
■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
都島区・城東区の全域、旭区・鶴見区のほぼ全域および北区・中央区の一部に配布して
います。都島区・城東区・鶴見区は大型マンションも多く、また新しいマンションが多く建設され
ており、年齢を問わず人口も増加しています。旭区は以前から生活されている方が多く、
地元の方を採用しやすい地域となっています。京阪本線・JR学研都市線・JRおおさか東線、
Osaka Metro谷町線・鶴見緑地線・今里筋線が各々通っており、大阪市中央区や、
北区へのアクセスが非常に良いので、その他沿線地域の募集にも充分効果が期待できます。

2020年9月1日現在

都島区・城東区の全域、旭区・鶴見区のほぼ全域および北区・
中央区の一部の4大紙（朝日・毎日・読売・産経）に折込んでいます。

折込8万部

＊赤色(濃い)エリアは4大紙に折込まれます。

都島・旭・城東・鶴見周辺エリア

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

都 島
06-6923-1031

6,700
4,250

都 島
06-6352-4859

2,550
1,550

都 島
06-6921-6492

2,400
1,300

大 東 町
06-6921-4223

1,300
800

高 倉
06-6953-2229

3,100
1,900

高 倉
06-6924-4381

2,600
1,600

高 倉
06-6921-6635

3,900
2,350

森 小 路
06-6951-2194

2,050
900

京 橋
06-6353-1077

1,450
900

京 橋
06-6786-5322

1,800
1,100

高 殿
06-6951-7795

1,200
750

千 林 大 宮
06-6952-0581

2,150
1,200

都 島 北
06-6928-4663

800
500

桜 ノ 宮
06-6921-6635

950
600

今 市
06-6951-5491

900
600

新 森
06-6952-2746

1,850
1,100

守 口
06-6991-2081

900
100

赤 川
06-6921-3958

1,300
800

森 小 路
06-6951-3258

1,100
700

高 殿 大 宮
06-6954-5522

2,000
1,200

守 口 西
06-6991-7135

1,700
200

高 殿
06-6951-1849

2,250
1,350

守 口
06-6916-7300

1,600
150

城 東 南
06-6962-5661

2,600
1,600

赤 川
06-6928-4663

1,000
600

城 東 北
06-6930-2217

4,100
2,500

城 東
06-6961-1321

5,100
3,100

今 市
06-6991-2964

1,900
1,000

蒲 生
06-6786-5322

2,650
1,600

古市今福鶴見
06-6939-0590

2,700
1,650

新 森
06-6951-3258

2,250
1,100

関 目
06-6786-5322

3,150
1,900

徳 庵
06-6961-6590

1,500
200

野 江 関 目
06-6931-2506

1,750
1,050

城 東 ・ 古 市
06-6931-4051

2,050
1,250

鶴 見 緑 地
06-6912-1874

1,350
850

布 施 深 江
06-6981-0889

3,350
500

東 関 目
06-6951-3258

1,500
900

鴫 野
06-6961-4337

1,600
1,000

放 出
06-6962-2993

4,250
2,250

西 関 目
06-6931-8047

650
450

緑 橋
06-6971-3441

1,550
950

守 口 南
06-6992-3901

2,300
250

中 茶 屋
06-6911-3299

1,000
500

鴫 野
06-6962-1925

3,450
2,100

横 堤
06-6912-3879

1,500
900

城 東
06-6932-4248

3,100
1,950

鶴 見 町
06-6912-7349

4,450
2,700

天 満
06-6351-5791

1,400
850

放 出
06-6939-0590

1,600
1,000

蒲 生
06-6931-2496

1,550
950

茨 田 町
06-6912-5388

2,700
1,500

天 六
06-6364-6081

3,051
1,000

徳 庵 今 津
06-6745-1508

1,550
300

諏 訪
06-6967-7277

2,100
1,300

天 六
06-6371-8331

750
250

西 天 満
06-6364-6081

3,550
500

天満中崎梅田
06-6357-7464

3,000
1,000

鶴 見 緑 地
06-6911-2969

3,150
1,750

南 森 町
06-6352-2700

1,850
650

天 六
06-6371-5216

4,000
1,200

今 福 鶴 見
06-6934-5228

2,700
1,700

放 出
06-6967-2645

2,850
1,750

天 神 橋
06-6961-4337

950
300

松 屋 町
06-6941-3226

1,150
350

北
06-6311-0344

4,400
1,750

天 六
06-6882-6093

2,600
1,750

本 町
06-6941-3361

4,300
1,400

計 35,851 16,600 計 39,350 18,300 計 48,100 26,800 計 33,250 18,300

[ 中 央 区 ]

[ 北 区 ]

[ 中 央 区 ] [ 北 区 ]

[ 北 区 ]

[ 北 区 ]

[ 中 央 区 ]

[ 中 央 区 ]

[ 鶴 見 区 ]

[ 鶴 見 区 ]

朝 日 新 聞 毎 日 新 聞 読 売 新 聞 産 経 新 聞

[ 都 島 区 ]

[ 城 東 区 ][ 城 東 区 ]

[ 鶴 見 区 ]

[ 城 東 区 ]

[ 都 島 区 ][ 都 島 区 ]

[ 鶴 見 区 ]

[ 都 島 区 ]

[ 旭 区 ]

[ 旭 区 ]

[ 旭 区 ] [ 旭 区 ]

[ 城 東 区 ]

都島区 旭区 城東区 鶴見区 北区 中央区

朝日新聞 4,250 2,350 4,100 3,550 1,850 500

毎日新聞 3,450 3,300 6,300 2,700 2,200 350

読売新聞 4,300 4,750 7,650 5,200 3,500 1,400

産経新聞 4,850 1,350 6,700 4,200 900 300

合   計 16,850 11,750 24,750 15,650 8,450 2,550


都島旭城東鶴見

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												都島区 ミヤコジマク		旭区 アサヒク		城東区 ジョウトウク		鶴見区 ツルミク		北区 キタク		中央区 チュウオウク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		4,250		2,350		4,100		3,550		1,850		500

