計				33,000				41,450				5,550

		須磨・垂水エリア ８０，０００部 折込配布明細 スマタルミオリコミ																70%

																		2020年7月1日現在

		朝 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞【合配】 カミトシンキゴウハイ

		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

		[須磨区] スマク						[須磨区] スマク						[須磨区] スマク

		須磨
078-731-1266 スマ		4,700		3,450		須磨
078-731-5167 スマ		4,700		3,450		板宿(S)
078-732-4861 イタヤド		2,750		2,050

		高倉台
078-732-5531 タカクラダイ		2,000		1,500		妙法寺
078-741-4551 ミョウホウジ		450		350		須磨(S)
078-732-6995 スマ		3,150		2,300

		北須磨
078-792-1030 キタスマ		4,150		3,050		須磨山手
078-732-5513 スマヤマテ		1,500		1,100		北須磨(S)
078-732-5512 キタスマ		3,450		2,550

		名谷
078-792-1959 ミョウダニ		1,450		1,100		名谷　
078-792-1958 ミョウダニ		1,650		1,250		妙法寺(S)
078-741-2218 ミョウホウジ		1,950		1,450

		[垂水区] タルミク						名谷中央
078-792-1050 ミョウダニチュウオウ		2,550		1,900		白川台(S)
078-792-6108 シラカワダイ		2,000		1,500

		塩屋
078-751-7178 シオヤ		1,050		800		[垂水区] タルミク						名谷北(S)
078-793-1780 ミョウダニキタ		2,250		1,650

		ｼﾞｪｰﾑｽ山
078-752-0796 ヤマ		1,050		800		塩屋
078-751-0643 シオヤ		4,250		3,150		名谷中央(S)
078-791-1415 ミョウダニチュウオウ		5,950		4,350

		垂水
078-752-0796 タルミ		1,600		1,200		たるみ
078-707-6147		3,700		2,750		[垂水区] タルミク

		星陵台
078-709-3537 ホシリョウダイ		2,900		2,150		西垂水
078-705-4141 ニシタルミ		2,350		1,750		ｼﾞｪｰﾑｽ山･塩屋(S)
078-752-1276 ヤマシオヤ		3,400		2,500

		明舞
078-781-0102 メイマイ		2,250		1,650		新多聞
078-784-2470 シンタモン		2,550		1,900		垂水(S)
078-707-2910 タルミ		4,250		3,150

		新多聞
078-785-8708 シンタモン		1,900		1,400		舞子
078-787-3000 マイコ		2,800		2,050		上高丸(S)
078-709-4880 ウエタカマル		3,100		2,300

		名谷北
078-791-0007 ミョウダニキタ		2,550		1,900		[西区] ニシク						垂水東販売(S)
078-755-5335 タルミヒガシハンバイ		6,200		4,550

		[西区] ニシク						伊川谷
078-974-7528 イカワダニ		6,150		650		多聞台
078-781-2683 タモンダイ		3,200		2,350

		学園西神南
078-993-1156 ガクエンニシカミミナミ		2,950		2,000		学園都市
078-974-7528 ガクエントシ		1,850		1,250		学ヶ丘
078-784-0707 ガクオカ		2,400		1,800

														明舞(S)
078-781-0052 メイマイ		2,050		1,500

														舞子(S)
078-783-1122 マイコ		2,450		1,800

														[西区] ニシク

														学園都市(S)
078-795-1187 ガクエントシ		2,350		1,650

		計		28,550		21,000		計		34,500		21,550		計 ケイ		50,900		37,450





神戸西区

		当日全紙朝刊一斉折込方式																						西区 ニシク		西区 ニシク		明石市 アカシシ		明石市 アカシシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																				朝日新聞				4,200				10,550

																						読売新聞				12,700				12,850

																						神戸新聞
（産経新聞を含む） カミト				14,150				25,550

																						合   計				31,050				48,950				0				0				0

		神戸西区エリア ８０，０００部 折込配布明細 コウベニシクオリコミ																70%

																		2020年7月1日現在

		朝 日 新 聞						読 売 新 聞						神　戸　新　聞【合配】 カミトシンキゴウハイ

		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

		[西区] ニシク						[西区] ニシク						[西区] ニシク

		神戸桜が丘
078-994-7143 コウベサクラオカ		1,100		750		玉津西
078-927-7388 タマツニシ		3,750		2,550		西神(S)
078-991-0096 ニシカミ		1,550		1,050

		伊川谷
078-974-5321 イカワダニ		1,750		1,200		押部谷
078-994-0414 オシベダニ		1,450		1,000		西区中央(S)
078-927-1360 ニシクチュウオウ		3,200		2,200

		西神NT東
078-991-4102 ニシカミヒガシ		1,500		1,050		伊川谷
078-974-7528 イカワダニ		6,150		3,800		押部谷(S)
078-994-1764 オシベタニ		3,600		2,450

		西神中央
078-961-1689 ニシカミチュウオウ		1,750		1,200		西神南
078-974-7528 ニシカミミナミ		2,900		1,950		神出(AMS)
078-965-2020 カミデ		850		600

								明石高津橋
078-914-4586 アカシタカツハシ		1,950		1,350		西神NT東(S)
078-991-1700 ニシカミヒガシ		2,200		1,500

		[明石市] アカシシ						西神中央
078-961-6500 ニシカミチュウオウ		3,000		2,050		伊川谷(S)
078-974-7636 イカワダニ		2,850		1,950

		大久保北
078-934-7363 オオクボキタ		1,200		850								西神NT西(S)
078-961-1606 ニシカミニシ		3,750		2,550

		大久保
078-936-1777 オオクボ		4,250		2,850		[明石市] アカシシ						西神南NT(S)
078-996-0429 ニシカミミナミ		2,700		1,850

		明石
078-918-6808 アカシ		2,100		1,450		西明石
078-927-9310 ニシアカシ		3,450		2,350

		西明石玉津
078-92 ニシアカシタマツ		3,400		2,300		大久保
078-936-0948 オオクボ		3,400		2,300		[明石市] アカシシ

		朝霧
078-912-7567 アサギリ		1,400		950		大久保東
078-935-7240 オオクボヒガシ		2,150		1,450		明石(S)
078-911-2421 アカシ		2,550		1,750

		魚住
078-947-2817 ウオズミ		3,150		2,150		明石
078-911-5046 アカシ		2,800		1,900		明石南(S)
078-927-1310 アカシミナミ		1,650		1,150

								明石西新町
078-923-0270 アカシニシシンマチ		2,250		1,550		西新町(S)
078-928-0558 ニシシンマチ		1,200		850

								魚住
078-943-0437 ウオズミ		2,300		1,550		西明石(S)
078-928-5884 ニシアカシ		3,950		2,700

								二見
078-942-1672 フタミ		2,550		1,750		神明販売(S)
078-925-3678 カミメイハンバイ		3,500		2,350

														明石販売(S)
078-914-8355 アカシハンバイ		2,400		1,650

														大久保(S)
078-935-4710 オオクボ		5,850		3,950

														大久保東(S)
078-967-6338 オオクボヒガシ		4,150		2,800

														朝霧(S)
078-911-3751 アサギリ		3,100		2,100

														江井ケ島(S)
078-947-4429 エイシマ		3,550		2,400

														魚住北(S)
078-947-4321 ウオズミキタ		2,550		1,750

														魚住西(S)
078-944-4070 ウオズミニシ		3,100		2,100

		計		21,600		14,750		計		38,100		25,550		計 ケイ		58,250		39,700





北区三田(10-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												北区 キタク		北区 キタク		三田市 サンダシ				篠山市 ササヤマシ				西宮市 ニシノミヤシ				三木市 ミキシ				宝塚市 タカラツカシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				11,900				8,500				1,300				0				0		0

																												毎日新聞				5,300				3,350				1,050				0				0		0

																												読売新聞				15,400				13,400				2,000				1,700				0		0

																												産経新聞 サンケイシンブン				0				0				0				0				0		0

																												神戸新聞 カミト				24,900				7,250				3,950				0				0		0

																												合   計				57,500				32,500				8,300				1,700				0		0

		神戸北区・三田エリア １００，０００部 折込配布明細 コウベキタクサンダオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[北区] キタク						[北区] キタク						[北区] キタク						[北区] キタク

		ひよどり台
078-743-1053 ダイ		650		600		山ノ街
078-581-1143 ヤママチ		1,900		1,750		鈴蘭台
078-591-6468 スズランダイ		4,550		4,100		鈴蘭台南(S)
078-743-1055 スズランダイミナミ		2,500		2,250

		鈴蘭泉台
078-593-9039 スズランイズミダイ		3,500		3,150		藤原台
078-982-6621 フジワラダイ		3,100		750		西鈴蘭台
078-592-4440 セイスズランダイ		2,800		2,550		鈴蘭台西(S)
078-592-0855 スズランダイセイ		2,450		2,250

		六甲山手
078-982-3484 ロッコウヤマテ		1,300		1,200		神戸北町
078-582-2466 コウベキタマチ		800		2,800		藤原台
078-981-2022 フジワラダイ		4,550		4,100		鈴蘭台東(S)
078-591-1510 スズランダイヒガシ		5,150		4,650

		藤原台
078-982-6633 フジワラダイ		3,300		3,000								北神戸
078-586-2313 キタコウベ		5,150		4,650		箕谷神戸北町(S)
078-583-6410 ミタニコウベキタマチ		4,200		3,800

		鈴蘭台
078-591-4611 スズランダイ		3,500		3,150		[三田市] サンダシ						[三田市] サンダシ						北鈴蘭台(S)
078-593-3240 キタスズランダイ		1,900		1,750

		神戸北
078-586-2501 コウベキタ		850		800		三田(A)
079-562-6130 サンダ		3,700		3,350		三田中央
079-562-4474 サンダチュウオウ		3,400		3,100		北神ＮＴ(S)
078-951-3171 キタカミ		3,850		3,500

								[篠山市] ササヤマシ						ﾌﾗﾜｰＴ
079-563-2558		5,850		5,300		藤原台(S)
078-982-6618 フジワラダイ		5,700		5,150

		[三田市] サンダシ						篠山(S)
079-552-0772 ササヤマ		1,600		1,050		ｳｯﾃﾞｨＴ
079-563-2230		3,650		3,300		鈴蘭山の街(S)
078-583-6410 スズランヤママチ		1,700		1,550

		三田(S)
079-563-2352 サンダ		5,350		4,850								三田西
079-560-0444 サンダセイ		1,850		1,700

		ｳｯﾃﾞｨＴ南(M)
079-562-8712 ミナミ		4,050		3,650								[篠山市] ササヤマシ						[三田市] サンダシ

		[篠山市] ササヤマシ												篠山
079-552-4611 ササヤマ		1,000		800		三田
079-562-6467 サンダ		3,000		2,700

		篠山
079-552-0273 ササヤマ		1,400		1,300								丹南
079-594-2825 タンミナミ		1,300		1,200		三田北(MS)
079-568-3717 サンダキタ		1,800		1,650

														[西宮市] ニシノミヤシ						北摂ﾆｭｰﾀｳﾝ
079-565-5180 ホクセツ		3,200		2,900

														北六甲
078-903-1166 キタロッコウ		1,850		1,700		[篠山市] ササヤマシ

																				今田古市(AMYS)
079-597-2027 イマダフルイチ		1,200		1,100

																				篠山口
0794-88-0063 ササヤマクチ		1,400		1,300

																				篠山
079-552-1054 ササヤマ		1,700		1,550

		計		23,900		21,700		計		11,100		9,700		計		35,950		32,500		計 ケイ		39,750		36,100





東灘・灘(8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												東灘区 ヒガシナダク		灘区 ナダク		中央区 チュウオウク		芦屋市 アシヤシ		西宮市 ニシノミヤシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		17,700		4,700		0		4,400		0

																												毎日新聞		7,400		0		0		0		0

																												読売新聞		14,750		8,500		0		900		0

																												産経新聞 サンケイ		0		0		0		0		0

																												神戸新聞 カミト		14,600		6,650		0		400		0

																												合   計		54,450		19,850		0		5,700		0

		東灘・灘エリア 8０，０００部 折込配布明細 ヒガシナダナダオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク

		深江
078-411-4020 フカエ		3,800		3,450		深江
078-411-3705 フカエ		1,200		1,100		森
078-441-2767 モリ		2,600		2,350		森
078-411-9098 モリ		2,500		2,250

		青木
078-451-7771 アオキ		3,250		2,950		岡本甲南山手
078-411-5573 オカモトコウナンヤマテ		1,800		1,650		甲南
078-411-4694 コウナン		5,200		4,700		甲南
078-411-8900 コウナン		2,100		1,900

		住吉
078-811-7651 スミヨシ		6,100		5,500		本山南・魚崎青木
078-411-0276 モトヤマミナミウオザキアオキ		2,150		1,950		青木
078-411-4694 アオキ		2,400		2,200		青木
078-453-1846 アオキ		3,450		3,150

		住吉山手
078-821-7913 スミヨシヤマテ		2,650		2,400		御影住吉六甲道
078-851-8511 ミカゲスミヨシロッコウミチ		3,000		2,700		東灘
078-841-5510 ヒガシナダ		3,150		2,850		渦ヶ森
078-841-7288 ウズモリ		1,100		1,000

		御影
078-842-3572 ミカゲ		3,750		3,400								御影
078-851-5297 ミカゲ		2,900		2,650		御影
078-841-3561 ミカゲ		2,750		2,500

		[灘区] ナダク												[灘区] ナダク						六甲IL(AMYS)
078-857-0660 ロッコウ		4,200		3,800

		神戸なだ
078-851-5678 コウベ		5,200		4,700								六甲
078-851-0132 ロッコウ		4,550		4,100		[灘区] ナダク

														阪急六甲駅前
078-881-0218 ハンキュウロッコウエキマエ		2,600		2,350		六甲道
078-851-9200 ロッコウミチ		5,900		5,350

		[芦屋市] アシヤシ												王子公園　078-801-3895 オウジコウエン		2,800		2,050		六甲　　　　　　　078-861-3033 ロッコウ		1,400		1,300

		芦屋
0797-22-5830 アシヤキタグチ		1,750		1,400								[芦屋市] アシヤシ						[芦屋市] アシヤシ

		芦屋山手
0797-22-2252 アシヤヤマテキタグチ		1,900		1,450								芦屋　　　　　　　0797-23-0773 アシヤ		1,150		900		芦屋南
0797-32-5799 アシヤミナミキタグチ		450		400

		芦屋西
0797-22-4265 アシヤセイキタグチ		1,950		1,550

		計		30,350		26,800		計		8,150		7,400		計		24,550		22,100		計 ケイ		22,450		20,350





東灘・灘(8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												東灘区 ヒガシナダク		灘区 ナダク		中央区 チュウオウク		芦屋市 アシヤシ		西宮市 ニシノミヤシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		15,700		4,200		0		7,050		0

																												毎日新聞		6,600		0		0		1,400		0

																												読売新聞		13,150		8,000		0		3,800		0

																												産経新聞 サンケイ		0		0		0		0		0

																												神戸新聞 カミト		13,000		5,900		0		1,200		0

																												合   計		48,450		18,100		0		13,450		0

		東灘・灘エリア 8０，０００部 折込配布明細 ヒガシナダナダオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク

		深江
078-411-4020 フカエ		3,800		3,050		深江
078-411-3705 フカエ		1,200		1,000		森
078-441-2767 モリ		2,600		2,100		森
078-411-9098 モリ		2,500		2,000

		青木
078-451-7771 アオキ		3,250		2,600		岡本甲南山手
078-411-5573 オカモトコウナンヤマテ		1,800		1,450		甲南
078-411-4694 コウナン		5,200		4,200		甲南
078-411-8900 コウナン		2,100		1,700

		住吉
078-811-7651 スミヨシ		6,100		4,900		本山南・魚崎青木
078-411-0276 モトヤマミナミウオザキアオキ		2,150		1,750		青木
078-411-4694 アオキ		2,400		1,950		青木
078-453-1846 アオキ		3,450		2,800

		住吉山手
078-821-7913 スミヨシヤマテ		2,650		2,150		御影住吉六甲道
078-851-8511 ミカゲスミヨシロッコウミチ		3,000		2,400		東灘
078-841-5510 ヒガシナダ		3,150		2,550		渦ヶ森
078-841-7288 ウズモリ		1,100		900

		御影
078-842-3572 ミカゲ		3,750		3,000		[芦屋市] アシヤシ						御影
078-851-5297 ミカゲ		2,900		2,350		御影
078-841-3561 ミカゲ		2,750		2,200

		[灘区] ナダク						芦屋打出　　　　　　　0797-25-1361 アシヤウチデ		3,000		1,400		[灘区] ナダク						六甲IL(AMYS)
078-857-0660 ロッコウ		4,200		3,400

		神戸なだ
078-851-5678 コウベ		5,200		4,200								六甲
078-851-0132 ロッコウ		4,550		3,650		[灘区] ナダク

								[西宮市] ニシノミヤシ						阪急六甲駅前
078-881-0218 ハンキュウロッコウエキマエ		2,600		2,100		六甲道
078-851-9200 ロッコウミチ		5,900		4,750

		[芦屋市] アシヤシ						阪神西宮・夙川 ハンシンニシノミヤシュクガワ		2,850		0		王子公園　078-801-3895 オウジコウエン		2,800		2,250		六甲　　　　　　　078-861-3033 ロッコウ		1,400		1,150

		芦屋南
0797-22-6833 アシヤミナミキタグチ		3,300		1,550								[芦屋市] アシヤシ						[芦屋市] アシヤシ

		芦屋浜
0797-34-0707 アシヤハマキタグチ		1,950		950								打出　　　　　　　　　　0797-32-1054 ウチデ		2,600		1,250		芦屋浜
0797-34-0700 アシヤハマキタグチ		950		450

		芦屋
0797-22-5830 アシヤキタグチ		1,750		1,400								芦屋南　　　　　　　　　0797-34-0708 アシヤミナミ		1,450		700		芦屋東部
0797-31-0045 アシヤトウブキタグチ		750		350

		芦屋山手
0797-22-2252 アシヤヤマテキタグチ		1,900		1,550								芦屋東　　　　　　0797-23-0773 アシヤヒガシ		1,850		900		芦屋南
0797-32-5799 アシヤミナミキタグチ		450		400

		芦屋西
0797-22-4265 アシヤセイキタグチ		1,950		1,600								芦屋　　　　　　　0797-23-0773 アシヤ		1,150		950

