
■折込配布明細

■各市区町村における4紙折込部数

■エリアの特徴
JR東海道線、JR嵯峨野線、阪急京都線などの鉄道、京都縦貫道、国道9号線、
国道171号線が通っており京都の北西部をカバーできるエリアです。
京都駅、阪急京都河原町駅など中心部へのアクセスも容易です。
マンションや戸建ての住宅が多く地元での採用だけでなく中心部への流入も活発な労働力
人口の多いエリアです。右京区には嵐山等の観光地や大学も多く、学生～シニア層まで
幅広い世代が活動しているエリアです。

2020年9月1日現在

右京区（西院駅周辺・西京極駅周辺・京北町を除く）・西京区・
向日市・長岡京市・大山崎町・亀岡市・南丹市（美山町を除く）、
京丹波町全域の4大紙（京都・朝日・毎日・読売）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。

右京・西京・長岡・亀岡周辺エリア

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 店 名 基 本 部 数 配 布 部 数

向 日 市 4,400 向 日 東 2,500 向 日 町 4,200 亀 岡 4,650
075-921-0265 2,250 075-921-1053 1,300 075-921-2602 2,150 0771-22-0162 2,350

向 日 町 北 6,200 亀 岡 南 5,200
075-922-0792 3,150 0771-22-5600 2,650

長岡京北 1,500 長 岡 京 2,500 亀 岡 北 4,000
075-957-2726 750 075-955-6286 1,300 0771-24-3693 2,050
長 岡 京 (M) 3,250 南 長 岡 京 1,200 長 岡 京 7,100 亀 岡 西 2,750
075-953-2251 1,650 075-951-5555 600 075-951-1244 3,600 0771-25-6550 1,400

調 子 2,850
075-956-5297 1,450

大 山 崎 1,250 大 山 崎 600 園 部 3,650
075-953-2251 650 075-957-6377 300 0771-62-0359 1,850

桂 7,200 八 木 2,500
075-391-3700 3,800 0771-42-2044 1,300

桂 4,750 桂 3,150 上 桂 5,950 日 吉 650
075-381-3462 2,400 075-381-2659 1,600 075-381-2798 3,100 0771-72-0063 350

洛 西 3,350 上 桂 1,600 洛 西 桂 坂 6,450 胡 麻 700
075-331-5876 1,700 075-391-4215 800 075-331-5872 3,400 0771-74-0037 350

洛 西 NT 1,700 洛西桂坂別口 1,300
075-331-5874 850 075-331-5872 700

つつじ が丘 1,950 洛 西 東 1,250 大 山 崎 1,550
0771-24-1781 1,000 075-331-5874 650 075-956-5297 800

亀 岡 1,100 嵯 峨 2,800
0771-23-8486 550 075-871-9510 1,450

東 土 川 1,900 広 沢 3,400 久 世 2,350
075-931-9648 950 075-861-0713 1,750 075-933-9061 1,200

嵐 山 1,600 鳴 滝 1,250
075-861-0365 800 075-464-6345 650

梅 津 1,450 亀 岡 中 央 4,000 梅 津 6,950
075-861-3034 750 0771-23-1885 2,050 075-872-8015 3,550 計 92,950 47,800

太 秦 1,250 亀 岡 東 2,750 常 磐 野 2,700
075-861-3034 650 0771-23-4708 1,400 075-881-0089 1,400

鳴 滝 750 太 秦 2,450
075-861-0365 400 075-872-5551 1,250

嵯 峨 2,500 東 向 日 950
075-872-6613 1,300 075-921-3347 500

梅 津 2,200 須 知 1,200 西 向 日 600
075-871-9220 1,100 0771-82-0053 600 075-921-3347 300

太 秦 2,350 和 知 1,400
075-861-2738 1,200 0771-84-0027 700

花 園 2,350 下 山 450 長 岡 北 450
075-463-5557 1,200 0771-84-1387 250 075-921-3347 250

瑞 穂 1,100
0771-87-0032 550

園 部 500 桂 400
0771-62-3760 250 075-381-3460 200

八 木 350
0771-42-4737 200

太秦・ 衣笠 700
075-861-0709 350

計 26,600 13,550 計 33,400 17,050 計 3,100 1,600

[長岡京市]

[乙訓郡] [南丹市]

朝日新聞【合配】

[向日市] [亀岡市]

京都新聞

[右京区]

[向日市]

[南区]

[右京区]

[西京区]

[亀岡市] [乙訓郡]

[西京区]

[右京区]

読売新聞

[向日市]

[長岡京市]

[西京区]

[南丹市]

[右京区]

[船井郡]

毎日新聞

[長岡京市]

[向日市]

[長岡京市]

[乙訓郡]

[西京区]

[南区]

[亀岡市]

右京区 西京区 向日市 長岡京市 乙訓郡 南区 亀岡市 南丹市 船井郡

朝日新聞
（毎日新聞を含む）

2,600 4,100 2,250 2,400 650 ― 1,550 ― ―

毎日新聞 350 200 800 250 ― ― ― ― ―

読売新聞 4,800 3,900 1,300 1,900 300 950 3,450 450 ―

京都新聞 10,050 11,000 5,300 5,050 800 1,200 8,450 3,850 2,100

合 計 17,800 19,200 9,650 9,600 1,750 2,150 13,450 4,300 2,100


1.（新）右京

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																																												向日市 ムコウシ		長岡京市 ナガオカ キョウ シ		乙訓郡 オトクニ グン		西京区 ニシキョウク		南　区 ミナミ ク		伏見区 フシミク		計 ケイ

																								84.8%																						朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		2,250		2,400		650		4,100		―		―		9,400

																																														毎日新聞 マイニチ シンブン		5,000		1,400		―		1,850		―		―		8,250

																																														産経新聞 サンケイ シンブン		300		47,800		0		―		―		250		48,350

				右京・西京・長岡・亀岡周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ブ オリコミ ハイフ メイサイ																																										読売新聞 ヨミウリ シンブン		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																														京都新聞
（産経新聞を含む） キョウト シンブン サンケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																														合 計 ゴウ ケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																												令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン										読売新聞 ヨミウリ シンブン								京都新聞 キョウト シンブン

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

				[向日市] ムコウ シ										[向日市] ムコウ シ								[向日市] ムコウ シ								[亀岡市] カメオカシ



				向日市 ム ヒ シ		4,400								向日東 ムカイ ニットウ		2,500						向日町 ムコウマチ		4,200						亀岡 カメオカ		4,650

				075-921-0265				ERROR:#REF!		2,250		51%		075-921-1053				ERROR:#REF!		1,300		075-921-2602				ERROR:#REF!		2,150		0771-22-0162				ERROR:#REF!		2,350		51%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				[長岡京市] ナガオカキョウ シ										[長岡京市] ナガオカキョウ シ								向日町北 ムコウマチ キタ		6,200						亀岡南 カメオカ ミナミ		5,200

																						075-922-0792				ERROR:#REF!		3,150		0771-22-5600				ERROR:#REF!		2,650		51%				ERROR:#REF!

				長岡京北 ナガオカ キョウ キタ		1,500								長岡京 ナガオカキョウ		2,500						[長岡京市] ナガオカキョウ シ								亀岡北 カメオカ キタ		4,000

				075-957-2726				ERROR:#REF!		750		50%		075-955-6286				ERROR:#REF!		1,300										0771-24-3693				ERROR:#REF!		2,050				ERROR:#REF!

				長岡京(M) ナガオカ キョウ		3,250								南長岡京 ミナミ ナガオカキョウ		1,200						長岡京 ナガオカキョウ		7,100						亀岡西 カメオカ ニシ		2,750

				075-953-2251				ERROR:#REF!		1,650		51%		075-951-5555				ERROR:#REF!		600		075-951-1244				ERROR:#REF!		3,600		0771-25-6550				ERROR:#REF!		1,400		51%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				[乙訓郡] オトクニグン										[乙訓郡] オトクニグン								調子 チョウシ		2,850						[南丹市] ミナミ タンシ

																						075-956-5297				ERROR:#REF!		1,450														ERROR:#REF!

				大山崎 オオヤマザキ		1,250								大山崎 オオヤマザキ		600						[西京区] ニシキョウ ク								園部 ソノベ		3,650

				075-953-2251				ERROR:#REF!		650		52%		075-957-6377				ERROR:#REF!		300										0771-62-0359				ERROR:#REF!		1,850		51%		ERROR:#REF!

				[西京区] ニシキョウ ク										[西京区] ニシキョウ ク								桂 カツラ		7,200						八木 ヤギ		2,500

																						075-391-3700				ERROR:#REF!		3,800		0771-42-2044				ERROR:#REF!		1,300						ERROR:#REF!

				桂 カツラ		4,750								桂 カツラ		3,150						上桂 カミカツラ		5,950						日吉 ヒヨシ		650

				075-381-3462				ERROR:#REF!		2,400		51%		075-381-2659				ERROR:#REF!		1,600		075-381-2798				ERROR:#REF!		3,100		0771-72-0063				ERROR:#REF!		350		54%		ERROR:#REF!

				洛西 ラク サイ		3,350								上桂 カミカツラ		1,600						洛西桂坂 ラクサイ カツラ サカ		6,450						胡麻 ゴマ		700

				075-331-5876				ERROR:#REF!		1,700		51%		075-391-4215				ERROR:#REF!		800		075-331-5872				ERROR:#REF!		3,400		0771-74-0037				ERROR:#REF!		350		50%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				[亀岡市] カメオカシ										洛西NT ラク サイ		1,700						洛西桂坂別口 ラク ニシ カツラ ザカ ベツ クチ		1,300						[乙訓郡] オトクニグン

												ERROR:#DIV/0!		075-331-5874				ERROR:#REF!		850		075-331-5872				ERROR:#REF!		700										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				つつじが丘 オカ		1,950								洛西東 ラク サイ ヒガシ		1,250						[右京区] ウキョウ ク								大山崎 オオヤマザキ		1,550

				0771-24-1781				ERROR:#REF!		1,000		51%		075-331-5874				ERROR:#REF!		650										075-956-5297				ERROR:#REF!		800		52%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				亀岡 カメオカ		1,100								[南区] ミナミ ク								嵯峨 サガ		2,800						[南区] ミナミ ク

				0771-23-8486				ERROR:#REF!		550		50%										075-871-9510				ERROR:#REF!		1,450														ERROR:#REF!

				[右京区] ウキョウ ク										東土川 ヒガシ ツチカワ		1,900						広沢 ヒロサワ		3,400						久世 クゼ		2,350

														075-931-9648				ERROR:#REF!		950		075-861-0713				ERROR:#REF!		1,750		075-933-9061				ERROR:#REF!		1,200				ERROR:#REF!

				嵐山 アラシヤマ		1,600								[亀岡市] カメオカシ								鳴滝 ナルタキ		1,250

				075-861-0365				ERROR:#REF!		800		50%										075-464-6345				ERROR:#REF!		650														ERROR:#REF!

				梅津 ウメヅ		1,450								亀岡中央 カメオカ チュウオウ		4,000						梅津 ウメヅ		6,950

				075-861-3034				ERROR:#REF!		750				0771-23-1885				ERROR:#REF!		2,050		075-872-8015				ERROR:#REF!		3,550		計 ケイ		92,950				47,800		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!

				太秦 ウズマサ		1,250								亀岡東 カメオカ ヒガシ		2,750						常磐野 トキワ ノ		2,700						毎日新聞 マイニチ シンブン

				075-861-3034				ERROR:#REF!		650		52%		0771-23-4708				ERROR:#REF!		1,400		075-881-0089				ERROR:#REF!		1,400												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				鳴滝 ナルタキ		750								[右京区] ウキョウ ク								太秦 ウズマサ		2,450						[向日市] ムコウ シ

				075-861-0365				ERROR:#REF!		400		ERROR:#DIV/0!										075-872-5551				ERROR:#REF!		1,250										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

														嵯峨 サガ		2,500						[船井郡] フナイグン								東向日 ヒガシ ムコウ		950

														075-872-6613				ERROR:#REF!		1,300										075-921-3347				ERROR:#REF!		500						ERROR:#REF!

														梅津 ウメヅ		2,200						須知 スチ		1,200						西向日 ニシムコウ		600

														075-871-9220				ERROR:#REF!		1,100		0771-82-0053				ERROR:#REF!		600		075-921-3347				ERROR:#REF!		300		50%		ERROR:#REF!

														太秦 ウズマサ		2,350						和知 ワチ		1,400						[長岡京市] ナガオカキョウ シ

														075-861-2738				ERROR:#REF!		1,200		0771-84-0027				ERROR:#REF!		700												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

														花園 ハナゾノ		2,350						下山 シモヤマ		450						長岡北 ナガオカ キタ		450

														075-463-5557						1,200		0771-84-1387				ERROR:#REF!		250		075-921-3347				ERROR:#REF!		250		56%				ERROR:#REF!

														[南丹市] ミナミ タンシ								瑞穂 ミズホ		1,100						[西京区] ニシキョウ ク

																						0771-87-0032				ERROR:#REF!		550														ERROR:#REF!

														園部 ソノベ		500														桂 カツラ		400

														0771-62-3760				ERROR:#REF!		250										075-381-3460				ERROR:#REF!		200						ERROR:#REF!

														八木 ヤギ		350														[右京区] ウ

														0771-42-4737				ERROR:#REF!		200

																														太秦・衣笠 ウズマサ キヌガサ		700

																														075-861-0709				ERROR:#REF!		350						ERROR:#REF!





				計 ケイ		26,600				13,550				計 ケイ		33,400				17,050										計 ケイ		3,100				1,600









2.（新）左京

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																																																北区 キタク		上京区 カミギョウク		右京区 ウキョウク		中京区 ナカギョウク		下京区 シモギョウ ク		計 ケイ

																																						62.2%												朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		―		3,000		3,800		700		1,500		9,000

																																																		毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		―		―		100		200		―		300

																																																		産経新聞 サンケイ シンブン		―		―		―		450		―		450

																																																		読売新聞 ヨミウリ シンブン		―		2,500		4,200		3,500		―		10,200

				上京・中京・右京・北区周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ミギ キタク シュウヘン ブ オリコミ ハイフ メイサイ																																														京都新聞
（産経新聞を含む） キョウト シンブン サンケイ		2,150		3,600		12,150		12,950		―		30,850

																																																		合 計 ゴウ ケイ		2,150		9,100		20,250		17,800		1,500		50,800



																																												令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン												毎日新聞【合配】 マイニチ シンブン												読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

				[上京区] カミ												[右京区] ウキョウ ク												[上京区] カミ										[上京区] カミ



				金閣寺 キンカクジ		1,250										西四条 ニシ シジョウ		150										上京 カミギョウ		3,450								寺之内 テラ コレ ウチ		3,850								※西院西と仁和の電話番号不明 サイイン ニシ ニンナ デンワ バンゴウ フメイ

				075-461-4744				778		700		56.0%		ERROR:#REF!		075-841-3456				93		100		1		ERROR:#REF!		075-431-2787				2,146		1,950		56.5%		075-441-4464				2,395		2,150		55.8%

				西陣 ニシジン		1,100										[中京区] ナカギョウ ク												京都御所西 キョウト ゴショ ニシ		1,000								城北 シロ キタ		3,850

				075-841-0614				684		600		54.5%												ERROR:#DIV/0!				075-841-5863				622		550		55.0%		075-841-0304				2,395		2,150		55.8%

				府庁前 フチョウ マエ		3,000										三条 サンジョウ		1,050										[右京区] ウキョウ ク										堀川 ホリカワ		4,100

				075-212-8787				1,866		1,700		56.7%		ERROR:#REF!		075-221-1558				653		600		57.1%		ERROR:#REF!												075-441-7682				2,551		2,300		56.1%

				[右京区] ウキョウ ク												西ノ京 ニシ キョウ		400										西院西 ニシ イン ニシ		950								北大路別口 キタ オオジ ベツ クチ		2,350

														ERROR:#REF!		075-841-3456				249		200		1		ERROR:#REF!								550		57.9%		075-441-2556				0		1,300		55.3%

				花園 ハナゾノ		700										[北区] キタ												西小路 ニシ ショウ ミチ		1,750								[右京区] ウキョウ ク

				075-841-0614						400		57.1%												ERROR:#DIV/0!				075-801-0795						1,000		57.1%										53.7%

				四条 シジョウ		1,200										上賀茂  カミガモ		250										[中京区] ナカギョウ ク										御室 オムロ		5,000

				075-841-0614						650		54.2%		ERROR:#REF!		075-791-1656				0		150		1		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		075-462-0077						2,800		ERROR:#DIV/0!

				[中京区] ナカギョウ ク												[上京区] カミ												河原町 カワ ハラ マチ		2,400								西大路 ニシオオジ		6,100

												ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!				075-231-7553				1,493		1,350		56.3%		075-803-0181						3,400

				西大路 ニシオオジ		1150										烏丸 カラスマ		600										西ノ京 ニシ キョウ		2,300								[中京区] ナカギョウ ク

				075-841-0614				715.415		650		56.5%		ERROR:#REF!		075-221-1558				0		350		58.3%		ERROR:#REF!		075-811-3064				1,431		1,300												55.7%

				五条烏丸 ゴジョウ カラスマ		3800										[左京区] サ												四条 シジョウ		1,050								仁和 ニンナ		1,750

				075-354-7707						2100		55.3%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		075-221-1535				653		600		57.1%						1,089		1,000		ERROR:#DIV/0!

				[下京区] シモギョウ ク												一乗寺 イチジョウ ジ		800										西院 サイイン		1,600								朱雀 スザク		3,750

												ERROR:#DIV/0!				075-791-1656				0		450		1				075-311-6188				995		900		56.3%		075-841-8959				2,333		2,100		57.1%

				河原町 カワラマチ		1,250										上高野 カミタカノ		300										[北区] キタ										壬生 ミブ		2,750

				075-354-7707						700				ERROR:#REF!		075-791-1656				0		150				ERROR:#REF!												075-841-3123				1,711		1,550		56.0%

				[北区] キタ																								京都北山 キョウト キタヤマ		2,600								中央 チュウオウ		5,700

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		075-491-4893				0		1,400		53.8%		075-255-6300				3,546		3,200		56.4%

				紫竹 シチク		750																						上賀茂 カミガモ		2,200								御所南 ゴショ ミナミ		1,650

				075-461-4744				0		400		53.3%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		075-722-2613				0		1,200		54.5%		075-231-7014				1,026		900		56.1%

				小山 コヤマ		2,750																						[左京区] サ										[北区] キタ

				075-417-0077				0		1,500		54.5%												ERROR:#DIV/0!

				上賀茂 カミガモ		750																						左京 サキョウ		1,100								北大路 キタ オオジ		2,650

				075-417-0077				0		400				ERROR:#REF!												ERROR:#REF!		075-721-5215				0		600		54.5%		075-441-2556				0		1,500		ERROR:#DIV/0!

				[左京区] サ																								下鴨 シモ ガモ		1,250								紫竹 シチク		5,500

												ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!				075-791-1659				0		700		56.0%		075-492-1343				0		3,000		56.6%

				修学院 シュウガクイン		900																						百万遍 ヒャクマン ヘン		1,550								大徳寺 ダイ トク ジ		2,600

				075-722-2220				0		500		55.6%												ERROR:#DIV/0!				075-791-1659				0		850				075-491-4989				0		1,450		54.5%

				下鴨 シモ ガモ		1,450																						岩倉 イワクラ		1,100								金閣寺 キンカクジ		3,300

				075-761-8700				0		800																		075-721-4957				0		600		54.5%		075-462-3869				0		1,850		55.8%

				高野 タカノ		2,500																						[東山区] ヒガシヤマ										上賀茂 カミガモ		6,150

				075-712-2929				0		1,400		56.0%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		075-721-6731				0		3,300		56.1%

				京大前 キョウダイ マエ		1,650																						東山三条 ヒガシ ヤマ サンジョウ		1,600								衣笠 キヌガサ		3,300

				075-761-8700				0		900																		075-761-0502				0		900				075-462-2244				0		1,850

				岩倉 イワクラ		2,000																																[左京区] サ

				075-722-2220				0		1,100																																				ERROR:#DIV/0!