																												毎日新聞		3,450		3,300		6,300		2,700		2,200		350

																												読売新聞		4,300		4,750		7,650		5,200		3,500		1,400

																												産経新聞		4,850		1,350		6,700		4,200		900		300

																												合   計		16,850		11,750		24,750		15,650		8,450		2,550		80,000

		都島・旭・城東・鶴見周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ミヤコジマアサヒジョウトウツルミシュウヘンオリコミ

																								令和2年8月1日現在 レイワネン

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン						毎 日 新 聞 マイニチシンブン						読 売 新 聞 ヨミウリシンブン						産 経 新 聞 サンケイシンブン						60%

		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

		[都島区] ミヤコシマク						[都島区] ミヤコシマク						[都島区] ミヤコシマク						[都島区] ミヤコシマク

		都島
06-6923-1031 ミヤコジマ		6,700		4,250		都島
06-6352-4859 ミヤコジマ		2,550		1,550		都島
06-6921-6492 ミヤコジマ		2,400		1,300		大東町
06-6921-4223 ダイトウチョウ		1,300		800

		[旭区] アサヒ						高倉
06-6953-2229 タカクラ		3,100		1,900		高倉
06-6924-4381 タカクラ		2,600		1,600		高倉
06-6921-6635 タカクラ		3,900		2,350

		森小路
06-6951-2194 モリショウジ		2,050		900		[旭区] アサヒ						京橋
06-6353-1077		1,450		900		京橋
06-6786-5322 キョウバシ		1,800		1,100

		高殿
06-6951-7795 タカドノ		1,200		750		千林大宮
06-6952-0581 センバヤシオオミヤ		2,150		1,200		都島北
06-6928-4663 ミヤコジマキタ		800		500		桜ノ宮
06-6921-6635 サクラノミヤ		950		600

		今市
06-6951-5491 イマイチ		900		600		新森
06-6952-2746 シンモリ		1,850		1,100		[旭区] アサヒ						[旭区] アサヒ

		守口
06-6991-2081 モリグチ		900		100		赤川
06-6921-3958 アカガワ		1,300		800		森小路
06-6951-3258 モリショウジ		1,100		700		高殿大宮
06-6954-5522		2,000		1,200

		[城東区] ジョウトウク						守口西
06-6991-7135 モリグチニシ		1,700		200		高殿
06-6951-1849 タカドノ		2,250		1,350		守口
06-6916-7300		1,600		150

		城東南
06-6962-5661 シロトウナン		2,600		1,600		[城東区] ジョウトウク						赤川
06-6928-4663 アカガワ		1,000		600		[城東区] ジョウトウク

		城東北
06-6930-2217		4,100		2,500		城東
06-6961-1321 ジョウトウ		5,100		3,100		今市
06-6991-2964 イマイチ		1,900		1,000		蒲生
06-6786-5322 ガモウ		2,650		1,600

		[鶴見区] ツルミク						古市今福鶴見
06-6939-0590 イマフクツルミ		2,700		1,650		新森
06-6951-3258 シンモリ		2,250		1,100		関目
06-6786-5322 セキメ		3,150		1,900

		徳庵
06-6961-6590 トクアン		1,500		200		野江関目
06-6931-2506 ノエセキメ		1,750		1,050		[城東区] ジョウトウク						城東・古市
06-6931-4051 ジョウトウフルイチ		2,050		1,250

		鶴見緑地
06-6912-1874 ツルミリョクチ		1,350		850		布施深江
06-6981-0889 フカエ		3,350		500		東関目
06-6951-3258 ヒガシセキメ		1,500		900		鴫野
06-6961-4337 シギノ		1,600		1,000

		放出
06-6962-2993 ハナテン		4,250		2,250		[鶴見区] ツルミク						西関目
06-6931-8047 ニシセキメ		650		450		緑橋
06-6971-3441 ミドリバシ		1,550		950

		守口南
06-6992-3901 モリグチミナミ		2,300		250		中茶屋
06-6911-3299 ナカチャヤ		1,000		500		鴫野
06-6962-1925 シギノ		3,450		2,100		[鶴見区] ツルミク

		[北区] キタスミヨシク						横堤
06-6912-3879 ヨコツツミ		1,500		900		城東
06-6932-4248 ジョウトウ		3,100		1,950		鶴見町
06-6912-7349 ツルミチョウ		4,450		2,700

		天満
06-6351-5791 テンマ		1,400		850		放出
06-6939-0590 ハナテン		1,600		1,000		蒲生
06-6931-2496 ガモウ		1,550		950		茨田町
06-6912-5388 イバラタチョウ		2,700		1,500

		天六
06-6364-6081 テンロク		3,051		1,000		徳庵今津
06-6745-1508 トクアンイマヅ		1,550		300		諏訪
06-6967-7277 スワ		2,100		1,300		[北区] キタスミヨシク

		[中央区] チュウオウスミヨシク						[北区] キタスミヨシク						[鶴見区] ツルミク						天六
06-6371-8331 テンロク		750		250

		西天満
06-6364-6081 ニシテンマ		3,550		500		天満中崎梅田
06-6357-7464 テンマナカザキウメダ		3,000		1,000		鶴見緑地
06-6911-2969 ツルミリョクチ		3,150		1,750		南森町
06-6352-2700 ミナミモリマチ		1,850		650

								天六
06-6371-5216 テンロク		4,000		1,200		今福鶴見
06-6934-5228 イマフクツルミ		2,700		1,700		[中央区] チュウオウスミヨシク