		計		35,600		26,950		計		14,000		8,000		計		30,450		22,700		計 ケイ		24,150		18,950





東灘・灘(10-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												東灘区 ヒガシナダク		灘区 ナダク		中央区 チュウオウク		芦屋市 アシヤシ		西宮市 ニシノミヤシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		17,700		1,950		0		9,200		9,750

																												毎日新聞		7,400		0		0		2,700		2,600

																												読売新聞		14,750		2,700		0		6,300		4,750

																												産経新聞 サンケイ		0		0		0		0		0

																												神戸新聞 カミト		14,600		2,250		0		2,000		1,350

																												合   計		54,450		6,900		0		20,200		18,450

		東灘・灘エリア １００，０００部 折込配布明細 ヒガシナダナダオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク

		深江
078-411-4020 フカエ		3,800		3,450		深江
078-411-3705 フカエ		1,200		1,100		森
078-441-2767 モリ		2,600		2,350		森
078-411-9098 モリ		2,500		2,250

		青木
078-451-7771 アオキ		3,250		2,950		岡本甲南山手
078-411-5573 オカモトコウナンヤマテ		1,800		1,650		甲南
078-411-4694 コウナン		5,200		4,700		甲南
078-411-8900 コウナン		2,100		1,900

		住吉
078-811-7651 スミヨシ		6,100		5,500		本山南・魚崎青木
078-411-0276 モトヤマミナミウオザキアオキ		2,150		1,950		青木
078-411-4694 アオキ		2,400		2,200		青木
078-453-1846 アオキ		3,450		3,150

		住吉山手
078-821-7913 スミヨシヤマテ		2,650		2,400		御影住吉六甲道
078-851-8511 ミカゲスミヨシロッコウミチ		3,000		2,700		東灘
078-841-5510 ヒガシナダ		3,150		2,850		渦ヶ森
078-841-7288 ウズモリ		1,100		1,000

		御影
078-842-3572 ミカゲ		3,750		3,400		[芦屋市] アシヤシ						御影
078-851-5297 ミカゲ		2,900		2,650		御影
078-841-3561 ミカゲ		2,750		2,500

		[灘区] ナダク						芦屋打出　　　　　　　0797-25-1361 アシヤウチデ		3,000		2,700		[灘区] ナダク						六甲IL(AMYS)
078-857-0660 ロッコウ		4,200		3,800

		神戸なだ
078-851-5678 コウベ		5,200		1,950								六甲
078-851-0132 ロッコウ		4,550		1,700		[灘区] ナダク

								[西宮市] ニシノミヤシ						阪急六甲駅前
078-881-0218 ハンキュウロッコウエキマエ		2,600		1,000		六甲道
078-851-9200 ロッコウミチ		5,900		2,250

		[芦屋市] アシヤシ						阪神西宮・夙川 ハンシンニシノミヤシュクガワ		2,850		2,600

		芦屋南
0797-22-6833 アシヤミナミキタグチ		3,300		3,000								[芦屋市] アシヤシ						[芦屋市] アシヤシ

		芦屋浜
0797-34-0707 アシヤハマキタグチ		1,950		1,800								打出　　　　　　　　　　0797-32-1054 ウチデ		2,600		2,350		芦屋浜
0797-34-0700 アシヤハマキタグチ		950		900

		芦屋
0797-22-5830 アシヤキタグチ		1,750		1,400								芦屋南　　　　　　　　　0797-34-0708 アシヤミナミ		1,450		1,350		芦屋東部
0797-31-0045 アシヤトウブキタグチ		750		700

		芦屋山手
0797-22-2252 アシヤヤマテキタグチ		1,900		1,450								芦屋東　　　　　　0797-23-0773 アシヤヒガシ		1,850		1,700		芦屋南
0797-32-5799 アシヤミナミキタグチ		450		400

		芦屋西
0797-22-4265 アシヤセイキタグチ		1,950		1,550								芦屋　　　　　　　0797-23-0773 アシヤ		1,150		900		[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						西宮中央　　　　　　　0798-22-6686 ニシノミヤチュウオウ		900		850

		夙川　　　　　　　0798-23-3516 シュクガワ		6,350		5,750								夙川　　　　　　　0798-23-4129 シュクガワ		2,450		2,500		夙川　　　　　　　0797-31-0045 シュクガワ		550		500

		西宮中央　0798-38-4850 ニシノミヤチュウオウ		4,400		4,000								香炉園　　　　　　0798-23-4126 コウロエン		2,750		2,250

		計		46,350		38,600		計		14,000		12,700		計		35,650		28,500		計 ケイ		25,600		20,200





西区（10-90）

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												西区 ニシク		西区 ニシク		明石市 アカシシ		明石市 アカシシ		加古郡 カコグン		垂水区 タルミク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				8,300				1,750				1,050

																												毎日新聞				3,350				1,400				0

																												読売新聞				18,650				1,700				4,650

																												神戸新聞 カミト				21,550				1,350				5,250

																												合   計				51,850				6,200				10,950

		西区エリア １００，０００部 折込配布明細（69000部） ニシクオリコミブ																						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 カミトシンキ

		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

		[西区] ニシク						[西区] ニシク						[西区] ニシク						[西区] ニシク

		神戸桜が丘
078-994-7143 コウベサクラオカ		1,250		1,150		押部谷
078-994-1777 オシベダニ		750		700		玉津西
078-927-7388 タマツニシ		3,750		3,400		西神(S)
078-991-0096 ニシカミ		1,650		1,500

		伊川谷
078-974-5321 イカワダニ		1,800		1,650		学園神戸西ﾆｭｰﾀｳﾝ
078-991-1323 ガクエンコウベニシ		2,900		2,650		押部谷
078-994-0414 オシベダニ		1,650		1,500		西区中央(S)
078-927-1360 ニシクチュウオウ		3,200		2,900

		西神NT東
078-991-4102 ニシカミヒガシ		1,700		1,550								伊川谷
078-974-7528 イカワダニ		4,900		4,450		押部谷(S)
078-994-1764 オシベタニ		3,900		3,550

		学園西神南
078-993-1156 ガクエンニシカミミナミ		2,550		2,300		[明石市] アカシシ						西神南
078-974-7528 ニシカミミナミ		2,900		2,650		神出(AMS)
078-965-2020 カミデ		800		750

		西神中央
078-961-1689 ニシカミチュウオウ		1,800		1,650		大久保
078-935-7260 オオクボ		2,650		850		学園都市
078-974-7528 ガクエントシ		1,850		1,700		西神NT東(S)
078-991-1700 ニシカミヒガシ		2,200		2,000

								朝霧
078-911-8698 アサギリ		600		550		明石高津橋
078-914-4586 アカシタカツハシ		1,950		1,800		伊川谷(S)
078-974-7636 イカワダニ		2,900		2,650

		[明石市] アカシシ												西神中央
078-961-6500 ニシカミチュウオウ		3,450		3,150		西神NT西(S)
078-961-1606 ニシカミニシ		3,750		3,400

		朝霧
078-912-7567 アサギリ		1,400		1,300								[明石市] アカシシ						学園都市(S)
078-795-1187 ガクエントシ		2,600		2,350

		大久保北
078-934-7363 オオクボキタ		1,400		450								朝霧
078-787-3000 アサギリ		1,100		1,000		西神南NT(S)
078-996-0429 ニシカミミナミ		2,700		2,450

														大久保東
078-935-7240 オオクボヒガシ		2,150		700

		[加古郡] カコグン																		[明石市] アカシシ

		稲美
079-492-5055 イナミ		1,150		1,050								[加古郡] カコグン						大久保東(S)
078-967-6338 オオクボヒガシ		4,250		1,350

														稲美町
079-492-2258 イナミマチ		5,100		4,650

																				[加古郡] カコグン

																				稲美(S)
079-492-3060 イナミ		5,750		5,250

		計		13,050		11,100		計		6,900		4,750		計		28,800		25,000		計 ケイ		33,700		28,150





西区 (8-90) 

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												西区 ニシク		西区 ニシク		明石市 アカシシ		明石市 アカシシ		垂水区 タルミク		垂水区 タルミク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				8,300				450				3,950

																												毎日新聞				3,350				850				2,500

																												読売新聞				18,650				700				3,650

																												神戸新聞 カミト				21,550				1,350				9,700

																												合   計				51,850				3,350				19,800

		西区エリア 8０，０００部 折込配布明細（75000部） ニシクオリコミブ																						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 カミトシンキ

		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

		[西区] ニシク						[西区] ニシク						[西区] ニシク						[西区] ニシク

		神戸桜が丘
078-994-7143 コウベサクラオカ		1,250		1,150		押部谷
078-994-1777 オシベダニ		750		700		玉津西
078-927-7388 タマツニシ		3,750		3,400		西神(S)
078-991-0096 ニシカミ		1,650		1,500

		伊川谷
078-974-5321 イカワダニ		1,800		1,650		学園神戸西ﾆｭｰﾀｳﾝ
078-991-1323 ガクエンコウベニシ		2,900		2,650		押部谷
078-994-0414 オシベダニ		1,650		1,500		西区中央(S)
078-927-1360 ニシクチュウオウ		3,200		2,900

		西神NT東
078-991-4102 ニシカミヒガシ		1,700		1,550								伊川谷
078-974-7528 イカワダニ		4,900		4,450		押部谷(S)
078-994-1764 オシベタニ		3,900		3,550

		学園西神南
078-993-1156 ガクエンニシカミミナミ		2,550		2,300		[明石市] アカシシ						西神南
078-974-7528 ニシカミミナミ		2,900		2,650		神出(AMS)
078-965-2020 カミデ		800		750

		西神中央
078-961-1689 ニシカミチュウオウ		1,800		1,650		大久保
078-935-7260 オオクボ		2,650		850		学園都市
078-974-7528 ガクエントシ		1,850		1,700		西神NT東(S)
078-991-1700 ニシカミヒガシ		2,200		2,000

														明石高津橋
078-914-4586 アカシタカツハシ		1,950		1,800		伊川谷(S)
078-974-7636 イカワダニ		2,900		2,650

		[明石市] アカシシ												西神中央
078-961-6500 ニシカミチュウオウ		3,450		3,150		西神NT西(S)
078-961-1606 ニシカミニシ		3,750		3,400

		大久保北
078-934-7363 オオクボキタ		1,400		450		[垂水区] タルミク						[明石市] アカシシ						学園都市(S)
078-795-1187 ガクエントシ		2,600		2,350

								明舞新多聞(S)
078-783-6296 メイマイシンタモン		1,400		1,300		大久保東
078-935-7240 オオクボヒガシ		2,150		700		西神南NT(S)
078-996-0429 ニシカミミナミ		2,700		2,450

								垂水南部(S)
078-781-3539 タルミナンブ		1,300		1,200

		[垂水区] タルミク																		[明石市] アカシシ

		明舞
078-781-0102 メイマイ		2,250		2,050								[垂水区] タルミク						大久保東(S)
078-967-6338 オオクボヒガシ		4,250		1,350

		新多聞
078-785-8708 シンタモン		2,100		1,900								明舞
078-781-1556 メイマイ		1,450		1,350

														新多聞
078-784-2470 シンタモン		2,550		2,300

																				[垂水区] タルミク

																				明舞(S)
078-781-0052 メイマイ		2,300		2,100

																				多聞台
078-781-2683 タモンダイ		3,350		3,050

																				学ヶ丘
078-784-0707 ガクオカ		2,500		2,250

																				舞子(S)
078-783-1122 マイコ		2,550		2,300

		計		14,850		12,700		計		9,000		6,700		計		26,600		23,000		計 ケイ		38,650		32,600





西区 (8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												西区 ニシク		西区 ニシク		明石市 アカシシ		明石市 アカシシ		垂水区 タルミク		垂水区 タルミク		加古郡 カコグン		垂水区 タルミク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				7,350				350				1,800				450

																												毎日新聞				2,950				650				0				0

																												読売新聞				16,400				550				1,200				1,950

																												神戸新聞 カミト				19,200				1,050				3,900				2,200

																												合   計				45,900				2,600				6,900				4,600

		西区エリア 8０，０００部 折込配布明細（60000部） ニシクオリコミブ																						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 カミトシンキ

		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

		[西区] ニシク						[西区] ニシク						[西区] ニシク						[西区] ニシク

		神戸桜が丘
078-994-7143 コウベサクラオカ		1,250		1,000		押部谷
078-994-1777 オシベダニ		750		600		玉津西
078-927-7388 タマツニシ		3,750		3,000		西神(S)
078-991-0096 ニシカミ		1,650		1,350

		伊川谷
078-974-5321 イカワダニ		1,800		1,450		学園神戸西ﾆｭｰﾀｳﾝ
078-991-1323 ガクエンコウベニシ		2,900		2,350		押部谷
078-994-0414 オシベダニ		1,650		1,350		西区中央(S)
078-927-1360 ニシクチュウオウ		3,200		2,600

		西神NT東
078-991-4102 ニシカミヒガシ		1,700		1,400								伊川谷
078-974-7528 イカワダニ		4,900		3,950		押部谷(S)
078-994-1764 オシベタニ		3,900		3,150

		学園西神南
078-993-1156 ガクエンニシカミミナミ		2,550		2,050		[明石市] アカシシ						西神南
078-974-7528 ニシカミミナミ		2,900		2,350		神出(AMS)
078-965-2020 カミデ		800		650

		西神中央
078-961-1689 ニシカミチュウオウ		1,800		1,450		大久保
078-935-7260 オオクボ		2,650		650		学園都市
078-974-7528 ガクエントシ		1,850		1,500		西神NT東(S)
078-991-1700 ニシカミヒガシ		2,200		1,800

														明石高津橋
078-914-4586 アカシタカツハシ		1,950		1,450		伊川谷(S)
078-974-7636 イカワダニ		2,900		2,350

		[明石市] アカシシ												西神中央
078-961-6500 ニシカミチュウオウ		3,450		2,800		西神NT西(S)
078-961-1606 ニシカミニシ		3,750		3,000

								[垂水区] タルミク						[明石市] アカシシ						学園都市(S)
078-795-1187 ガクエントシ		2,600		2,100

		大久保北
078-934-7363 オオクボキタ		1,400		350														西神南NT(S)
078-996-0429 ニシカミミナミ		2,700		2,200

														大久保東
078-935-7240 オオクボヒガシ		2,150		550

		[垂水区] タルミク																		[明石市] アカシシ

		明舞
078-781-0102 メイマイ		2,250		1,800								[垂水区] タルミク						大久保東(S)
078-967-6338 オオクボヒガシ		4,250		1,050

														明舞
078-781-1556 メイマイ		1,450		1,200

		[加古郡] カコグン

		稲美
079-492-5055 イナミ		1,150		450								[加古郡] カコグン						[垂水区] タルミク

														稲美町
079-492-2258 イナミマチ		5,100		1,950		明舞(S)
078-781-0052 メイマイ		2,300		1,850

																				舞子(S)
078-783-1122 マイコ		2,550		2,050

																				[加古郡] カコグン

																				稲美(S)
079-492-3060 イナミ		5,750		2,200

		計		13,900		9,950		計		6,300		3,600		計		29,150		20,100		計 ケイ		38,550		26,350





垂水・須磨(10-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												垂水区 タルミク		垂水区 タルミク		須磨区 スマク		須磨区 スマク		明石市 アカシシ		明石市 アカシシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				12,500				11,100				0

																												毎日新聞				3,400				0				0

																												読売新聞				14,800				9,350				0

																												神戸新聞 カミト				26,100				19,900				2,850

																												合   計				56,800				40,350				2,850

		垂水・須磨エリア １００，０００部 折込配布明細 タルミスマオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク

		塩屋
078-751-7178 シオヤ		1,100		1,000		垂水
078-707-2694 タルミ		950		900		塩屋
078-751-0643 シオヤ		4,250		3,850		ｼﾞｪｰﾑｽ山･塩屋(S)
078-752-1276 ヤマシオヤ		3,500		3,150

		ｼﾞｪｰﾑｽ山
078-752-0796 ヤマ		1,200		1,100		明舞新多聞(S)
078-783-6296 メイマイシンタモン		1,400		1,300		たるみ
078-707-6147		3,700		3,350		垂水(S)
078-707-2910 タルミ		4,550		4,100

		垂水
078-752-0796 タルミ		1,650		1,500		垂水南部(S)
078-781-3539 タルミナンブ		1,300		1,200		舞子
078-787-3000 マイコ		2,050		1,850		上高丸(S)
078-709-4880 ウエタカマル		3,450		3,150

		星陵台
078-709-3537 ホシリョウダイ		2,900		2,650								西垂水
078-705-4141 ニシタルミ		2,300		2,100		舞子(S)
078-783-1122 マイコ		2,550		2,300

		明舞
078-781-0102 メイマイ		2,250		2,050								新多聞
078-784-2470 シンタモン		2,550		2,300		明舞(S)
078-781-0052 メイマイ		2,300		2,100

		新多聞
078-785-8708 シンタモン		2,100		1,900								明舞
078-781-1556 メイマイ		1,450		1,350		多聞台
078-781-2683 タモンダイ		3,350		3,050

		名谷北
078-791-0007 ミョウダニキタ		2,550		2,300								[須磨区] スマク						学ヶ丘
078-784-0707 ガクオカ		2,500		2,250

														須磨
078-731-5167 スマ		4,350		3,400		垂水東販売(S)
078-755-5335 タルミヒガシハンバイ		6,650		6,000

														妙法寺
078-741-4551 ミョウホウジ		700		550

		[須磨区] スマク												須磨山手
078-732-5513 スマヤマテ		1,500		1,350		[須磨区] スマク

		須磨
078-731-1266 スマ		4,700		3,650								名谷　
078-792-1958 ミョウダニ		1,900		1,750		板宿(S)
078-732-4861 イタヤド		2,850		2,250

		高倉台
078-732-5531 タカクラダイ		2,000		1,800								名谷中央
078-792-1050 ミョウダニチュウオウ		2,550		2,300		須磨(S)
078-732-6995 スマ		3,300		3,000

		北須磨
078-792-1030 キタスマ		4,450		4,050														北須磨(S)
078-732-5512 キタスマ		3,750		3,400

		名谷
078-792-1959 ミョウダニ		1,750		1,600														妙法寺(S)
078-741-2218 ミョウホウジ		2,050		1,600