				白川 シラカワ		1,700																																下鴨 シモ ガモ		3,250

				075-751-5700				0		950																												075-721-1660				0		1,800		55.4%

																																						吉田 ヨシダ		3,700

																																						075-771-1821				0		2,050		55.4%

																																						銀閣寺道 ギンカクジ ミチ		4,250

																																						075-752-7207				0		2,400		56.5%

																																						松ヶ崎 マツガサキ		1,450

																																						075-721-9678				0		800		55.2%

																																						岩倉 イワクラ		3,550

																																						075-711-2057				0		2,000		56.3%

																																						修学院 シュウガクイン		5,800

																																						075-722-0022				0		3,250		56.0%



																																														ERROR:#DIV/0!



																																														ERROR:#DIV/0!



																																														ERROR:#DIV/0!



																																														ERROR:#DIV/0!



																																														ERROR:#DIV/0!



																																														ERROR:#DIV/0!

				計 ケイ		22,550				12,500						計 ケイ		1,100				600						計 ケイ		24,300				13,550				計 ケイ		86,350				48,100





																																												74,750















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１.（旧）右京明細

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																						75.1%														京都府 キョウトフ

																										+微調整														亀岡市 カメ オカ シ		南丹市 ナン タン シ		船井郡 フナイグン		西京区 ニシキョウク		右京区 ウキョウク		中京区 ナカギョウ ク		下京区 シモギョウ ク		計 ケイ

																																						朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		2,200		―		―		3,050		4,550		900		1,400		12,100

																																						毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		―		―		―		―		500		300		―		800

				右京・中京・亀岡・南丹周辺エリア　８０，０００部 折込配布明細 ウキョウ ナカギョウ カメオカ ナンタン シュウヘン																																		読売新聞 ヨミウリ シンブン		4,750		600		―		1,150		7,750		1,800		―		16,050

																																						京都新聞
（朝日・毎日・読売・産経新聞を含む） キョウト シンブン		11,650		5,350		3,000		6,850		24,200		―		―		51,050

																																						合 計 ゴウ ケイ		18,600		5,950		3,000		11,050		37,000		3,000		1,400		80,000

																																令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン												読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

				[亀岡市] カメオカシ												[亀岡市] カメオカシ										[亀岡市] カメオカシ



				つつじが丘 オカ		1,950										亀岡中央 カメオカ チュウオウ		4,000								亀岡(MS) カメオカ		4,650

				0771-24-1781				1,464		1,400		72%		ERROR:#REF!		0771-23-1885				3,003		2,800		70%		0771-22-0162				3,491		3,250		70%

				亀岡 カメオカ		1,100										亀岡東 カメオカ ヒガシ		2,750								亀岡南(MS) カメオカ ミナミ		5,200

				0771-23-8486				826		800		73%		ERROR:#REF!		0771-23-4708				2,064		1,950		71%		0771-22-5600				3,904		3,650		70%

				[西京区] ニシキョウク												[南丹市] ミナミ タンシ										亀岡北(MS) カメオカ キタ		4,000

												ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!		0771-24-3693				3,003		2,800		70%

				桂 カツラ		4,750										園部 ソノベ		500								亀岡西(MS) カメオカ ニシ		2,750

				075-381-3462						3,050				ERROR:#REF!		0771-62-3760				375		350				0771-25-6550				2,064		1,950		71%

				[右京区] ウキョウ ク												八木 ヤギ		350								[南丹市] ミナミ タンシ

												ERROR:#DIV/0!				0771-42-4737				263		250		71%

				嵐山(M) アラシヤマ		1,600										[西京区] ニシキョウク										園部(AMS) ソノベ		3,650

				075-861-0365				1,201		1,150		72%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		0771-62-0359				2,740		2,600		71%

				梅津(M) ウメヅ		1,450										上桂 カミカツラ		1,600								八木(AMS) ヤギ		2,500

				075-861-3034				1,089		1,050				ERROR:#REF!		075-391-4215						1,150		72%		0771-42-2044				1,877		1,750		70%

				太秦 ウズマサ		1,250										[右京区] ウキョウ ク										日吉（合） ヒヨシ ゴウ		650

				075-861-3034				938		900		73%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		0771-72-0063				488		500		77%

				花園(M) ハナゾノ		750										嵯峨 サガ		2,650								胡麻（合） ゴマ		700

				075-841-0614				563		550		ERROR:#DIV/0!				075-872-6613				1,989		1,850		70%		0771-74-0037				525		500		71%

				四条 シジョウ		1,250										梅津 ウメヅ		2,450								[船井郡] フナイグン

				075-841-0614						900		0%				075-871-9220				1,839		1,750

				[中京区] ナカギョウ ク												太秦 ウズマサ		2,100								須知（合） スチ		1,200

												ERROR:#DIV/0!				075-861-2738				1,576		1,500		71%		0771-82-0053				901		850		71%

				西大路 ニシオオジ		1,250										西小路 ニシコウジ		1,750								和知（合） ワチ		1,400

				075-841-0614				0		900		ERROR:#DIV/0!				075-801-0795				1,314		1,250		71%		0771-84-0027				1,051		1,000		71%

				[下京区] シタ キョウ ク												西京極 ニシキョウゴク		2,000								下山（合） シモヤマ		450

												78%		ERROR:#REF!		075-315-1140				0		1,400		70%		0771-84-1387				338		350		78%

				西七条(M) ニシ ナナジョウ		2,000										[中京区] ナカギョウ ク										瑞穂（合） ミズホ		1,100

				075-313-7642				0		1,400														ERROR:#DIV/0!		0771-87-0032				826		800		73%

																西院 サイイン		2,550								[西京区] ニシキョウク

																075-311-6188				0		1,800		71%

																										上桂(S) カミカツラ		5,950

																								ERROR:#DIV/0!		075-381-2798				4,467		4,200		71%

				計 ケイ		17,350				12,100																洛西桂坂(Ｓ) ラク ニシ カツラ ザカ		6,450

																										075-331-5872						2,650		41%

				毎日新聞【合配】																						[右京区] ウキョウ ク

																																		ERROR:#REF!

				[右京区] ウ																						嵯峨(S) サガ		2,800

																										075-871-9510				2,102		2,000

				太秦(S) ウズマサ		450																				広沢(S) ヒロサワ		3,400

				075-861-0709				338		350																075-861-0713				2,552		2,400		71%

				西四条 ニシ シジョウ		200																				西京極(S) ニシキョウゴク		6,700

				075-841-3456				0		150																075-325-2530				5,030		4,700		70%

				[中京区] ナカギョウ ク																						梅津(S) ウメヅ		7,100

																										075-872-8015				5,330		5,000		70%

				西ノ京 ニシ キョウ		400																				常磐野 トキワ ノ		2,700

				075-841-3456				0		300																075-881-0089				2,027		1,900		70%

																										太秦 ウズマサ		2,450

																										075-872-5551				1,839		1,750		71%

																										御室(S) オムロ		5,000

																										075-462-0077				3,754		3,500

																										西大路(S) ニシオオジ		6,100

																										075-803-0181						2,950		48%

				計 ケイ		1,050				800						計 ケイ		22,700				16,050				計 ケイ		76,900				51,050





































































































2.（旧）西京明細

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																																												向日市 ムコウシ		長岡京市 ナガオカ キョウ シ		乙訓郡 オトクニ グン		西京区 ニシキョウク		南　区 ミナミ ク		伏見区 フシミク		計 ケイ

																																				84.8%										朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		3,600		4,600		1,000		6,650		―		―		15,850

																																														毎日新聞 マイニチ シンブン		1,300		400		―		200		―		―		1,900

																																														産経新聞 サンケイ シンブン		500		350		200		―		―		200		1,250

				西京・向日・長岡・南区エリア ８０，０００部 折込配布明細 ブ オリコミ ハイフ メイサイ																																										読売新聞 ヨミウリ シンブン		2,000		3,000		500		6,250		1,550		2,100		15,400

																																														京都新聞
（産経新聞を含む） キョウト シンブン サンケイ		8,700		8,350		1,250		17,400		5,300		4,600		45,600

																																														合 計 ゴウ ケイ		16,100		16,700		2,950		30,500		6,850		6,900		80,000

																																								令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン										毎日新聞 マイニチ シンブン										読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

				[向日市] ムコウ シ										[向日市] ムコウ シ										[向日市] ムコウ シ										[向日市] ムコウ シ



				向日市 ム ヒ シ		4,400								東向日 ヒガシ ムコウ		950								向日東 ムカイ ニットウ		2,500								向日町 ムコウマチ		4,200

				075-921-0265				3,731		3,600		82%		075-921-3347				806		800		84%		075-921-1053				2,120		2,000		80%		075-921-2602				3,562		3,500		83%

				[長岡京市] ナガオカキョウ シ										西向日 ニシムコウ		600								[長岡京市] ナガオカキョウ シ										向日町北 ムコウマチ キタ		6,200

														075-921-3347				509		500		83%												075-922-0792				5,258		5,200		84%

				長岡京北 ナガオカ キョウ キタ		1,500								[長岡京市] ナガオカキョウ シ										長岡京 ナガオカキョウ		2,500								[長岡京市] ナガオカキョウ シ

				075-957-2726				1,272		1,200		80%												075-955-6286				2,120		2,000		80%

				長岡京(M) ナガオカ キョウ		4,200								長岡北 ナガオカ キタ		450								南長岡京 ミナミ ナガオカキョウ		1,200								長岡京 ナガオカキョウ		7,100

				075-953-2251				3,562		3,400		81%		075-921-3347				382		400		89%		075-951-5555				1,018		1,000		83%		075-951-1244				6,021		5,900		83%

				[乙訓郡] オトクニグン										[西京区] ニシキョウ ク										[乙訓郡] オトクニグン										調子 チョウシ		2,850

																																		075-956-5297				2,417		2,450		86%

				大山崎(M) オオヤマザキ		1,250								桂 カツラ		250								大山崎 オオヤマザキ		600								[乙訓郡] オトクニグン

				075-953-2251				1,060		1,000		80%		075-381-3460				212		200		80%		075-957-6377				509		500		83%

				[西京区] ニシキョウ ク																				[西京区] ニシキョウ ク										大山崎 オオヤマザキ		1,550

																																		075-956-5297				1,314		1,250		81%

				桂 カツラ		4,750																		桂 カツラ		3,150								[西京区] ニシキョウ ク

				075-381-3462				4,028		3,950		83%										ERROR:#DIV/0!		075-381-2659				2,671		2,550		81%

				洛西(M) ラク サイ		3,350																		上桂 カミカツラ		1,600								桂(S) カツラ		7,200

				075-331-5876				2,841		2,700		81%										ERROR:#DIV/0!		075-391-4215				1,357		1,300		81%		075-391-3700				6,106		6,100		85%

																								洛西NT ラク サイ		1,700								上桂(S) カミカツラ		5,950

												ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		075-331-5874				1,442		1,400		82%		075-381-2798				5,046		5,000		84%

																								洛西東 ラク サイ ヒガシ		1,250								洛西桂坂(S) ラク ニシ カツラ ザカ		6,450

												ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		075-331-5874				1,060		1,000		80%		075-331-5872				5,470		5,250		81%

																								[南区] ミナミ ク										洛西桂坂別口(S) ラク ニシ カツラ ザカ ベツ クチ		1,300

												ERROR:#DIV/0!		計 ケイ		2,250				1,900														075-331-5872				1,102		1,050		81%

														産経新聞 サンケイ シンブン										東土川 ヒガシ ツチカワ		1,900								[南区] ミナミ ク

																								075-931-9648				1,611		1,550		82%

														[長岡京市] ナガオカキョウ シ										[伏見区] フシミ ク										吉祥院(S) キッショウ イン		4,100

												ERROR:#DIV/0!																						075-312-9313				3,477		3,400		83%

														長岡 ナガオカ		400								伏見西部 フシミ セイブ		2,600								久世 クゼ		2,350

														075-933-9104				339		350		88%		075-933-0322						2,100		81%		075-933-9061				1,993		1,900

														[乙訓郡] オトクニグン																				[伏見区] フシミ ク

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

														大山崎 オオヤマザキ		200																		神川(S) カミカワ		3,350

												ERROR:#DIV/0!		075-933-9104				170		200		100%										ERROR:#DIV/0!		075-922-3546						2,800		84%

														[向日市] ムコウ シ																				伏見南(S) フシミ ミナミ		2,200

																																		075-621-5505						1,800		82%

														乙訓中央 オトクニ チュウオウ		600

														075-951-1200				509		500		83%										ERROR:#DIV/0!

														[伏見区] フシミ ク

																																ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

														伏見西 フシミ ニシ		200

														075-951-1200				0		200		100%																				ERROR:#DIV/0!



																																										ERROR:#DIV/0!









				計 ケイ		19,450				15,850				計 ケイ		1,400				1,250				計 ケイ		19,000				15,400				計 ケイ		54,800				45,600









3.（旧）上京詳細

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																																																北区 キタク		上京区 カミギョウク		右京区 ウキョウク		中京区 ナカギョウク		下京区 シモギョウ ク		計 ケイ

																																						62.2%												朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		―		3,850		4,400		4,050		1,100		13,400

																																																		毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		―		―		450		1,200		―		1,650

																																																		産経新聞 サンケイ シンブン		―		―		―		650		―		650

																																																		読売新聞 ヨミウリ シンブン		―		1,700		8,600		6,700		―		17,000

				上京・中京・右京・北区周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ミギ キタク シュウヘン ブ オリコミ ハイフ メイサイ																																														京都新聞
（産経新聞を含む） キョウト シンブン サンケイ		2,200		7,800		23,400		13,900		―		47,300

																																																		合 計 ゴウ ケイ		2,200		13,350		36,850		26,500		1,100		80,000



																																												令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン												毎日新聞【合配】 マイニチ シンブン												読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

				[上京区] カミ												[右京区] ウキョウ ク												[上京区] カミ										[北区] キタ



				金閣寺(M) キンカクジ		1,250										西四条 ニシ シジョウ		200										上京 カミギョウ		3,450								衣笠(S) キヌガサ		2,700

				075-461-4744				778		500		40.0%		ERROR:#REF!		075-841-3456				124		200		1		ERROR:#REF!		075-431-2787				2,146		900		26.1%		075-462-2244				1,680		2,200		81.5%

				西陣(M) ニシジン		1,150										衣笠(S) キヌガサ		300										京都御所西 キョウト ゴショ ニシ		1,000								[上京区] カミ

				075-841-0614				715		950		82.6%				075-463-9051				187		250		1				075-841-5863				622		800		80.0%										ERROR:#DIV/0!

				府庁前(M) フチョウ マエ		3,000										[中京区] ナカギョウ ク												[右京区] ウキョウ ク										寺之内(S) テラ コレ ウチ		3,850

				075-212-8787				1,866		2,400		80.0%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!												075-441-4464				2,395		1,400		36.4%

				[右京区] ウキョウ ク												三条(S) サンジョウ		1,050										花園 ハナゾノ		2,350								城北(S) シロ キタ		3,850

														ERROR:#REF!		075-221-1558				653		850		1		ERROR:#REF!		075-463-5557						1,900		80.9%		075-841-0304				2,395		3,100		80.5%

				花園(M) ハナゾノ		750										西ノ京 ニシ キョウ		400										西小路 ニシ ショウ ミチ		1,750								堀川(S) ホリカワ		4,100

				075-841-0614						600		80.0%				075-841-3456				249		350		1				075-801-0795						1,400		80.0%		075-441-7682				2,551		3,300		81.8%

				四条 シジョウ		1,250																						梅津 ウメヅ		2,450								[右京区] ウキョウ ク

				075-841-0614						1,000		80.0%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		075-871-9220				0		2,000		81.6%										80.5%

				鳴滝 ナルタキ		750																						太秦 ウズマサ		2,100								御室(S) オムロ		5,000

				075-861-0365				0		600		80.0%				計 ケイ		1,950				1,650		ERROR:#DIV/0!				075-861-2738				0		1,700		81.0%		075-462-0077						4,000

				梅津(M) ウメヅ		1,450										産経新聞 サンケイ シンブン												西京極 ニシキョウゴク		2,000								西大路(S) ニシオオジ		6,100

				075-861-3034				0		1,200		82.8%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		075-315-1140				0		1,600				075-803-0181						4,900		80.0%

				太秦 ウズマサ		1,250										[中京区] ナカギョウ ク												[中京区] ナカギョウ ク										西京極(S) ニシキョウゴク		6,700

				075-861-3034				0		1,000		80.0%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		075-325-2530				0		3,600		80.3%

				[中京区] ナカギョウ ク												四条大宮 シジョウオオミヤ		800										河原町 カワ ハラ マチ		2,400								梅津(S) ウメヅ		7,100

												ERROR:#DIV/0!				075-821-0854						650		1				075-231-7553				1,493		1,950		81.3%		075-872-8015				0		5,700		53.7%

				西大路 ニシオオジ		1250																						西ノ京 ニシ キョウ		2,300								常磐野 トキワ ノ		2,700

				075-841-0614				777.625		1000				ERROR:#REF!												ERROR:#REF!		075-811-3064				1,431		1,850				075-881-0089				0		2,200		80.3%

				五条烏丸(M) ゴジョウ カラスマ		3800																						四条 シジョウ		1,050								太秦 ウズマサ		2,450

				075-354-7707						3050		80.3%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		075-221-1535				653		850		81.0%		075-872-5551				0		2,000		81.5%

				[下京区] シモギョウ ク																								西院 サイイン		2,550								鳴滝 ナルタキ		1,250

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		075-311-6188				1,586		2,050		80.4%		075-464-6345				0		1,000		81.6%

				河原町 カワラマチ		1,250																																[中京区] ナカギョウ ク

				075-354-7707						1,100		88.0%												ERROR:#DIV/0!

																																						円町(S) エンマチ		3,650

														ERROR:#REF!												ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		075-462-3485				2,271		2,950		ERROR:#DIV/0!

																																						朱雀(S) スザク		2,750

												ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!		075-841-8959				1,711		2,200		80.8%

																																						壬生 ミブ		2,750

												ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!														075-841-3123				1,711		2,200		80.0%

																																						中央 チュウオウ		5,700

																																				ERROR:#DIV/0!		075-255-6300				3,546		4,600		80.0%

																																						御所南 ゴショ ミナミ		1,650

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		075-231-7014				1,026		1,350		80.7%

																																						下鴨 シモ ガモ		3,250

																																						075-721-1660				0		600



																																														ERROR:#DIV/0!



																																														ERROR:#DIV/0!



																																														ERROR:#DIV/0!



																																														ERROR:#DIV/0!