								[中央区] チュウオウスミヨシク						放出
06-6967-2645 ハナテン		2,850		1,750		天神橋
06-6961-4337 テンジンバシ		950		300

								松屋町
06-6941-3226 マツヤマチ		1,150		350		[北区] キタスミヨシク

														北
06-6311-0344 キタ		4,400		1,750

														天六
06-6882-6093 テンロク		2,600		1,750

														[中央区] チュウオウスミヨシク

														本町
06-6941-3361 ホンマチ		4,300		1,400

		計		35,851		16,600		計		39,350		18,300		計		48,100		26,800		計		33,250		18,300				80,000





池田伊丹川西周辺

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

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		4,850		6,150		5,000		8,350		3,250

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		4,050		4,050		3,100		300		250

																												読売新聞 ドクバイシンブン		5,800		9,400		3,250		9,050		2,400

																												産経新聞 サンキョウシンブン		2,050		2,250		1,200		4,000		1,250

																												合   計 ゴウケイ		16,750		21,850		12,550		21,700		7,150		80,000

		池田・伊丹・川西周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 イタミブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年8月1日現在

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン						毎 日 新 聞 マイニチシンブン						読 売 新 聞 ヨミウリシンブン						産 経 新 聞 サンケイシンブン						50%

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

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

		池田
072-751-3715 イケダ		4,300		2,150		石橋
072-761-8137 イシバシ		1,850		950		阪急池田
072-751-3883 ハンキュウイケダ		3,800		1,900		池田
072-761-1569 イケダ		2,700		1,350

		石橋西
06-6853-5850 イシバシニシ		1,100		550		池田
072-751-9276 イケダ		2,200		1,100		池田東
072-752-0595 イケダヒガシ		3,150		1,600		箕面
072-722-6361 ミノオ		2,150		350

		箕面西
072-721-2343 ミノオニシ		4,400		1,800		池田南
072-751-0521 イケダミナミ		1,800		900		石橋
072-761-4648 イシバシ		3,950		2,000		豊中
06-6831-4736 トヨナカ		2,200		350

		蛍ケ池石橋
06-6852-5757 ホタルイケイシバシ		3,100		350		桜井畑町
072-721-2720 サクライ		3,700		1,000		阪急豊中
06-6852-4540 ハンキュウトヨナカ		4,600		300		[伊丹市] イタミシ

		[伊丹市] イタミシ						豊中西
072-761-8137		300		100		[伊丹市] イタミシ						伊丹鴻池
0797-88-0184 イタミオオトリイケ		950		500

		伊丹東・久代
072-782-1238 イタミヒガシヒサダイ		1,500		900		[伊丹市] イタミシ						伊丹中央
072-781-5012 イタミチュウオウ		2,700		1,350		伊丹中央
072-781-2960 イタミチュウオウ		1,900		1,000

		伊丹中央
072-782-3014 イタミチュウオウ		3,950		2,000		伊丹・昆陽・新伊丹
072-775-5056 イタミコンヨウシンイタミ		4,050		2,050		北伊丹
072-770-2401 キタイタミ		1,250		650		武庫之荘東
06-6437-7129 ムコノソウヒガシ		2,500		750

		伊丹昆陽
072-781-1525 イタミコンヨウ		3,700		1,850		北伊丹
0797-80-1236 キタイタミ		2,000		1,000		伊丹西
06-6433-8811 イタミニシ		3,200		1,250		[宝塚市] タカラヅカシ

		伊丹北
072-777-4726 イタミキタ		2,050		1,050		伊丹野間
072-779-4938 イタミノマ		1,300		500		東伊丹
072-782-1385 ヒガシイタミ		2,150		1,200		売布
0797-86-6335 バイヌノ		1,150		600

		塚口・伊丹南
06-6421-2834 ツカグチイタミミナミ		3,850		350		塚口・武庫之荘東
06-6429-1354 ツカグチムコノソウヒガシ		3,950		500		阪急伊丹
072-775-0232 ハンキュウイタミ		4,450		2,250		山本
0797-88-0184 ヤマモト		750		400

		[宝塚市] タカラヅカシ						[宝塚市] タカラヅカシ						野間
072-783-1280 ノマ		2,850		1,450		中山台
0797-88-0184 ナカヤマダイ		400		200

		売布
0797-86-0621 バイヌノ		5,100		2,550		宝塚山本
0797-88-2745 ヤマモト		3,200		1,600		荻野
072-779-9205 オギノ		1,750		900		[川西市] カワニシシ

		宝塚山本
0797-88-0049 タカラヅカヤマモト		3,200		1,600		宝塚安倉・伊丹中野
0797-84-0860 タカラヅカヤスクライタミナカノ		2,000		1,000		塚口
06-6421-3517 ツカグチ		3,850		350		川西中央(MS)
072-759-4190 カワセイホクチュウオウ		3,350		1,700

		中山台
0797-89-0005 ナカヤマダイ		1,700		850		宝塚北・売布
0797-81-2057 タカラヅカキタメフ		2,100		500		[宝塚市] タカラヅカシ						久代
0797-88-0184 クシロ		350		200

		[川西市] カワニシシ						[川西市] カワニシシ						阪急山本
0797-88-4317 ハンキュウヤマモト		1,400		700		清和台
072-799-1107 セイワダイ		600		300

		川西中央
072-757-0353 カワニシチュウオウ		3,650		1,850		川西南
0797-80-1236 カワニシミナミ		450		250		中山寺
0797-84-9120 ナカヤマテラ		1,500		750		多田(MS)
072-793-0481 タダ		2,100		1,050

		川西南
072-759-7830 カワセイナン		3,100		1,550		止々呂美
072-733-3277 トロビ		50		50		宝塚南
0797-87-1086 タカラヅカミナミ		1,500		750		緑台(MS)
072-792-0794 ミドリダイ		1,250		650