																				白川台(S)
078-792-6108 シラカワダイ		2,400		2,200

																				名谷北(S)
078-793-1780 ミョウダニキタ		2,250		2,050

																				名谷中央(S)
078-791-1415 ミョウダニチュウオウ		5,950		5,400

																				[明石市] アカシシ

																				朝霧(S)
078-911-3751 アサギリ		3,500		2,850

		計		26,650		23,600		計		3,650		3,400		計		27,300		24,150		計 ケイ		54,900		48,850





垂水・須磨(8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												垂水区 タルミク		垂水区 タルミク		須磨区 スマク		須磨区 スマク		明石市 アカシシ		明石市 アカシシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				8,550				11,300				0

																												毎日新聞				2,100				0				0

																												読売新聞				11,150				10,000				0

																												神戸新聞 カミト				16,400				20,500				0

																												合   計				38,200				41,800				0

		垂水・須磨エリア 8０，０００部 折込配布明細 タルミスマオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク

		塩屋
078-751-7178 シオヤ		1,100		1,000		垂水
078-707-2694 タルミ		950		900		塩屋
078-751-0643 シオヤ		4,250		3,850		ｼﾞｪｰﾑｽ山･塩屋(S)
078-752-1276 ヤマシオヤ		3,500		3,150

		ｼﾞｪｰﾑｽ山
078-752-0796 ヤマ		1,200		1,100		垂水南部(S)
078-781-3539 タルミナンブ		1,300		1,200		たるみ
078-707-6147		3,700		3,350		垂水(S)
078-707-2910 タルミ		4,550		4,100

		垂水
078-752-0796 タルミ		1,650		1,500								舞子
078-787-3000 マイコ		2,050		1,850		上高丸(S)
078-709-4880 ウエタカマル		3,450		3,150

		星陵台
078-709-3537 ホシリョウダイ		2,900		2,650								西垂水
078-705-4141 ニシタルミ		2,300		2,100		垂水東販売(S)
078-755-5335 タルミヒガシハンバイ		6,650		6,000

		名谷北
078-791-0007 ミョウダニキタ		2,550		2,300

														[須磨区] スマク

														須磨
078-731-5167 スマ		4,350		3,950

														妙法寺
078-741-4551 ミョウホウジ		700		650

		[須磨区] スマク												須磨山手
078-732-5513 スマヤマテ		1,500		1,350		[須磨区] スマク

		須磨
078-731-1266 スマ		4,700		3,850								名谷　
078-792-1958 ミョウダニ		1,900		1,750		板宿(S)
078-732-4861 イタヤド		2,850		2,600

		高倉台
078-732-5531 タカクラダイ		2,000		1,800								名谷中央
078-792-1050 ミョウダニチュウオウ		2,550		2,300		須磨(S)
078-732-6995 スマ		3,300		3,000

		北須磨
078-792-1030 キタスマ		4,450		4,050														北須磨(S)
078-732-5512 キタスマ		3,750		3,400

		名谷
078-792-1959 ミョウダニ		1,750		1,600														妙法寺(S)
078-741-2218 ミョウホウジ		2,050		1,850

																				白川台(S)
078-792-6108 シラカワダイ		2,400		2,200

																				名谷北(S)
078-793-1780 ミョウダニキタ		2,250		2,050

																				名谷中央(S)
078-791-1415 ミョウダニチュウオウ		5,950		5,400

		計		22,300		19,850		計		2,250		2,100		計		23,300		21,150		計 ケイ		40,700		36,900





垂水・須磨(8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												垂水区 タルミク		垂水区 タルミク		須磨区 スマク		須磨区 スマク		明石市 アカシシ		明石市 アカシシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				9,350				10,400				0

																												毎日新聞				3,000				0				0

																												読売新聞				11,950				8,900				0

																												神戸新聞 カミト				18,500				17,900				0

																												合   計				42,800				37,200				0

		垂水・須磨エリア 8０，０００部 折込配布明細 タルミスマオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク

		塩屋
078-751-7178 シオヤ		1,100		900		垂水
078-707-2694 タルミ		950		800		塩屋
078-751-0643 シオヤ		4,250		3,400		ｼﾞｪｰﾑｽ山･塩屋(S)
078-752-1276 ヤマシオヤ		3,500		2,800

		ｼﾞｪｰﾑｽ山
078-752-0796 ヤマ		1,200		1,000		明舞新多聞(S)
078-783-6296 メイマイシンタモン		1,400		1,150		たるみ
078-707-6147		3,700		3,000		垂水(S)
078-707-2910 タルミ		4,550		3,650

		垂水
078-752-0796 タルミ		1,650		1,350		垂水南部(S)
078-781-3539 タルミナンブ		1,300		1,050		舞子
078-787-3000 マイコ		2,050		1,650		上高丸(S)
078-709-4880 ウエタカマル		3,450		2,800

		星陵台
078-709-3537 ホシリョウダイ		2,900		2,350								西垂水
078-705-4141 ニシタルミ		2,300		1,850		舞子(S)
078-783-1122 マイコ		2,550		0

		明舞
078-781-0102 メイマイ		2,250		0								新多聞
078-784-2470 シンタモン		2,550		2,050		明舞(S)
078-781-0052 メイマイ		2,300		0

		新多聞
078-785-8708 シンタモン		2,100		1,700								明舞
078-781-1556 メイマイ		1,450		0		多聞台
078-781-2683 タモンダイ		3,350		2,700

		名谷北
078-791-0007 ミョウダニキタ		2,550		2,050								[須磨区] スマク						学ヶ丘
078-784-0707 ガクオカ		2,500		2,000

														須磨
078-731-5167 スマ		4,350		3,500		垂水東販売(S)
078-755-5335 タルミヒガシハンバイ		6,650		4,550

														妙法寺
078-741-4551 ミョウホウジ		700		600

		[須磨区] スマク												須磨山手
078-732-5513 スマヤマテ		1,500		1,200		[須磨区] スマク

		須磨
078-731-1266 スマ		4,700		3,800								名谷　
078-792-1958 ミョウダニ		1,900		1,550		板宿(S)
078-732-4861 イタヤド		2,850		2,300

		高倉台
078-732-5531 タカクラダイ		2,000		1,600								名谷中央
078-792-1050 ミョウダニチュウオウ		2,550		2,050		須磨(S)
078-732-6995 スマ		3,300		2,650

		北須磨
078-792-1030 キタスマ		4,450		3,600														北須磨(S)
078-732-5512 キタスマ		3,750		3,000

		名谷
078-792-1959 ミョウダニ		1,750		1,400														妙法寺(S)
078-741-2218 ミョウホウジ		2,050		1,400

																				白川台(S)
078-792-6108 シラカワダイ		2,400		1,950

																				名谷北(S)
078-793-1780 ミョウダニキタ		2,250		1,800

																				名谷中央(S)
078-791-1415 ミョウダニチュウオウ		5,950		4,800

		計		26,650		19,750		計		3,650		3,000		計		27,300		20,850		計 ケイ		51,400		36,400





神戸中央・兵庫・長田(10-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												中央区 チュウオウク		兵庫区 ヒョウゴク		長田区 ナガタク				灘区 ナダク				須磨区 スマク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		6,450		3,800				2,900				5,050				1,050

																												毎日新聞		2,750		350				0				1,600				0

																												読売新聞		7,350		5,850				5,550				8,300				1,100

																												産経新聞 サンケイ		0		0				0				0				0

																												神戸新聞 カミト		10,150		15,350				13,100				8,250				1,050

																												合   計		26,700		25,350				21,550				23,200				3,200

		神戸中央・兵庫・長田エリア １００，０００部 折込配布明細 コウベチュウオウヒョウゴナガタオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク

		熊内
078-231-6356 クマウチ		2,300		2,100		三宮東部
078-221-1877 サンノミヤトウブ		400		400		葺合
078-221-2909 フキアイ		1,950		1,800		葺合東
078-231-0518 フキアイヒガシ		2,150		1,950

		神戸三宮
078-251-0223 コウベサンノミヤ		3,900		3,550		三宮
078-222-1732 サンノミヤ		400		400		二宮
078-231-1826 ニノミヤ		1,750		1,600		葺合西
078-222-0873 フキアイニシ		2,800		2,550

		ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3359		850		800		栄町
078-351-3875 サカエマチ		1,650		1,500		東神戸
078-341-4169 ヒガシコウベ		3,350		3,050		三宮
078-222-0873 サンノミヤ		1,600		1,450

		[兵庫区] ヒョウゴク						ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3284		500		450		ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3284		950		900		元町
078-331-0218 モトマチ		2,650		2,350

		柳原
078-651-2809 ヤナギハラ		2,050		1,850														ﾎﾟｰﾄIL(S)
078-302-3359		2,050		1,850

		ひょうご山手
078-521-4061 ヤマテ		2,150		1,950		[兵庫区] ヒョウゴク						[兵庫区] ヒョウゴク						[兵庫区] ヒョウゴク

		[長田区] ナガタク						湊川
078-511-5068 ミナトガワ		350		350		兵庫中央
078-575-3871 ヒョウゴチュウオウ		3,500		3,150		大倉山
078-361-2498 オオクラサン		5,550		5,000

		長田中央
078-643-0866 ナガタチュウオウ		3,200		2,900								柳原
078-671-6973 ヤナギハラ		1,400		1,300		神戸市販売C
078-575-0115 コウベシハンバイ		4,700		4,250

		[灘区] ナダク						[灘区] ナダク						笠松
078-681-5863 カサマツ		500		450		ｷｬﾅﾙｼﾃｨｰ
078-685-3577		3,900		3,550

		神戸なだ
078-851-5678 コウベ		5,200		3,250		灘中央
078-861-2378 ナダチュウオウ		1,750		1,600		大開
078-578-1260 ダイヒラ		1,050		950		夢野
078-511-4785 ユメノ		2,800		2,550

		六甲              078-871-8710 ロッコウ		2,000		1,800								[長田区] ナガタク						[長田区] ナガタク

														長田中央
078-575-3921 ナガタチュウオウ		2,100		1,900		長田北(S)
078-691-7333 ナガタキタ		3,500		3,150

		[須磨区] スマク												新長田
078-611-0228 シンナガタ		2,500		2,250		大橋
078-611-4138 オオハシ		1,450		1,350

		須磨
078-731-1266 スマ		4,700		1,050								長田山手
078-691-4956 ナガタヤマテ		1,550		1,400		西代(S)
078-621-0284 ニシダイ		3,600		3,250

														[灘区] ナダク						池田(S)
078-621-7829 イケダ		2,050		1,850

														六甲
078-851-0132 ロッコウ		4,550		2,850		腕塚(S)
078-731-3608 ウデツカ		2,300		2,100

														阪急六甲駅前
078-881-0218 ハンキュウロッコウエキマエ		2,600		1,600		板宿北(S)
078-611-4632 イタヤドキタ		1,550		1,400

														王子公園　078-801-3895 オウジコウエン		2,800		2,550		[灘区] ナダク

														西灘
078-861-2031 ニシナダ		1,400		1,300		六甲道
078-851-9200 ロッコウミチ		5,900		3,650

																				六甲　　　　　　　078-861-3033 ロッコウ		1,400		1,300

														[須磨区] スマク						西灘　　　　　　　　　078-801-0512 ニシナダ		3,650		3,300

														妙法寺
078-741-4551 ミョウホウジ		700		150

														須磨
078-731-5167 スマ		4,350		950		[須磨区] スマク

																				板宿(S)
078-732-4861 イタヤド		2,850		600

																				妙法寺(S)
078-741-2218 ミョウホウジ		2,050		450

		計		26,350		19,250		計		5,050		4,700		計		37,000		28,150		計 ケイ		58,500		47,900





神戸中央・兵庫・長田(8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												中央区 チュウオウク		兵庫区 ヒョウゴク		長田区 ナガタク				灘区 ナダク				須磨区 スマク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		6,450		3,800				2,900				1,450				0

																												毎日新聞		2,750		350				0				1,250				0

																												読売新聞		7,350		5,850				5,550				1,050				0

																												産経新聞 サンケイ		0		0				0				0				0

																												神戸新聞 カミト		10,150		15,350				13,100				2,650				0

																												合   計		26,700		25,350				21,550				6,400				0

		神戸中央・兵庫・長田エリア 8０，０００部 折込配布明細 コウベチュウオウヒョウゴナガタオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク

		熊内
078-231-6356 クマウチ		2,300		2,100		三宮東部
078-221-1877 サンノミヤトウブ		400		400		葺合
078-221-2909 フキアイ		1,950		1,800		葺合東
078-231-0518 フキアイヒガシ		2,150		1,950

		神戸三宮
078-251-0223 コウベサンノミヤ		3,900		3,550		三宮
078-222-1732 サンノミヤ		400		400		二宮
078-231-1826 ニノミヤ		1,750		1,600		葺合西
078-222-0873 フキアイニシ		2,800		2,550

		ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3359		850		800		栄町
078-351-3875 サカエマチ		1,650		1,500		東神戸
078-341-4169 ヒガシコウベ		3,350		3,050		三宮
078-222-0873 サンノミヤ		1,600		1,450

		[兵庫区] ヒョウゴク						ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3284		500		450		ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3284		950		900		元町
078-331-0218 モトマチ		2,650		2,350

		柳原
078-651-2809 ヤナギハラ		2,050		1,850														ﾎﾟｰﾄIL(S)
078-302-3359		2,050		1,850

		ひょうご山手
078-521-4061 ヤマテ		2,150		1,950		[兵庫区] ヒョウゴク						[兵庫区] ヒョウゴク						[兵庫区] ヒョウゴク

		[長田区] ナガタク						湊川
078-511-5068 ミナトガワ		350		350		兵庫中央
078-575-3871 ヒョウゴチュウオウ		3,500		3,150		大倉山
078-361-2498 オオクラサン		5,550		5,000

		長田中央
078-643-0866 ナガタチュウオウ		3,200		2,900								柳原
078-671-6973 ヤナギハラ		1,400		1,300		神戸市販売C
078-575-0115 コウベシハンバイ		4,700		4,250

		[灘区] ナダク						[灘区] ナダク						笠松
078-681-5863 カサマツ		500		450		ｷｬﾅﾙｼﾃｨｰ
078-685-3577		3,900		3,550

		六甲              078-871-8710 ロッコウ		2,000		1,450		灘中央
078-861-2378 ナダチュウオウ		1,750		1,250		大開
078-578-1260 ダイヒラ		1,050		950		夢野
078-511-4785 ユメノ		2,800		2,550

														[長田区] ナガタク						[長田区] ナガタク

														長田中央
078-575-3921 ナガタチュウオウ		2,100		1,900		長田北(S)
078-691-7333 ナガタキタ		3,500		3,150

														新長田
078-611-0228 シンナガタ		2,500		2,250		大橋
078-611-4138 オオハシ		1,450		1,350

														長田山手
078-691-4956 ナガタヤマテ		1,550		1,400		西代(S)
078-621-0284 ニシダイ		3,600		3,250

														[灘区] ナダク						池田(S)
078-621-7829 イケダ		2,050		1,850

														西灘
078-861-2031 ニシナダ		1,400		1,050		腕塚(S)
078-731-3608 ウデツカ		2,300		2,100

																				板宿北(S)
078-611-4632 イタヤドキタ		1,550		1,400

																				[灘区] ナダク

																				西灘　　　　　　　　　078-801-0512 ニシナダ		3,650		2,650

		計		16,450		14,600		計		5,050		4,350		計		22,000		19,800		計 ケイ		46,300		41,250





神戸中央・兵庫・長田(8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												中央区 チュウオウク		兵庫区 ヒョウゴク		長田区 ナガタク				灘区 ナダク				須磨区 スマク				北区 キタク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		5,700		3,400				2,600				1,600				0		550

																												毎日新聞		2,450		300				0				1,400				0		0

																												読売新聞		6,500		5,200				4,950				1,150				0		1,950

																												産経新聞 サンケイ		0		0				0				0				0		0

																												神戸新聞 カミト		9,050		13,650				11,650				2,950				2,950		2,000

																												合   計		23,700		22,550				19,200				7,100				2,950		4500

		神戸中央・兵庫・長田エリア 8０，０００部 折込配布明細 コウベチュウオウヒョウゴナガタオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク

		熊内
078-231-6356 クマウチ		2,300		1,850		三宮東部
078-221-1877 サンノミヤトウブ		400		350		葺合
078-221-2909 フキアイ		1,950		1,600		葺合東
078-231-0518 フキアイヒガシ		2,150		1,750

		神戸三宮
078-251-0223 コウベサンノミヤ		3,900		3,150		三宮
078-222-1732 サンノミヤ		400		350		二宮
078-231-1826 ニノミヤ		1,750		1,400		葺合西
078-222-0873 フキアイニシ		2,800		2,250

		ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3359		850		700		栄町
078-351-3875 サカエマチ		1,650		1,350		東神戸
078-341-4169 ヒガシコウベ		3,350		2,700		三宮
078-222-0873 サンノミヤ		1,600		1,300

		[兵庫区] ヒョウゴク						ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3284		500		400		ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3284		950		800		元町
078-331-0218 モトマチ		2,650		2,100

		柳原
078-651-2809 ヤナギハラ		2,050		1,650														ﾎﾟｰﾄIL(S)
078-302-3359		2,050		1,650

		ひょうご山手
078-521-4061 ヤマテ		2,150		1,750		[兵庫区] ヒョウゴク						[兵庫区] ヒョウゴク						[兵庫区] ヒョウゴク

		[長田区] ナガタク						湊川
078-511-5068 ミナトガワ		350		300		兵庫中央
078-575-3871 ヒョウゴチュウオウ		3,500		2,800		大倉山
078-361-2498 オオクラサン		5,550		4,450

		長田中央
078-643-0866 ナガタチュウオウ		3,200		2,600								柳原
078-671-6973 ヤナギハラ		1,400		1,150		神戸市販売C
078-575-0115 コウベシハンバイ		4,700		3,800

		[灘区] ナダク						[灘区] ナダク						笠松
078-681-5863 カサマツ		500		400		ｷｬﾅﾙｼﾃｨｰ
078-685-3577		3,900		3,150

		六甲              078-871-8710 ロッコウ		2,000		1,600		灘中央
078-861-2378 ナダチュウオウ		1,750		1,400		大開
078-578-1260 ダイヒラ		1,050		850		夢野
078-511-4785 ユメノ		2,800		2,250

														[長田区] ナガタク						[長田区] ナガタク

														長田中央
078-575-3921 ナガタチュウオウ		2,100		1,700		長田北(S)
078-691-7333 ナガタキタ		3,500		2,800