				計 ケイ		17,150				13,400						計 ケイ		800				650						計 ケイ		23,400				17,000				計 ケイ		65,550				47,300





																																												80,000















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.（旧）左京詳細

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																																												北区 キタク		左京区 サキョウク		上京区 カミギョウク		東山区 ヒガシヤマク		中京区 ナカギョウク		計 ケイ

																																		62.2%												朝日新聞
（毎日・産経新聞を含む） アサヒ シンブン サンケイ		3,450		8,300		4,350		―		―		16,100

																																														毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		200		900		500		―		―		1,600

																																														読売新聞 ヨミウリ シンブン		4,000		4,050		3,600		1,500		―		13,150

				左京・北区・上京・中京周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ブ オリコミ ハイフ メイサイ																																										京都新聞
（産経新聞を含む） キョウト シンブン サンケイ		18,600		17,850		10,200		1,200		1,300		49,150

																																														合 計 ゴウ ケイ		26,250		31,100		18,650		2,700		1,300		80,000



																																								令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン										毎日新聞【合配】 マイニチ シンブン										読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

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



				紫竹(M) シチク		750								上賀茂 (S) カミガモ		250								京都北山 キョウト キタヤマ		2,750								北大路(S) キタ オオジ		2,650

				075-461-4744				467		600		80.0%		075-791-1656				156		200		80.0%		075-491-4893				1,711		2,200		80.0%		075-441-2556				1,649		2,200		83.0%

				小山(M) コヤマ		2,750								[左京区] サ										上賀茂 カミガモ		2,200								紫竹(S) シチク		5,500

				075-417-0077				1,711		2,200		80.0%												075-722-2613				1,369		1,800		81.8%		075-492-1343				3,422		4,400		80.0%

				上賀茂 カミガモ		750								一乗寺(S) イチジョウ ジ		800								[左京区] サ										大徳寺(S) ダイ トク ジ		2,600

				075-417-0077				467		650		86.7%		075-791-1656				498		650		81.3%												075-491-4989				1,617		2,150		82.7%

				[左京区] サ										上高野(S) カミタカノ		300								左京 サキョウ		1,100								金閣寺(S) キンカクジ		3,300

														075-791-1656				187		250		83.3%		075-721-5215				684		900		81.8%		075-462-3869				2,053		2,650		80.3%

				修学院 シュウガクイン		900								[上京区] カミ										下鴨 シモ ガモ		1,250								上賀茂 カミガモ		6,150

				075-722-2220				560		750		83.3%												075-791-1659				778		1,000		80.0%		075-721-6731				3,826		5,000		81.3%

				下鴨(MS) シモ ガモ		1,450								烏丸(S) カラスマ		600								百万遍 ヒャクマン ヘン		1,550								衣笠(S) キヌガサ		2,700

				075-761-8700				902		1,200		82.8%		075-221-1558				373		500		83.3%		075-791-1659				964		1,250		80.6%		075-462-2244				1,680		2,200		81.5%

				高野(MS) タカノ		2,500																		岩倉 イワクラ		1,100								[左京区] サ

				075-712-2929				1,555		2,000		80.0%												075-721-4957				684		900		81.8%

				京大前(MS) キョウダイ マエ		1,650																		[上京区] カミ										下鴨 シモ ガモ		3,250

				075-761-8700				1,026		1,350		81.8%										ERROR:#DIV/0!												075-721-1660				2,022		2,600		80.0%

				岩倉 イワクラ		2,000																		上京 カミギョウ		3,450								吉田 ヨシダ		3,900

				075-722-2220				1,244		1,600		80.0%										ERROR:#DIV/0!		075-431-2787				2,146		2,800		81.2%		075-771-1821				2,426		3,150		80.8%

				白川(MS) シラカワ		1,700																		京都御所西 キョウト ゴショ ニシ		1,000								銀閣寺道 ギンカクジ ミチ		4,250

				075-751-5700				1,058		1,400		82.4%												075-841-5863				622		800		80.0%		075-752-7207				2,644		3,400		80.0%

				[上京区] カミ																				[東山区] ヒガシヤマ										松ヶ崎 マツガサキ		1,450

																						ERROR:#DIV/0!												075-721-9678				902		1,200		82.8%

				金閣寺(M) キンカクジ		1,250																		東山三条 ヒガシ ヤマ サンジョウ		1,850								岩倉 イワクラ		3,550

				075-461-4744				778		1,000		80.0%										ERROR:#DIV/0!		075-761-0502				1,151		1,500		81.1%		075-711-2057				2,208		2,850		80.3%

				西陣(M) ニシジン		1,150																												修学院 シュウガクイン		5,800

				075-841-0614				715		950		82.6%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		075-722-0022				3,608		4,650		80.2%

				府庁前(M) フチョウ マエ		3,000																												[上京区] カミ

				075-212-8787				1,866		2,400		80.0%

																																		寺之内(S) テラ コレ ウチ		3,850

																						ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		075-441-4464				2,395		3,100		80.5%

																																		北大路別口 キタ オオジ ベツ クチ		2,350

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-441-2556				1,462		1,900		80.9%

																																		城北(S) シロ キタ		3,850

												ERROR:#DIV/0!																						075-841-0304				2,395		1,100		28.6%

																																		御所南 ゴショ ミナミ		1,650

																																ERROR:#DIV/0!		075-231-7014				1,026		800		48.5%

																																		堀川(S) ホリカワ		4,100

												ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		075-441-7682				2,551		3,300		80.5%

																																		[東山区] ヒガシヤマ

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!

																																		東山本町(S) ヒガシヤマ ホンマチ		6,350

																																ERROR:#DIV/0!		075-561-0358						1,200		18.9%

																																		[中京区] ナカギョウ ク

																																										ERROR:#DIV/0!

																																		円町(S) エンマチ		3,650

																																		075-462-3485				2,271		1,300		35.6%











																																										ERROR:#DIV/0!

				計 ケイ		19,850				16,100				計 ケイ		1,950				1,600				計 ケイ		16,250				13,150				計 ケイ		70,900				49,150





																																								80,000















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.（旧）下京区明細

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																																85.1%														下京区 シモギョウク		東山区 ヒガシヤマク		南区 ミナミク		伏見区 フシミ ク		計 ケイ

																																																朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		2,800		900		2,350		4,900		10,950

																																																毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		500		800		―		2,200		3,500

				下京・南区・東山・伏見西エリア ８０，０００部 折込配布明細 シモギョウ ミナミク ヒガシヤマ フシミ ニシ オリコミ ハイフ メイサイ																																												産経新聞 サンケイ シンブン		―		―		―		200		200

																																																読売新聞 ヨミウリ シンブン		2,650		800		4,200		10,400		18,050

																																																京都新聞
（産経新聞を含む） キョウト シンブン		8,850		5,200		12,500		20,750		47,300

																																																合 計 ゴウ ケイ		14,800		7,700		19,050		38,450		80,000

																																								令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン										毎日新聞【合配】 マイニチ シンブン										読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

				[下京区] シタ キョウ ク										[下京区] シタ キョウ ク										[下京区] シタ キョウ ク										[下京区] シタ キョウ ク

																																ERROR:#DIV/0!

				西七条(M) ニシ ナナジョウ		2,000								松原(S) マツバラ		300								京都中央 キョウト チュウオウ		2,000								京都駅西 キョウトエキ ニシ		3,600

				075-313-7642				1,702		1,600		80.0%		075-221-1558				255.3		250		83.3%		075-351-9243				1,702		1,600		80.0%		075-371-5051				3,064		3,000		83.3%

				五条(M) ゴジョウ		1,500								西七条(S) ニシ ナナジョウ		300								下京 シモ キョウ		1,300								五条 ゴジョウ		3,850

				075-354-7707				1,277		1,200		80.0%		075-841-3456				255		250		83.3%		075-371-7356				1,106		1,050		80.8%		075-351-6110				3,276		3,200		83.1%

				[東山区] ヒガシヤマ ク										[東山区] ヒガシヤマ ク										[東山区] ヒガシヤマ ク										西七条 ニシ シチジョウ		3,300

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-313-7877				2,808		2,650		80.3%

				東山(M) ヒガシヤマ		1,100								東山泉涌寺 ヒガシヤマ センニュウジ		1,000								本町 ホンマチ		1,000								[東山区] ヒガシヤマ ク

				075-561-0395				936		900		81.8%		075-561-3323				851		800		80.0%		075-541-8503				851		800		80.0%

				[南区] ミナミ ク										[伏見区] フシミ ク										[南区] ミナミ ク										東山本町(S) ヒガシヤマ ホンマチ		6,350

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-561-0358				5,404		5,200		81.9%

				洛南(M) ラク ナン		1,150								神川 カミ カワ		200								京都駅南 キョウト エキ ミナミ		2,450								[南区] ミナミ ク

				075-672-2248				979		950		82.6%		075-921-3347						200		100.0%		075-691-8740				2,085		2,000		81.6%										ERROR:#DIV/0!

				塔南(M) トウ ナン		1,750								藤ノ森 フジ モリ		400								東寺 トウジ		1,850								吉祥院(S) キッショウ イン		4,100

				075-672-2248				1,489		1,400		80.0%		075-641-5571						350		87.5%		075-691-3498				1,574		1,500		81.1%		075-312-9313				3,489		3,400

				[伏見区] フシミ ク										墨染(S) スミゾ		750								吉祥院 キッショウ イン		850								洛南(S) ラク ナン		4,600

												ERROR:#DIV/0!		075-641-5571						600		80.0%		075-691-3498				723		700		82.4%		075-691-9441				3,915		3,850		83.7%

				伏見 フシミ		3,500								伏見丹波橋 フシミ タンババシ		750								[伏見区] フシミ ク										九条唐橋(S) クジョウ カラハシ		4,000

				075-642-2830						2,800		80.0%		075-601-0139						600		80.0%										ERROR:#DIV/0!		075-662-0690				3,404		3,300		82.5%

				伏見西 フシミ ニシ		1,600								淀(S) ヨド		550								深草 フカ クサ		1,700								久世 クゼ		2,350

				075-933-6348				1,362		1,300		ERROR:#REF!		075-631-2018						450		81.8%		075-642-4840						1,400		82.4%		075-933-9061				2,000		1,950		83.0%

				向島 ムカイジマ		1,000																		桃山 モモヤマ		4,100								[伏見区] フシミ ク

				0774-23-5763						800		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		075-601-4598						3,300		80.5%										ERROR:#DIV/0!

																								藤ノ森 フジ モリ		2,700								伏見北(S) フシミ キタ		5,000

												81.3%												075-641-3804						2,200		81.5%		075-642-5421				4,255		4,200

														計 ケイ		4,250				3,500				伏見西部 フシミ セイブ		2,600								神川(S) カミカワ		3,350

												ERROR:#DIV/0!										0.0%		075-933-0322						2,100		80.8%		075-922-3546						2,800		83.6%

																								向島 ムカイジマ		1,700								墨染(S) スミゾ		3,750

												80.0%										ERROR:#DIV/0!		075-622-7944						1,400		82.4%		075-642-0168						3,100		82.7%

																																		桃山北(S) モモヤマ キタ		4,300

												ERROR:#DIV/0!																						075-604-6807						3,500		81.4%

																																		伏見南(S) フシミ ミナミ		2,200

																																ERROR:#DIV/0!		075-631-3564						1,800

																																		向島(S) ムコウジマ		4,550

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-622-0485						2,950		64.8%

														産経新聞 サンケイ シンブン																				桃山(S) モモヤマ		2,900

																																ERROR:#DIV/0!		075-621-3746						2,400		82.8%

														[伏見区] フシミ ク

												ERROR:#DIV/0!																														ERROR:#DIV/0!

														伏見西 フシミ ニシ		200

														075-951-1200				0		200		100.0%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!



																																										ERROR:#DIV/0!



																																ERROR:#DIV/0!



















																																										ERROR:#DIV/0!

				計 ケイ		13,600				10,950				計 ケイ		200				200				計 ケイ		22,250				18,050				計 ケイ		58,200				47,300

																																										0.0%









6.（旧）山科明細

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																																																		計 ケイ

																																				78.1%																		0

																																																						0

																																																						0

				山科・伏見東・宇治北エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヤマシナ フシミ アズマ ウジ キタ																																																		0

																																																						0



																																								令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン										毎日新聞【合配】 マイニチ シンブン										読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

				[山科区] ヤマシナ ク										[伏見区] フシミ ク										[山科区] ヤマシナ ク										[山科区] ヤマシナ ク



				山科(M) ヤマシナ		3,200								伏見丹波橋 フシミ タンババシ		750								山科東 ヤマシナ ヒガシ		2,500								山科(S) ヤマシナ		2,100

				075-592-0896				2,499		2,600		81.3%		075-601-0139				586		600		80.0%		075-581-0840				1,952		2,000		80.0%		075-593-1717				1,640		1,700		81.0%

				山科東(M) ヤマシナ ヒガシ		2,000								藤ノ森 フジ モリ		400								山科西 ヤマシナ ニシ		1,050								四ノ宮(S) シ ミヤ		2,200

				075-591-1006				1,562		1,600		80.0%		075-641-5571				312		350		87.5%		075-593-5300				820		850		81.0%		075-581-4558				1,718		1,900		86.4%

				西野山(M) ニシノヤマ		900								墨染(S) スミ ゾメ		750								大石道 オオイシ ミチ		1,800								東野(S) ヒガシノ		3,100

				075-592-3304				703		750		83.3%		075-643-8501				586		600		80.0%		075-593-5300				1,405		1,450		80.6%		075-591-0631				2,420		2,500		80.6%

				[伏見区] フシミ ク										桃山 モモヤマ		250								山科南 ヤマシナ ミナミ		2,050								御陵(S) ミササギ		1,550

														075-601-0139				195		200		80.0%		075-581-1337				1,601		1,650		80.5%		075-591-5690				1,210		1,300		83.9%

				桃山南口 モモヤマ ミナミ クチ		1,050								[宇治市] ウジシ										[伏見区] フシミ ク										山科大石(S) ヤマシナ オオイシ		5,100

				075-573-0115				820		850		81.0%										ERROR:#DIV/0!												075-581-6215				3,982		4,100		80.4%

				向島 ムカイジマ		1,000								木幡(S) コワタ		2,600								醍醐 ダイゴ		2,000								山科南(S) ヤマシナ ミナミ		2,150

				075-622-7943				781		800		80.0%		0774-32-0325				2,030		2,100		80.8%		075-571-3831				1,562		1,700		85.0%		075-501-5959				1,679		1,750		81.4%

				伏見 フシミ		3,500																		藤ノ森 フジ モリ		2,700								山科中(S) ヤマシナ ナカ		2,250

				075-642-2830				2,733		※　2,700		77.1%										ERROR:#DIV/0!		075-641-3804				2,108		2,200		81.5%		075-592-6326				1,757		1,900		84.4%

				伏見東(M) フシミ ヒガシ		1,600																		深草 フカ クサ		1,700								[伏見区] フシミ ク

				075-573-0115				1,249		1,300		81.3%												075-642-4840				1,327		1,400		82.4%

				[宇治市] ウジシ																				桃山 モモヤマ		4,100								伏見北(S) フシミ キタ		5,000

												ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		075-601-4598				3,201		3,400		82.9%		075-642-5421				3,904		4,100		82.0%

				宇治六地蔵 ウジ ロクジゾウ		1,900																		桃山南口 モモヤマ ミナミ クチ		2,700								桃山(S) モモヤマ		2,900

				0774-32-9055				1,484		1,550		81.6%										ERROR:#DIV/0!		075-611-8641				2,108		2,200		81.5%		075-621-3746				2,264		2,350		81.0%

																								向島 ムカイジマ		1,700								向島(S) ムカイジマ		4,550

												ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		075-622-7944				1,327		1,400		82.4%		075-622-0485				3,553		3,650		80.2%

																								[宇治市] ウジシ										墨染(S) スミ ゾメ		3,750

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-642-0168				2,928		3,100		ERROR:#REF!

																								六地蔵 ロクジゾウ		2,350								醍醐(S) ダイゴ		2,350

																						ERROR:#DIV/0!		0774-32-0828						1,900		80.9%		075-571-1087				1,835		1,900		82.7%

																																		石田(S) イシダ		2,300

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-571-3594				1,796		1,900		80.9%

																																		桃山東(S) モモヤマ ヒガシ		2,550

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-601-4010				1,991		2,100		82.6%

																																		醍醐北(S) ダイゴ キタ		1,250

												ERROR:#DIV/0!																						075-501-5959				976		1,000		82.4%

																																		桃山北(S) モモヤマ キタ		4,300

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-604-6807				3,357		3,500		80.0%

																																		[宇治市] ウジシ

																																										81.4%

																																		六地蔵(S) ロクジゾウ		2,450

												ERROR:#DIV/0!																						0774-31-8752				1,913		2,000		ERROR:#DIV/0!

																																		黄檗 オウバク		3,700

																																		0774-31-8240						3,100		81.6%



																																										83.8%



																																										ERROR:#DIV/0!



																																										ERROR:#DIV/0!



																																										ERROR:#DIV/0!





				計 ケイ		15,150				12,150				計 ケイ		4,750				3,850				計 ケイ		24,650				20,150				計 ケイ		53,550				43,850













7.（旧）京田辺明細

				当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツ ゼン シ チョウカン イッセイ オリコミ ホウシキ

				折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミ カクニン カンタン バツグン シンライセイ																																												宇治市 ウジシ		久世郡 クゼ グン		京田辺市 キョウタナベ シ		城陽市 ジョウヨウシ		相楽郡 サガラ グン		八幡市 ヤワタ シ		枚方市 ヒラカタシ		計 ケイ

																																				64.35%										朝日新聞 アサヒ シンブン		3,150		0		4,250		2,550		2,450		3,100		4,600		20,100

																																														毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		―		600		2,050		950		750		2,650		―		7,000

																																														産経新聞 サンケイ シンブン		―		―		―		―		―		1,150		―		1,150

																																														読売新聞 ヨミウリ シンブン		1,950		1,400		4,000		4,250		3,050		5,700		9,600		29,950

																																														京都新聞
（産経新聞を含む） キョウト シンブン		3,200		1,650		3,600		8,650		1,400		3,300		0		21,800

																																														合 計 ゴウ ケイ		8,300		3,650		13,900		16,400		7,650		15,900		14,200		80,000





				京田辺・城陽・八幡・久御山エリア　８０，０００枚 キョウタナベ ジョウヨウ ヤワタ クミヤマ マイ

																																		令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞 アサヒ シンブン										毎日新聞【合配】 マイニチ シンブン										読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

				［宇治市］										［久世郡］ クゼ グン										［宇治市］										［宇治市］



				宇治西 ウジ ニシ		5,600								久御山 クミヤマ		50								大久保 オオクボ		2,400								大久保 オオクボ		2,450

				0774-46-1672				3,604		3,150		56.3%		075-631-2018				32		50		100.0%		0774-43-5114				1,544		1,950		81.3%		0774-43-1477				1,577		2,000		81.6%

				［京田辺市］ キョウ タナベ シ										西大久保(S) ニシ オオクボ		650								［久世郡］ クゼ グン										大久保西 オオクボニシ		1,500

												ERROR:#DIV/0!		0774-44-7910				418		550		84.6%										ERROR:#DIV/0!		0774-43-1477				965		1,200		80.0%

				京田辺 キョウ タナベ		2,100								［京田辺市］ キョウ タナベ シ										久御山 クミヤマ		1,700								［久世郡］ クゼ グン

				0774-63-0333				1,351		1,700		81.0%										ERROR:#DIV/0!		075-631-7323				1,094		1,400		82.4%										ERROR:#DIV/0!

				松井山手 マツイ ヤマテ		3,150								京田辺(S) キョウ タナベ		1,400								［京田辺市］ キョウ タナベ シ										久御山 クミヤマ		2,050

				0774-62-6447				2,027		2,550		81.0%		0774-62-0526				901		1,150		82.1%										ERROR:#DIV/0!		0774-43-6150				1,319		1,650		80.5%

				［城陽市］ ジョウヨウシ										松井山手大住(S) マツイ ヤマテ オオスミ		1,100								京田辺 キョウ タナベ		2,100								［京田辺市］ キョウ タナベ シ

														0774-62-9057				708		900		81.8%		0774-62-4350				1,351		1,700		81.0%										ERROR:#DIV/0!

				富野荘 トミ ノ ソウ		750								［城陽市］ ジョウヨウシ										松井山手 マツイヤマテ		2,850								京田辺市 キョウ タナベ シ		2,550

				0774-53-4433				483		600		80.0%										ERROR:#DIV/0!		0774-62-6491				1,834		2,300		80.7%		0774-62-3443				1,641		2,050		80.4%

				城陽 ジョウヨウ		1,500								城陽(S) ジョウヨウ		650								［城陽市］ ジョウヨウシ										三山木 サン ヤマ キ		850

				0774-53-4433				965		1,200		80.0%		0774-52-3589				418		550		84.6%										ERROR:#DIV/0!		0774-62-1860				547		700		82.4%

				久津川 クツカワ		900								寺田 テラダ		500								久津川 クツカワ		950								大住 オオスミ		1,050

				0774-53-4433				579		750		83.3%		0774-52-8902				322		400		80.0%		0774-53-3713				611		800		84.2%		0774-63-7563				676		850		81.0%

				［相楽郡］ ソウラクグン										［八幡市］ ヤワタシ										城陽 ジョウヨウ		4,300								［城陽市］ ジョウヨウシ

												ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		0774-53-2679				2,767		3,450		80.2%										ERROR:#DIV/0!