		雲雀ケ丘
072-759-0459 ヒバリオカ		1,050		550		[川辺郡]
[豊能郡] カワベグントヨノ						宝塚山手
0797-88-4316 タカラヅカヤマテ		2,100		1,050		吉川(AS)
072-738-4381 ヨシカワ		50		50

		清和台
072-799-0153 セイワダイ		2,700		1,350		ときわ台
072-733-3277 ダイ		500		250		[川西市] カワニシシ						止々呂美(AS)
072-738-4381 トロビ		50		50

		川西山下
072-794-0539 カワニシヤマシタ		3,500		1,750								山下
072-794-0288 ヤマシタ		1,650		850		[川辺郡]
[豊能郡] カワベグントヨノ

		川西北
072-793-0695 カワ		2,550		1,300								川西
072-759-3823 カワニシ		4,250		2,150		日生中央
072-799-1107 ヒナセチュウオウ		500		250

		[川辺郡]
[豊能郡] カワベグントヨノ												緑台
072-793-3951 ミドリダイ		2,450		1,250		ときわ台
072-738-4381 ダイ		400		200

		猪名川(MS)
072-766-6868 イナガワ		2,850		1,450								雲雀ケ丘花屋敷
072-757-2160 ヒバリガオカハナヤシキ		1,900		950		西能勢(AM)
072-734-1770 ニシノセ		900		450

		日生中央
072-766-3771 ヒナセチュウオウ		1,850		950								久代
072-758-9583 クシロ		850		450		東能勢(AM)
072-739-0167 ヒガシノセ		400		200

		ときわ台
072-738-4678 ダイ		1,700		850								清和台
072-790-5010 セイワダイ		3,350		1,700		中能勢(AMY)
072-737-0207 ナカノセ		300		150

														川西北部
072-793-3952 カワニシキタブ		3,400		1,700

														[川辺郡]
[豊能郡] カワベグントヨノ

														日生中央
072-766-3711 ヒナセチュウオウ		1,500		750

														ときわ台
072-738-3141 ダイ		1,900		950

														能勢
072-737-0750 ノセ		900		450

														東能勢
072-739-0191 ヒガシノセ		500		250

		計 ケイ		60,900		27,600		計 ケイ		29,450		11,750		計 ケイ		66,850		29,900		計 ケイ		24,950		10,750				80,000





尼崎・伊丹南

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

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		16,600		3,800

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		13,950		2,800

																												読売新聞 ドクバイシンブン		24,750		6,950

																												産経新聞 サンキョウシンブン		10,150		1,000

																												合   計 ゴウケイ		65,450		14,550		80,000

		尼崎・伊丹南エリア ８０，０００部 折込配布明細 イタミミナミブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年8月1日現在

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン						毎 日 新 聞 マイニチシンブン						読 売 新 聞 ヨミウリシンブン						産 経 新 聞 サンケイシンブン						60%

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

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

		尼崎中央
06-6481-4551 アマガサキチュウオウ		1,400		850		立花南・阪神尼崎北
06-6416-0574 タチバナミナミ		1,650		1,000		尼崎中央
06-6411-6205 アマガサキチュウオウ		2,700		1,650		塚口南
06-6429-2457 ツカグチ		800		500

		尼崎西
06-6416-0806 アマガサキニシ		3,400		2,050		立花北
06-6429-2332 タチバナキタ		1,250		750		尼崎西
06-6411-7402 アマガサキニシ		3,000		1,800		尼崎西
06-6411-8696 アマガサキニシ		400		250

		武庫之荘
06-6436-2760 ムコノソウ		3,000		1,800		阪急武庫之荘
06-6431-3681 ハンキュウムコノソウ		5,100		3,100		大庄北
06-6416-4258 オオショウキタ		1,750		1,050		立花南
06-6416-2856 タチバナミナミ		2,100		1,300

		立花
06-6429-6016 タチバナ		1,350		850		ＪＲ尼崎西
06-6429-3672 アマガサキニシ		1,000		600		長洲
06-6481-8431 ナガス		2,050		1,250		立花
06-6429-2457 タチバナ		1,100		700

		上之島
06-6429-3355 ウエシマ		1,750		1,050		尼崎西・尼崎中央
06-6417-0667 アマガサキニシアマガサキチュウオウ		2,750		1,650		東尼崎
06-6401-9238 ヒガシアマガサキ		3,500		2,100		阪神尼崎
06-6412-0339 ハンシンアマガサキ		3,050		1,850

		富松
06-6421-1233 トミマツ		800		500		園田
06-6491-3483 ソノダ		2,900		1,750		武庫之荘
06-6436-0081 ムコノソウ		1,850		1,150		汐江
06-6499-4150 シオエ		1,400		850

		西武庫之荘
06-6431-3033 ニシムコノソウ		1,400		850		杭瀬
06-6481-9091 クイセ		2,000		1,200		武庫之荘西部
06-6433-9750 ムコノソウセイブ		3,150		1,900		園田
06-6437-7129 ソノダ		350		250

		潮江(AM)
06-6499-5429 シオエ		4,100		2,500		塚口・武庫之荘東
06-6429-1354 ツカグチムコノソウヒガシ		3,950		2,400		汐江
06-6499-1136 シオエ		2,000		1,200		武庫之荘東
06-6437-7129 ムコノソウヒガシ		2,500		1,500

		塚口・伊丹南
06-6421-2834 ツカグチイタミミナミ		3,850		2,350		ＪＲ塚口・西園田
06-6491-5325 ツカグチニシソノダ		2,500		1,500		上坂部
06-6499-1802 カミサカベ		2,150		1,300		武庫之荘西
06-6431-2356 ムコノソウニシ		2,100		1,000

		園田
06-6491-9492 ソノダ		1,850		1,150		[伊丹市] イタミシ						立花
06-6436-6475 タチバナ		2,250		1,350		長洲
06-6401-1687 ナガス		1,450		900