		[須磨区] スマク												新長田
078-611-0228 シンナガタ		2,500		2,000		大橋
078-611-4138 オオハシ		1,450		1,200

														長田山手
078-691-4956 ナガタヤマテ		1,550		1,250		西代(S)
078-621-0284 ニシダイ		3,600		2,900

														[灘区] ナダク						池田(S)
078-621-7829 イケダ		2,050		1,650

		[北区] キタク												西灘
078-861-2031 ニシナダ		1,400		1,150		腕塚(S)
078-731-3608 ウデツカ		2,300		1,850

		ひよどり台
078-743-1053 ダイ		650		550														板宿北(S)
078-611-4632 イタヤドキタ		1,550		1,250

																				[灘区] ナダク

																				西灘　　　　　　　　　078-801-0512 ニシナダ		3,650		2,950

														[須磨区] スマク

																				[須磨区] スマク

																				板宿(S)
078-732-4861 イタヤド		2,850		2,300

														[北区] キタク						妙法寺(S)
078-741-2218 ミョウホウジ		2,050		650

														西鈴蘭台
078-592-4440 セイスズランダイ		2,800		1,950		[北区] キタク

																				鈴蘭台南(S)
078-743-1055 スズランダイミナミ		2,500		2,000

		計		17,100		13,850		計		5,050		4,150		計		24,800		19,750		計 ケイ		53,700		42,250






明石(8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												明石市 アカシシ				加古川市・郡 カコカワシグン

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				13,750				900

																												毎日新聞				8,050				0

																												読売新聞				16,550				1,000

																												神戸新聞 カミト				31,450				2,700

																												合   計				69,800				4,600

		明石エリア ８０，０００部 折込配布明細（74400部） アカシオリコミブ																						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 カミトシンキ

		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

		[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ

		明石
078-918-6808 アカシ		2,100		1,700		魚住
078-947-1890 ウオズミ		2,300		1,850		明石
078-911-5046 アカシ		2,750		2,200		明石(S)
078-911-2421 アカシ		2,750		2,200

		西明石玉津
078-928-6400 ニシアカシタマツ		4,650		3,750		大久保
078-935-7260 オオクボ		2,650		2,000		明石西新町
078-923-0270 アカシニシシンマチ		2,500		2,000		明石南(S)
078-927-1310 アカシミナミ		1,750		1,400

		大久保北
078-934-7363 オオクボキタ		1,400		1,050		人丸
078-911-8698 ヒトマル		1,250		1,000		西明石
078-927-9310 ニシアカシ		3,450		2,800		西新町(S)
078-928-0558 ニシシンマチ		1,200		1,000

		大久保
078-936-1777 オオクボ		4,400		3,550		西明石
078-928-6512 ニシアカシ		2,850		2,300		大久保
078-936-0948 オオクボ		3,400		2,750		西明石(S)
078-928-5884 ニシアカシ		4,150		3,350

		魚住
078-947-2817 ウオズミ		3,150		2,550		明石
078-911-8698 アカシ		500		400		魚住
078-943-0437 ウオズミ		2,600		2,100		神明販売(S)
078-925-3678 カミメイハンバイ		3,550		2,850

		朝霧
078-912-7567 アサギリ		1,400		1,150		朝霧
078-911-8698 アサギリ		600		500		大久保東
078-935-7240 オオクボヒガシ		2,150		1,750		大久保(S)
078-935-4710 オオクボ		6,050		4,850

														二見
078-942-1672 フタミ		2,550		2,050		大久保東(S)
078-967-6338 オオクボヒガシ		4,250		3,200

		[加古川市・郡] カコカワシグン												朝霧
078-787-3000 アサギリ		1,100		900		江井ケ島(S)
078-947-4429 エイシマ		3,800		3,050

		土山二見
078-942-3932 ツチヤマフタミ		2,200		550														魚住北(S)
078-947-4321 ウオズミキタ		2,600		2,100

		播磨南
079-437-7010 ハリマミナミ		1,450		350								[加古川市・郡] カコカワシグン						魚住西(S)
078-944-4070 ウオズミニシ		3,150		2,550

														兵庫播磨町
079-435-1872 ヒョウゴハリマチョウ		3,650		1,000		明石販売(S)
078-914-8355 アカシハンバイ		2,600		2,100

																				朝霧(S)
078-911-3751 アサギリ		3,500		2,800

																				[加古川市・郡] カコカワシグン

																				播磨町(S)
078-943-1102 ハリマチョウ		3,700		1,000

																				土山(S)
078-942-1101 ツチヤマ		6,400		1,700

		計 ケイ		20,750		14,650		計		10,150		8,050		計		24,150		17,550		計		49,450		34,150





明石(10-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												明石市 アカシシ				加古川市・郡 カコカワシグン

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				13,400				2,500

																												毎日新聞				7,900				0

																												読売新聞				16,250				2,500

																												神戸新聞 カミト				30,600				6,850

																												合   計				68,150				11,850

		明石エリア １００，０００部 折込配布明細（80000部） アカシオリコミブ																						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 カミトシンキ

		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

		[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ

		明石
078-918-6808 アカシ		2,100		1,700		魚住
078-947-1890 ウオズミ		2,300		1,850		明石
078-911-5046 アカシ		2,750		2,200		明石(S)
078-911-2421 アカシ		2,750		2,200

		西明石玉津
078-928-6400 ニシアカシタマツ		4,650		3,750		大久保
078-935-7260 オオクボ		2,650		2,000		明石西新町
078-923-0270 アカシニシシンマチ		2,500		2,000		明石南(S)
078-927-1310 アカシミナミ		1,750		1,400

		大久保北
078-934-7363 オオクボキタ		1,400		1,050		人丸
078-911-8698 ヒトマル		1,250		1,000		西明石
078-927-9310 ニシアカシ		3,450		2,800		西新町(S)
078-928-0558 ニシシンマチ		1,200		1,000

		大久保
078-936-1777 オオクボ		4,400		3,550		西明石
078-928-6512 ニシアカシ		2,850		2,300		大久保
078-936-0948 オオクボ		3,400		2,750		西明石(S)
078-928-5884 ニシアカシ		4,150		3,350

		魚住
078-947-2817 ウオズミ		3,150		2,550		明石
078-911-8698 アカシ		500		400		魚住
078-943-0437 ウオズミ		2,600		2,100		神明販売(S)
078-925-3678 カミメイハンバイ		3,550		2,850

		朝霧
078-912-7567 アサギリ		1,400		800		朝霧
078-911-8698 アサギリ		600		350		大久保東
078-935-7240 オオクボヒガシ		2,150		1,750		大久保(S)
078-935-4710 オオクボ		6,050		4,850

														二見
078-942-1672 フタミ		2,550		2,050		大久保東(S)
078-967-6338 オオクボヒガシ		4,250		3,200

		[加古川市・郡] カコカワシグン												朝霧
078-787-3000 アサギリ		1,100		600		江井ケ島(S)
078-947-4429 エイシマ		3,800		3,050

		土山二見
078-942-3932 ツチヤマフタミ		2,200		1,500														魚住北(S)
078-947-4321 ウオズミキタ		2,600		2,100

		播磨南
079-437-7010 ハリマミナミ		1,450		1,000								[加古川市・郡] カコカワシグン						魚住西(S)
078-944-4070 ウオズミニシ		3,150		2,550

														兵庫播磨町
079-435-1872 ヒョウゴハリマチョウ		3,650		2,500		明石販売(S)
078-914-8355 アカシハンバイ		2,600		2,100

																				朝霧(S)
078-911-3751 アサギリ		3,500		1,950

																				[加古川市・郡] カコカワシグン

																				播磨町(S)
078-943-1102 ハリマチョウ		3,700		2,500

																				土山(S)
078-942-1101 ツチヤマ		6,400		4,350

		計 ケイ		20,750		15,900		計		10,150		7,900		計		24,150		18,750		計		49,450		37,450





明石(8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												明石市 アカシシ				加古川市・郡 カコカワシグン

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				14,400				1,250

																												毎日新聞				8,600				0

																												読売新聞				18,100				1,200

																												神戸新聞 カミト				33,050				0

																												合   計				74,150				2,450

		明石エリア ８０，０００部 折込配布明細 アカシオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ

		明石
078-918-6808 アカシ		2,100		1,900		魚住
078-947-1890 ウオズミ		2,300		2,100		明石
078-911-5046 アカシ		2,750		2,500		明石(S)
078-911-2421 アカシ		2,750		2,500

		西明石
078-928-6400 ニシアカシ		4,650		4,200		大久保
078-935-7260 オオクボ		2,650		1,800		明石西新町
078-923-0270 アカシニシシンマチ		2,500		2,250		明石南(S)
078-927-1310 アカシミナミ		1,750		1,600

		大久保北
078-934-7363 オオクボキタ		1,400		950		人丸
078-911-8698 ヒトマル		1,250		1,150		西明石
078-927-9310 ニシアカシ		3,450		3,150		西新町(S)
078-928-0558 ニシシンマチ		1,200		1,100

		大久保
078-936-1777 オオクボ		4,400		3,200		西明石
078-928-6512 ニシアカシ		2,850		2,600		大久保
078-936-0948 オオクボ		3,400		3,100		西明石(S)
078-928-5884 ニシアカシ		4,150		3,750

		魚住
078-947-2817 ウオズミ		3,150		2,850		明石
078-911-8698 アカシ		500		450		魚住
078-943-0437 ウオズミ		2,600		2,350		神明販売(S)
078-925-3678 カミメイハンバイ		3,550		3,200

		朝霧
078-912-7567 アサギリ		1,400		1,300		朝霧
078-911-8698 アサギリ		600		500		大久保東
078-935-7240 オオクボヒガシ		2,150		1,450		大久保(S)
078-935-4710 オオクボ		6,050		2,900

														二見
078-942-1672 フタミ		2,550		2,300		大久保東(S)
078-967-6338 オオクボヒガシ		4,250		3,850

		[加古川市・郡] カコカワシグン												朝霧
078-787-3000 アサギリ		1,100		1,000		江井ケ島(S)
078-947-4429 エイシマ		3,800		3,450

		土山二見
078-942-3932 ツチヤマフタミ		2,200		750														魚住北(S)
078-947-4321 ウオズミキタ		2,600		2,350

		播磨南
079-437-7010 ハリマミナミ		1,450		500								[加古川市・郡] カコカワシグン						魚住西(S)
078-944-4070 ウオズミニシ		3,150		2,850

														兵庫播磨町
079-435-1872 ヒョウゴハリマチョウ		3,650		1,200		明石販売(S)
078-914-8355 アカシハンバイ		2,600		2,350

																				朝霧(S)
078-911-3751 アサギリ		3,500		3,150

																				[加古川市・郡] カコカワシグン

																				播磨町(S)
078-943-1102 ハリマチョウ		3,700		1,250

																				土山(S)
078-942-1101 ツチヤマ		6,400		2,150

		計 ケイ		20,750		15,650		計		10,150		8,600		計		24,150		19,300		計		49,450		36,450





明石(10-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												明石市 アカシシ				加古川市・郡 カコカワシグン

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				13,100				3,350

																												毎日新聞				8,100				0

																												読売新聞				15,600				3,300

																												神戸新聞 カミト				29,900				9,150

																												合   計				66,700				15,800

		明石エリア １００，０００部 折込配布明細（82500部） アカシオリコミブ																						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 カミトシンキ

		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

		[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ						[明石市] アカシシ

		明石
078-918-6808 アカシ		2,100		1,900		魚住
078-947-1890 ウオズミ		2,300		2,100		明石
078-911-5046 アカシ		2,750		1,000		明石(S)
078-911-2421 アカシ		2,750		2,500

		西明石玉津
078-92 ニシアカシタマツ		4,650		4,200		大久保
078-935-7260 オオクボ		2,650		1,800		明石西新町
078-923-0270 アカシニシシンマチ		2,500		2,250		明石南(S)
078-927-1310 アカシミナミ		1,750		1,600

		大久保北
078-934-7363 オオクボキタ		1,400		950		人丸
078-911-8698 ヒトマル		1,250		1,150		西明石
078-927-9310 ニシアカシ		3,450		3,150		西新町(S)
078-928-0558 ニシシンマチ		1,200		1,100

		大久保
078-936-1777 オオクボ		4,400		3,200		西明石
078-928-6512 ニシアカシ		2,850		2,600		大久保
078-936-0948 オオクボ		3,400		3,100		西明石(S)
078-928-5884 ニシアカシ		4,150		3,750

		魚住
078-947-2817 ウオズミ		3,150		2,850		明石
078-911-8698 アカシ		500		450		魚住
078-943-0437 ウオズミ		2,600		2,350		神明販売(S)
078-925-3678 カミメイハンバイ		3,550		3,200

														大久保東
078-935-7240 オオクボヒガシ		2,150		1,450		大久保(S)
078-935-4710 オオクボ		6,050		2,900

														二見
078-942-1672 フタミ		2,550		2,300		大久保東(S)
078-967-6338 オオクボヒガシ		4,250		3,850

		[加古川市・郡] カコカワシグン																		江井ケ島(S)
078-947-4429 エイシマ		3,800		3,450

		土山二見
078-942-3932 ツチヤマフタミ		2,200		2,000														魚住北(S)
078-947-4321 ウオズミキタ		2,600		2,350

		播磨南
079-437-7010 ハリマミナミ		1,450		1,350								[加古川市・郡] カコカワシグン						魚住西(S)
078-944-4070 ウオズミニシ		3,150		2,850

														兵庫播磨町
079-435-1872 ヒョウゴハリマチョウ		3,650		3,300		明石販売(S)
078-914-8355 アカシハンバイ		2,600		2,350

																				[加古川市・郡] カコカワシグン

																				播磨町(S)
078-943-1102 ハリマチョウ		3,700		3,350

																				土山(S)
078-942-1101 ツチヤマ		6,400		5,800

		計 ケイ		19,350		16,450		計		9,550		8,100		計		23,050		18,900		計		45,950		39,050





北区三田(8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												北区 キタク		北区 キタク		三田市 サンダシ				篠山市 ササヤマシ				西宮市 ニシノミヤシ				宝塚市 タカラツカシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				10,550				7,550				0				0		0

																												毎日新聞				4,700				3,000				0				0		0

																												読売新聞				13,700				11,100				1,500				0		0

																												産経新聞 サンケイシンブン				0				0				0				0		0

																												神戸新聞 カミト				22,200				5,700				0				0		0

																												合   計				51,150				27,350				1,500				0		0

		神戸北区・三田エリア ８０，０００部 折込配布明細 コウベキタクサンダオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[北区] キタク						[北区] キタク						[北区] キタク						[北区] キタク

		ひよどり台
078-743-1053 ダイ		650		550		山ノ街
078-581-1143 ヤママチ		1,900		1,550		鈴蘭台
078-591-6468 スズランダイ		4,550		3,650		鈴蘭台南(S)
078-743-1055 スズランダイミナミ		2,500		2,000

		鈴蘭泉台
078-593-9039 スズランイズミダイ		3,500		2,800		藤原台
078-982-6621 フジワラダイ		3,100		650		西鈴蘭台
078-592-4440 セイスズランダイ		2,800		2,250		鈴蘭台西(S)
078-592-0855 スズランダイセイ		2,450		2,000

		六甲山手
078-982-3484 ロッコウヤマテ		1,300		1,050		神戸北町
078-582-2466 コウベキタマチ		800		2,500		藤原台
078-981-2022 フジワラダイ		4,550		3,650		鈴蘭台東(S)
078-591-1510 スズランダイヒガシ		5,150		4,150

		藤原台
078-982-6633 フジワラダイ		3,300		2,650								北神戸
078-586-2313 キタコウベ		5,150		4,150		箕谷神戸北町(S)
078-583-6410 ミタニコウベキタマチ		4,200		3,400

		鈴蘭台
078-591-4611 スズランダイ		3,500		2,800		[三田市] サンダシ						[三田市] サンダシ						北鈴蘭台(S)
078-593-3240 キタスズランダイ		1,900		1,550

		神戸北
078-586-2501 コウベキタ		850		700		三田(A)
079-562-6130 サンダ		3,700		3,000		三田中央
079-562-4474 サンダチュウオウ		3,400		2,750		北神ＮＴ(S)
078-951-3171 キタカミ		3,850		3,100

														ﾌﾗﾜｰＴ
079-563-2558		5,850		4,700		藤原台(S)
078-982-6618 フジワラダイ		5,700		4,600

		[三田市] サンダシ												ｳｯﾃﾞｨＴ
079-563-2230		3,650		2,950		鈴蘭山の街(S)
078-583-6410 スズランヤママチ		1,700		1,400

		三田(S)
079-563-2352 サンダ		5,350		4,300								三田西
079-560-0444 サンダセイ		1,850		700

		ｳｯﾃﾞｨＴ南(M)
079-562-8712 ミナミ		4,050		3,250								[西宮市] ニシノミヤシ						[三田市] サンダシ

														北六甲
078-903-1166 キタロッコウ		1,850		1,500		三田
079-562-6467 サンダ		3,000		2,400

																				三田北(MS)
079-568-3717 サンダキタ		1,800		700

																				北摂ﾆｭｰﾀｳﾝ
079-565-5180 ホクセツ		3,200		2,600

		計		22,500		18,100		計		9,500		7,700		計		33,650		26,300		計 ケイ		35,450		27,900





北区三田(8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												北区 キタク		北区 キタク		三田市 サンダシ				篠山市 ササヤマシ				西宮市 ニシノミヤシ				宝塚市 タカラツカシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				11,900				8,500				0				0		0

																												毎日新聞				5,300				3,350				0				0		0

																												読売新聞				15,400				12,550				1,700				0		0

																												産経新聞 サンケイシンブン				0				0				0				0		0

																												神戸新聞 カミト				24,900				6,400				0				0		0

																												合   計				57,500				30,800				1,700				0		0

		神戸北区・三田エリア ８０，０００部 折込配布明細（90000部） コウベキタクサンダオリコミブ																						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 カミトシンキ

		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

		[北区] キタク						[北区] キタク						[北区] キタク						[北区] キタク

		ひよどり台
078-743-1053 ダイ		650		600		山ノ街
078-581-1143 ヤママチ		1,900		1,750		鈴蘭台
078-591-6468 スズランダイ		4,550		4,100		鈴蘭台南(S)
078-743-1055 スズランダイミナミ		2,500		2,250