				精華 セイカ		3,050								八幡(S) ヤワタ		2,300								［相楽郡］ ソウラクグン										富野荘(S) トミ ノ ソウ		2,500

				0774-93-2505						2,450		80.3%		075-981-0235				1,480		1,850		80.4%										ERROR:#DIV/0!		0774-52-0157				1,609		2,000		80.0%

				［八幡市］ ヤワタシ										男山 オトコヤマ		950								学研精華 ガッケン セイカ		3,800								寺田(S) テラダ		3,100

												ERROR:#DIV/0!		075-981-0235				611		800		84.2%		0774-94-5213						3,050		80.3%		0774-52-2364				1,995		2,500		80.6%

				八幡 ヤワタ		3,850								［相楽郡］ ソウラクグン										［八幡市］ ヤワタシ										久津川東 ク ツ カワヒガシ		1,150

				075-981-8226				2,477		3,100		80.5%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		0774-52-3066				740		950		82.6%

				［枚方市］ ヒラカタシ										精華町 セイカ マチ		900								男山 オトコヤマ		3,100								城陽中央(S) ジョウヨウ チュウオウ		3,950

														0774-73-1570						750		83.3%		075-981-3911				1,995		2,500		80.6%		0774-55-6009				2,542		3,200		81.0%

				くずは		3,450																		やわた		3,950								［相楽郡］ ソウラクグン

				072-856-3047						2,800		81.2%		計 ケイ		8,500				7,000				075-982-3039				2,542		3,200		81.0%										ERROR:#DIV/0!

				長尾 ナガオ		2,200								産経新聞 サンケイ シンブン										［枚方市］ ヒラカタシ										精華 セイカ		1,750

				072-855-3177						1,800		81.8%										ERROR:#DIV/0!												0774-98-3436						1,400		80.0%

														［八幡市］ ヤワタシ										ローズタウン		3,950								［八幡市］ ヤワタシ

																						ERROR:#DIV/0!		072-868-4337						2,700		68.4%										ERROR:#DIV/0!

														男山 オトコヤマ		1,400								枚方長尾 ヒラカタ ナガオ		6,400								男山 オトコヤマ		1,550

												ERROR:#DIV/0!		075-981-8322				901		1,150				072-856-4930						4,200		65.6%		075-981-5706				997		1,300		83.9%

																								招提 ショウダイ		3,700								八幡 ヤワタ		2,450

																								072-857-6559						2,700		73.0%		075-983-1438				1,577		2,000		81.6%



																																ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!



																																										ERROR:#DIV/0!













				計 ケイ		26,550				20,100				計 ケイ		1,400				1,150				計 ケイ		39,200				29,950				計 ケイ		26,900				21,800



																																								80,000









8.（旧）宇治明細

				当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツ ゼン シ チョウカン イッセイ オリコミ ホウシキ

				折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミ カクニン カンタン バツグン シンライセイ																																												伏見区 フシミク		宇治市 ウジシ		城陽市 ジョウヨウシ		綴喜郡 ツヅキグン		京田辺市 キョウタナベシ		八幡市 ヤワタシ		計 ケイ

																																				64.35%										朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		700		8,550		2,250		100		3,350		2,400		17,350

																																														毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		―		5,950		850		150		1,500		1,450		9,900

																																														読売新聞 ヨミウリ シンブン		1,200		8,350		4,300		―		3,150		2,500		19,500

																																														京都新聞
（朝日・毎日・産経新聞を含む） キョウト シンブン		3,200		16,700		8,150		1,900		2,050		1,250		33,250

																																														合 計 ゴウ ケイ		5,100		39,550		15,550		2,150		10,050		7,600		80,000





				宇治・城陽・京田辺周辺エリア　８０，０００枚 キョウタナベ マイ

																																		令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞 アサヒ シンブン										毎日新聞【合配】 マイニチ シンブン										読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

				［宇治市］										［宇治市］										［宇治市］										［宇治市］



				宇治六地蔵 ウジ ロクジゾウ		1,900								大久保(S) オオクボ		900								大久保 オオクボ		2,400								大久保 オオクボ		2,450

				0774-32-9055				1,223		1,350		71.1%		0774-22-3221				579		650		72.2%		0774-43-5114				1,544		1,700		70.8%		0774-43-1477				1,577		1,750		71.4%

				宇治小倉(M) ウジ オグラ		2,550								宇治 ウジ		4,550								伊勢田 イセダ		3,000								伊勢田(S) イセダ		2,100

				0774-23-5763				1,641		1,800		70.6%		0774-22-3221				2,928		3,200		70.3%		0774-44-2200				1,931		2,100		70.0%		0774-44-7120				1,351		1,500		71.4%

				宇治黄檗 ウジ オウバク		2,150								黄檗(S) オウバク		3,000								宇治 ウジ		2,450								羽拍子(S) ハ ビョウシ		2,650

				0774-39-8440				1,384		1,500		69.8%		0774-32-5369				1,931		2,100		70.0%		0774-21-3918				1,577		1,750		71.4%		0774-43-6828				1,705		1,850		69.8%

				宇治西 ウジ ニシ		5,600								［城陽市］ ジョウヨウシ										京都小倉 キョウト オグラ		1,600								宇治(S) ウジ		2,000

				0774-46-1672				3,604		3,900		69.6%										ERROR:#DIV/0!		0774-23-4016				1,030		1,150		71.9%		0774-20-5443				1,287		1,400		70.0%

				［城陽市］ ジョウヨウシ										城陽(S) ジョウヨウ		650								六地蔵 ロクジゾウ		2,350								西小倉(S) ニシオグラ		2,650

														0774-52-3589				418		500				0774-32-0828				1,512		1,650		70.2%		0774-23-7153				1,705		1,850		69.8%

				富野荘 トミ ノ ソウ		750								寺田 テラダ		500								［城陽市］ ジョウヨウシ										小倉(S) オグラ		3,050

				0774-53-4433				483		550		73.3%		0774-52-8902				322		350		70.0%												0774-20-3443				1,963		2,150		70.5%

				城陽 ジョウヨウ		1,500								［綴喜郡］ ツヅキ グン										久津川 クツカワ		950								黄檗 オウバク		3,700

				0774-53-4433				965		1,050		70.0%										ERROR:#DIV/0!		0774-53-3713				611		700		73.7%		0774-31-8240				2,381		2,600		70.3%

				久津川 クツカワ		900								多賀（S） タガ		200								城陽 ジョウヨウ		4,300								宇治東(S) ウジ ヒガシ		1,150

				0774-53-4433				579		650		72.2%		0774-99-4302				129		150		ERROR:#DIV/0!		0774-53-2679				2,767		3,000				0774-33-3868				740		800		69.6%

				［綴喜郡］ ツヅキ グン										［京田辺市］ キョウ タナベ シ										城陽青谷(S) ジョウヨウ アオタニ		800								大久保西 オオクボニシ		1,500

												ERROR:#DIV/0!										50.0%		0774-52-0148				515		600		75.0%		0774-43-1477				965		1,050		70.0%

				多賀 タガ		100								京田辺(S) キョウ タナベ		1,400								［伏見区］ フシミク										六地蔵(S) ロクジゾウ		2,450

				0774-53-4433				64		100		100.0%		0774-62-0526				901		700		72.7%										ERROR:#DIV/0!		0774-31-8752				1,577		1,750		71.4%

				［伏見区］ フシミ ク										松井山手大住(S) マツイ ヤマテ オオスミ		1,100								向島 ムカイジマ		1,700								［城陽市］ ジョウヨウシ

												ERROR:#DIV/0!		0774-62-9057				708		800				075-622-7944				1,094		1,200

				向島 ムカイジマ		1,000								［八幡市］ ヤワタシ										［京田辺市］ キョウ タナベ シ										富野荘(S) トミ ノ ソウ		2,500

				075-622-7943				644		700		70.0%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		0774-52-0157				1,609		1,750		70.0%

				［京田辺市］ キョウ タナベ シ										八幡(S) ヤワタ		2,300								京田辺 キョウ タナベ		2,100								寺田(S) テラダ		3,100

														075-981-0235				1,480		1,450		ERROR:#DIV/0!		0774-62-4350				1,351		1,150		54.8%		0774-52-2364				1,995		2,200		71.0%

				京田辺 キョウ タナベ		2,100																		松井山手 マツイヤマテ		2,850								久津川東 ク ツ カワヒガシ		1,150

				0774-63-0333				1,351		1,150		54.8%												0774-62-6491				1,834		2,000		70.2%		0774-52-3066				740		800		69.6%

				松井山手 マツイ ヤマテ		3,150																		［八幡市］ ヤワタシ										城陽中央(S) ジョウヨウ チュウオウ		3,950

				0774-62-6447				2,027		2,200		69.8%										ERROR:#REF!												0774-55-6009				2,542		2,800		70.9%

				［八幡市］ ヤワタシ																				やわた		3,950								青谷井手 アオタニ イデ		800

												ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		075-982-3039				2,542		2,500		63.3%		0774-82-2276				515		600		75.0%

				八幡 ヤワタ		3,850																												［綴喜郡］ ツヅキ グン

				075-981-8226				2,477		2,400		1

																																		井手(AMS) イデ		800

																																ERROR:#DIV/0!		0774-82-4827				515		600		ERROR:#REF!

																																		宇治田原(合) ウジタワラ ゴウ		1,850

																																ERROR:#DIV/0!		0774-99-8077				1,190		1,300		ERROR:#DIV/0!

																																		［京田辺市］ キョウ タナベ シ

																																										75.0%

																																		京田辺市 キョウ タナベ シ		2,550

																																		0774-62-3443				1,641		1,300		70.3%

																																		大住 オオスミ		1,050

																																		0774-63-7563				676		750		ERROR:#DIV/0!

																																		［八幡市］ ヤワタシ

																																										ERROR:#DIV/0!

																																		八幡 ヤワタ		2,400

																																		075-983-1438				1,544		1,250		52.1%

																																		[伏見区] フシミ ク

																																										ERROR:#REF!

																																		向島(S) ムカイジマ		4,550

																																		075-622-0485				2,928		3,200



																																										70.3%



																																										ERROR:#DIV/0!

				計 ケイ		25,550				17,350				計 ケイ		14,600				9,900				計 ケイ		28,450				19,500				計 ケイ		48,400				33,250



																																								80,000










1.（新）右京

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																																												右京区 ウキョウク		西京区 ニシキョウク		向日市 ムコウシ		長岡京市 ナガオカ キョウ シ		乙訓郡 オトクニ グン		南区 ミナミク		亀岡市 カメオカシ		南丹市 ナンタンシ		船井郡 フナイグン

																								84.8%																						朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		2,600		4,100		2,250		2,400		650		―		1,550		―		―

																																														毎日新聞 マイニチ シンブン		350		200		800		250		―		―		―		―		―

				右京・西京・長岡・亀岡周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ブ オリコミ ハイフ メイサイ																																										読売新聞 ヨミウリ シンブン		4,800		3,900		1,300		1,900		300		950		3,450		450		―

																																														京都新聞 キョウト シンブン		10,050		11,000		5,300		5,050		800		1,200		8,450		3,850		2,100

																																														合 計 ゴウ ケイ		17,800		19,200		9,650		9,600		1,750		2,150		13,450		4,300		2,100

																												令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン										読売新聞 ヨミウリ シンブン								京都新聞 キョウト シンブン

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

				[向日市] ムコウ シ										[向日市] ムコウ シ								[向日市] ムコウ シ								[亀岡市] カメオカシ



				向日市 ム ヒ シ		4,400								向日東 ムカイ ニットウ		2,500						向日町 ムコウマチ		4,200						亀岡 カメオカ		4,650

				075-921-0265				ERROR:#REF!		2,250		51%		075-921-1053				ERROR:#REF!		1,300		075-921-2602				ERROR:#REF!		2,150		0771-22-0162				ERROR:#REF!		2,350		51%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				[長岡京市] ナガオカキョウ シ										[長岡京市] ナガオカキョウ シ								向日町北 ムコウマチ キタ		6,200						亀岡南 カメオカ ミナミ		5,200

																						075-922-0792				ERROR:#REF!		3,150		0771-22-5600				ERROR:#REF!		2,650		51%				ERROR:#REF!

				長岡京北 ナガオカ キョウ キタ		1,500								長岡京 ナガオカキョウ		2,500						[長岡京市] ナガオカキョウ シ								亀岡北 カメオカ キタ		4,000

				075-957-2726				ERROR:#REF!		750		50%		075-955-6286				ERROR:#REF!		1,300										0771-24-3693				ERROR:#REF!		2,050				ERROR:#REF!

				長岡京(M) ナガオカ キョウ		3,250								南長岡京 ミナミ ナガオカキョウ		1,200						長岡京 ナガオカキョウ		7,100						亀岡西 カメオカ ニシ		2,750

				075-953-2251				ERROR:#REF!		1,650		51%		075-951-5555				ERROR:#REF!		600		075-951-1244				ERROR:#REF!		3,600		0771-25-6550				ERROR:#REF!		1,400		51%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				[乙訓郡] オトクニグン										[乙訓郡] オトクニグン								調子 チョウシ		2,850						[南丹市] ミナミ タンシ

																						075-956-5297				ERROR:#REF!		1,450														ERROR:#REF!

				大山崎 オオヤマザキ		1,250								大山崎 オオヤマザキ		600						[西京区] ニシキョウ ク								園部 ソノベ		3,650

				075-953-2251				ERROR:#REF!		650		52%		075-957-6377				ERROR:#REF!		300										0771-62-0359				ERROR:#REF!		1,850		51%		ERROR:#REF!

				[西京区] ニシキョウ ク										[西京区] ニシキョウ ク								桂 カツラ		7,200						八木 ヤギ		2,500

																						075-391-3700				ERROR:#REF!		3,800		0771-42-2044				ERROR:#REF!		1,300						ERROR:#REF!

				桂 カツラ		4,750								桂 カツラ		3,150						上桂 カミカツラ		5,950						日吉 ヒヨシ		650

				075-381-3462				ERROR:#REF!		2,400		51%		075-381-2659				ERROR:#REF!		1,600		075-381-2798				ERROR:#REF!		3,100		0771-72-0063				ERROR:#REF!		350		54%		ERROR:#REF!

				洛西 ラク サイ		3,350								上桂 カミカツラ		1,600						洛西桂坂 ラクサイ カツラ サカ		6,450						胡麻 ゴマ		700

				075-331-5876				ERROR:#REF!		1,700		51%		075-391-4215				ERROR:#REF!		800		075-331-5872				ERROR:#REF!		3,400		0771-74-0037				ERROR:#REF!		350		50%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				[亀岡市] カメオカシ										洛西NT ラク サイ		1,700						洛西桂坂別口 ラク ニシ カツラ ザカ ベツ クチ		1,300						[乙訓郡] オトクニグン

												ERROR:#DIV/0!		075-331-5874				ERROR:#REF!		850		075-331-5872				ERROR:#REF!		700										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				つつじが丘 オカ		1,950								洛西東 ラク サイ ヒガシ		1,250						[右京区] ウキョウ ク								大山崎 オオヤマザキ		1,550

				0771-24-1781				ERROR:#REF!		1,000		51%		075-331-5874				ERROR:#REF!		650										075-956-5297				ERROR:#REF!		800		52%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				亀岡 カメオカ		1,100								[南区] ミナミ ク								嵯峨 サガ		2,800						[南区] ミナミ ク

				0771-23-8486				ERROR:#REF!		550		50%										075-871-9510				ERROR:#REF!		1,450														ERROR:#REF!

				[右京区] ウキョウ ク										東土川 ヒガシ ツチカワ		1,900						広沢 ヒロサワ		3,400						久世 クゼ		2,350

														075-931-9648				ERROR:#REF!		950		075-861-0713				ERROR:#REF!		1,750		075-933-9061				ERROR:#REF!		1,200				ERROR:#REF!

				嵐山 アラシヤマ		1,600								[亀岡市] カメオカシ								鳴滝 ナルタキ		1,250

				075-861-0365				ERROR:#REF!		800		50%										075-464-6345				ERROR:#REF!		650														ERROR:#REF!

				梅津 ウメヅ		1,450								亀岡中央 カメオカ チュウオウ		4,000						梅津 ウメヅ		6,950

				075-861-3034				ERROR:#REF!		750				0771-23-1885				ERROR:#REF!		2,050		075-872-8015				ERROR:#REF!		3,550		計 ケイ		92,950				47,800		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!

				太秦 ウズマサ		1,250								亀岡東 カメオカ ヒガシ		2,750						常磐野 トキワ ノ		2,700						毎日新聞 マイニチ シンブン

				075-861-3034				ERROR:#REF!		650		52%		0771-23-4708				ERROR:#REF!		1,400		075-881-0089				ERROR:#REF!		1,400												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				鳴滝 ナルタキ		750								[右京区] ウキョウ ク								太秦 ウズマサ		2,450						[向日市] ムコウ シ

				075-861-0365				ERROR:#REF!		400		ERROR:#DIV/0!										075-872-5551				ERROR:#REF!		1,250										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

														嵯峨 サガ		2,500						[船井郡] フナイグン								東向日 ヒガシ ムコウ		950

														075-872-6613				ERROR:#REF!		1,300										075-921-3347				ERROR:#REF!		500						ERROR:#REF!

														梅津 ウメヅ		2,200						須知 スチ		1,200						西向日 ニシムコウ		600

														075-871-9220				ERROR:#REF!		1,100		0771-82-0053				ERROR:#REF!		600		075-921-3347				ERROR:#REF!		300		50%		ERROR:#REF!

														太秦 ウズマサ		2,350						和知 ワチ		1,400						[長岡京市] ナガオカキョウ シ

														075-861-2738				ERROR:#REF!		1,200		0771-84-0027				ERROR:#REF!		700												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

														花園 ハナゾノ		2,350						下山 シモヤマ		450						長岡北 ナガオカ キタ		450

														075-463-5557						1,200		0771-84-1387				ERROR:#REF!		250		075-921-3347				ERROR:#REF!		250		56%				ERROR:#REF!

														[南丹市] ミナミ タンシ								瑞穂 ミズホ		1,100						[西京区] ニシキョウ ク

																						0771-87-0032				ERROR:#REF!		550														ERROR:#REF!

														園部 ソノベ		500														桂 カツラ		400

														0771-62-3760				ERROR:#REF!		250										075-381-3460				ERROR:#REF!		200						ERROR:#REF!

														八木 ヤギ		350														[右京区] ウ

														0771-42-4737				ERROR:#REF!		200

																														太秦・衣笠 ウズマサ キヌガサ		700

																														075-861-0709				ERROR:#REF!		350						ERROR:#REF!