		塚口東
06-6421-2834 ツカグチ		1,600		1,000		伊丹・昆陽・新伊丹
072-775-5056 イタミコンヨウシンイタミ		4,050		2,000		上ノ島
06-6426-6068 ウエシマ		2,150		1,300		御園
06-6492-5551 ミソノ		450		300

		長洲(AM)
06-6481-4334 ナガス		1,500		900		伊丹野間
072-779-4938 イタミノマ		1,300		800		東園田
06-6491-1279 ヒガシソノダ		1,850		1,150		立花西
06-6429-2457 タチバナニシ		850		550

		武庫之荘北
06-6436-3111 ムコノソウキタ		1,250		750								園田
06-6491-2771 ソノダ		2,600		1,600		塚口本町
06-6492-5551 ツカグチ		300		200

		[伊丹市] イタミシ												富松
06-6421-3517 トミマツ		1,600		1,000		[伊丹市] イタミシ

		伊丹中央
072-782-3014 イタミチュウオウ		3,950		1,800								塚口
06-6426-6170 ツカグチ		3,850		2,350		伊丹中央
072-781-2960 イタミチュウオウ		1,900		1,000

		伊丹昆陽
072-781-1525 イタミコンヨウ		3,700		2,000								園田南部
06-6492-6640 ソノダナンブ		2,150		1,300

														南立花
06-6416-0409 ミナミタチバナ		950		600

														東難波
06-6489-2606 ヒガシナニワ		1,150		700

														[伊丹市] イタミシ

														伊丹中央
072-781-5012 イタミチュウオウ		2,700		750

														伊丹西
06-6433-8811 イタミニシ		2,500		600

														東伊丹
072-782-1385 ヒガシイタミ		2,150		1,150

														阪急伊丹
072-775-0232 ハンキュウイタミ		4,450		2,700

														野間
072-783-1280 ノマ		2,850		1,750

		計 ケイ		34,900		20,400		計 ケイ		28,450		16,750		計 ケイ		55,350		31,700		計 ケイ		18,750		11,150				80,000





西港大正

		

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												西区 ニシク		港区 ミナトク		大正区 タイショウク		住之江区 スミノエク		浪速区 ナニワク		福島区 フクシマク		此花区 コノハナク		西成区 ニシナリク		北区 キタク		中央区 チュウオウク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		2,400		1,450		1,650		1,800				3,800		1,800		2,150

																												毎日新聞		2,200		2,650		4,800		3,150		2,350		2,350		1,200		2,450

																												読売新聞		1,700		3,700		3,150		4,300		1,450		3,000		3,000		4,750		1,050

																												産経新聞		3,150		2,600		2,100		2,300		1,500		2,600		1,350		1,900				200

																												合計		9,450		10,400		11,700		11,550		5,300		11,750		7,350		11,250		1,050		200		80,000

		西区・港・大正エリア ８０，０００部 折込配布明細 ニシクミナトタイショウブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年 8月1日現在 レイワネン

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン						毎 日 新 聞 マイニチシンブン						読 売 新 聞 ヨミウリシンブン						産 経 新 聞 サンケイシンブン						60%

		店名		基本部数		配布部数		店名		基本部数		配布部数		店名		基本部数		配布部数		店名		基本部数		配布部数

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

		九条
06-6581-5891 クジョウ		1,450		900		京町堀
06-6447-1132 キョウマチボリ		1,300		800		西
06-6441-9218 ニシ		2,450		1,500		九条
06-6583-2424 クジョウ		1,050		650

		堀江
06-6534-0830 ホリエ		3,000		1,500		四ツ橋
06-6531-1120 ヨバシ		550		350		本田
06-6441-9218 ホンダ		200		150		京町堀
06-6411-6482 キョウマチボリ		600		400

		[港区] ミナトク						九条
06-6582-1448 クジョウ		1,700		1,050		心斎橋
06-6543-3971 シンサイバシ		2,450		1,500		新町
06-6531-7627 シンマチ		1,050		650

		みなと中央
06-6571-0036 チュウオウ		1,700		1,050		[港区] ミナトク						[港区] ミナトク						[港区] ミナトク

		市岡
06-6581-5891 イチオカ		600		400		みなと
06-6571-1640		4,400		2,650		朝汐橋
06-6571-0648 アサシオバシ		1,150		700		朝汐橋
06-6571-1056 アサシオバシ		2,100		1,300

		[大正区] タイショウク						[大正区] タイショウク						弁天町
06-6584-0444 ベンテンチョウ		2,000		1,200		弁天町
06-6583-1283 ベンテンチョウ		2,100		1,300

		大正泉尾
06-6551-5965 イズオ		2,700		1,650		大正橋
06-6551-1298 タイショウバシ		4,100		2,500		みなと中央
06-6574-8841 チュウオウ		2,950		1,800		[大正区] タイショウク

		[住之江区] スミノエク						南恩加島
06-6551-2620 ミナミオンカシマ		3,800		2,300		[大正区] タイショウク						大正南
06-6551-8740 タイショウミナミ		800		500

		住之江
06-6685-0886 スミノエ		2,000		550		[住之江区] スミノエク						大正南
06-4394-4800 タイショウミナミ		2,050		1,250		永楽橋
06-6551-8740 エイラクバシ		1,000		600

		加賀屋
06-6685-7915 カガヤ		1,200		750		住ノ江
06-6681-5804 スミエ		1,600		900		大正
06-6551-9562 タイショウ		3,100		1,900		泉尾
06-6551-8740 イズオ		1,600		1,000

		南港ＰＴ
06-6613-0550 ナンコウ		1,200		500		加賀屋
06-6685-6752 カガヤ		2,100		1,300		[住之江区] スミノエク						[住之江区] スミノエク