		鈴蘭泉台
078-593-9039 スズランイズミダイ		3,500		3,150		藤原台
078-982-6621 フジワラダイ		3,100		750		西鈴蘭台
078-592-4440 セイスズランダイ		2,800		2,550		鈴蘭台西(S)
078-592-0855 スズランダイセイ		2,450		2,250

		六甲山手
078-982-3484 ロッコウヤマテ		1,300		1,200		神戸北町
078-582-2466 コウベキタマチ		800		2,800		藤原台
078-981-2022 フジワラダイ		4,550		4,100		鈴蘭台東(S)
078-591-1510 スズランダイヒガシ		5,150		4,650

		藤原台
078-982-6633 フジワラダイ		3,300		3,000								北神戸
078-586-2313 キタコウベ		5,150		4,650		箕谷神戸北町(S)
078-583-6410 ミタニコウベキタマチ		4,200		3,800

		鈴蘭台
078-591-4611 スズランダイ		3,500		3,150		[三田市] サンダシ						[三田市] サンダシ						北鈴蘭台(S)
078-593-3240 キタスズランダイ		1,900		1,750

		神戸北
078-586-2501 コウベキタ		850		800		三田(A)
079-562-6130 サンダ		3,700		3,350		三田中央
079-562-4474 サンダチュウオウ		3,400		3,100		北神ＮＴ(S)
078-951-3171 キタカミ		3,850		3,500

														ﾌﾗﾜｰＴ
079-563-2558		5,850		5,300		藤原台(S)
078-982-6618 フジワラダイ		5,700		5,150

		[三田市] サンダシ												ｳｯﾃﾞｨＴ
079-563-2230		3,650		3,300		鈴蘭山の街(S)
078-583-6410 スズランヤママチ		1,700		1,550

		三田(S)
079-563-2352 サンダ		5,350		4,850								三田西
079-560-0444 サンダセイ		1,850		850

		ｳｯﾃﾞｨＴ南(M)
079-562-8712 ミナミ		4,050		3,650								[西宮市] ニシノミヤシ						[三田市] サンダシ

														北六甲
078-903-1166 キタロッコウ		1,850		1,700		三田
079-562-6467 サンダ		3,000		2,700

																				三田北(MS)
079-568-3717 サンダキタ		1,800		800

																				北摂ﾆｭｰﾀｳﾝ
079-565-5180 ホクセツ		3,200		2,900

		計		22,500		20,400		計		9,500		8,650		計		33,650		29,650		計 ケイ		35,450		31,300





三田・宝塚周辺

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												北区 キタク		北区 キタク		三田市 サンダシ				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																										朝日新聞
（産経・神戸・毎日新聞を含む） サンケイコウベマイニチシンブンフク				1,000				5,950				16,500				4,350

																												読売新聞				3,300				10,400				12,400				6,700

																												産経新聞
（毎日新聞を含む） サンケイシンブン		－				－						4,100				700

																												神戸新聞
（産経・毎日新聞を含む） カミト				5,200				5,550				400				3,450

																												合   計				9,500				21,900				33,400				15,200

		三田・宝塚周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 サンダタカラヅカシュウヘンオリコミ																						70%

																								2020年7月1日現在 ネン

		朝 日 新 聞【合配】 ゴウハイ						産 経 新 聞【合配】 サンキョウゴウハイ						読 売 新 聞						神 戸 新 聞【合配】 カミトシンキゴウハイ

		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

		[北区] キタク						[宝塚市] タカラヅカシサンイチ						[北区] キタク						[北区] キタク

		藤原台
078-982-6633 フジワラダイ		3,000		1,000		山本
0797-88-0184 ヤマモト		750		400		藤原台
078-981-2022 フジワラダイ		4,550		2,000		北神ＮＴ(S)
078-951-3171 キタカミ		3,850		2,700

		[三田市] サンダシ						売布
0797-86-6335 メフ		1,150		600		北六甲
078-903-1166 キタロッコウ		1,850		1,300		藤原台(S)
078-982-6618 フジワラダイ		5,100		2,500

		三田(S)
079-563-2352 サンダ		4,900		3,450		宝塚
0797-86-6335 タカラヅカ		1,550		800		[三田市] サンダシ						[三田市] サンダシ

		ｳｯﾃﾞｨＴ南(M)
079-562-8712 ミナミ		3,550		2,500		小林・逆瀬東
0797-73-6891 オバヤシサカセヒガシ		750		400		三田中央
079-562-4474 サンダチュウオウ		3,400		2,400		三田
079-562-6467 サンダ		3,000		2,100

		[宝塚市] タカラヅカシサンイチ						中山台
0797-88-0184 ナカヤマダイ		400		200		ﾌﾗﾜｰＴ
079-563-2558		5,850		4,100		三田北(MS)
079-568-3717 サンダキタ		1,700		1,200

		宝塚山本(ｋ)
0797-88-0049 タカラヅカヤマモト		3,200		2,250		川西中央（Ｍ）
072-759-4190 カワニシチュウオウ		3,350		1,700		ｳｯﾃﾞｨＴ
079-563-2230		3,650		2,600		北摂ﾆｭｰﾀｳﾝ
079-565-5180 ホクセツ		3,200		2,250

		中山台
0797-89-0005 ナカヤマダイ		1,700		1,200		[西宮市] ニシノミヤシサンイチ						三田西
079-560-0444 サンダセイ		1,850		1,300		[宝塚市] タカラヅカシサンイチ

		売布(ｋ)
0797-86-0621 メフ		5100		3,600		甲陽園
0798-72-7330 コウヨウエン		1,150		400		[宝塚市] タカラヅカシサンイチ						武田尾(合)
0797-91-0015 タケダオゴウ		550		400

		宝塚(ｋ)
0797-86-2340 タカラヅカ		2,450		1,750		甲東園
0798-51-2794 コウトウエン		1,050		300		阪急山本
0797-88-4317 ハンキュウヤマモト		1,400		1,000		[西宮市] ニシノミヤシサンイチ

		逆瀬川(ｋ)
0797-76-4410 サカセガワ		2,850		2,000								中山寺
0797-84-9120 ナカヤマデラ		1,500		1,050		越水
0798-73-1903 コシミズ		500		200

		宝塚のがみ(ｋ)
0797-72-0096 タカラヅカ		3,450		2,450								宝塚南
0797-72-5565 タカラヅカミナミ		1500		1,050		甲東園
0798-56-8718 コウトウエン		750		400

		仁川(ｋ)
0798-51-3530 ニガワ		1,800		1,300								宝塚
0797-87-6038 タカラヅカ		3,600		2,550		夙川
0797-31-0045 シュクガワ		500		200

		宝塚南(ｋ)
0797-76-4410 タカラヅカミナミ		1,700		1,200								逆瀬川
0797-72-6092 サカセガワ		2,900		2,050		名塩（合）
0797-61-1223 ナジオゴウ		3,750		2,650

		雲雀ケ丘(ｋ)
0797-88-0049 ヒバリガオカ		1,050		750								宝塚西部
0797-72-5565 タカラヅカセイブ		3,150		2,250

		[西宮市] ニシノミヤシサンイチ												宝塚山手
0797-88-4316 タカラヅカヤマテ		2,100		1,500

		夙川
0798-23-3516 シュクガワ		5,150		1,000								雲雀ケ丘花屋敷
072-757-2160 ヒバリガオカハナヤシキ		1,900		950

		苦楽園
0798-74-1531 クラクエン		2,700		500								[西宮市] ニシノミヤシサンイチ

		門戸
0798-51-3727 モンド		2800		1,400								苦楽園
0798-71-7901 クラクエン		3,000		600

		甲東園
0798-53-6373 コウトウエン		2,950		1,450								上ヶ原・仁川
0798-51-3056 ウエガハラニガワ		3,250		1,550

														甲東園・門戸
0798-51-3601 コウトウエンモンド		5,700		3,050

														夙川東部
0798-71-6571 シュクガワトウブ		3,850		500

														西宮名塩
0797-62-2218 ニシノミヤナジオ		1,400		1,000

		計		48,350		27,800		計		10,150		4,800		計		56,400		32,800		計 ケイ		22,900		14,600

										.





東灘・灘

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												東灘区 ヒガシナダク		灘区 ナダク		中央区 チュウオウク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		12,600		4,700		3,400

																												読売新聞		12,350		8,750		5,300

																												産経新聞 サンケイ		1,450		800		700

																												神戸新聞
（朝日・読売・産経・毎日新聞を含む） カミトアサヒヨミウリ		11,750		8,100		10,100

																												合   計		38,150		22,350		19,500

		東灘・灘周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヒガシナダナダシュウヘンオリコミ																						77%

																								2020年7月1日現在

		朝 日 新 聞						産 経 新 聞 サンキョウ						読 売 新 聞						神 戸 新 聞【合配】 カミトシンキゴウハイ

		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

		[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク

		深江
078-411-4020 フカエ		5,200		4,000		本山
078-452-4528 モトヤマ		700		550		森
078-441-2767 モリ		2,600		2,000		森
078-411-9098 モリ		2,300		1,800

		青木
078-451-7771 アオキ		3,050		2,350		甲南
078-851-9000 コウナン		400		350		甲南
078-411-4694 コウナン		5,200		4,000		甲南
078-411-8900 コウナン		2,050		1,600

		住吉山手
078-821-7913 スミヨシヤマテ		3,150		2,400		住吉
078-851-9000 スミヨシ		700		550		青木
078-411-4694 アオキ		2,400		1,850		青木
078-453-1846 アオキ		3,100		2,400

		御影
078-842-3572 ミカゲ		5,050		3,850		[灘区] ナダク						東灘
078-841-5510 ヒガシナダ		2,850		2,200		渦ヶ森
078-841-7288 ウズモリ		1,050		850

								六甲・篠原
078-851-2140 ロッコウシノハラ		1,000		800		御影
078-851-5297 ミカゲ		3,000		2,300		御影
078-841-3561 ミカゲ		2,550		2,000

		[灘区] ナダク						[中央区] チュウオウク						[灘区] ナダク						六甲IL(AMYS)
078-857-0660 ロッコウ		4,050		3,100

		神戸なだ
078-851-5678 コウベ		4,600		3,500		三宮山手
078-392-1017 サンノミヤヤマテ		1,500		700		六甲
078-851-0132 ロッコウ		4,550		3,500		[灘区] ナダク

		六甲              078-871-8710 ロッコウ		1,550		1,200								阪急六甲駅前
078-881-0218 ハンキュウロッコウエキマエ		2,600		2,000		六甲道
078-851-9200 ロッコウミチ		5,550		4,300

		[中央区] チュウオウク												王子公園　078-801-3895 オウジコウエン		2,800		2,150		六甲　　　　　　　078-861-3033 ロッコウ		1,400		1,100

		熊内
078-231-6356 クマウチ		1,500		1,200								西灘
078-861-2031 ニシナダ		1,400		1,100		西灘　　　　　　　　　078-801-0512 ニシナダ		3,450		2,700

		神戸三宮
078-251-0223 コウベサンノミヤ		2,800		2,200								[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク

														葺合
078-221-2909 フキアイ		1,950		1,550		葺合東
078-231-0518 フキアイヒガシ		2,150		1,850

														二宮
078-231-1826 ニノミヤ		1,750		1,350		葺合西
078-222-0873 フキアイニシ		2,800		2,350

														東神戸
078-341-4169 ヒガシコウベ		3,150		2,400		三宮
078-222-0873 サンノミヤ		1,600		1,350

																				元町
078-331-0218 モトマチ		2,600		2,050

																				大倉山
078-361-2498 オオクラサン		5,300		2,500

		計		26,900		20,700		計		4,300		2,950		計		34,250		26,400		計 ケイ		39,950		29,950





兵庫・長田

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												中央区 チュウオウク		兵庫区 ヒョウゴク		長田区 ナガタク				北区 キタク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		1,200		2,700				1,850				8,100

																												読売新聞
（産経新聞を含む）		1,600		4,550				4,150				13,800

																												産経新聞 サンケイ		700		400				200		―

																												神戸新聞
（産経新聞を含む） カミト		4,000		11,150				9,700				15,900

																												合   計		7,500		18,800				15,900				37,800

		兵庫・長田エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヒョウゴナガタオリコミ																						70%

																								2020年7月1日現在

		朝 日 新 聞						産 経 新 聞 サンキョウ						読 売 新 聞【合配】 ゴウハイ						神 戸 新 聞【合配】 カミトシンキゴウハイ

		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

		[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク

		神戸三宮
078-251-0223		2,800		600		三宮山手
078-392-1017 サンノミヤヤマテ		1,500		700		東神戸
078-341-4169 ヒガシコウベ		3,150		900		三宮
078-222-0873 サンノミヤ		1,600		700

		ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3359		800		600		[兵庫区] ヒョウゴク						ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3284		950		700		ﾎﾟｰﾄIL(S)
078-302-3359		2,050		1,450

		[兵庫区] ヒョウゴク						上沢
078-392-1070 ウエサワ		600		400		[兵庫区] ヒョウゴク						元町
078-331-0218 モトマチ		2,600		1,850

		柳原
078-651-2809 ヤナギハラ		1,800		1,300		[長田区] ナガタク						兵庫中央
078-575-3871 ヒョウゴチュウオウ		3,500		2,450		[兵庫区] ヒョウゴク

		ひょうご山手
078-521-4061 ヤマテ		1,950		1,400		久保町
078-611-4690 クボチョウ		300		200		柳原
078-671-6973 ヤナギハラ		1,400		1,000		大倉山
078-361-2498 オオクラサン		5,300		3,750

		[長田区] ナガタク												笠松
078-681-5863 カサマツ		500		350		夢野
078-511-4785 ユメノ		2,400		1,700

		長田中央
078-643-0866 ナガタチュウオウ		2,600		1,850								大開
078-578-1260 ダイヒラ		1,050		750		神戸市販売C
078-575-0115 コウベシハンバイ		4,600		3,250

		[北区] キタク												[長田区] ナガタク						ｷｬﾅﾙｼﾃｨｰ
078-685-3577		3,500		2,450

		ひよどり台
078-743-1053 ダイ		650		500								長田山手
078-691-4956 ナガタヤマテ		1,550		1,100		[長田区] ナガタク

		鈴蘭泉台
078-593-9039 スズランイズミダイ		2,950		2,100								長田中央
078-575-3921 ナガタチュウオウ		2,950		2,100		長田北(S)
078-691-7333 ナガタキタ		3,250		2,300

		六甲山手
078-982-3484 ロッコウヤマテ		950		700								新長田
078-611-0228 シンナガタ		1,300		950		大橋
078-611-4138 オオハシ		1,450		1,050

		藤原台
078-982-6633 フジワラダイ		3,000		2,100								[北区] キタク						西代(S)
078-621-0284 ニシダイ		3,300		2,350

		鈴蘭台
078-591-4611 スズランダイ		2,750		1,950								鈴蘭台
078-591-6468 スズランダイ		4,550		3,200		池田(S)
078-621-7829 イケダ		1,950		1,400

		神戸北
078-586-2501 コウベキタ		800		600								西鈴蘭台
078-592-4440 セイスズランダイ		2,800		2,000		腕塚(S)
078-731-3608 ウデツカ		2,200		1,550

		緑ヶ丘
079-484-0897 ミドリガオカ		1,300		150								藤原台
078-981-2022 フジワラダイ		4,550		3,200		板宿北(S)
078-611-4632 イタヤドキタ		1,500		1,050

														北神戸
078-586-2313 キタコウベ		5,150		3,600		[北区] キタク

														北六甲
078-903-1166 キタロッコウ		1,850		1,300		鈴蘭台南(S)
078-743-1055 スズランダイミナミ		2,250		1,600

														三木吉川(S)
0794-72-0107 ミキヨカワ		1,500		500		鈴蘭台西(S)
078-592-0855 スズランダイセイ		1,850		1,300

																				鈴蘭台東(S)
078-591-1510 スズランダイヒガシ		5,150		3,650

																				箕谷神戸北町(S)
078-583-6410 ミタニコウベキタマチ		3,900		2,750

																				北鈴蘭台(S)
078-593-3240 キタスズランダイ		1,900		1,350

																				鈴蘭山の街(S)
078-583-6410 スズランヤママチ		1,700		1,200

																				藤原台(S)
078-982-6618 フジワラダイ		5,100		3,600

																				三木東
079-484-1182 ミキヒガシ		4,250		450

		計		22,350		13,850		計		2,400		1,300		計		36,750		24,100		計 ケイ		61,800		40,750





須磨・垂水

		当日全紙朝刊一斉折込方式																						須磨区 スマク		垂水区 タルミク		垂水区 タルミク		須磨区 スマク		西区 ニシク		明石市 アカシシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																				朝日新聞				9,100				9,900				2,000

																						読売新聞				8,050				11,600				1,900

																						神戸新聞
（産経新聞を含む） カミト				15,850				19,950				1,650

																						合   計				33,000				41,450				5,550

		須磨・垂水エリア ８０，０００部 折込配布明細 スマタルミオリコミ																70%

																		2020年7月1日現在

		朝 日 新 聞						読 売 新 聞						神 戸 新 聞【合配】 カミトシンキゴウハイ

		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

		[須磨区] スマク						[須磨区] スマク						[須磨区] スマク

		須磨
078-731-1266 スマ		4,700		3,450		須磨
078-731-5167 スマ		4,700		3,450		板宿(S)
078-732-4861 イタヤド		2,750		2,050

		高倉台
078-732-5531 タカクラダイ		2,000		1,500		妙法寺
078-741-4551 ミョウホウジ		450		350		須磨(S)
078-732-6995 スマ		3,150		2,300

		北須磨
078-792-1030 キタスマ		4,150		3,050		須磨山手
078-732-5513 スマヤマテ		1,500		1,100		北須磨(S)
078-732-5512 キタスマ		3,450		2,550

		名谷
078-792-1959 ミョウダニ		1,450		1,100		名谷　
078-792-1958 ミョウダニ		1,650		1,250		妙法寺(S)
078-741-2218 ミョウホウジ		1,950		1,450

		[垂水区] タルミク						名谷中央
078-792-1050 ミョウダニチュウオウ		2,550		1,900		白川台(S)
078-792-6108 シラカワダイ		2,000		1,500

		塩屋
078-751-7178 シオヤ		1,050		800		[垂水区] タルミク						名谷北(S)
078-793-1780 ミョウダニキタ		2,250		1,650