				計 ケイ		26,600				13,550				計 ケイ		33,400				17,050										計 ケイ		3,100				1,600









2.（新）左京

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																																																北区 キタク		上京区 カミギョウク		右京区 ウキョウク		中京区 ナカギョウク		下京区 シモギョウ ク		計 ケイ

																																						62.2%												朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		―		3,000		3,800		700		1,500		9,000

																																																		毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		―		―		100		200		―		300

																																																		産経新聞 サンケイ シンブン		―		―		―		450		―		450

																																																		読売新聞 ヨミウリ シンブン		―		2,500		4,200		3,500		―		10,200

				上京・中京・右京・北区周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ミギ キタク シュウヘン ブ オリコミ ハイフ メイサイ																																														京都新聞
（産経新聞を含む） キョウト シンブン サンケイ		2,150		3,600		12,150		12,950		―		30,850

																																																		合 計 ゴウ ケイ		2,150		9,100		20,250		17,800		1,500		50,800



																																												令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞 アサヒ シンブン												毎日新聞【合配】 マイニチ シンブン												読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞 キョウト シンブン

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

				[上京区] カミ												[右京区] ウキョウ ク												[上京区] カミ										[上京区] カミ



				金閣寺 キンカクジ		1,250										西四条 ニシ シジョウ		150										上京 カミギョウ		3,450								寺之内 テラ コレ ウチ		3,850								※西院西と仁和の電話番号不明 サイイン ニシ ニンナ デンワ バンゴウ フメイ

				075-461-4744				778		700		56.0%		ERROR:#REF!		075-841-3456				93		100		1		ERROR:#REF!		075-431-2787				2,146		1,950		56.5%		075-441-4464				2,395		2,150		55.8%

				西陣 ニシジン		1,100										[中京区] ナカギョウ ク												京都御所西 キョウト ゴショ ニシ		1,000								城北 シロ キタ		3,850

				075-841-0614				684		600		54.5%												ERROR:#DIV/0!				075-841-5863				622		550		55.0%		075-841-0304				2,395		2,150		55.8%

				府庁前 フチョウ マエ		3,000										三条 サンジョウ		1,050										[右京区] ウキョウ ク										堀川 ホリカワ		4,100

				075-212-8787				1,866		1,700		56.7%		ERROR:#REF!		075-221-1558				653		600		57.1%		ERROR:#REF!												075-441-7682				2,551		2,300		56.1%

				[右京区] ウキョウ ク												西ノ京 ニシ キョウ		400										西院西 ニシ イン ニシ		950								北大路別口 キタ オオジ ベツ クチ		2,350

														ERROR:#REF!		075-841-3456				249		200		1		ERROR:#REF!								550		57.9%		075-441-2556				0		1,300		55.3%

				花園 ハナゾノ		700										[北区] キタ												西小路 ニシ ショウ ミチ		1,750								[右京区] ウキョウ ク

				075-841-0614						400		57.1%												ERROR:#DIV/0!				075-801-0795						1,000		57.1%										53.7%

				四条 シジョウ		1,200										上賀茂  カミガモ		250										[中京区] ナカギョウ ク										御室 オムロ		5,000

				075-841-0614						650		54.2%		ERROR:#REF!		075-791-1656				0		150		1		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		075-462-0077						2,800		ERROR:#DIV/0!

				[中京区] ナカギョウ ク												[上京区] カミ												河原町 カワ ハラ マチ		2,400								西大路 ニシオオジ		6,100

												ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!				075-231-7553				1,493		1,350		56.3%		075-803-0181						3,400

				西大路 ニシオオジ		1150										烏丸 カラスマ		600										西ノ京 ニシ キョウ		2,300								[中京区] ナカギョウ ク

				075-841-0614				715.415		650		56.5%		ERROR:#REF!		075-221-1558				0		350		58.3%		ERROR:#REF!		075-811-3064				1,431		1,300												55.7%

				五条烏丸 ゴジョウ カラスマ		3800										[左京区] サ												四条 シジョウ		1,050								仁和 ニンナ		1,750

				075-354-7707						2100		55.3%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		075-221-1535				653		600		57.1%						1,089		1,000		ERROR:#DIV/0!

				[下京区] シモギョウ ク												一乗寺 イチジョウ ジ		800										西院 サイイン		1,600								朱雀 スザク		3,750

												ERROR:#DIV/0!				075-791-1656				0		450		1				075-311-6188				995		900		56.3%		075-841-8959				2,333		2,100		57.1%

				河原町 カワラマチ		1,250										上高野 カミタカノ		300										[北区] キタ										壬生 ミブ		2,750

				075-354-7707						700				ERROR:#REF!		075-791-1656				0		150				ERROR:#REF!												075-841-3123				1,711		1,550		56.0%

				[北区] キタ																								京都北山 キョウト キタヤマ		2,600								中央 チュウオウ		5,700

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		075-491-4893				0		1,400		53.8%		075-255-6300				3,546		3,200		56.4%

				紫竹 シチク		750																						上賀茂 カミガモ		2,200								御所南 ゴショ ミナミ		1,650

				075-461-4744				0		400		53.3%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		075-722-2613				0		1,200		54.5%		075-231-7014				1,026		900		56.1%

				小山 コヤマ		2,750																						[左京区] サ										[北区] キタ

				075-417-0077				0		1,500		54.5%												ERROR:#DIV/0!

				上賀茂 カミガモ		750																						左京 サキョウ		1,100								北大路 キタ オオジ		2,650

				075-417-0077				0		400				ERROR:#REF!												ERROR:#REF!		075-721-5215				0		600		54.5%		075-441-2556				0		1,500		ERROR:#DIV/0!

				[左京区] サ																								下鴨 シモ ガモ		1,250								紫竹 シチク		5,500

												ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!				075-791-1659				0		700		56.0%		075-492-1343				0		3,000		56.6%

				修学院 シュウガクイン		900																						百万遍 ヒャクマン ヘン		1,550								大徳寺 ダイ トク ジ		2,600

				075-722-2220				0		500		55.6%												ERROR:#DIV/0!				075-791-1659				0		850				075-491-4989				0		1,450		54.5%

				下鴨 シモ ガモ		1,450																						岩倉 イワクラ		1,100								金閣寺 キンカクジ		3,300

				075-761-8700				0		800																		075-721-4957				0		600		54.5%		075-462-3869				0		1,850		55.8%

				高野 タカノ		2,500																						[東山区] ヒガシヤマ										上賀茂 カミガモ		6,150

				075-712-2929				0		1,400		56.0%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		075-721-6731				0		3,300		56.1%

				京大前 キョウダイ マエ		1,650																						東山三条 ヒガシ ヤマ サンジョウ		1,600								衣笠 キヌガサ		3,300

				075-761-8700				0		900																		075-761-0502				0		900				075-462-2244				0		1,850

				岩倉 イワクラ		2,000																																[左京区] サ

				075-722-2220				0		1,100																																				ERROR:#DIV/0!

				白川 シラカワ		1,700																																下鴨 シモ ガモ		3,250

				075-751-5700				0		950																												075-721-1660				0		1,800		55.4%

																																						吉田 ヨシダ		3,700

																																						075-771-1821				0		2,050		55.4%

																																						銀閣寺道 ギンカクジ ミチ		4,250

																																						075-752-7207				0		2,400		56.5%

																																						松ヶ崎 マツガサキ		1,450

																																						075-721-9678				0		800		55.2%

																																						岩倉 イワクラ		3,550

																																						075-711-2057				0		2,000		56.3%

																																						修学院 シュウガクイン		5,800

																																						075-722-0022				0		3,250		56.0%



																																														ERROR:#DIV/0!

				計 ケイ		27,900				15,450						計 ケイ		3,550				2,000						計 ケイ		25,900				14,450				計 ケイ		86,350				48,100





																																												80,000















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.（新）下京

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																																85.1%														下京区 シモギョウク		東山区 ヒガシヤマク		南区 ミナミク		伏見区 フシミ ク		計 ケイ

																																																朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		1,800		550		1,550		2,950		6,850

																																																毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		300		550		―		1,550		2,400

				下京・南・伏見・山科・東山エリア ８０，０００部 折込配布明細 シモギョウ ミナミ フシミ ヤマシナ ヒガシヤマ オリコミ ハイフ メイサイ																																												産経新聞 サンケイ シンブン		―		―		―		0		0

																																																読売新聞 ヨミウリ シンブン		1,750		550		2,750		7,100		12,150

																																																京都新聞
（産経新聞を含む） キョウト シンブン		5,650		3,800		6,550		11,850		27,850

																																																合 計 ゴウ ケイ		9,500		5,450		10,850		23,450		49,250

																																								令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞 アサヒ シンブン										毎日新聞 マイニチ シンブン										読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞 キョウト シンブン

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

				[下京区] シタ キョウ ク										[下京区] シタ キョウ ク										[下京区] シタ キョウ ク										[下京区] シタ キョウ ク

																																ERROR:#DIV/0!

				西七条 ニシ ナナジョウ		2,000								松原 マツバラ		300								京都中央 キョウト チュウオウ		2,000								京都駅西 キョウトエキ ニシ		3,600

				075-313-7642				1,702		1,050		52.5%		075-221-1558				255.3		150		50.0%		075-351-9243				1,702		1,050		52.5%		075-371-5051				3,064		1,900		52.8%

				五条 ゴジョウ		1,450								西七条 ニシ ナナジョウ		300								下京 シモ キョウ		1,300								五条 ゴジョウ		3,850

				075-354-7707				1,234		750		51.7%		075-841-3456				255		150		50.0%		075-371-7356				1,106		700		53.8%		075-351-6110				3,276		2,000		51.9%

				[東山区] ヒガシヤマ ク										[東山区] ヒガシヤマ ク										[東山区] ヒガシヤマ ク										西七条 ニシ シチジョウ		3,300

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-313-7877				2,808		1,750		53.0%

				東山 ヒガシヤマ		1,100								東山泉涌寺 ヒガシヤマ センニュウジ		1,000								本町 ホンマチ		1,000								[東山区] ヒガシヤマ ク

				075-561-0395				936		550		50.0%		075-561-3323				851		550		55.0%		075-541-8503				851		550		55.0%

				[南区] ミナミ ク										[伏見区] フシミ ク										[南区] ミナミ ク										東山本町 ヒガシヤマ ホンマチ		7,250

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-561-0358				6,170		3,800		52.4%

				洛南 ラク ナン		1,150								神川 カミ カワ		200								京都駅南 キョウト エキ ミナミ		2,450								[南区] ミナミ ク

				075-672-2248				979		600		52.2%		075-921-3347						100		50.0%		075-691-8740				2,085		1,300		53.1%										ERROR:#DIV/0!

				塔南 トウ ナン		1,750								藤ノ森 フジ モリ		350								東寺 トウジ		1,850								吉祥院 キッショウ イン		3,200

				075-672-2248				1,489		950		54.3%		075-641-5571						200		57.1%		075-691-3498				1,574		1,000		54.1%		075-312-9313				2,723		1,700

				[伏見区] フシミ ク										墨染 スミゾ		750								吉祥院 キッショウ イン		850								洛南 ラク ナン		4,600

												ERROR:#DIV/0!		075-641-5571						400		53.3%		075-691-3498				723		450		52.9%		075-691-9441				3,915		2,450		53.3%

				伏見 フシミ		3,400								伏見丹波橋 フシミ タンババシ		800								[伏見区] フシミ ク										九条唐橋 クジョウ カラハシ		4,550

				075-642-2830						1,750		51.5%		075-601-0139						400		50.0%										ERROR:#DIV/0!		075-662-0690				3,872		2,400		52.7%

				伏見西 フシミ ニシ		1,300								淀 ヨド		550								深草 フカ クサ		1,700								[伏見区] フシミ ク

				075-933-6348				1,106		650		ERROR:#REF!		075-631-2018						300		54.5%		075-642-4840						900		52.9%										ERROR:#DIV/0!

				桃山南口 モモヤマ ミナミ クチ		1,050								桃山 モモヤマ		250								桃山 モモヤマ		4,100								神川 カミカワ		3,900

				075-573-0115				0		550		ERROR:#REF!		075-601-0139				0		150		60.0%		075-601-4598						2,150		52.4%		075-922-3546						2,000		51.3%

				伏見東 フシミ ヒガシ		1,600								[宇治市] ウジシ										藤ノ森 フジ モリ		2,700								墨染 スミゾ		6,250

				075-573-0115				0		800		50.0%												075-641-3804						1,400		51.9%		075-642-0168						3,200

				[山科区] ヤマシナ ク										木幡 コワタ		2,600								伏見西部 フシミ セイブ		2,350								桃山北 モモヤマ キタ		4,300

												ERROR:#DIV/0!		0774-32-0325				0		1,400		53.8%		075-933-0322						1,250		53.2%		075-604-6807						2,200		51.2%

				山科 ヤマシナ		2,800																		桃山南口 モモヤマ ミナミ クチ		2,700								伏見南 フシミ ミナミ		2,200

				075-592-0896				0		1,450		52.4%										ERROR:#DIV/0!		075-611-8641				0		1,400		51.9%		075-631-3564						1,150		52.3%

				山科南 ヤマシナ ミナミ		2,000																		醍醐 ダイゴ		2,000								桃山 モモヤマ		2,900

								0		1,000		50.0%												075-571-3831				0		1,050				075-621-3746						1,500		51.7%

				山科西 ヤマシナ ニシ		1,300																		[山科区] ヤマシナ ク										醍醐 ダイゴ		2,350								※山科南・山科西はTEL確認を。 ヤマシナ ミナミ ヤマシナ ニシ カクニン

								0		650																						ERROR:#DIV/0!		075-571-1087				0		1,250

				［宇治市］																				山科東 ヤマシナ ヒガシ		2,500								石田 イシダ		2,300

												ERROR:#DIV/0!												075-581-0840				0		1,350		54.0%		075-571-3594				0		1,200		52.2%

				宇治六地蔵 ウジ ロクジゾウ		1,900																		山科西 ヤマシナ ニシ		1,050								桃山東 モモヤマ ヒガシ		2,550

				0774-32-9055				0		950														075-593-5300				0		550		52.4%		075-601-4010				0		1,350		52.9%

																								大石道 オオイシ ミチ		1,800								醍醐北 ダイゴ キタ		1,250

												ERROR:#DIV/0!												075-593-5300				0		950				075-501-5959				0		650		52.0%

																								山科南 ヤマシナ ミナミ		2,050								[右京区] ウキョウ ク

																						ERROR:#DIV/0!		075-581-1337				0		1,100		53.7%										ERROR:#DIV/0!

																								［宇治市］										西京極 ニシキョウゴク		6,700

																																		075-325-2530				0		3,550		53.0%

																								六地蔵 ロクジゾウ		2,350								[山科区] ヤマシナ ク

																								0774-32-0828				0		1,250		53.2%

																								[右京区] ウキョウ ク										山科 ヤマシナ		2,100

																																		075-593-1717				0		1,100

																								西京極 ニシキョウゴク		2,000								四ノ宮 シ ミヤ		2,200

																								075-315-1140				0		1,050				075-581-4558				0		1,150

																																		東野 ヒガシノ		3,100

																																		075-591-0631				0		1,650

																																		御陵 ミササギ		1,550

																																		075-591-5690				0		800

																																		山科大石 ヤマシナ オオイシ		5,100

																																		075-581-6215				0		2,650

																																		山科南 ヤマシナ ミナミ		2,150

																																		075-501-5959				0		1,150

																																		山科中 ヤマシナ ナカ		2,250

																																		075-592-6326				0		1,200

																																		［宇治市］



																																		六地蔵 ロクジゾウ		2,450

																																		0774-31-8752				0		1,300		53.1%

				計 ケイ		22,800				11,700				計 ケイ		0				0				計 ケイ		34,750				19,450				計 ケイ		85,950				45,050

																																										0.0%









4.（新）宇治

				当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツ ゼン シ チョウカン イッセイ オリコミ ホウシキ

				折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミ カクニン カンタン バツグン シンライセイ																																				伏見区 フシミク		宇治市 ウジシ		城陽市 ジョウヨウシ		綴喜郡 ツヅキグン		京田辺市 キョウタナベシ		八幡市 ヤワタシ		計 ケイ

																														64.35%								朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		0		5,500		1,300		0		1,650		0		8,450

																																						毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		―		4,550		600		100		1,350		1,200		7,800

																																						読売新聞 ヨミウリ シンブン		0		4,700		2,700		―		1,500		1,650		10,550

																																						京都新聞
（朝日・毎日・産経新聞を含む） キョウト シンブン		0		11,500		4,850		1,050		1,000		0		18,400

																																						合 計 ゴウ ケイ		0		26,250		9,450		1,150		5,500		2,850		45,200





				宇治・城陽・八幡・京田辺エリア　８０，０００枚 マイ

																												令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞 アサヒ シンブン								毎日新聞【合配】 マイニチ シンブン								読売新聞 ヨミウリ シンブン								京都新聞 キョウト シンブン

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

				［宇治市］								［宇治市］								［宇治市］								［宇治市］



				宇治小倉 ウジ オグラ		2,550						大久保 オオクボ		900						大久保 オオクボ		2,400						大久保 オオクボ		2,450

				0774-23-5763				1,641		1,400		0774-22-3221				579		500		0774-43-5114				1,544		1,250		0774-43-1477				1,577		1,350

				宇治黄檗 ウジ オウバク		2,150						宇治 ウジ		4,550						伊勢田 イセダ		2,750						伊勢田 イセダ		2,100

				0774-39-8440				1,384		1,150		0774-22-3221				2,928		2,450		0774-44-2200				1,770		1,450		0774-44-7120				1,351		1,150

				宇治西 ウジ ニシ		5,600						黄檗 オウバク		3,000						宇治 ウジ		2,450						羽拍子 ハ ビョウシ		2,650

				0774-46-1672				3,604		2,950		0774-32-5369				1,931		1,600		0774-21-3918				1,577		1,300		0774-43-6828				1,705		1,450

				［城陽市］ ジョウヨウシ								［城陽市］ ジョウヨウシ								京都小倉 キョウト オグラ		1,350						宇治 ウジ		2,000

																				0774-23-4016				869		700		0774-20-5443				1,287		1,100

				富野荘 トミ ノ ソウ		750						城陽 ジョウヨウ		650						［城陽市］ ジョウヨウシ								西小倉 ニシオグラ		2,650

				0774-53-4433				483		400		0774-52-3589				418		350										0774-23-7153				1,705		1,400

				城陽 ジョウヨウ		1,500						寺田 テラダ		500						久津川 クツカワ		950						小倉 オグラ		3,050

				0774-53-4433				965		800		0774-52-8902				322		250		0774-53-3713				611		500		0774-20-3443				1,963		1,650

				久津川 クツカワ		900						［綴喜郡］ ツヅキ グン								城陽 ジョウヨウ		4,300						黄檗 オウバク		3,700

				0774-53-4433				579		500										0774-53-2679				2,767		2,300		0774-31-8240				2,381		2,000

				［綴喜郡］ ツヅキ グン								多賀（MS） タガ		200						城陽青谷 ジョウヨウ アオタニ		800						宇治東 ウジ ヒガシ		1,150

												0774-99-4302				129		100		0774-52-0148				515		400		0774-33-3868				740		600

				多賀 タガ		100						［京田辺市］ キョウ タナベ シ								［伏見区］ フシミク								大久保西 オオクボニシ		1,500

				0774-53-4433				64		50																		0774-43-1477				965		800

				［伏見区］ フシミ ク								京田辺 キョウ タナベ		1,400						向島 ムカイジマ		1,700						［城陽市］ ジョウヨウシ

												0774-62-0526				901		750		075-622-7944				1,094		900

				向島 ムカイジマ		1,000						松井山手・大住 マツイ ヤマテ オオスミ		1,100						［京田辺市］ キョウ タナベ シ								富野荘 トミ ノ ソウ		2,500

				075-622-7943				644		550		0774-62-9057				708		600										0774-52-0157				1,609		1,350

				［京田辺市］ キョウ タナベ シ								［八幡市］ ヤワタシ								京田辺 キョウ タナベ		2,100						寺田 テラダ		3,100

																				0774-62-4350				1,351		1,100		0774-52-2364				1,995		1,700

				京田辺 キョウ タナベ		2,100						八幡 ヤワタ		2,300						松井山手 マツイヤマテ		2,850						久津川東 ク ツ カワヒガシ		1,150

				0774-63-0333				1,351		1,100		075-981-0235				1,480		1,200		0774-62-6491				1,834		1,500		0774-52-3066				740		600

				松井山手 マツイ ヤマテ		3,150						男山 オトコヤマ		950						［八幡市］ ヤワタシ								城陽中央 ジョウヨウ チュウオウ		3,950