		[福島区] フクシマヒラノク						南港ＰＴ
06-6613-0560 ナンコウ		1,150		400		加賀屋
06-6681-0262 カガヤ		3,150		1,900		西住ノ江
06-6671-7780 ニシスミエ		2,200		500

		野田福島
06-6448-3256 ノダフクシマ		6,300		3,800		住吉
06-6671-5129 スミヨシ		3,300		550		住之江中央
06-6685-0758		6,100		500		南港ＰＴ
06-6613-0530 ナンコウ		900		550

		[此花区] コノハナク						[浪速区] ナニワク						住之江公園
06-6681-6728		1,000		400		住吉中央
06-6671-2550 スミヨシチュウオウ		3,450		1,250

		西九条
06-6462-3492 ニシクジョウ		3,000		1,800		恵美須町
06-6641-5246 エミスチョウ		300		200		咲洲南港
06-6613-0248 ナンコウ		1,300		800		[浪速区] ナニワク

		[西成区] ニシナリク						難波（MA）
06-6641-0035 ナニワ		1,850		1,150		住吉
06-6671-7627 スミヨシ		3,400		700		日本橋
06-6641-6779 ニホンバシ		1,300		800

		天下茶屋
06-6655-6860 テンガチャヤ		3,550		2,150		桜川（MA）
06-6561-4225 サクラガワ		1,300		1,000		[浪速区] ナニワク						西難波
06-6561-3761 ニシナンバ		1,100		700

								[福島区] フクシマヒラノク						浪速
06-6633-7000 ナニワ		2,400		1,450		[福島区] フクシマヒラノク

								福島北
06-6451-7782 フクシマキタ		750		450		[福島区] フクシマヒラノク						福島中津
06-6451-7187 フクシマナカツ		1,150		550

								福島
06-6451-7695 フクシマ		1,450		900		福島
06-6451-7523 フクシマ		2,050		1,250		野田
06-6451-1024 ノダ		3,350		2,050

								野田
06-6461-0271 ノダ		1,700		1,000		野田
06-6461-1024 ノダ		3,050		1,750		[此花区] コノハナク

								[此花区] コノハナク						[此花区] コノハナク						此花
06-6461-0707 コノハナ		1,150		700

								春日出
06-6461-4296 カスガデ		1,500		900		このはな
06-6461-7152		4,950		3,000		高見町
06-6461-0707 タカミチョウ		1,050		650

								西九条
06-6461-0838 ニシクジョウ		500		300		[西成区] ニシナリク						[西成区] ニシナリク

								[西成区] ニシナリク						津守
06-6661-7823 ツモリ		850		550		西天下茶屋
06-6661-3013 ニシテンガチャヤ		2,500		1,900

								西成中央
06-6641-5985 ニシナリチュウオウ		1,300		800		玉出
06-6651-4520 タマデ		2,950		1,950		[中央区] チュウオウク

								梅通
06-6641-5985 ウメツウ		750		450		天下茶屋
06-6661-7831 テンカチャヤ		3,400		2,250		島之内
06-6271-5268 シマノウチ		900		200

								天下茶屋
06-6661-4644 テンカチャヤ		2,000		1,200		[北区] キタスミヨシク

														梅田北
06-6451-1378 ウメダキタ		2,300		1,050

		計		26,700		15,050		計		37,400		21,150		計		53,250		27,550		計		29,350		16,250				80,000





西淀川淀川福島此花

		

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												西淀川区 ニシヨドガワク		淀川区 ヨドガワク		福島区 フクシマク		此花区 コノハナク		東淀川区 ヒガシヨドガワク		西区 ニシク		港区 ミナトク		尼崎市 アマガサキシ		北区 キタク		豊中市 トヨナカシ		吹田市 スイタシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		3,550		3,750		2,500		1,500		4,050		750		700				1,000		1,250		500

																												毎日新聞				2,800		2,000		1,000		1,950		850		1,200				1,600		1,250		500

																												読売新聞		3,150		7,450		2,100		2,500		5,900		1,350		1,500		2,500		2,150		1,750		800

																												産経新聞		3,650		2,950		2,300		1,150		2,700		550		1,050				350		900		550

																												合   計		10,350		16,950		8,900		6,150		14,600		3,500		4,450		2,500		5,100		5,150		2,350		80,000

		西淀川･淀川・福島･此花エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヨドガワフクシマコノハナオリコミ

																								令和2年 8月1日現在 レイワネン

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン						毎 日 新 聞 マイニチシンブン						読 売 新 聞 ヨミウリシンブン						産 経 新 聞 サンケイシンブン						60%

		店名		基本部数		配布部数		店名		基本部数		配布部数		店名		基本部数		配布部数		店名		基本部数		配布部数

		[西淀川区] ニシヨドガワク						[淀川区] ヨドガワク						[西淀川区] ニシヨドガワク						[西淀川区] ニシヨドガワク

		西淀川（AM）
06-6474-6844		4,850		2,450		十三塚本
06-6301-5713 ジュウソウツカモト		850		450		姫島
06-6471-2401 ヒメジマ		1,600		800		塚本
06-6471-8226 ツカモト		3,200		1,600

		西淀西（AM）
06-6477-1345 ニシヨドニシ		2,200		1,100		十三東新大阪
06-6301-2410 ジュウソウヒガシシンオオサカ		1,200		600		野里
06-6471-2334 ノザト		1,450		750		姫島
06-6471-9902 ヒメジマ		950		500

		[淀川区] ヨドガワク						淀川三国
06-6391-0880 ヨドガワミクニ		2,150		1,100		西淀南
06-6474-4954 ニシヨドミナミ		3,200		1,600		千船
06-6471-1450 チブネ		2,200		1,100