		ｼﾞｪｰﾑｽ山
078-752-0796 ヤマ		1,050		800		塩屋
078-751-0643 シオヤ		4,250		3,150		名谷中央(S)
078-791-1415 ミョウダニチュウオウ		5,950		4,350

		垂水
078-752-0796 タルミ		1,600		1,200		たるみ
078-707-6147		3,700		2,750		[垂水区] タルミク

		星陵台
078-709-3537 ホシリョウダイ		2,900		2,150		西垂水
078-705-4141 ニシタルミ		2,350		1,750		ｼﾞｪｰﾑｽ山･塩屋(S)
078-752-1276 ヤマシオヤ		3,400		2,500

		明舞
078-781-0102 メイマイ		2,250		1,650		新多聞
078-784-2470 シンタモン		2,550		1,900		垂水(S)
078-707-2910 タルミ		4,250		3,150

		新多聞
078-785-8708 シンタモン		1,900		1,400		舞子
078-787-3000 マイコ		2,800		2,050		上高丸(S)
078-709-4880 ウエタカマル		3,100		2,300

		名谷北
078-791-0007 ミョウダニキタ		2,550		1,900		[西区] ニシク						垂水東販売(S)
078-755-5335 タルミヒガシハンバイ		6,200		4,550

		[西区] ニシク						伊川谷
078-974-7528 イカワダニ		6,150		650		多聞台
078-781-2683 タモンダイ		3,200		2,350

		学園西神南
078-993-1156 ガクエンニシカミミナミ		2,950		2,000		学園都市
078-974-7528 ガクエントシ		1,850		1,250		学ヶ丘
078-784-0707 ガクオカ		2,400		1,800

														明舞(S)
078-781-0052 メイマイ		2,050		1,500

														舞子(S)
078-783-1122 マイコ		2,450		1,800

														[西区] ニシク

														学園都市(S)
078-795-1187 ガクエントシ		2,350		1,650

		計		28,550		21,000		計		34,500		21,550		計 ケイ		50,900		37,450





神戸西区

		当日全紙朝刊一斉折込方式																						西区 ニシク		西区 ニシク		明石市 アカシシ		明石市 アカシシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																				朝日新聞				4,200				10,550

																						読売新聞				12,700				12,850

																						神戸新聞
（産経新聞を含む） カミト				14,150				25,550

																						合   計				31,050				48,950				0				0				0

		神戸西区エリア ８０，０００部 折込配布明細 コウベニシクオリコミ																70%

																		2020年7月1日現在

		朝 日 新 聞						読 売 新 聞						神　戸　新　聞【合配】 カミトシンキゴウハイ

		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

		[西区] ニシク						[西区] ニシク						[西区] ニシク

		神戸桜が丘
078-994-7143 コウベサクラオカ		1,100		750		玉津西
078-927-7388 タマツニシ		3,750		2,550		西神(S)
078-991-0096 ニシカミ		1,550		1,050

		伊川谷
078-974-5321 イカワダニ		1,750		1,200		押部谷
078-994-0414 オシベダニ		1,450		1,000		西区中央(S)
078-927-1360 ニシクチュウオウ		3,200		2,200

		西神NT東
078-991-4102 ニシカミヒガシ		1,500		1,050		伊川谷
078-974-7528 イカワダニ		6,150		3,800		押部谷(S)
078-994-1764 オシベタニ		3,600		2,450

		西神中央
078-961-1689 ニシカミチュウオウ		1,750		1,200		西神南
078-974-7528 ニシカミミナミ		2,900		1,950		神出(AMS)
078-965-2020 カミデ		850		600

								明石高津橋
078-914-4586 アカシタカツハシ		1,950		1,350		西神NT東(S)
078-991-1700 ニシカミヒガシ		2,200		1,500

		[明石市] アカシシ						西神中央
078-961-6500 ニシカミチュウオウ		3,000		2,050		伊川谷(S)
078-974-7636 イカワダニ		2,850		1,950

		大久保北
078-934-7363 オオクボキタ		1,200		850								西神NT西(S)
078-961-1606 ニシカミニシ		3,750		2,550

		大久保
078-936-1777 オオクボ		4,250		2,850		[明石市] アカシシ						西神南NT(S)
078-996-0429 ニシカミミナミ		2,700		1,850

		明石
078-918-6808 アカシ		2,100		1,450		西明石
078-927-9310 ニシアカシ		3,450		2,350

		西明石玉津
078-92 ニシアカシタマツ		3,400		2,300		大久保
078-936-0948 オオクボ		3,400		2,300		[明石市] アカシシ

		朝霧
078-912-7567 アサギリ		1,400		950		大久保東
078-935-7240 オオクボヒガシ		2,150		1,450		明石(S)
078-911-2421 アカシ		2,550		1,750

		魚住
078-947-2817 ウオズミ		3,150		2,150		明石
078-911-5046 アカシ		2,800		1,900		明石南(S)
078-927-1310 アカシミナミ		1,650		1,150

								明石西新町
078-923-0270 アカシニシシンマチ		2,250		1,550		西新町(S)
078-928-0558 ニシシンマチ		1,200		850

								魚住
078-943-0437 ウオズミ		2,300		1,550		西明石(S)
078-928-5884 ニシアカシ		3,950		2,700

								二見
078-942-1672 フタミ		2,550		1,750		神明販売(S)
078-925-3678 カミメイハンバイ		3,500		2,350

														明石販売(S)
078-914-8355 アカシハンバイ		2,400		1,650

														大久保(S)
078-935-4710 オオクボ		5,850		3,950

														大久保東(S)
078-967-6338 オオクボヒガシ		4,150		2,800

														朝霧(S)
078-911-3751 アサギリ		3,100		2,100

														江井ケ島(S)
078-947-4429 エイシマ		3,550		2,400

														魚住北(S)
078-947-4321 ウオズミキタ		2,550		1,750

														魚住西(S)
078-944-4070 ウオズミニシ		3,100		2,100

		計		21,600		14,750		計		38,100		25,550		計 ケイ		58,250		39,700





北区三田(10-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												北区 キタク		北区 キタク		三田市 サンダシ				篠山市 ササヤマシ				西宮市 ニシノミヤシ				三木市 ミキシ				宝塚市 タカラツカシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				11,900				8,500				1,300				0				0		0

																												毎日新聞				5,300				3,350				1,050				0				0		0

																												読売新聞				15,400				13,400				2,000				1,700				0		0

																												産経新聞 サンケイシンブン				0				0				0				0				0		0

																												神戸新聞 カミト				24,900				7,250				3,950				0				0		0

																												合   計				57,500				32,500				8,300				1,700				0		0

		神戸北区・三田エリア １００，０００部 折込配布明細 コウベキタクサンダオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[北区] キタク						[北区] キタク						[北区] キタク						[北区] キタク

		ひよどり台
078-743-1053 ダイ		650		600		山ノ街
078-581-1143 ヤママチ		1,900		1,750		鈴蘭台
078-591-6468 スズランダイ		4,550		4,100		鈴蘭台南(S)
078-743-1055 スズランダイミナミ		2,500		2,250

		鈴蘭泉台
078-593-9039 スズランイズミダイ		3,500		3,150		藤原台
078-982-6621 フジワラダイ		3,100		750		西鈴蘭台
078-592-4440 セイスズランダイ		2,800		2,550		鈴蘭台西(S)
078-592-0855 スズランダイセイ		2,450		2,250

		六甲山手
078-982-3484 ロッコウヤマテ		1,300		1,200		神戸北町
078-582-2466 コウベキタマチ		800		2,800		藤原台
078-981-2022 フジワラダイ		4,550		4,100		鈴蘭台東(S)
078-591-1510 スズランダイヒガシ		5,150		4,650

		藤原台
078-982-6633 フジワラダイ		3,300		3,000								北神戸
078-586-2313 キタコウベ		5,150		4,650		箕谷神戸北町(S)
078-583-6410 ミタニコウベキタマチ		4,200		3,800

		鈴蘭台
078-591-4611 スズランダイ		3,500		3,150		[三田市] サンダシ						[三田市] サンダシ						北鈴蘭台(S)
078-593-3240 キタスズランダイ		1,900		1,750

		神戸北
078-586-2501 コウベキタ		850		800		三田(A)
079-562-6130 サンダ		3,700		3,350		三田中央
079-562-4474 サンダチュウオウ		3,400		3,100		北神ＮＴ(S)
078-951-3171 キタカミ		3,850		3,500

								[篠山市] ササヤマシ						ﾌﾗﾜｰＴ
079-563-2558		5,850		5,300		藤原台(S)
078-982-6618 フジワラダイ		5,700		5,150

		[三田市] サンダシ						篠山(S)
079-552-0772 ササヤマ		1,600		1,050		ｳｯﾃﾞｨＴ
079-563-2230		3,650		3,300		鈴蘭山の街(S)
078-583-6410 スズランヤママチ		1,700		1,550

		三田(S)
079-563-2352 サンダ		5,350		4,850								三田西
079-560-0444 サンダセイ		1,850		1,700

		ｳｯﾃﾞｨＴ南(M)
079-562-8712 ミナミ		4,050		3,650								[篠山市] ササヤマシ						[三田市] サンダシ

		[篠山市] ササヤマシ												篠山
079-552-4611 ササヤマ		1,000		800		三田
079-562-6467 サンダ		3,000		2,700

		篠山
079-552-0273 ササヤマ		1,400		1,300								丹南
079-594-2825 タンミナミ		1,300		1,200		三田北(MS)
079-568-3717 サンダキタ		1,800		1,650

														[西宮市] ニシノミヤシ						北摂ﾆｭｰﾀｳﾝ
079-565-5180 ホクセツ		3,200		2,900

														北六甲
078-903-1166 キタロッコウ		1,850		1,700		[篠山市] ササヤマシ

																				今田古市(AMYS)
079-597-2027 イマダフルイチ		1,200		1,100

																				篠山口
0794-88-0063 ササヤマクチ		1,400		1,300

																				篠山
079-552-1054 ササヤマ		1,700		1,550

		計		23,900		21,700		計		11,100		9,700		計		35,950		32,500		計 ケイ		39,750		36,100





東灘・灘(8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												東灘区 ヒガシナダク		灘区 ナダク		中央区 チュウオウク		芦屋市 アシヤシ		西宮市 ニシノミヤシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		17,700		4,700		0		4,400		0

																												毎日新聞		7,400		0		0		0		0

																												読売新聞		14,750		8,500		0		900		0

																												産経新聞 サンケイ		0		0		0		0		0

																												神戸新聞 カミト		14,600		6,650		0		400		0

																												合   計		54,450		19,850		0		5,700		0

		東灘・灘エリア 8０，０００部 折込配布明細 ヒガシナダナダオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク

		深江
078-411-4020 フカエ		3,800		3,450		深江
078-411-3705 フカエ		1,200		1,100		森
078-441-2767 モリ		2,600		2,350		森
078-411-9098 モリ		2,500		2,250

		青木
078-451-7771 アオキ		3,250		2,950		岡本甲南山手
078-411-5573 オカモトコウナンヤマテ		1,800		1,650		甲南
078-411-4694 コウナン		5,200		4,700		甲南
078-411-8900 コウナン		2,100		1,900

		住吉
078-811-7651 スミヨシ		6,100		5,500		本山南・魚崎青木
078-411-0276 モトヤマミナミウオザキアオキ		2,150		1,950		青木
078-411-4694 アオキ		2,400		2,200		青木
078-453-1846 アオキ		3,450		3,150

		住吉山手
078-821-7913 スミヨシヤマテ		2,650		2,400		御影住吉六甲道
078-851-8511 ミカゲスミヨシロッコウミチ		3,000		2,700		東灘
078-841-5510 ヒガシナダ		3,150		2,850		渦ヶ森
078-841-7288 ウズモリ		1,100		1,000

		御影
078-842-3572 ミカゲ		3,750		3,400								御影
078-851-5297 ミカゲ		2,900		2,650		御影
078-841-3561 ミカゲ		2,750		2,500

		[灘区] ナダク												[灘区] ナダク						六甲IL(AMYS)
078-857-0660 ロッコウ		4,200		3,800

		神戸なだ
078-851-5678 コウベ		5,200		4,700								六甲
078-851-0132 ロッコウ		4,550		4,100		[灘区] ナダク

														阪急六甲駅前
078-881-0218 ハンキュウロッコウエキマエ		2,600		2,350		六甲道
078-851-9200 ロッコウミチ		5,900		5,350

		[芦屋市] アシヤシ												王子公園　078-801-3895 オウジコウエン		2,800		2,050		六甲　　　　　　　078-861-3033 ロッコウ		1,400		1,300

		芦屋
0797-22-5830 アシヤキタグチ		1,750		1,400								[芦屋市] アシヤシ						[芦屋市] アシヤシ

		芦屋山手
0797-22-2252 アシヤヤマテキタグチ		1,900		1,450								芦屋　　　　　　　0797-23-0773 アシヤ		1,150		900		芦屋南
0797-32-5799 アシヤミナミキタグチ		450		400

		芦屋西
0797-22-4265 アシヤセイキタグチ		1,950		1,550

		計		30,350		26,800		計		8,150		7,400		計		24,550		22,100		計 ケイ		22,450		20,350





東灘・灘(8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												東灘区 ヒガシナダク		灘区 ナダク		中央区 チュウオウク		芦屋市 アシヤシ		西宮市 ニシノミヤシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		15,700		4,200		0		7,050		0

																												毎日新聞		6,600		0		0		1,400		0

																												読売新聞		13,150		8,000		0		3,800		0

																												産経新聞 サンケイ		0		0		0		0		0

																												神戸新聞 カミト		13,000		5,900		0		1,200		0

																												合   計		48,450		18,100		0		13,450		0

		東灘・灘エリア 8０，０００部 折込配布明細 ヒガシナダナダオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク

		深江
078-411-4020 フカエ		3,800		3,050		深江
078-411-3705 フカエ		1,200		1,000		森
078-441-2767 モリ		2,600		2,100		森
078-411-9098 モリ		2,500		2,000

		青木
078-451-7771 アオキ		3,250		2,600		岡本甲南山手
078-411-5573 オカモトコウナンヤマテ		1,800		1,450		甲南
078-411-4694 コウナン		5,200		4,200		甲南
078-411-8900 コウナン		2,100		1,700

		住吉
078-811-7651 スミヨシ		6,100		4,900		本山南・魚崎青木
078-411-0276 モトヤマミナミウオザキアオキ		2,150		1,750		青木
078-411-4694 アオキ		2,400		1,950		青木
078-453-1846 アオキ		3,450		2,800

		住吉山手
078-821-7913 スミヨシヤマテ		2,650		2,150		御影住吉六甲道
078-851-8511 ミカゲスミヨシロッコウミチ		3,000		2,400		東灘
078-841-5510 ヒガシナダ		3,150		2,550		渦ヶ森
078-841-7288 ウズモリ		1,100		900

		御影
078-842-3572 ミカゲ		3,750		3,000		[芦屋市] アシヤシ						御影
078-851-5297 ミカゲ		2,900		2,350		御影
078-841-3561 ミカゲ		2,750		2,200

		[灘区] ナダク						芦屋打出　　　　　　　0797-25-1361 アシヤウチデ		3,000		1,400		[灘区] ナダク						六甲IL(AMYS)
078-857-0660 ロッコウ		4,200		3,400

		神戸なだ
078-851-5678 コウベ		5,200		4,200								六甲
078-851-0132 ロッコウ		4,550		3,650		[灘区] ナダク

								[西宮市] ニシノミヤシ						阪急六甲駅前
078-881-0218 ハンキュウロッコウエキマエ		2,600		2,100		六甲道
078-851-9200 ロッコウミチ		5,900		4,750

		[芦屋市] アシヤシ						阪神西宮・夙川 ハンシンニシノミヤシュクガワ		2,850		0		王子公園　078-801-3895 オウジコウエン		2,800		2,250		六甲　　　　　　　078-861-3033 ロッコウ		1,400		1,150

		芦屋南
0797-22-6833 アシヤミナミキタグチ		3,300		1,550								[芦屋市] アシヤシ						[芦屋市] アシヤシ

		芦屋浜
0797-34-0707 アシヤハマキタグチ		1,950		950								打出　　　　　　　　　　0797-32-1054 ウチデ		2,600		1,250		芦屋浜
0797-34-0700 アシヤハマキタグチ		950		450

		芦屋
0797-22-5830 アシヤキタグチ		1,750		1,400								芦屋南　　　　　　　　　0797-34-0708 アシヤミナミ		1,450		700		芦屋東部
0797-31-0045 アシヤトウブキタグチ		750		350

		芦屋山手
0797-22-2252 アシヤヤマテキタグチ		1,900		1,550								芦屋東　　　　　　0797-23-0773 アシヤヒガシ		1,850		900		芦屋南
0797-32-5799 アシヤミナミキタグチ		450		400

		芦屋西
0797-22-4265 アシヤセイキタグチ		1,950		1,600								芦屋　　　　　　　0797-23-0773 アシヤ		1,150		950

		計		35,600		26,950		計		14,000		8,000		計		30,450		22,700		計 ケイ		24,150		18,950





東灘・灘(10-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												東灘区 ヒガシナダク		灘区 ナダク		中央区 チュウオウク		芦屋市 アシヤシ		西宮市 ニシノミヤシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		17,700		1,950		0		9,200		9,750

																												毎日新聞		7,400		0		0		2,700		2,600

																												読売新聞		14,750		2,700		0		6,300		4,750

																												産経新聞 サンケイ		0		0		0		0		0

																												神戸新聞 カミト		14,600		2,250		0		2,000		1,350

																												合   計		54,450		6,900		0		20,200		18,450

		東灘・灘エリア １００，０００部 折込配布明細 ヒガシナダナダオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク						[東灘区] ヒガシナダク

		深江
078-411-4020 フカエ		3,800		3,450		深江
078-411-3705 フカエ		1,200		1,100		森
078-441-2767 モリ		2,600		2,350		森
078-411-9098 モリ		2,500		2,250

		青木
078-451-7771 アオキ		3,250		2,950		岡本甲南山手
078-411-5573 オカモトコウナンヤマテ		1,800		1,650		甲南
078-411-4694 コウナン		5,200		4,700		甲南
078-411-8900 コウナン		2,100		1,900

		住吉
078-811-7651 スミヨシ		6,100		5,500		本山南・魚崎青木
078-411-0276 モトヤマミナミウオザキアオキ		2,150		1,950		青木
078-411-4694 アオキ		2,400		2,200		青木
078-453-1846 アオキ		3,450		3,150