				0774-62-6447				2,027		1,650		075-981-0235				611		500										0774-55-6009				2,542		2,150

				［八幡市］ ヤワタシ								［相楽郡］ ソウラクグン								やわた		3,950						青谷井手 アオタニ イデ		800

																				075-982-3039				2,542		2,100		0774-82-2276				515		400

				八幡 ヤワタ		3,850						精華町 セイカ マチ		900						男山 オトコヤマ		3,100						［綴喜郡］ ツヅキ グン

				075-981-8226				2,477		2,050		0774-73-1570						500		075-981-3911				1,995		1,650

				［相楽郡］ ソウラクグン								［久世郡］ クゼ グン								［相楽郡］ ソウラクグン								井手 イデ		800

																												0774-82-4827				515		400

				精華 セイカ		3,050						久御山 クミヤマ		100						学研精華 ガッケン セイカ		3,800						宇治田原 ウジタワラ		1,850

				0774-93-2505						1,600		075-631-2018				64		50		0774-94-5213						2,000		0774-99-8077				1,190		1,050

				［枚方市］ ヒラカタシ								西大久保 ニシ オオクボ		600						［久世郡］ クゼ グン								［京田辺市］ キョウ タナベ シ

												0774-44-7910				386		300

				くずは		3,450														久御山 クミヤマ		1,700						京田辺市 キョウ タナベ シ		2,550

				072-856-3047						1,850										075-631-7323				1,094		900		0774-62-3443				1,641		1,350

				長尾 ナガオ		2,200														［枚方市］ ヒラカタシ								大住 オオスミ		1,050

				072-855-3177						1,150																		0774-63-7563				676		550

																				ローズタウン		3,950						三山木 サン ヤマ キ		850

																				072-868-4337						2,100		0774-62-1860				547		450

																				枚方長尾 ヒラカタ ナガオ		6,400						［八幡市］ ヤワタシ

																				072-856-4930						3,400

																				招提 ショウダイ		3,700						八幡 ヤワタ		2,400

																				072-857-6559						1,950		075-983-1438				1,544		1,300

																												男山 オトコヤマ		1,550

																												075-981-5706				997		850

																												[伏見区] フシミ ク



																												向島 ムカイジマ		4,550

																												075-622-0485				2,928		2,450

																												［久世郡］ クゼ グン



																												久御山 クミヤマ		2,050

																												0774-43-6150				1,319		1,100

																												［相楽郡］ ソウラクグン



																												精華 セイカ		1,750

																												0774-98-3436						950

				計 ケイ		32,350				17,200		計 ケイ		17,150				9,150		計 ケイ		48,250				25,500		計 ケイ		52,150				28,150



																																		80,000









4.（新）宇治 (貼込用)

				当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツ ゼン シ チョウカン イッセイ オリコミ ホウシキ

				折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミ カクニン カンタン バツグン シンライセイ																																				伏見区 フシミク		宇治市 ウジシ		城陽市 ジョウヨウシ		綴喜郡 ツヅキグン		京田辺市 キョウタナベシ		八幡市 ヤワタシ		計 ケイ

																														64.35%								朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		0		5,500		1,300		0		1,650		0		8,450

																																						毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		―		4,550		600		100		1,350		1,200		7,800

																																						読売新聞 ヨミウリ シンブン		0		4,700		2,700		―		1,500		1,650		10,550

																																						京都新聞
（朝日・毎日・産経新聞を含む） キョウト シンブン		0		11,500		4,850		1,050		1,000		0		18,400

																																						合 計 ゴウ ケイ		0		26,250		9,450		1,150		5,500		2,850		45,200





				宇治・城陽・八幡・京田辺エリア　８０，０００枚 マイ

																												令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞 アサヒ シンブン								毎日新聞【合配】 マイニチ シンブン								読売新聞 ヨミウリ シンブン								京都新聞 キョウト シンブン

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

				［宇治市］								［宇治市］								［宇治市］								［宇治市］



				宇治小倉 ウジ オグラ		2,550						大久保 オオクボ		900						大久保 オオクボ		2,400						大久保 オオクボ		2,450

				0774-23-5763				1,641		1,400		0774-22-3221				579		500		0774-43-5114				1,544		1,250		0774-43-1477				1,577		1,350

				宇治黄檗 ウジ オウバク		2,150						宇治 ウジ		4,550						伊勢田 イセダ		2,750						伊勢田 イセダ		2,100

				0774-39-8440				1,384		1,150		0774-22-3221				2,928		2,450		0774-44-2200				1,770		1,450		0774-44-7120				1,351		1,150

				宇治西 ウジ ニシ		5,600						黄檗 オウバク		3,000						宇治 ウジ		2,450						羽拍子 ハ ビョウシ		2,650

				0774-46-1672				3,604		2,950		0774-32-5369				1,931		1,600		0774-21-3918				1,577		1,300		0774-43-6828				1,705		1,450

				［城陽市］ ジョウヨウシ								［城陽市］ ジョウヨウシ								京都小倉 キョウト オグラ		1,350						宇治 ウジ		2,000

																				0774-23-4016				869		700		0774-20-5443				1,287		1,100

				富野荘 トミ ノ ソウ		750						城陽 ジョウヨウ		650						［城陽市］ ジョウヨウシ								西小倉 ニシオグラ		2,650

				0774-53-4433				483		400		0774-52-3589				418		350										0774-23-7153				1,705		1,400

				城陽 ジョウヨウ		1,500						寺田 テラダ		500						久津川 クツカワ		950						小倉 オグラ		3,050

				0774-53-4433				965		800		0774-52-8902				322		250		0774-53-3713				611		500		0774-20-3443				1,963		1,650

				久津川 クツカワ		900						［綴喜郡］ ツヅキ グン								城陽 ジョウヨウ		4,300						黄檗 オウバク		3,700

				0774-53-4433				579		500										0774-53-2679				2,767		2,300		0774-31-8240				2,381		2,000

				［綴喜郡］ ツヅキ グン								多賀（MS） タガ		200						城陽青谷 ジョウヨウ アオタニ		800						宇治東 ウジ ヒガシ		1,150

												0774-99-4302				129		100		0774-52-0148				515		400		0774-33-3868				740		600

				多賀 タガ		100						［京田辺市］ キョウ タナベ シ								［伏見区］ フシミク								大久保西 オオクボニシ		1,500

				0774-53-4433				64		50																		0774-43-1477				965		800

				［伏見区］ フシミ ク								京田辺 キョウ タナベ		1,400						向島 ムカイジマ		1,700						［城陽市］ ジョウヨウシ

												0774-62-0526				901		750		075-622-7944				1,094		900

				向島 ムカイジマ		1,000						松井山手・大住 マツイ ヤマテ オオスミ		1,100						［京田辺市］ キョウ タナベ シ								富野荘 トミ ノ ソウ		2,500

				075-622-7943				644		550		0774-62-9057				708		600										0774-52-0157				1,609		1,350

				［京田辺市］ キョウ タナベ シ								［八幡市］ ヤワタシ								京田辺 キョウ タナベ		2,100						寺田 テラダ		3,100

																				0774-62-4350				1,351		1,100		0774-52-2364				1,995		1,700

				京田辺 キョウ タナベ		2,100						八幡 ヤワタ		2,300						松井山手 マツイヤマテ		2,850						久津川東 ク ツ カワヒガシ		1,150

				0774-63-0333				1,351		1,100		075-981-0235				1,480		1,200		0774-62-6491				1,834		1,500		0774-52-3066				740		600

				松井山手 マツイ ヤマテ		3,150						男山 オトコヤマ		950						［八幡市］ ヤワタシ								城陽中央 ジョウヨウ チュウオウ		3,950

				0774-62-6447				2,027		1,650		075-981-0235				611		500										0774-55-6009				2,542		2,150

				［八幡市］ ヤワタシ								［相楽郡］ ソウラクグン								やわた		3,950						青谷井手 アオタニ イデ		800

																				075-982-3039				2,542		2,100		0774-82-2276				515		400

				八幡 ヤワタ		3,850						精華町 セイカ マチ		900						男山 オトコヤマ		3,100						［綴喜郡］ ツヅキ グン

				075-981-8226				2,477		2,050		0774-73-1570						500		075-981-3911				1,995		1,650

				［相楽郡］ ソウラクグン								［久世郡］ クゼ グン								［相楽郡］ ソウラクグン								井手 イデ		800

																												0774-82-4827				515		400

				精華 セイカ		3,050						久御山 クミヤマ		100						学研精華 ガッケン セイカ		3,800						宇治田原 ウジタワラ		1,850

				0774-93-2505						1,600		075-631-2018				64		50		0774-94-5213						2,000		0774-99-8077				1,190		1,050

				［枚方市］ ヒラカタシ								西大久保 ニシ オオクボ		600						［久世郡］ クゼ グン								［京田辺市］ キョウ タナベ シ

												0774-44-7910				386		300

				くずは		3,450														久御山 クミヤマ		1,700						京田辺市 キョウ タナベ シ		2,550

				072-856-3047						1,850										075-631-7323				1,094		900		0774-62-3443				1,641		1,350

				長尾 ナガオ		2,200														［枚方市］ ヒラカタシ								大住 オオスミ		1,050

				072-855-3177						1,150																		0774-63-7563				676		550

																				ローズタウン		3,950						三山木 サン ヤマ キ		850

																				072-868-4337						2,100		0774-62-1860				547		450

																				枚方長尾 ヒラカタ ナガオ		6,400						［八幡市］ ヤワタシ

																				072-856-4930						3,400

																				招提 ショウダイ		3,700						八幡 ヤワタ		2,400

																				072-857-6559						1,950		075-983-1438				1,544		1,300

																												男山 オトコヤマ		1,550

																												075-981-5706				997		850

																												[伏見区] フシミ ク



																												向島 ムカイジマ		4,550

																												075-622-0485				2,928		2,450

																												［久世郡］ クゼ グン



																												久御山 クミヤマ		2,050

																												0774-43-6150				1,319		1,100

																												［相楽郡］ ソウラクグン



																												精華 セイカ		1,750

																												0774-98-3436						950

				計 ケイ		32,350				17,200		計 ケイ		17,150				9,150		計 ケイ		48,250				25,500		計 ケイ		52,150				28,150



																																		80,000









１.（旧）右京明細

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																						75.1%														京都府 キョウトフ

																										+微調整														亀岡市 カメ オカ シ		南丹市 ナン タン シ		船井郡 フナイグン		西京区 ニシキョウク		右京区 ウキョウク		中京区 ナカギョウ ク		下京区 シモギョウ ク		計 ケイ

																																						朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		2,200		―		―		3,050		4,550		900		1,400		12,100

																																						毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		―		―		―		―		500		300		―		800

				右京・中京・亀岡・南丹周辺エリア　８０，０００部 折込配布明細 ウキョウ ナカギョウ カメオカ ナンタン シュウヘン																																		読売新聞 ヨミウリ シンブン		4,750		600		―		1,150		7,750		1,800		―		16,050

																																						京都新聞
（朝日・毎日・読売・産経新聞を含む） キョウト シンブン		11,650		5,350		3,000		6,850		24,200		―		―		51,050

																																						合 計 ゴウ ケイ		18,600		5,950		3,000		11,050		37,000		3,000		1,400		80,000

																																令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン												読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

				[亀岡市] カメオカシ												[亀岡市] カメオカシ										[亀岡市] カメオカシ



				つつじが丘 オカ		1,950										亀岡中央 カメオカ チュウオウ		4,000								亀岡(MS) カメオカ		4,650

				0771-24-1781				1,464		1,400		72%		ERROR:#REF!		0771-23-1885				3,003		2,800		70%		0771-22-0162				3,491		3,250		70%

				亀岡 カメオカ		1,100										亀岡東 カメオカ ヒガシ		2,750								亀岡南(MS) カメオカ ミナミ		5,200

				0771-23-8486				826		800		73%		ERROR:#REF!		0771-23-4708				2,064		1,950		71%		0771-22-5600				3,904		3,650		70%

				[西京区] ニシキョウク												[南丹市] ミナミ タンシ										亀岡北(MS) カメオカ キタ		4,000

												ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!		0771-24-3693				3,003		2,800		70%

				桂 カツラ		4,750										園部 ソノベ		500								亀岡西(MS) カメオカ ニシ		2,750

				075-381-3462						3,050				ERROR:#REF!		0771-62-3760				375		350				0771-25-6550				2,064		1,950		71%

				[右京区] ウキョウ ク												八木 ヤギ		350								[南丹市] ミナミ タンシ

												ERROR:#DIV/0!				0771-42-4737				263		250		71%

				嵐山(M) アラシヤマ		1,600										[西京区] ニシキョウク										園部(AMS) ソノベ		3,650

				075-861-0365				1,201		1,150		72%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		0771-62-0359				2,740		2,600		71%

				梅津(M) ウメヅ		1,450										上桂 カミカツラ		1,600								八木(AMS) ヤギ		2,500

				075-861-3034				1,089		1,050				ERROR:#REF!		075-391-4215						1,150		72%		0771-42-2044				1,877		1,750		70%

				太秦 ウズマサ		1,250										[右京区] ウキョウ ク										日吉（合） ヒヨシ ゴウ		650

				075-861-3034				938		900		73%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		0771-72-0063				488		500		77%

				花園(M) ハナゾノ		750										嵯峨 サガ		2,650								胡麻（合） ゴマ		700

				075-841-0614				563		550		ERROR:#DIV/0!				075-872-6613				1,989		1,850		70%		0771-74-0037				525		500		71%

				四条 シジョウ		1,250										梅津 ウメヅ		2,450								[船井郡] フナイグン

				075-841-0614						900		0%				075-871-9220				1,839		1,750

				[中京区] ナカギョウ ク												太秦 ウズマサ		2,100								須知（合） スチ		1,200

												ERROR:#DIV/0!				075-861-2738				1,576		1,500		71%		0771-82-0053				901		850		71%

				西大路 ニシオオジ		1,250										西小路 ニシコウジ		1,750								和知（合） ワチ		1,400

				075-841-0614				0		900		ERROR:#DIV/0!				075-801-0795				1,314		1,250		71%		0771-84-0027				1,051		1,000		71%

				[下京区] シタ キョウ ク												西京極 ニシキョウゴク		2,000								下山（合） シモヤマ		450

												78%		ERROR:#REF!		075-315-1140				0		1,400		70%		0771-84-1387				338		350		78%

				西七条(M) ニシ ナナジョウ		2,000										[中京区] ナカギョウ ク										瑞穂（合） ミズホ		1,100

				075-313-7642				0		1,400														ERROR:#DIV/0!		0771-87-0032				826		800		73%

																西院 サイイン		2,550								[西京区] ニシキョウク

																075-311-6188				0		1,800		71%

																										上桂(S) カミカツラ		5,950

																								ERROR:#DIV/0!		075-381-2798				4,467		4,200		71%

				計 ケイ		17,350				12,100																洛西桂坂(Ｓ) ラク ニシ カツラ ザカ		6,450

																										075-331-5872						2,650		41%

				毎日新聞【合配】																						[右京区] ウキョウ ク

																																		ERROR:#REF!

				[右京区] ウ																						嵯峨(S) サガ		2,800

																										075-871-9510				2,102		2,000

				太秦(S) ウズマサ		450																				広沢(S) ヒロサワ		3,400

				075-861-0709				338		350																075-861-0713				2,552		2,400		71%

				西四条 ニシ シジョウ		200																				西京極(S) ニシキョウゴク		6,700

				075-841-3456				0		150																075-325-2530				5,030		4,700		70%

				[中京区] ナカギョウ ク																						梅津(S) ウメヅ		7,100

																										075-872-8015				5,330		5,000		70%

				西ノ京 ニシ キョウ		400																				常磐野 トキワ ノ		2,700

				075-841-3456				0		300																075-881-0089				2,027		1,900		70%

																										太秦 ウズマサ		2,450

																										075-872-5551				1,839		1,750		71%

																										御室(S) オムロ		5,000

																										075-462-0077				3,754		3,500

																										西大路(S) ニシオオジ		6,100

																										075-803-0181						2,950		48%

				計 ケイ		1,050				800						計 ケイ		22,700				16,050				計 ケイ		76,900				51,050





































































































2.（旧）西京明細

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																																												向日市 ムコウシ		長岡京市 ナガオカ キョウ シ		乙訓郡 オトクニ グン		西京区 ニシキョウク		南　区 ミナミ ク		伏見区 フシミク		計 ケイ

																																				84.8%										朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		3,600		4,600		1,000		6,650		―		―		15,850

																																														毎日新聞 マイニチ シンブン		1,300		400		―		200		―		―		1,900

																																														産経新聞 サンケイ シンブン		500		350		200		―		―		200		1,250

				西京・向日・長岡・南区エリア ８０，０００部 折込配布明細 ブ オリコミ ハイフ メイサイ																																										読売新聞 ヨミウリ シンブン		2,000		3,000		500		6,250		1,550		2,100		15,400

																																														京都新聞
（産経新聞を含む） キョウト シンブン サンケイ		8,700		8,350		1,250		17,400		5,300		4,600		45,600

																																														合 計 ゴウ ケイ		16,100		16,700		2,950		30,500		6,850		6,900		80,000

																																								令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン										毎日新聞 マイニチ シンブン										読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

				[向日市] ムコウ シ										[向日市] ムコウ シ										[向日市] ムコウ シ										[向日市] ムコウ シ



				向日市 ム ヒ シ		4,400								東向日 ヒガシ ムコウ		950								向日東 ムカイ ニットウ		2,500								向日町 ムコウマチ		4,200

				075-921-0265				3,731		3,600		82%		075-921-3347				806		800		84%		075-921-1053				2,120		2,000		80%		075-921-2602				3,562		3,500		83%

				[長岡京市] ナガオカキョウ シ										西向日 ニシムコウ		600								[長岡京市] ナガオカキョウ シ										向日町北 ムコウマチ キタ		6,200

														075-921-3347				509		500		83%												075-922-0792				5,258		5,200		84%

				長岡京北 ナガオカ キョウ キタ		1,500								[長岡京市] ナガオカキョウ シ										長岡京 ナガオカキョウ		2,500								[長岡京市] ナガオカキョウ シ

				075-957-2726				1,272		1,200		80%												075-955-6286				2,120		2,000		80%

				長岡京(M) ナガオカ キョウ		4,200								長岡北 ナガオカ キタ		450								南長岡京 ミナミ ナガオカキョウ		1,200								長岡京 ナガオカキョウ		7,100

				075-953-2251				3,562		3,400		81%		075-921-3347				382		400		89%		075-951-5555				1,018		1,000		83%		075-951-1244				6,021		5,900		83%

				[乙訓郡] オトクニグン										[西京区] ニシキョウ ク										[乙訓郡] オトクニグン										調子 チョウシ		2,850

																																		075-956-5297				2,417		2,450		86%

				大山崎(M) オオヤマザキ		1,250								桂 カツラ		250								大山崎 オオヤマザキ		600								[乙訓郡] オトクニグン

				075-953-2251				1,060		1,000		80%		075-381-3460				212		200		80%		075-957-6377				509		500		83%

				[西京区] ニシキョウ ク																				[西京区] ニシキョウ ク										大山崎 オオヤマザキ		1,550

																																		075-956-5297				1,314		1,250		81%

				桂 カツラ		4,750																		桂 カツラ		3,150								[西京区] ニシキョウ ク

				075-381-3462				4,028		3,950		83%										ERROR:#DIV/0!		075-381-2659				2,671		2,550		81%

				洛西(M) ラク サイ		3,350																		上桂 カミカツラ		1,600								桂(S) カツラ		7,200

				075-331-5876				2,841		2,700		81%										ERROR:#DIV/0!		075-391-4215				1,357		1,300		81%		075-391-3700				6,106		6,100		85%

																								洛西NT ラク サイ		1,700								上桂(S) カミカツラ		5,950

												ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		075-331-5874				1,442		1,400		82%		075-381-2798				5,046		5,000		84%

																								洛西東 ラク サイ ヒガシ		1,250								洛西桂坂(S) ラク ニシ カツラ ザカ		6,450

												ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		075-331-5874				1,060		1,000		80%		075-331-5872				5,470		5,250		81%

																								[南区] ミナミ ク										洛西桂坂別口(S) ラク ニシ カツラ ザカ ベツ クチ		1,300

												ERROR:#DIV/0!		計 ケイ		2,250				1,900														075-331-5872				1,102		1,050		81%

														産経新聞 サンケイ シンブン										東土川 ヒガシ ツチカワ		1,900								[南区] ミナミ ク

																								075-931-9648				1,611		1,550		82%

														[長岡京市] ナガオカキョウ シ										[伏見区] フシミ ク										吉祥院(S) キッショウ イン		4,100

												ERROR:#DIV/0!																						075-312-9313				3,477		3,400		83%

														長岡 ナガオカ		400								伏見西部 フシミ セイブ		2,600								久世 クゼ		2,350

														075-933-9104				339		350		88%		075-933-0322						2,100		81%		075-933-9061				1,993		1,900

														[乙訓郡] オトクニグン																				[伏見区] フシミ ク

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

														大山崎 オオヤマザキ		200																		神川(S) カミカワ		3,350

												ERROR:#DIV/0!		075-933-9104				170		200		100%										ERROR:#DIV/0!		075-922-3546						2,800		84%

														[向日市] ムコウ シ																				伏見南(S) フシミ ミナミ		2,200

																																		075-621-5505						1,800		82%

														乙訓中央 オトクニ チュウオウ		600

														075-951-1200				509		500		83%										ERROR:#DIV/0!