		淀川西部
06-6301-1919 ヨドガワセイブ		1,150		600		淀川西
06-6308-3535		1,250		650		[淀川区] ヨドガワク						西淀
06-6471-6868 ニシヨド		900		450

		十三東
06-6301-1919		600		300		[福島区] フクシマヒラノク						淀川中央
06-6300-1718 ヨドガワチュウオウ		2,650		1,350		[淀川区] ヨドガワク

		淀川
06-6392-7565 ヨドガワ		2,600		1,300		福島北
06-6451-7782 フクシマキタ		750		400		三国
06-6394-2995 ミクニ		5,300		2,650		新大阪ＳＣ
06-6301-6019 シンオオサカ		950		500

		三国
06-6392-7565 ミクニ		1,350		700		福島
06-6451-7695 フクシマ		1,450		750		三津屋
06-6301-3066 ミツヤ		3,500		1,750		三国
06-6392-3951 ミクニ		1,950		1,000

		三津屋
06-6301-1919 ミツヤ		1,250		650		野田
06-6461-0271 ノダ		1,700		850		淀川
06-6308-0018 ヨドガワ		2,350		1,700		三津屋
06-6392-4420 ミツヤ		1,200		600

		新大阪
06-6392-7565 シンオオサカ		350		200		[此花区] コノハナク						[福島区] フクシマヒラノク						東三国
06-6392-3951 ヒガシミクニ		1,000		500

		[福島区] フクシマヒラノク						春日出
06-6461-4296 カスガデ		1,500		750		福島
06-6451-7523 フクシマ		2,050		700		十三
06-6301-6019 ジュウソウ		650		350

		野田福島
06-6448-3256 ノダフクシマ		6,300		2,500		西九条
06-6461-0838 ニシクジョウ		500		250		野田
06-6461-1024 ノダ		2,800		1,400		[福島区] フクシマヒラノク

		[此花区] コノハナク						[東淀川区] ヒガシヨドガワク						[此花区] コノハナク						福島中津
06-6451-7187 フクシマナカツ		1,150		600

		西九条
06-6462-3492 ニシクジョウ		3,000		1,500		瑞光上新庄
06-6328-8282 ズイコウ		2,950		850		このはな
06-6461-7152		4,950		2,500		野田
06-6451-1024 ノダ		3,350		1,700

		[東淀川区] ヒガシヨドガワク						大道豊里
06-6328-6491 ダイドウトヨサト		1,250		350		[東淀川区] ヒガシヨドガワク						[此花区] コノハナク

		上新庄
06-6340-7120 カミシンジョウ		2,150		1,000		淡路
06-6322-5950 アワジ		1,450		750		豊里
06-6329-3110 トヨサト		2,100		1,050		此花
06-6461-0707 コノハナ		1,150		600

		淡路・豊里
06-6322-3249 アワジトヨサト		6,100		3,050		[西区] ニシ						淡路
06-6323-3333 アワジ		2,900		1,450		高見町
06-6461-0707 タカミチョウ		1,050		550

		[西区] ニシ						九条
06-6582-1448 クジョウ		1,700		850		上新庄
06-6328-7570 カミシンジョウ		1,300		650		[東淀川区] ヒガシヨドガワク

		九条
06-6581-5891 クジョウ		1,450		750		[港区] ミナトク						井高野
06-6340-1295 イタカノ		1,750		900		上新庄
06-6329-1475 カミシンジョウ		1,300		650

		[港区] ミナトク						みなと
06-6571-1640		4,400		1,200		瑞光
06-6329-6240 ズイコウ		2,250		1,150		豊里
06-6328-2701 トヨサト		1,550		800

		みなと中央
06-6571-0036 チュウオウ		1,700		400		[北区] キタスミヨシク						下新庄
06-6328-6981 シモシンジョウ		1,400		700		淡路
06-6301-6019 アワジ		1,350		700

		市岡
06-6581-5891 イチオカ		600		300		天満中崎梅田
06-6357-7464		3,000		400		[西区] ニシ						東淡路
06-6328-4206 ヒガシアワジ		1,050		550

		[北区] キタク						天六　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　06-6371-5216 テンロク		4,000		1,200		本田
06-6441-9218 ホンダ		200		100		[西区] ニシ

		天六
06-6351-8088 テンロク		3,050		1,000		[豊中市] トヨナカシ						大正
06-6551-9562 タイショウ		3,100		1,250		九条
06-6583-2424 クジョウ		1,050		550

		[豊中市] トヨナカシ						服部庄内
06-6331-3233 ハットリショウナイ		4,550		1,250		[港区] ミナトク						[港区] ミナトク

		豊中南
06-6334-4191 トヨナカミナミ		3,100		1,250		[吹田市] スイタシ						弁天町
06-6584-0444 ベンテンチョウ		2,000		1,000		弁天町
06-6583-1283 ベンテンチョウ		2,100		1,050

		[吹田市] スイタシ						吹田
06-6381-0240 スイタ		5,250		250		みなと中央
06-6574-8841 チュウオウ		2,950		500		[北区] キタスミヨシク

		吹田西
06-6381-8972 スイタニシ		2,400		500		江坂東
06-6384-8117 エバンドウ		1,450		250		[尼崎市] アマガサキシ						桜橋
06-6341-0591		1,000		200

														長洲
06-6481-8431 ナガス		2,050		750		天六
06-6371-8331 テンロク		750		150

														東尼崎
06-6401-9238 ヒガシアマガサキ		3,500		1,750		[豊中市] トヨナカシ

														[北区] キタスミヨシク						庄内西
06-6334-2768 ショウナイニシ		950		500

														大淀
06-6371-8293 オオヨド		2,000		1,000		庄内東
06-6334-2768 ショウナイヒガシ		1,000		400

														梅田北
06-6451-1378 ウメダキタ		2,300		1,150		[吹田市] スイタシ

														[豊中市] トヨナカシ						吹田
06-6382-0727 スイタ		3,050		350

														服部・庄内
06-6864-3514 ハットリショウナイ		6,450		1,000		吹田南
06-6821-3921 スイタミナミ		1,000		200

														服部東
06-6332-6688 ハットリヒガシ		3,100		750

														[吹田市] スイタシ

														吹田
06-6381-1062 スイタ		2,850		400

														江坂南
06-6338-0707 エサカミナミ		3,250		400

		計		44,200		19,550		計		41,350		13,150		計		75,300		31,150		計		35,850		16,150				80,000