		住吉山手
078-821-7913 スミヨシヤマテ		2,650		2,400		御影住吉六甲道
078-851-8511 ミカゲスミヨシロッコウミチ		3,000		2,700		東灘
078-841-5510 ヒガシナダ		3,150		2,850		渦ヶ森
078-841-7288 ウズモリ		1,100		1,000

		御影
078-842-3572 ミカゲ		3,750		3,400		[芦屋市] アシヤシ						御影
078-851-5297 ミカゲ		2,900		2,650		御影
078-841-3561 ミカゲ		2,750		2,500

		[灘区] ナダク						芦屋打出　　　　　　　0797-25-1361 アシヤウチデ		3,000		2,700		[灘区] ナダク						六甲IL(AMYS)
078-857-0660 ロッコウ		4,200		3,800

		神戸なだ
078-851-5678 コウベ		5,200		1,950								六甲
078-851-0132 ロッコウ		4,550		1,700		[灘区] ナダク

								[西宮市] ニシノミヤシ						阪急六甲駅前
078-881-0218 ハンキュウロッコウエキマエ		2,600		1,000		六甲道
078-851-9200 ロッコウミチ		5,900		2,250

		[芦屋市] アシヤシ						阪神西宮・夙川 ハンシンニシノミヤシュクガワ		2,850		2,600

		芦屋南
0797-22-6833 アシヤミナミキタグチ		3,300		3,000								[芦屋市] アシヤシ						[芦屋市] アシヤシ

		芦屋浜
0797-34-0707 アシヤハマキタグチ		1,950		1,800								打出　　　　　　　　　　0797-32-1054 ウチデ		2,600		2,350		芦屋浜
0797-34-0700 アシヤハマキタグチ		950		900

		芦屋
0797-22-5830 アシヤキタグチ		1,750		1,400								芦屋南　　　　　　　　　0797-34-0708 アシヤミナミ		1,450		1,350		芦屋東部
0797-31-0045 アシヤトウブキタグチ		750		700

		芦屋山手
0797-22-2252 アシヤヤマテキタグチ		1,900		1,450								芦屋東　　　　　　0797-23-0773 アシヤヒガシ		1,850		1,700		芦屋南
0797-32-5799 アシヤミナミキタグチ		450		400

		芦屋西
0797-22-4265 アシヤセイキタグチ		1,950		1,550								芦屋　　　　　　　0797-23-0773 アシヤ		1,150		900		[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						西宮中央　　　　　　　0798-22-6686 ニシノミヤチュウオウ		900		850

		夙川　　　　　　　0798-23-3516 シュクガワ		6,350		5,750								夙川　　　　　　　0798-23-4129 シュクガワ		2,450		2,500		夙川　　　　　　　0797-31-0045 シュクガワ		550		500

		西宮中央　0798-38-4850 ニシノミヤチュウオウ		4,400		4,000								香炉園　　　　　　0798-23-4126 コウロエン		2,750		2,250

		計		46,350		38,600		計		14,000		12,700		計		35,650		28,500		計 ケイ		25,600		20,200





西区（10-90）

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												西区 ニシク		西区 ニシク		明石市 アカシシ		明石市 アカシシ		加古郡 カコグン		垂水区 タルミク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				8,300				1,750				1,050

																												毎日新聞				3,350				1,400				0

																												読売新聞				18,650				1,700				4,650

																												神戸新聞 カミト				21,550				1,350				5,250

																												合   計				51,850				6,200				10,950

		西区エリア １００，０００部 折込配布明細（69000部） ニシクオリコミブ																						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 カミトシンキ

		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

		[西区] ニシク						[西区] ニシク						[西区] ニシク						[西区] ニシク

		神戸桜が丘
078-994-7143 コウベサクラオカ		1,250		1,150		押部谷
078-994-1777 オシベダニ		750		700		玉津西
078-927-7388 タマツニシ		3,750		3,400		西神(S)
078-991-0096 ニシカミ		1,650		1,500

		伊川谷
078-974-5321 イカワダニ		1,800		1,650		学園神戸西ﾆｭｰﾀｳﾝ
078-991-1323 ガクエンコウベニシ		2,900		2,650		押部谷
078-994-0414 オシベダニ		1,650		1,500		西区中央(S)
078-927-1360 ニシクチュウオウ		3,200		2,900

		西神NT東
078-991-4102 ニシカミヒガシ		1,700		1,550								伊川谷
078-974-7528 イカワダニ		4,900		4,450		押部谷(S)
078-994-1764 オシベタニ		3,900		3,550

		学園西神南
078-993-1156 ガクエンニシカミミナミ		2,550		2,300		[明石市] アカシシ						西神南
078-974-7528 ニシカミミナミ		2,900		2,650		神出(AMS)
078-965-2020 カミデ		800		750

		西神中央
078-961-1689 ニシカミチュウオウ		1,800		1,650		大久保
078-935-7260 オオクボ		2,650		850		学園都市
078-974-7528 ガクエントシ		1,850		1,700		西神NT東(S)
078-991-1700 ニシカミヒガシ		2,200		2,000

								朝霧
078-911-8698 アサギリ		600		550		明石高津橋
078-914-4586 アカシタカツハシ		1,950		1,800		伊川谷(S)
078-974-7636 イカワダニ		2,900		2,650

		[明石市] アカシシ												西神中央
078-961-6500 ニシカミチュウオウ		3,450		3,150		西神NT西(S)
078-961-1606 ニシカミニシ		3,750		3,400

		朝霧
078-912-7567 アサギリ		1,400		1,300								[明石市] アカシシ						学園都市(S)
078-795-1187 ガクエントシ		2,600		2,350

		大久保北
078-934-7363 オオクボキタ		1,400		450								朝霧
078-787-3000 アサギリ		1,100		1,000		西神南NT(S)
078-996-0429 ニシカミミナミ		2,700		2,450

														大久保東
078-935-7240 オオクボヒガシ		2,150		700

		[加古郡] カコグン																		[明石市] アカシシ

		稲美
079-492-5055 イナミ		1,150		1,050								[加古郡] カコグン						大久保東(S)
078-967-6338 オオクボヒガシ		4,250		1,350

														稲美町
079-492-2258 イナミマチ		5,100		4,650

																				[加古郡] カコグン

																				稲美(S)
079-492-3060 イナミ		5,750		5,250

		計		13,050		11,100		計		6,900		4,750		計		28,800		25,000		計 ケイ		33,700		28,150





西区 (8-90) 

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												西区 ニシク		西区 ニシク		明石市 アカシシ		明石市 アカシシ		垂水区 タルミク		垂水区 タルミク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				8,300				450				3,950

																												毎日新聞				3,350				850				2,500

																												読売新聞				18,650				700				3,650

																												神戸新聞 カミト				21,550				1,350				9,700

																												合   計				51,850				3,350				19,800

		西区エリア 8０，０００部 折込配布明細（75000部） ニシクオリコミブ																						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 カミトシンキ

		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

		[西区] ニシク						[西区] ニシク						[西区] ニシク						[西区] ニシク

		神戸桜が丘
078-994-7143 コウベサクラオカ		1,250		1,150		押部谷
078-994-1777 オシベダニ		750		700		玉津西
078-927-7388 タマツニシ		3,750		3,400		西神(S)
078-991-0096 ニシカミ		1,650		1,500

		伊川谷
078-974-5321 イカワダニ		1,800		1,650		学園神戸西ﾆｭｰﾀｳﾝ
078-991-1323 ガクエンコウベニシ		2,900		2,650		押部谷
078-994-0414 オシベダニ		1,650		1,500		西区中央(S)
078-927-1360 ニシクチュウオウ		3,200		2,900

		西神NT東
078-991-4102 ニシカミヒガシ		1,700		1,550								伊川谷
078-974-7528 イカワダニ		4,900		4,450		押部谷(S)
078-994-1764 オシベタニ		3,900		3,550

		学園西神南
078-993-1156 ガクエンニシカミミナミ		2,550		2,300		[明石市] アカシシ						西神南
078-974-7528 ニシカミミナミ		2,900		2,650		神出(AMS)
078-965-2020 カミデ		800		750

		西神中央
078-961-1689 ニシカミチュウオウ		1,800		1,650		大久保
078-935-7260 オオクボ		2,650		850		学園都市
078-974-7528 ガクエントシ		1,850		1,700		西神NT東(S)
078-991-1700 ニシカミヒガシ		2,200		2,000

														明石高津橋
078-914-4586 アカシタカツハシ		1,950		1,800		伊川谷(S)
078-974-7636 イカワダニ		2,900		2,650

		[明石市] アカシシ												西神中央
078-961-6500 ニシカミチュウオウ		3,450		3,150		西神NT西(S)
078-961-1606 ニシカミニシ		3,750		3,400

		大久保北
078-934-7363 オオクボキタ		1,400		450		[垂水区] タルミク						[明石市] アカシシ						学園都市(S)
078-795-1187 ガクエントシ		2,600		2,350

								明舞新多聞(S)
078-783-6296 メイマイシンタモン		1,400		1,300		大久保東
078-935-7240 オオクボヒガシ		2,150		700		西神南NT(S)
078-996-0429 ニシカミミナミ		2,700		2,450

								垂水南部(S)
078-781-3539 タルミナンブ		1,300		1,200

		[垂水区] タルミク																		[明石市] アカシシ

		明舞
078-781-0102 メイマイ		2,250		2,050								[垂水区] タルミク						大久保東(S)
078-967-6338 オオクボヒガシ		4,250		1,350

		新多聞
078-785-8708 シンタモン		2,100		1,900								明舞
078-781-1556 メイマイ		1,450		1,350

														新多聞
078-784-2470 シンタモン		2,550		2,300

																				[垂水区] タルミク

																				明舞(S)
078-781-0052 メイマイ		2,300		2,100

																				多聞台
078-781-2683 タモンダイ		3,350		3,050

																				学ヶ丘
078-784-0707 ガクオカ		2,500		2,250

																				舞子(S)
078-783-1122 マイコ		2,550		2,300

		計		14,850		12,700		計		9,000		6,700		計		26,600		23,000		計 ケイ		38,650		32,600





西区 (8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												西区 ニシク		西区 ニシク		明石市 アカシシ		明石市 アカシシ		垂水区 タルミク		垂水区 タルミク		加古郡 カコグン		垂水区 タルミク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				7,350				350				1,800				450

																												毎日新聞				2,950				650				0				0

																												読売新聞				16,400				550				1,200				1,950

																												神戸新聞 カミト				19,200				1,050				3,900				2,200

																												合   計				45,900				2,600				6,900				4,600

		西区エリア 8０，０００部 折込配布明細（60000部） ニシクオリコミブ																						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 カミトシンキ

		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

		[西区] ニシク						[西区] ニシク						[西区] ニシク						[西区] ニシク

		神戸桜が丘
078-994-7143 コウベサクラオカ		1,250		1,000		押部谷
078-994-1777 オシベダニ		750		600		玉津西
078-927-7388 タマツニシ		3,750		3,000		西神(S)
078-991-0096 ニシカミ		1,650		1,350

		伊川谷
078-974-5321 イカワダニ		1,800		1,450		学園神戸西ﾆｭｰﾀｳﾝ
078-991-1323 ガクエンコウベニシ		2,900		2,350		押部谷
078-994-0414 オシベダニ		1,650		1,350		西区中央(S)
078-927-1360 ニシクチュウオウ		3,200		2,600

		西神NT東
078-991-4102 ニシカミヒガシ		1,700		1,400								伊川谷
078-974-7528 イカワダニ		4,900		3,950		押部谷(S)
078-994-1764 オシベタニ		3,900		3,150

		学園西神南
078-993-1156 ガクエンニシカミミナミ		2,550		2,050		[明石市] アカシシ						西神南
078-974-7528 ニシカミミナミ		2,900		2,350		神出(AMS)
078-965-2020 カミデ		800		650

		西神中央
078-961-1689 ニシカミチュウオウ		1,800		1,450		大久保
078-935-7260 オオクボ		2,650		650		学園都市
078-974-7528 ガクエントシ		1,850		1,500		西神NT東(S)
078-991-1700 ニシカミヒガシ		2,200		1,800

														明石高津橋
078-914-4586 アカシタカツハシ		1,950		1,450		伊川谷(S)
078-974-7636 イカワダニ		2,900		2,350

		[明石市] アカシシ												西神中央
078-961-6500 ニシカミチュウオウ		3,450		2,800		西神NT西(S)
078-961-1606 ニシカミニシ		3,750		3,000

								[垂水区] タルミク						[明石市] アカシシ						学園都市(S)
078-795-1187 ガクエントシ		2,600		2,100

		大久保北
078-934-7363 オオクボキタ		1,400		350														西神南NT(S)
078-996-0429 ニシカミミナミ		2,700		2,200

														大久保東
078-935-7240 オオクボヒガシ		2,150		550

		[垂水区] タルミク																		[明石市] アカシシ

		明舞
078-781-0102 メイマイ		2,250		1,800								[垂水区] タルミク						大久保東(S)
078-967-6338 オオクボヒガシ		4,250		1,050

														明舞
078-781-1556 メイマイ		1,450		1,200

		[加古郡] カコグン

		稲美
079-492-5055 イナミ		1,150		450								[加古郡] カコグン						[垂水区] タルミク

														稲美町
079-492-2258 イナミマチ		5,100		1,950		明舞(S)
078-781-0052 メイマイ		2,300		1,850

																				舞子(S)
078-783-1122 マイコ		2,550		2,050

																				[加古郡] カコグン

																				稲美(S)
079-492-3060 イナミ		5,750		2,200

		計		13,900		9,950		計		6,300		3,600		計		29,150		20,100		計 ケイ		38,550		26,350





垂水・須磨(10-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												垂水区 タルミク		垂水区 タルミク		須磨区 スマク		須磨区 スマク		明石市 アカシシ		明石市 アカシシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				12,500				11,100				0

																												毎日新聞				3,400				0				0

																												読売新聞				14,800				9,350				0

																												神戸新聞 カミト				26,100				19,900				2,850

																												合   計				56,800				40,350				2,850

		垂水・須磨エリア １００，０００部 折込配布明細 タルミスマオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク

		塩屋
078-751-7178 シオヤ		1,100		1,000		垂水
078-707-2694 タルミ		950		900		塩屋
078-751-0643 シオヤ		4,250		3,850		ｼﾞｪｰﾑｽ山･塩屋(S)
078-752-1276 ヤマシオヤ		3,500		3,150

		ｼﾞｪｰﾑｽ山
078-752-0796 ヤマ		1,200		1,100		明舞新多聞(S)
078-783-6296 メイマイシンタモン		1,400		1,300		たるみ
078-707-6147		3,700		3,350		垂水(S)
078-707-2910 タルミ		4,550		4,100

		垂水
078-752-0796 タルミ		1,650		1,500		垂水南部(S)
078-781-3539 タルミナンブ		1,300		1,200		舞子
078-787-3000 マイコ		2,050		1,850		上高丸(S)
078-709-4880 ウエタカマル		3,450		3,150

		星陵台
078-709-3537 ホシリョウダイ		2,900		2,650								西垂水
078-705-4141 ニシタルミ		2,300		2,100		舞子(S)
078-783-1122 マイコ		2,550		2,300

		明舞
078-781-0102 メイマイ		2,250		2,050								新多聞
078-784-2470 シンタモン		2,550		2,300		明舞(S)
078-781-0052 メイマイ		2,300		2,100

		新多聞
078-785-8708 シンタモン		2,100		1,900								明舞
078-781-1556 メイマイ		1,450		1,350		多聞台
078-781-2683 タモンダイ		3,350		3,050

		名谷北
078-791-0007 ミョウダニキタ		2,550		2,300								[須磨区] スマク						学ヶ丘
078-784-0707 ガクオカ		2,500		2,250

														須磨
078-731-5167 スマ		4,350		3,400		垂水東販売(S)
078-755-5335 タルミヒガシハンバイ		6,650		6,000

														妙法寺
078-741-4551 ミョウホウジ		700		550

		[須磨区] スマク												須磨山手
078-732-5513 スマヤマテ		1,500		1,350		[須磨区] スマク

		須磨
078-731-1266 スマ		4,700		3,650								名谷　
078-792-1958 ミョウダニ		1,900		1,750		板宿(S)
078-732-4861 イタヤド		2,850		2,250

		高倉台
078-732-5531 タカクラダイ		2,000		1,800								名谷中央
078-792-1050 ミョウダニチュウオウ		2,550		2,300		須磨(S)
078-732-6995 スマ		3,300		3,000

		北須磨
078-792-1030 キタスマ		4,450		4,050														北須磨(S)
078-732-5512 キタスマ		3,750		3,400

		名谷
078-792-1959 ミョウダニ		1,750		1,600														妙法寺(S)
078-741-2218 ミョウホウジ		2,050		1,600

																				白川台(S)
078-792-6108 シラカワダイ		2,400		2,200

																				名谷北(S)
078-793-1780 ミョウダニキタ		2,250		2,050

																				名谷中央(S)
078-791-1415 ミョウダニチュウオウ		5,950		5,400

																				[明石市] アカシシ

																				朝霧(S)
078-911-3751 アサギリ		3,500		2,850

		計		26,650		23,600		計		3,650		3,400		計		27,300		24,150		計 ケイ		54,900		48,850





垂水・須磨(8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												垂水区 タルミク		垂水区 タルミク		須磨区 スマク		須磨区 スマク		明石市 アカシシ		明石市 アカシシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				8,550				11,300				0

																												毎日新聞				2,100				0				0

																												読売新聞				11,150				10,000				0

																												神戸新聞 カミト				16,400				20,500				0

																												合   計				38,200				41,800				0

		垂水・須磨エリア 8０，０００部 折込配布明細 タルミスマオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク

		塩屋
078-751-7178 シオヤ		1,100		1,000		垂水
078-707-2694 タルミ		950		900		塩屋
078-751-0643 シオヤ		4,250		3,850		ｼﾞｪｰﾑｽ山･塩屋(S)
078-752-1276 ヤマシオヤ		3,500		3,150

		ｼﾞｪｰﾑｽ山
078-752-0796 ヤマ		1,200		1,100		垂水南部(S)
078-781-3539 タルミナンブ		1,300		1,200		たるみ
078-707-6147		3,700		3,350		垂水(S)
078-707-2910 タルミ		4,550		4,100

		垂水
078-752-0796 タルミ		1,650		1,500								舞子
078-787-3000 マイコ		2,050		1,850		上高丸(S)
078-709-4880 ウエタカマル		3,450		3,150