														[伏見区] フシミ ク

																																ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

														伏見西 フシミ ニシ		200

														075-951-1200				0		200		100%																				ERROR:#DIV/0!



																																										ERROR:#DIV/0!









				計 ケイ		19,450				15,850				計 ケイ		1,400				1,250				計 ケイ		19,000				15,400				計 ケイ		54,800				45,600









3.（旧）上京詳細

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																																																北区 キタク		上京区 カミギョウク		右京区 ウキョウク		中京区 ナカギョウク		下京区 シモギョウ ク		計 ケイ

																																						62.2%												朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		―		3,850		4,400		4,050		1,100		13,400

																																																		毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		―		―		450		1,200		―		1,650

																																																		産経新聞 サンケイ シンブン		―		―		―		650		―		650

																																																		読売新聞 ヨミウリ シンブン		―		1,700		8,600		6,700		―		17,000

				上京・中京・右京・北区周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ミギ キタク シュウヘン ブ オリコミ ハイフ メイサイ																																														京都新聞
（産経新聞を含む） キョウト シンブン サンケイ		2,200		7,800		23,400		13,900		―		47,300

																																																		合 計 ゴウ ケイ		2,200		13,350		36,850		26,500		1,100		80,000



																																												令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン												毎日新聞【合配】 マイニチ シンブン												読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

				[上京区] カミ												[右京区] ウキョウ ク												[上京区] カミ										[北区] キタ



				金閣寺(M) キンカクジ		1,250										西四条 ニシ シジョウ		200										上京 カミギョウ		3,450								衣笠(S) キヌガサ		2,700

				075-461-4744				778		500		40.0%		ERROR:#REF!		075-841-3456				124		200		1		ERROR:#REF!		075-431-2787				2,146		900		26.1%		075-462-2244				1,680		2,200		81.5%

				西陣(M) ニシジン		1,150										衣笠(S) キヌガサ		300										京都御所西 キョウト ゴショ ニシ		1,000								[上京区] カミ

				075-841-0614				715		950		82.6%				075-463-9051				187		250		1				075-841-5863				622		800		80.0%										ERROR:#DIV/0!

				府庁前(M) フチョウ マエ		3,000										[中京区] ナカギョウ ク												[右京区] ウキョウ ク										寺之内(S) テラ コレ ウチ		3,850

				075-212-8787				1,866		2,400		80.0%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!												075-441-4464				2,395		1,400		36.4%

				[右京区] ウキョウ ク												三条(S) サンジョウ		1,050										花園 ハナゾノ		2,350								城北(S) シロ キタ		3,850

														ERROR:#REF!		075-221-1558				653		850		1		ERROR:#REF!		075-463-5557						1,900		80.9%		075-841-0304				2,395		3,100		80.5%

				花園(M) ハナゾノ		750										西ノ京 ニシ キョウ		400										西小路 ニシ ショウ ミチ		1,750								堀川(S) ホリカワ		4,100

				075-841-0614						600		80.0%				075-841-3456				249		350		1				075-801-0795						1,400		80.0%		075-441-7682				2,551		3,300		81.8%

				四条 シジョウ		1,250																						梅津 ウメヅ		2,450								[右京区] ウキョウ ク

				075-841-0614						1,000		80.0%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		075-871-9220				0		2,000		81.6%										80.5%

				鳴滝 ナルタキ		750																						太秦 ウズマサ		2,100								御室(S) オムロ		5,000

				075-861-0365				0		600		80.0%				計 ケイ		1,950				1,650		ERROR:#DIV/0!				075-861-2738				0		1,700		81.0%		075-462-0077						4,000

				梅津(M) ウメヅ		1,450										産経新聞 サンケイ シンブン												西京極 ニシキョウゴク		2,000								西大路(S) ニシオオジ		6,100

				075-861-3034				0		1,200		82.8%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		075-315-1140				0		1,600				075-803-0181						4,900		80.0%

				太秦 ウズマサ		1,250										[中京区] ナカギョウ ク												[中京区] ナカギョウ ク										西京極(S) ニシキョウゴク		6,700

				075-861-3034				0		1,000		80.0%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		075-325-2530				0		3,600		80.3%

				[中京区] ナカギョウ ク												四条大宮 シジョウオオミヤ		800										河原町 カワ ハラ マチ		2,400								梅津(S) ウメヅ		7,100

												ERROR:#DIV/0!				075-821-0854						650		1				075-231-7553				1,493		1,950		81.3%		075-872-8015				0		5,700		53.7%

				西大路 ニシオオジ		1250																						西ノ京 ニシ キョウ		2,300								常磐野 トキワ ノ		2,700

				075-841-0614				777.625		1000				ERROR:#REF!												ERROR:#REF!		075-811-3064				1,431		1,850				075-881-0089				0		2,200		80.3%

				五条烏丸(M) ゴジョウ カラスマ		3800																						四条 シジョウ		1,050								太秦 ウズマサ		2,450

				075-354-7707						3050		80.3%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		075-221-1535				653		850		81.0%		075-872-5551				0		2,000		81.5%

				[下京区] シモギョウ ク																								西院 サイイン		2,550								鳴滝 ナルタキ		1,250

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		075-311-6188				1,586		2,050		80.4%		075-464-6345				0		1,000		81.6%

				河原町 カワラマチ		1,250																																[中京区] ナカギョウ ク

				075-354-7707						1,100		88.0%												ERROR:#DIV/0!

																																						円町(S) エンマチ		3,650

														ERROR:#REF!												ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		075-462-3485				2,271		2,950		ERROR:#DIV/0!

																																						朱雀(S) スザク		2,750

												ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!		075-841-8959				1,711		2,200		80.8%

																																						壬生 ミブ		2,750

												ERROR:#DIV/0!												ERROR:#DIV/0!														075-841-3123				1,711		2,200		80.0%

																																						中央 チュウオウ		5,700

																																				ERROR:#DIV/0!		075-255-6300				3,546		4,600		80.0%

																																						御所南 ゴショ ミナミ		1,650

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		075-231-7014				1,026		1,350		80.7%

																																						下鴨 シモ ガモ		3,250

																																						075-721-1660				0		600



																																														ERROR:#DIV/0!



																																														ERROR:#DIV/0!



																																														ERROR:#DIV/0!



																																														ERROR:#DIV/0!

				計 ケイ		17,150				13,400						計 ケイ		800				650						計 ケイ		23,400				17,000				計 ケイ		65,550				47,300





																																												80,000















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.（旧）左京詳細

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																																												北区 キタク		左京区 サキョウク		上京区 カミギョウク		東山区 ヒガシヤマク		中京区 ナカギョウク		計 ケイ

																																		62.2%												朝日新聞
（毎日・産経新聞を含む） アサヒ シンブン サンケイ		3,450		8,300		4,350		―		―		16,100

																																														毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		200		900		500		―		―		1,600

																																														読売新聞 ヨミウリ シンブン		4,000		4,050		3,600		1,500		―		13,150

				左京・北区・上京・中京周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ブ オリコミ ハイフ メイサイ																																										京都新聞
（産経新聞を含む） キョウト シンブン サンケイ		18,600		17,850		10,200		1,200		1,300		49,150

																																														合 計 ゴウ ケイ		26,250		31,100		18,650		2,700		1,300		80,000



																																								令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン										毎日新聞【合配】 マイニチ シンブン										読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

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



				紫竹(M) シチク		750								上賀茂 (S) カミガモ		250								京都北山 キョウト キタヤマ		2,750								北大路(S) キタ オオジ		2,650

				075-461-4744				467		600		80.0%		075-791-1656				156		200		80.0%		075-491-4893				1,711		2,200		80.0%		075-441-2556				1,649		2,200		83.0%

				小山(M) コヤマ		2,750								[左京区] サ										上賀茂 カミガモ		2,200								紫竹(S) シチク		5,500

				075-417-0077				1,711		2,200		80.0%												075-722-2613				1,369		1,800		81.8%		075-492-1343				3,422		4,400		80.0%

				上賀茂 カミガモ		750								一乗寺(S) イチジョウ ジ		800								[左京区] サ										大徳寺(S) ダイ トク ジ		2,600

				075-417-0077				467		650		86.7%		075-791-1656				498		650		81.3%												075-491-4989				1,617		2,150		82.7%

				[左京区] サ										上高野(S) カミタカノ		300								左京 サキョウ		1,100								金閣寺(S) キンカクジ		3,300

														075-791-1656				187		250		83.3%		075-721-5215				684		900		81.8%		075-462-3869				2,053		2,650		80.3%

				修学院 シュウガクイン		900								[上京区] カミ										下鴨 シモ ガモ		1,250								上賀茂 カミガモ		6,150

				075-722-2220				560		750		83.3%												075-791-1659				778		1,000		80.0%		075-721-6731				3,826		5,000		81.3%

				下鴨(MS) シモ ガモ		1,450								烏丸(S) カラスマ		600								百万遍 ヒャクマン ヘン		1,550								衣笠(S) キヌガサ		2,700

				075-761-8700				902		1,200		82.8%		075-221-1558				373		500		83.3%		075-791-1659				964		1,250		80.6%		075-462-2244				1,680		2,200		81.5%

				高野(MS) タカノ		2,500																		岩倉 イワクラ		1,100								[左京区] サ

				075-712-2929				1,555		2,000		80.0%												075-721-4957				684		900		81.8%

				京大前(MS) キョウダイ マエ		1,650																		[上京区] カミ										下鴨 シモ ガモ		3,250

				075-761-8700				1,026		1,350		81.8%										ERROR:#DIV/0!												075-721-1660				2,022		2,600		80.0%

				岩倉 イワクラ		2,000																		上京 カミギョウ		3,450								吉田 ヨシダ		3,900

				075-722-2220				1,244		1,600		80.0%										ERROR:#DIV/0!		075-431-2787				2,146		2,800		81.2%		075-771-1821				2,426		3,150		80.8%

				白川(MS) シラカワ		1,700																		京都御所西 キョウト ゴショ ニシ		1,000								銀閣寺道 ギンカクジ ミチ		4,250

				075-751-5700				1,058		1,400		82.4%												075-841-5863				622		800		80.0%		075-752-7207				2,644		3,400		80.0%

				[上京区] カミ																				[東山区] ヒガシヤマ										松ヶ崎 マツガサキ		1,450

																						ERROR:#DIV/0!												075-721-9678				902		1,200		82.8%

				金閣寺(M) キンカクジ		1,250																		東山三条 ヒガシ ヤマ サンジョウ		1,850								岩倉 イワクラ		3,550

				075-461-4744				778		1,000		80.0%										ERROR:#DIV/0!		075-761-0502				1,151		1,500		81.1%		075-711-2057				2,208		2,850		80.3%

				西陣(M) ニシジン		1,150																												修学院 シュウガクイン		5,800

				075-841-0614				715		950		82.6%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		075-722-0022				3,608		4,650		80.2%

				府庁前(M) フチョウ マエ		3,000																												[上京区] カミ

				075-212-8787				1,866		2,400		80.0%

																																		寺之内(S) テラ コレ ウチ		3,850

																						ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		075-441-4464				2,395		3,100		80.5%

																																		北大路別口 キタ オオジ ベツ クチ		2,350

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-441-2556				1,462		1,900		80.9%

																																		城北(S) シロ キタ		3,850

												ERROR:#DIV/0!																						075-841-0304				2,395		1,100		28.6%

																																		御所南 ゴショ ミナミ		1,650

																																ERROR:#DIV/0!		075-231-7014				1,026		800		48.5%

																																		堀川(S) ホリカワ		4,100

												ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		075-441-7682				2,551		3,300		80.5%

																																		[東山区] ヒガシヤマ

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!

																																		東山本町(S) ヒガシヤマ ホンマチ		6,350

																																ERROR:#DIV/0!		075-561-0358						1,200		18.9%

																																		[中京区] ナカギョウ ク

																																										ERROR:#DIV/0!

																																		円町(S) エンマチ		3,650

																																		075-462-3485				2,271		1,300		35.6%











																																										ERROR:#DIV/0!

				計 ケイ		19,850				16,100				計 ケイ		1,950				1,600				計 ケイ		16,250				13,150				計 ケイ		70,900				49,150





																																								80,000















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.（旧）下京区明細

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																																85.1%														下京区 シモギョウク		東山区 ヒガシヤマク		南区 ミナミク		伏見区 フシミ ク		計 ケイ

																																																朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		2,800		900		2,350		4,900		10,950

																																																毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		500		800		―		2,200		3,500

				下京・南区・東山・伏見西エリア ８０，０００部 折込配布明細 シモギョウ ミナミク ヒガシヤマ フシミ ニシ オリコミ ハイフ メイサイ																																												産経新聞 サンケイ シンブン		―		―		―		200		200

																																																読売新聞 ヨミウリ シンブン		2,650		800		4,200		10,400		18,050

																																																京都新聞
（産経新聞を含む） キョウト シンブン		8,850		5,200		12,500		20,750		47,300

																																																合 計 ゴウ ケイ		14,800		7,700		19,050		38,450		80,000

																																								令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン										毎日新聞【合配】 マイニチ シンブン										読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

				[下京区] シタ キョウ ク										[下京区] シタ キョウ ク										[下京区] シタ キョウ ク										[下京区] シタ キョウ ク

																																ERROR:#DIV/0!

				西七条(M) ニシ ナナジョウ		2,000								松原(S) マツバラ		300								京都中央 キョウト チュウオウ		2,000								京都駅西 キョウトエキ ニシ		3,600

				075-313-7642				1,702		1,600		80.0%		075-221-1558				255.3		250		83.3%		075-351-9243				1,702		1,600		80.0%		075-371-5051				3,064		3,000		83.3%

				五条(M) ゴジョウ		1,500								西七条(S) ニシ ナナジョウ		300								下京 シモ キョウ		1,300								五条 ゴジョウ		3,850

				075-354-7707				1,277		1,200		80.0%		075-841-3456				255		250		83.3%		075-371-7356				1,106		1,050		80.8%		075-351-6110				3,276		3,200		83.1%

				[東山区] ヒガシヤマ ク										[東山区] ヒガシヤマ ク										[東山区] ヒガシヤマ ク										西七条 ニシ シチジョウ		3,300

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-313-7877				2,808		2,650		80.3%

				東山(M) ヒガシヤマ		1,100								東山泉涌寺 ヒガシヤマ センニュウジ		1,000								本町 ホンマチ		1,000								[東山区] ヒガシヤマ ク

				075-561-0395				936		900		81.8%		075-561-3323				851		800		80.0%		075-541-8503				851		800		80.0%

				[南区] ミナミ ク										[伏見区] フシミ ク										[南区] ミナミ ク										東山本町(S) ヒガシヤマ ホンマチ		6,350

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-561-0358				5,404		5,200		81.9%

				洛南(M) ラク ナン		1,150								神川 カミ カワ		200								京都駅南 キョウト エキ ミナミ		2,450								[南区] ミナミ ク

				075-672-2248				979		950		82.6%		075-921-3347						200		100.0%		075-691-8740				2,085		2,000		81.6%										ERROR:#DIV/0!

				塔南(M) トウ ナン		1,750								藤ノ森 フジ モリ		400								東寺 トウジ		1,850								吉祥院(S) キッショウ イン		4,100

				075-672-2248				1,489		1,400		80.0%		075-641-5571						350		87.5%		075-691-3498				1,574		1,500		81.1%		075-312-9313				3,489		3,400

				[伏見区] フシミ ク										墨染(S) スミゾ		750								吉祥院 キッショウ イン		850								洛南(S) ラク ナン		4,600

												ERROR:#DIV/0!		075-641-5571						600		80.0%		075-691-3498				723		700		82.4%		075-691-9441				3,915		3,850		83.7%

				伏見 フシミ		3,500								伏見丹波橋 フシミ タンババシ		750								[伏見区] フシミ ク										九条唐橋(S) クジョウ カラハシ		4,000

				075-642-2830						2,800		80.0%		075-601-0139						600		80.0%										ERROR:#DIV/0!		075-662-0690				3,404		3,300		82.5%

				伏見西 フシミ ニシ		1,600								淀(S) ヨド		550								深草 フカ クサ		1,700								久世 クゼ		2,350

				075-933-6348				1,362		1,300		ERROR:#REF!		075-631-2018						450		81.8%		075-642-4840						1,400		82.4%		075-933-9061				2,000		1,950		83.0%

				向島 ムカイジマ		1,000																		桃山 モモヤマ		4,100								[伏見区] フシミ ク

				0774-23-5763						800		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		075-601-4598						3,300		80.5%										ERROR:#DIV/0!

																								藤ノ森 フジ モリ		2,700								伏見北(S) フシミ キタ		5,000

												81.3%												075-641-3804						2,200		81.5%		075-642-5421				4,255		4,200

														計 ケイ		4,250				3,500				伏見西部 フシミ セイブ		2,600								神川(S) カミカワ		3,350

												ERROR:#DIV/0!										0.0%		075-933-0322						2,100		80.8%		075-922-3546						2,800		83.6%

																								向島 ムカイジマ		1,700								墨染(S) スミゾ		3,750

												80.0%										ERROR:#DIV/0!		075-622-7944						1,400		82.4%		075-642-0168						3,100		82.7%

																																		桃山北(S) モモヤマ キタ		4,300

												ERROR:#DIV/0!																						075-604-6807						3,500		81.4%

																																		伏見南(S) フシミ ミナミ		2,200

																																ERROR:#DIV/0!		075-631-3564						1,800

																																		向島(S) ムコウジマ		4,550

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-622-0485						2,950		64.8%

														産経新聞 サンケイ シンブン																				桃山(S) モモヤマ		2,900

																																ERROR:#DIV/0!		075-621-3746						2,400		82.8%

														[伏見区] フシミ ク

												ERROR:#DIV/0!																														ERROR:#DIV/0!

														伏見西 フシミ ニシ		200

														075-951-1200				0		200		100.0%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!



																																										ERROR:#DIV/0!



																																ERROR:#DIV/0!



















																																										ERROR:#DIV/0!