		星陵台
078-709-3537 ホシリョウダイ		2,900		2,650								西垂水
078-705-4141 ニシタルミ		2,300		2,100		垂水東販売(S)
078-755-5335 タルミヒガシハンバイ		6,650		6,000

		名谷北
078-791-0007 ミョウダニキタ		2,550		2,300

														[須磨区] スマク

														須磨
078-731-5167 スマ		4,350		3,950

														妙法寺
078-741-4551 ミョウホウジ		700		650

		[須磨区] スマク												須磨山手
078-732-5513 スマヤマテ		1,500		1,350		[須磨区] スマク

		須磨
078-731-1266 スマ		4,700		3,850								名谷　
078-792-1958 ミョウダニ		1,900		1,750		板宿(S)
078-732-4861 イタヤド		2,850		2,600

		高倉台
078-732-5531 タカクラダイ		2,000		1,800								名谷中央
078-792-1050 ミョウダニチュウオウ		2,550		2,300		須磨(S)
078-732-6995 スマ		3,300		3,000

		北須磨
078-792-1030 キタスマ		4,450		4,050														北須磨(S)
078-732-5512 キタスマ		3,750		3,400

		名谷
078-792-1959 ミョウダニ		1,750		1,600														妙法寺(S)
078-741-2218 ミョウホウジ		2,050		1,850

																				白川台(S)
078-792-6108 シラカワダイ		2,400		2,200

																				名谷北(S)
078-793-1780 ミョウダニキタ		2,250		2,050

																				名谷中央(S)
078-791-1415 ミョウダニチュウオウ		5,950		5,400

		計		22,300		19,850		計		2,250		2,100		計		23,300		21,150		計 ケイ		40,700		36,900





垂水・須磨(8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												垂水区 タルミク		垂水区 タルミク		須磨区 スマク		須磨区 スマク		明石市 アカシシ		明石市 アカシシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞				9,350				10,400				0

																												毎日新聞				3,000				0				0

																												読売新聞				11,950				8,900				0

																												神戸新聞 カミト				18,500				17,900				0

																												合   計				42,800				37,200				0

		垂水・須磨エリア 8０，０００部 折込配布明細 タルミスマオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク						[垂水区] タルミク

		塩屋
078-751-7178 シオヤ		1,100		900		垂水
078-707-2694 タルミ		950		800		塩屋
078-751-0643 シオヤ		4,250		3,400		ｼﾞｪｰﾑｽ山･塩屋(S)
078-752-1276 ヤマシオヤ		3,500		2,800

		ｼﾞｪｰﾑｽ山
078-752-0796 ヤマ		1,200		1,000		明舞新多聞(S)
078-783-6296 メイマイシンタモン		1,400		1,150		たるみ
078-707-6147		3,700		3,000		垂水(S)
078-707-2910 タルミ		4,550		3,650

		垂水
078-752-0796 タルミ		1,650		1,350		垂水南部(S)
078-781-3539 タルミナンブ		1,300		1,050		舞子
078-787-3000 マイコ		2,050		1,650		上高丸(S)
078-709-4880 ウエタカマル		3,450		2,800

		星陵台
078-709-3537 ホシリョウダイ		2,900		2,350								西垂水
078-705-4141 ニシタルミ		2,300		1,850		舞子(S)
078-783-1122 マイコ		2,550		0

		明舞
078-781-0102 メイマイ		2,250		0								新多聞
078-784-2470 シンタモン		2,550		2,050		明舞(S)
078-781-0052 メイマイ		2,300		0

		新多聞
078-785-8708 シンタモン		2,100		1,700								明舞
078-781-1556 メイマイ		1,450		0		多聞台
078-781-2683 タモンダイ		3,350		2,700

		名谷北
078-791-0007 ミョウダニキタ		2,550		2,050								[須磨区] スマク						学ヶ丘
078-784-0707 ガクオカ		2,500		2,000

														須磨
078-731-5167 スマ		4,350		3,500		垂水東販売(S)
078-755-5335 タルミヒガシハンバイ		6,650		4,550

														妙法寺
078-741-4551 ミョウホウジ		700		600

		[須磨区] スマク												須磨山手
078-732-5513 スマヤマテ		1,500		1,200		[須磨区] スマク

		須磨
078-731-1266 スマ		4,700		3,800								名谷　
078-792-1958 ミョウダニ		1,900		1,550		板宿(S)
078-732-4861 イタヤド		2,850		2,300

		高倉台
078-732-5531 タカクラダイ		2,000		1,600								名谷中央
078-792-1050 ミョウダニチュウオウ		2,550		2,050		須磨(S)
078-732-6995 スマ		3,300		2,650

		北須磨
078-792-1030 キタスマ		4,450		3,600														北須磨(S)
078-732-5512 キタスマ		3,750		3,000

		名谷
078-792-1959 ミョウダニ		1,750		1,400														妙法寺(S)
078-741-2218 ミョウホウジ		2,050		1,400

																				白川台(S)
078-792-6108 シラカワダイ		2,400		1,950

																				名谷北(S)
078-793-1780 ミョウダニキタ		2,250		1,800

																				名谷中央(S)
078-791-1415 ミョウダニチュウオウ		5,950		4,800

		計		26,650		19,750		計		3,650		3,000		計		27,300		20,850		計 ケイ		51,400		36,400





神戸中央・兵庫・長田(10-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												中央区 チュウオウク		兵庫区 ヒョウゴク		長田区 ナガタク				灘区 ナダク				須磨区 スマク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		6,450		3,800				2,900				5,050				1,050

																												毎日新聞		2,750		350				0				1,600				0

																												読売新聞		7,350		5,850				5,550				8,300				1,100

																												産経新聞 サンケイ		0		0				0				0				0

																												神戸新聞 カミト		10,150		15,350				13,100				8,250				1,050

																												合   計		26,700		25,350				21,550				23,200				3,200

		神戸中央・兵庫・長田エリア １００，０００部 折込配布明細 コウベチュウオウヒョウゴナガタオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク

		熊内
078-231-6356 クマウチ		2,300		2,100		三宮東部
078-221-1877 サンノミヤトウブ		400		400		葺合
078-221-2909 フキアイ		1,950		1,800		葺合東
078-231-0518 フキアイヒガシ		2,150		1,950

		神戸三宮
078-251-0223 コウベサンノミヤ		3,900		3,550		三宮
078-222-1732 サンノミヤ		400		400		二宮
078-231-1826 ニノミヤ		1,750		1,600		葺合西
078-222-0873 フキアイニシ		2,800		2,550

		ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3359		850		800		栄町
078-351-3875 サカエマチ		1,650		1,500		東神戸
078-341-4169 ヒガシコウベ		3,350		3,050		三宮
078-222-0873 サンノミヤ		1,600		1,450

		[兵庫区] ヒョウゴク						ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3284		500		450		ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3284		950		900		元町
078-331-0218 モトマチ		2,650		2,350

		柳原
078-651-2809 ヤナギハラ		2,050		1,850														ﾎﾟｰﾄIL(S)
078-302-3359		2,050		1,850

		ひょうご山手
078-521-4061 ヤマテ		2,150		1,950		[兵庫区] ヒョウゴク						[兵庫区] ヒョウゴク						[兵庫区] ヒョウゴク

		[長田区] ナガタク						湊川
078-511-5068 ミナトガワ		350		350		兵庫中央
078-575-3871 ヒョウゴチュウオウ		3,500		3,150		大倉山
078-361-2498 オオクラサン		5,550		5,000

		長田中央
078-643-0866 ナガタチュウオウ		3,200		2,900								柳原
078-671-6973 ヤナギハラ		1,400		1,300		神戸市販売C
078-575-0115 コウベシハンバイ		4,700		4,250

		[灘区] ナダク						[灘区] ナダク						笠松
078-681-5863 カサマツ		500		450		ｷｬﾅﾙｼﾃｨｰ
078-685-3577		3,900		3,550

		神戸なだ
078-851-5678 コウベ		5,200		3,250		灘中央
078-861-2378 ナダチュウオウ		1,750		1,600		大開
078-578-1260 ダイヒラ		1,050		950		夢野
078-511-4785 ユメノ		2,800		2,550

		六甲              078-871-8710 ロッコウ		2,000		1,800								[長田区] ナガタク						[長田区] ナガタク

														長田中央
078-575-3921 ナガタチュウオウ		2,100		1,900		長田北(S)
078-691-7333 ナガタキタ		3,500		3,150

		[須磨区] スマク												新長田
078-611-0228 シンナガタ		2,500		2,250		大橋
078-611-4138 オオハシ		1,450		1,350

		須磨
078-731-1266 スマ		4,700		1,050								長田山手
078-691-4956 ナガタヤマテ		1,550		1,400		西代(S)
078-621-0284 ニシダイ		3,600		3,250

														[灘区] ナダク						池田(S)
078-621-7829 イケダ		2,050		1,850

														六甲
078-851-0132 ロッコウ		4,550		2,850		腕塚(S)
078-731-3608 ウデツカ		2,300		2,100

														阪急六甲駅前
078-881-0218 ハンキュウロッコウエキマエ		2,600		1,600		板宿北(S)
078-611-4632 イタヤドキタ		1,550		1,400

														王子公園　078-801-3895 オウジコウエン		2,800		2,550		[灘区] ナダク

														西灘
078-861-2031 ニシナダ		1,400		1,300		六甲道
078-851-9200 ロッコウミチ		5,900		3,650

																				六甲　　　　　　　078-861-3033 ロッコウ		1,400		1,300

														[須磨区] スマク						西灘　　　　　　　　　078-801-0512 ニシナダ		3,650		3,300

														妙法寺
078-741-4551 ミョウホウジ		700		150

														須磨
078-731-5167 スマ		4,350		950		[須磨区] スマク

																				板宿(S)
078-732-4861 イタヤド		2,850		600

																				妙法寺(S)
078-741-2218 ミョウホウジ		2,050		450

		計		26,350		19,250		計		5,050		4,700		計		37,000		28,150		計 ケイ		58,500		47,900





神戸中央・兵庫・長田(8-90)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												中央区 チュウオウク		兵庫区 ヒョウゴク		長田区 ナガタク				灘区 ナダク				須磨区 スマク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		6,450		3,800				2,900				1,450				0

																												毎日新聞		2,750		350				0				1,250				0

																												読売新聞		7,350		5,850				5,550				1,050				0

																												産経新聞 サンケイ		0		0				0				0				0

																												神戸新聞 カミト		10,150		15,350				13,100				2,650				0

																												合   計		26,700		25,350				21,550				6,400				0

		神戸中央・兵庫・長田エリア 8０，０００部 折込配布明細 コウベチュウオウヒョウゴナガタオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク

		熊内
078-231-6356 クマウチ		2,300		2,100		三宮東部
078-221-1877 サンノミヤトウブ		400		400		葺合
078-221-2909 フキアイ		1,950		1,800		葺合東
078-231-0518 フキアイヒガシ		2,150		1,950

		神戸三宮
078-251-0223 コウベサンノミヤ		3,900		3,550		三宮
078-222-1732 サンノミヤ		400		400		二宮
078-231-1826 ニノミヤ		1,750		1,600		葺合西
078-222-0873 フキアイニシ		2,800		2,550

		ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3359		850		800		栄町
078-351-3875 サカエマチ		1,650		1,500		東神戸
078-341-4169 ヒガシコウベ		3,350		3,050		三宮
078-222-0873 サンノミヤ		1,600		1,450

		[兵庫区] ヒョウゴク						ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3284		500		450		ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3284		950		900		元町
078-331-0218 モトマチ		2,650		2,350

		柳原
078-651-2809 ヤナギハラ		2,050		1,850														ﾎﾟｰﾄIL(S)
078-302-3359		2,050		1,850

		ひょうご山手
078-521-4061 ヤマテ		2,150		1,950		[兵庫区] ヒョウゴク						[兵庫区] ヒョウゴク						[兵庫区] ヒョウゴク

		[長田区] ナガタク						湊川
078-511-5068 ミナトガワ		350		350		兵庫中央
078-575-3871 ヒョウゴチュウオウ		3,500		3,150		大倉山
078-361-2498 オオクラサン		5,550		5,000

		長田中央
078-643-0866 ナガタチュウオウ		3,200		2,900								柳原
078-671-6973 ヤナギハラ		1,400		1,300		神戸市販売C
078-575-0115 コウベシハンバイ		4,700		4,250

		[灘区] ナダク						[灘区] ナダク						笠松
078-681-5863 カサマツ		500		450		ｷｬﾅﾙｼﾃｨｰ
078-685-3577		3,900		3,550

		六甲              078-871-8710 ロッコウ		2,000		1,450		灘中央
078-861-2378 ナダチュウオウ		1,750		1,250		大開
078-578-1260 ダイヒラ		1,050		950		夢野
078-511-4785 ユメノ		2,800		2,550

														[長田区] ナガタク						[長田区] ナガタク

														長田中央
078-575-3921 ナガタチュウオウ		2,100		1,900		長田北(S)
078-691-7333 ナガタキタ		3,500		3,150

														新長田
078-611-0228 シンナガタ		2,500		2,250		大橋
078-611-4138 オオハシ		1,450		1,350

														長田山手
078-691-4956 ナガタヤマテ		1,550		1,400		西代(S)
078-621-0284 ニシダイ		3,600		3,250

														[灘区] ナダク						池田(S)
078-621-7829 イケダ		2,050		1,850

														西灘
078-861-2031 ニシナダ		1,400		1,050		腕塚(S)
078-731-3608 ウデツカ		2,300		2,100

																				板宿北(S)
078-611-4632 イタヤドキタ		1,550		1,400

																				[灘区] ナダク

																				西灘　　　　　　　　　078-801-0512 ニシナダ		3,650		2,650

		計		16,450		14,600		計		5,050		4,350		計		22,000		19,800		計 ケイ		46,300		41,250





神戸中央・兵庫・長田(8-80)

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												中央区 チュウオウク		兵庫区 ヒョウゴク		長田区 ナガタク				灘区 ナダク				須磨区 スマク				北区 キタク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		5,700		3,400				2,600				1,600				0		550

																												毎日新聞		2,450		300				0				1,400				0		0

																												読売新聞		6,500		5,200				4,950				1,150				0		1,950

																												産経新聞 サンケイ		0		0				0				0				0		0

																												神戸新聞 カミト		9,050		13,650				11,650				2,950				2,950		2,000

																												合   計		23,700		22,550				19,200				7,100				2,950		4500

		神戸中央・兵庫・長田エリア 8０，０００部 折込配布明細 コウベチュウオウヒョウゴナガタオリコミ																						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 カミトシンキ

		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

		[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク						[中央区] チュウオウク

		熊内
078-231-6356 クマウチ		2,300		1,850		三宮東部
078-221-1877 サンノミヤトウブ		400		350		葺合
078-221-2909 フキアイ		1,950		1,600		葺合東
078-231-0518 フキアイヒガシ		2,150		1,750

		神戸三宮
078-251-0223 コウベサンノミヤ		3,900		3,150		三宮
078-222-1732 サンノミヤ		400		350		二宮
078-231-1826 ニノミヤ		1,750		1,400		葺合西
078-222-0873 フキアイニシ		2,800		2,250

		ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3359		850		700		栄町
078-351-3875 サカエマチ		1,650		1,350		東神戸
078-341-4169 ヒガシコウベ		3,350		2,700		三宮
078-222-0873 サンノミヤ		1,600		1,300

		[兵庫区] ヒョウゴク						ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3284		500		400		ﾎﾟｰﾄIL
078-302-3284		950		800		元町
078-331-0218 モトマチ		2,650		2,100

		柳原
078-651-2809 ヤナギハラ		2,050		1,650														ﾎﾟｰﾄIL(S)
078-302-3359		2,050		1,650

		ひょうご山手
078-521-4061 ヤマテ		2,150		1,750		[兵庫区] ヒョウゴク						[兵庫区] ヒョウゴク						[兵庫区] ヒョウゴク

		[長田区] ナガタク						湊川
078-511-5068 ミナトガワ		350		300		兵庫中央
078-575-3871 ヒョウゴチュウオウ		3,500		2,800		大倉山
078-361-2498 オオクラサン		5,550		4,450

		長田中央
078-643-0866 ナガタチュウオウ		3,200		2,600								柳原
078-671-6973 ヤナギハラ		1,400		1,150		神戸市販売C
078-575-0115 コウベシハンバイ		4,700		3,800

		[灘区] ナダク						[灘区] ナダク						笠松
078-681-5863 カサマツ		500		400		ｷｬﾅﾙｼﾃｨｰ
078-685-3577		3,900		3,150

		六甲              078-871-8710 ロッコウ		2,000		1,600		灘中央
078-861-2378 ナダチュウオウ		1,750		1,400		大開
078-578-1260 ダイヒラ		1,050		850		夢野
078-511-4785 ユメノ		2,800		2,250

														[長田区] ナガタク						[長田区] ナガタク

														長田中央
078-575-3921 ナガタチュウオウ		2,100		1,700		長田北(S)
078-691-7333 ナガタキタ		3,500		2,800

		[須磨区] スマク												新長田
078-611-0228 シンナガタ		2,500		2,000		大橋
078-611-4138 オオハシ		1,450		1,200

														長田山手
078-691-4956 ナガタヤマテ		1,550		1,250		西代(S)
078-621-0284 ニシダイ		3,600		2,900

														[灘区] ナダク						池田(S)
078-621-7829 イケダ		2,050		1,650

		[北区] キタク												西灘
078-861-2031 ニシナダ		1,400		1,150		腕塚(S)
078-731-3608 ウデツカ		2,300		1,850

		ひよどり台
078-743-1053 ダイ		650		550														板宿北(S)
078-611-4632 イタヤドキタ		1,550		1,250

																				[灘区] ナダク

																				西灘　　　　　　　　　078-801-0512 ニシナダ		3,650		2,950

														[須磨区] スマク

																				[須磨区] スマク

																				板宿(S)
078-732-4861 イタヤド		2,850		2,300

														[北区] キタク						妙法寺(S)
078-741-2218 ミョウホウジ		2,050		650

														西鈴蘭台
078-592-4440 セイスズランダイ		2,800		1,950		[北区] キタク

																				鈴蘭台南(S)
078-743-1055 スズランダイミナミ		2,500		2,000

		計		17,100		13,850		計		5,050		4,150		計		24,800		19,750		計 ケイ		53,700		42,250
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