				計 ケイ		13,600				10,950				計 ケイ		200				200				計 ケイ		22,250				18,050				計 ケイ		58,200				47,300

																																										0.0%









6.（旧）山科明細

				当日全紙朝刊一斉折込方式

				折込確認が簡単、抜群の信頼性																																																		計 ケイ

																																				78.1%																		0

																																																						0

																																																						0

				山科・伏見東・宇治北エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヤマシナ フシミ アズマ ウジ キタ																																																		0

																																																						0



																																								令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン										毎日新聞【合配】 マイニチ シンブン										読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

				[山科区] ヤマシナ ク										[伏見区] フシミ ク										[山科区] ヤマシナ ク										[山科区] ヤマシナ ク



				山科(M) ヤマシナ		3,200								伏見丹波橋 フシミ タンババシ		750								山科東 ヤマシナ ヒガシ		2,500								山科(S) ヤマシナ		2,100

				075-592-0896				2,499		2,600		81.3%		075-601-0139				586		600		80.0%		075-581-0840				1,952		2,000		80.0%		075-593-1717				1,640		1,700		81.0%

				山科東(M) ヤマシナ ヒガシ		2,000								藤ノ森 フジ モリ		400								山科西 ヤマシナ ニシ		1,050								四ノ宮(S) シ ミヤ		2,200

				075-591-1006				1,562		1,600		80.0%		075-641-5571				312		350		87.5%		075-593-5300				820		850		81.0%		075-581-4558				1,718		1,900		86.4%

				西野山(M) ニシノヤマ		900								墨染(S) スミ ゾメ		750								大石道 オオイシ ミチ		1,800								東野(S) ヒガシノ		3,100

				075-592-3304				703		750		83.3%		075-643-8501				586		600		80.0%		075-593-5300				1,405		1,450		80.6%		075-591-0631				2,420		2,500		80.6%

				[伏見区] フシミ ク										桃山 モモヤマ		250								山科南 ヤマシナ ミナミ		2,050								御陵(S) ミササギ		1,550

														075-601-0139				195		200		80.0%		075-581-1337				1,601		1,650		80.5%		075-591-5690				1,210		1,300		83.9%

				桃山南口 モモヤマ ミナミ クチ		1,050								[宇治市] ウジシ										[伏見区] フシミ ク										山科大石(S) ヤマシナ オオイシ		5,100

				075-573-0115				820		850		81.0%										ERROR:#DIV/0!												075-581-6215				3,982		4,100		80.4%

				向島 ムカイジマ		1,000								木幡(S) コワタ		2,600								醍醐 ダイゴ		2,000								山科南(S) ヤマシナ ミナミ		2,150

				075-622-7943				781		800		80.0%		0774-32-0325				2,030		2,100		80.8%		075-571-3831				1,562		1,700		85.0%		075-501-5959				1,679		1,750		81.4%

				伏見 フシミ		3,500																		藤ノ森 フジ モリ		2,700								山科中(S) ヤマシナ ナカ		2,250

				075-642-2830				2,733		※　2,700		77.1%										ERROR:#DIV/0!		075-641-3804				2,108		2,200		81.5%		075-592-6326				1,757		1,900		84.4%

				伏見東(M) フシミ ヒガシ		1,600																		深草 フカ クサ		1,700								[伏見区] フシミ ク

				075-573-0115				1,249		1,300		81.3%												075-642-4840				1,327		1,400		82.4%

				[宇治市] ウジシ																				桃山 モモヤマ		4,100								伏見北(S) フシミ キタ		5,000

												ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		075-601-4598				3,201		3,400		82.9%		075-642-5421				3,904		4,100		82.0%

				宇治六地蔵 ウジ ロクジゾウ		1,900																		桃山南口 モモヤマ ミナミ クチ		2,700								桃山(S) モモヤマ		2,900

				0774-32-9055				1,484		1,550		81.6%										ERROR:#DIV/0!		075-611-8641				2,108		2,200		81.5%		075-621-3746				2,264		2,350		81.0%

																								向島 ムカイジマ		1,700								向島(S) ムカイジマ		4,550

												ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		075-622-7944				1,327		1,400		82.4%		075-622-0485				3,553		3,650		80.2%

																								[宇治市] ウジシ										墨染(S) スミ ゾメ		3,750

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-642-0168				2,928		3,100		ERROR:#REF!

																								六地蔵 ロクジゾウ		2,350								醍醐(S) ダイゴ		2,350

																						ERROR:#DIV/0!		0774-32-0828						1,900		80.9%		075-571-1087				1,835		1,900		82.7%

																																		石田(S) イシダ		2,300

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-571-3594				1,796		1,900		80.9%

																																		桃山東(S) モモヤマ ヒガシ		2,550

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-601-4010				1,991		2,100		82.6%

																																		醍醐北(S) ダイゴ キタ		1,250

												ERROR:#DIV/0!																						075-501-5959				976		1,000		82.4%

																																		桃山北(S) モモヤマ キタ		4,300

												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!		075-604-6807				3,357		3,500		80.0%

																																		[宇治市] ウジシ

																																										81.4%

																																		六地蔵(S) ロクジゾウ		2,450

												ERROR:#DIV/0!																						0774-31-8752				1,913		2,000		ERROR:#DIV/0!

																																		黄檗 オウバク		3,700

																																		0774-31-8240						3,100		81.6%



																																										83.8%



																																										ERROR:#DIV/0!



																																										ERROR:#DIV/0!



																																										ERROR:#DIV/0!





				計 ケイ		15,150				12,150				計 ケイ		4,750				3,850				計 ケイ		24,650				20,150				計 ケイ		53,550				43,850













7.（旧）京田辺明細

				当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツ ゼン シ チョウカン イッセイ オリコミ ホウシキ

				折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミ カクニン カンタン バツグン シンライセイ																																												宇治市 ウジシ		久世郡 クゼ グン		京田辺市 キョウタナベ シ		城陽市 ジョウヨウシ		相楽郡 サガラ グン		八幡市 ヤワタ シ		枚方市 ヒラカタシ		計 ケイ

																																				64.35%										朝日新聞 アサヒ シンブン		3,150		0		4,250		2,550		2,450		3,100		4,600		20,100

																																														毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		―		600		2,050		950		750		2,650		―		7,000

																																														産経新聞 サンケイ シンブン		―		―		―		―		―		1,150		―		1,150

																																														読売新聞 ヨミウリ シンブン		1,950		1,400		4,000		4,250		3,050		5,700		9,600		29,950

																																														京都新聞
（産経新聞を含む） キョウト シンブン		3,200		1,650		3,600		8,650		1,400		3,300		0		21,800

																																														合 計 ゴウ ケイ		8,300		3,650		13,900		16,400		7,650		15,900		14,200		80,000





				京田辺・城陽・八幡・久御山エリア　８０，０００枚 キョウタナベ ジョウヨウ ヤワタ クミヤマ マイ

																																		令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞 アサヒ シンブン										毎日新聞【合配】 マイニチ シンブン										読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

				［宇治市］										［久世郡］ クゼ グン										［宇治市］										［宇治市］



				宇治西 ウジ ニシ		5,600								久御山 クミヤマ		50								大久保 オオクボ		2,400								大久保 オオクボ		2,450

				0774-46-1672				3,604		3,150		56.3%		075-631-2018				32		50		100.0%		0774-43-5114				1,544		1,950		81.3%		0774-43-1477				1,577		2,000		81.6%

				［京田辺市］ キョウ タナベ シ										西大久保(S) ニシ オオクボ		650								［久世郡］ クゼ グン										大久保西 オオクボニシ		1,500

												ERROR:#DIV/0!		0774-44-7910				418		550		84.6%										ERROR:#DIV/0!		0774-43-1477				965		1,200		80.0%

				京田辺 キョウ タナベ		2,100								［京田辺市］ キョウ タナベ シ										久御山 クミヤマ		1,700								［久世郡］ クゼ グン

				0774-63-0333				1,351		1,700		81.0%										ERROR:#DIV/0!		075-631-7323				1,094		1,400		82.4%										ERROR:#DIV/0!

				松井山手 マツイ ヤマテ		3,150								京田辺(S) キョウ タナベ		1,400								［京田辺市］ キョウ タナベ シ										久御山 クミヤマ		2,050

				0774-62-6447				2,027		2,550		81.0%		0774-62-0526				901		1,150		82.1%										ERROR:#DIV/0!		0774-43-6150				1,319		1,650		80.5%

				［城陽市］ ジョウヨウシ										松井山手大住(S) マツイ ヤマテ オオスミ		1,100								京田辺 キョウ タナベ		2,100								［京田辺市］ キョウ タナベ シ

														0774-62-9057				708		900		81.8%		0774-62-4350				1,351		1,700		81.0%										ERROR:#DIV/0!

				富野荘 トミ ノ ソウ		750								［城陽市］ ジョウヨウシ										松井山手 マツイヤマテ		2,850								京田辺市 キョウ タナベ シ		2,550

				0774-53-4433				483		600		80.0%										ERROR:#DIV/0!		0774-62-6491				1,834		2,300		80.7%		0774-62-3443				1,641		2,050		80.4%

				城陽 ジョウヨウ		1,500								城陽(S) ジョウヨウ		650								［城陽市］ ジョウヨウシ										三山木 サン ヤマ キ		850

				0774-53-4433				965		1,200		80.0%		0774-52-3589				418		550		84.6%										ERROR:#DIV/0!		0774-62-1860				547		700		82.4%

				久津川 クツカワ		900								寺田 テラダ		500								久津川 クツカワ		950								大住 オオスミ		1,050

				0774-53-4433				579		750		83.3%		0774-52-8902				322		400		80.0%		0774-53-3713				611		800		84.2%		0774-63-7563				676		850		81.0%

				［相楽郡］ ソウラクグン										［八幡市］ ヤワタシ										城陽 ジョウヨウ		4,300								［城陽市］ ジョウヨウシ

												ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		0774-53-2679				2,767		3,450		80.2%										ERROR:#DIV/0!

				精華 セイカ		3,050								八幡(S) ヤワタ		2,300								［相楽郡］ ソウラクグン										富野荘(S) トミ ノ ソウ		2,500

				0774-93-2505						2,450		80.3%		075-981-0235				1,480		1,850		80.4%										ERROR:#DIV/0!		0774-52-0157				1,609		2,000		80.0%

				［八幡市］ ヤワタシ										男山 オトコヤマ		950								学研精華 ガッケン セイカ		3,800								寺田(S) テラダ		3,100

												ERROR:#DIV/0!		075-981-0235				611		800		84.2%		0774-94-5213						3,050		80.3%		0774-52-2364				1,995		2,500		80.6%

				八幡 ヤワタ		3,850								［相楽郡］ ソウラクグン										［八幡市］ ヤワタシ										久津川東 ク ツ カワヒガシ		1,150

				075-981-8226				2,477		3,100		80.5%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		0774-52-3066				740		950		82.6%

				［枚方市］ ヒラカタシ										精華町 セイカ マチ		900								男山 オトコヤマ		3,100								城陽中央(S) ジョウヨウ チュウオウ		3,950

														0774-73-1570						750		83.3%		075-981-3911				1,995		2,500		80.6%		0774-55-6009				2,542		3,200		81.0%

				くずは		3,450																		やわた		3,950								［相楽郡］ ソウラクグン

				072-856-3047						2,800		81.2%		計 ケイ		8,500				7,000				075-982-3039				2,542		3,200		81.0%										ERROR:#DIV/0!

				長尾 ナガオ		2,200								産経新聞 サンケイ シンブン										［枚方市］ ヒラカタシ										精華 セイカ		1,750

				072-855-3177						1,800		81.8%										ERROR:#DIV/0!												0774-98-3436						1,400		80.0%

														［八幡市］ ヤワタシ										ローズタウン		3,950								［八幡市］ ヤワタシ

																						ERROR:#DIV/0!		072-868-4337						2,700		68.4%										ERROR:#DIV/0!

														男山 オトコヤマ		1,400								枚方長尾 ヒラカタ ナガオ		6,400								男山 オトコヤマ		1,550

												ERROR:#DIV/0!		075-981-8322				901		1,150				072-856-4930						4,200		65.6%		075-981-5706				997		1,300		83.9%

																								招提 ショウダイ		3,700								八幡 ヤワタ		2,450

																								072-857-6559						2,700		73.0%		075-983-1438				1,577		2,000		81.6%



																																ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!



																																										ERROR:#DIV/0!













				計 ケイ		26,550				20,100				計 ケイ		1,400				1,150				計 ケイ		39,200				29,950				計 ケイ		26,900				21,800



																																								80,000









8.（旧）宇治明細

				当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツ ゼン シ チョウカン イッセイ オリコミ ホウシキ

				折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミ カクニン カンタン バツグン シンライセイ																																												伏見区 フシミク		宇治市 ウジシ		城陽市 ジョウヨウシ		綴喜郡 ツヅキグン		京田辺市 キョウタナベシ		八幡市 ヤワタシ		計 ケイ

																																				64.35%										朝日新聞
（毎日新聞を含む） アサヒ シンブン		700		8,550		2,250		100		3,350		2,400		17,350

																																														毎日新聞
（産経新聞を含む） マイニチ シンブン サンケイ		―		5,950		850		150		1,500		1,450		9,900

																																														読売新聞 ヨミウリ シンブン		1,200		8,350		4,300		―		3,150		2,500		19,500

																																														京都新聞
（朝日・毎日・産経新聞を含む） キョウト シンブン		3,200		16,700		8,150		1,900		2,050		1,250		33,250

																																														合 計 ゴウ ケイ		5,100		39,550		15,550		2,150		10,050		7,600		80,000





				宇治・城陽・京田辺周辺エリア　８０，０００枚 キョウタナベ マイ

																																		令和2年4月1日現在 レイワ

				朝日新聞 アサヒ シンブン										毎日新聞【合配】 マイニチ シンブン										読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞【合配】 キョウト シンブン

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

				［宇治市］										［宇治市］										［宇治市］										［宇治市］



				宇治六地蔵 ウジ ロクジゾウ		1,900								大久保(S) オオクボ		900								大久保 オオクボ		2,400								大久保 オオクボ		2,450

				0774-32-9055				1,223		1,350		71.1%		0774-22-3221				579		650		72.2%		0774-43-5114				1,544		1,700		70.8%		0774-43-1477				1,577		1,750		71.4%

				宇治小倉(M) ウジ オグラ		2,550								宇治 ウジ		4,550								伊勢田 イセダ		3,000								伊勢田(S) イセダ		2,100

				0774-23-5763				1,641		1,800		70.6%		0774-22-3221				2,928		3,200		70.3%		0774-44-2200				1,931		2,100		70.0%		0774-44-7120				1,351		1,500		71.4%

				宇治黄檗 ウジ オウバク		2,150								黄檗(S) オウバク		3,000								宇治 ウジ		2,450								羽拍子(S) ハ ビョウシ		2,650

				0774-39-8440				1,384		1,500		69.8%		0774-32-5369				1,931		2,100		70.0%		0774-21-3918				1,577		1,750		71.4%		0774-43-6828				1,705		1,850		69.8%

				宇治西 ウジ ニシ		5,600								［城陽市］ ジョウヨウシ										京都小倉 キョウト オグラ		1,600								宇治(S) ウジ		2,000

				0774-46-1672				3,604		3,900		69.6%										ERROR:#DIV/0!		0774-23-4016				1,030		1,150		71.9%		0774-20-5443				1,287		1,400		70.0%

				［城陽市］ ジョウヨウシ										城陽(S) ジョウヨウ		650								六地蔵 ロクジゾウ		2,350								西小倉(S) ニシオグラ		2,650

														0774-52-3589				418		500				0774-32-0828				1,512		1,650		70.2%		0774-23-7153				1,705		1,850		69.8%

				富野荘 トミ ノ ソウ		750								寺田 テラダ		500								［城陽市］ ジョウヨウシ										小倉(S) オグラ		3,050

				0774-53-4433				483		550		73.3%		0774-52-8902				322		350		70.0%												0774-20-3443				1,963		2,150		70.5%

				城陽 ジョウヨウ		1,500								［綴喜郡］ ツヅキ グン										久津川 クツカワ		950								黄檗 オウバク		3,700

				0774-53-4433				965		1,050		70.0%										ERROR:#DIV/0!		0774-53-3713				611		700		73.7%		0774-31-8240				2,381		2,600		70.3%

				久津川 クツカワ		900								多賀（S） タガ		200								城陽 ジョウヨウ		4,300								宇治東(S) ウジ ヒガシ		1,150

				0774-53-4433				579		650		72.2%		0774-99-4302				129		150		ERROR:#DIV/0!		0774-53-2679				2,767		3,000				0774-33-3868				740		800		69.6%

				［綴喜郡］ ツヅキ グン										［京田辺市］ キョウ タナベ シ										城陽青谷(S) ジョウヨウ アオタニ		800								大久保西 オオクボニシ		1,500

												ERROR:#DIV/0!										50.0%		0774-52-0148				515		600		75.0%		0774-43-1477				965		1,050		70.0%

				多賀 タガ		100								京田辺(S) キョウ タナベ		1,400								［伏見区］ フシミク										六地蔵(S) ロクジゾウ		2,450

				0774-53-4433				64		100		100.0%		0774-62-0526				901		700		72.7%										ERROR:#DIV/0!		0774-31-8752				1,577		1,750		71.4%

				［伏見区］ フシミ ク										松井山手大住(S) マツイ ヤマテ オオスミ		1,100								向島 ムカイジマ		1,700								［城陽市］ ジョウヨウシ

												ERROR:#DIV/0!		0774-62-9057				708		800				075-622-7944				1,094		1,200

				向島 ムカイジマ		1,000								［八幡市］ ヤワタシ										［京田辺市］ キョウ タナベ シ										富野荘(S) トミ ノ ソウ		2,500

				075-622-7943				644		700		70.0%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		0774-52-0157				1,609		1,750		70.0%

				［京田辺市］ キョウ タナベ シ										八幡(S) ヤワタ		2,300								京田辺 キョウ タナベ		2,100								寺田(S) テラダ		3,100

														075-981-0235				1,480		1,450		ERROR:#DIV/0!		0774-62-4350				1,351		1,150		54.8%		0774-52-2364				1,995		2,200		71.0%

				京田辺 キョウ タナベ		2,100																		松井山手 マツイヤマテ		2,850								久津川東 ク ツ カワヒガシ		1,150

				0774-63-0333				1,351		1,150		54.8%												0774-62-6491				1,834		2,000		70.2%		0774-52-3066				740		800		69.6%

				松井山手 マツイ ヤマテ		3,150																		［八幡市］ ヤワタシ										城陽中央(S) ジョウヨウ チュウオウ		3,950

				0774-62-6447				2,027		2,200		69.8%										ERROR:#REF!												0774-55-6009				2,542		2,800		70.9%

				［八幡市］ ヤワタシ																				やわた		3,950								青谷井手 アオタニ イデ		800

												ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		075-982-3039				2,542		2,500		63.3%		0774-82-2276				515		600		75.0%

				八幡 ヤワタ		3,850																												［綴喜郡］ ツヅキ グン

				075-981-8226				2,477		2,400		1

																																		井手(AMS) イデ		800

																																ERROR:#DIV/0!		0774-82-4827				515		600		ERROR:#REF!

																																		宇治田原(合) ウジタワラ ゴウ		1,850

																																ERROR:#DIV/0!		0774-99-8077				1,190		1,300		ERROR:#DIV/0!

																																		［京田辺市］ キョウ タナベ シ

																																										75.0%

																																		京田辺市 キョウ タナベ シ		2,550

																																		0774-62-3443				1,641		1,300		70.3%

																																		大住 オオスミ		1,050

																																		0774-63-7563				676		750		ERROR:#DIV/0!

																																		［八幡市］ ヤワタシ

																																										ERROR:#DIV/0!

																																		八幡 ヤワタ		2,400

																																		075-983-1438				1,544		1,250		52.1%

																																		[伏見区] フシミ ク

																																										ERROR:#REF!

																																		向島(S) ムカイジマ		4,550

																																		075-622-0485				2,928		3,200



																																										70.3%



																																										ERROR:#DIV/0!

				計 ケイ		25,550				17,350				計 ケイ		14,600				9,900				計 ケイ		28,450				19,500				計 ケイ		48,400				33,250



																																								80,000










	スライド番号 1