都島旭城東鶴見

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												都島区 ミヤコジマク		旭区 アサヒク		城東区 ジョウトウク		鶴見区 ツルミク		北区 キタク		中央区 チュウオウク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		4,250		2,350		4,100		3,550		1,850		500

																												毎日新聞		3,450		3,300		6,300		2,700		2,200		350

																												読売新聞		4,300		4,750		7,650		5,200		3,500		1,400

																												産経新聞		4,850		1,350		6,700		4,200		900		300

																												合   計		16,850		11,750		24,750		15,650		8,450		2,550		80,000

		都島・旭・城東・鶴見周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ミヤコジマアサヒジョウトウツルミシュウヘンオリコミ

																								令和2年8月1日現在 レイワネン

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン						毎 日 新 聞 マイニチシンブン						読 売 新 聞 ヨミウリシンブン						産 経 新 聞 サンケイシンブン						60%

		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

		[都島区] ミヤコシマク						[都島区] ミヤコシマク						[都島区] ミヤコシマク						[都島区] ミヤコシマク

		都島
06-6923-1031 ミヤコジマ		6,700		4,250		都島
06-6352-4859 ミヤコジマ		2,550		1,550		都島
06-6921-6492 ミヤコジマ		2,400		1,300		大東町
06-6921-4223 ダイトウチョウ		1,300		800

		[旭区] アサヒ						高倉
06-6953-2229 タカクラ		3,100		1,900		高倉
06-6924-4381 タカクラ		2,600		1,600		高倉
06-6921-6635 タカクラ		3,900		2,350

		森小路
06-6951-2194 モリショウジ		2,050		900		[旭区] アサヒ						京橋
06-6353-1077		1,450		900		京橋
06-6786-5322 キョウバシ		1,800		1,100

		高殿
06-6951-7795 タカドノ		1,200		750		千林大宮
06-6952-0581 センバヤシオオミヤ		2,150		1,200		都島北
06-6928-4663 ミヤコジマキタ		800		500		桜ノ宮
06-6921-6635 サクラノミヤ		950		600

		今市
06-6951-5491 イマイチ		900		600		新森
06-6952-2746 シンモリ		1,850		1,100		[旭区] アサヒ						[旭区] アサヒ

		守口
06-6991-2081 モリグチ		900		100		赤川
06-6921-3958 アカガワ		1,300		800		森小路
06-6951-3258 モリショウジ		1,100		700		高殿大宮
06-6954-5522		2,000		1,200

		[城東区] ジョウトウク						守口西
06-6991-7135 モリグチニシ		1,700		200		高殿
06-6951-1849 タカドノ		2,250		1,350		守口
06-6916-7300		1,600		150

		城東南
06-6962-5661 シロトウナン		2,600		1,600		[城東区] ジョウトウク						赤川
06-6928-4663 アカガワ		1,000		600		[城東区] ジョウトウク

		城東北
06-6930-2217		4,100		2,500		城東
06-6961-1321 ジョウトウ		5,100		3,100		今市
06-6991-2964 イマイチ		1,900		1,000		蒲生
06-6786-5322 ガモウ		2,650		1,600

		[鶴見区] ツルミク						古市今福鶴見
06-6939-0590 イマフクツルミ		2,700		1,650		新森
06-6951-3258 シンモリ		2,250		1,100		関目
06-6786-5322 セキメ		3,150		1,900

		徳庵
06-6961-6590 トクアン		1,500		200		野江関目
06-6931-2506 ノエセキメ		1,750		1,050		[城東区] ジョウトウク						城東・古市
06-6931-4051 ジョウトウフルイチ		2,050		1,250

		鶴見緑地
06-6912-1874 ツルミリョクチ		1,350		850		布施深江
06-6981-0889 フカエ		3,350		500		東関目
06-6951-3258 ヒガシセキメ		1,500		900		鴫野
06-6961-4337 シギノ		1,600		1,000

		放出
06-6962-2993 ハナテン		4,250		2,250		[鶴見区] ツルミク						西関目
06-6931-8047 ニシセキメ		650		450		緑橋
06-6971-3441 ミドリバシ		1,550		950

		守口南
06-6992-3901 モリグチミナミ		2,300		250		中茶屋
06-6911-3299 ナカチャヤ		1,000		500		鴫野
06-6962-1925 シギノ		3,450		2,100		[鶴見区] ツルミク

		[北区] キタスミヨシク						横堤
06-6912-3879 ヨコツツミ		1,500		900		城東
06-6932-4248 ジョウトウ		3,100		1,950		鶴見町
06-6912-7349 ツルミチョウ		4,450		2,700

		天満
06-6351-5791 テンマ		1,400		850		放出
06-6939-0590 ハナテン		1,600		1,000		蒲生
06-6931-2496 ガモウ		1,550		950		茨田町
06-6912-5388 イバラタチョウ		2,700		1,500

		天六
06-6364-6081 テンロク		3,051		1,000		徳庵今津
06-6745-1508 トクアンイマヅ		1,550		300		諏訪
06-6967-7277 スワ		2,100		1,300		[北区] キタスミヨシク

		[中央区] チュウオウスミヨシク						[北区] キタスミヨシク						[鶴見区] ツルミク						天六
06-6371-8331 テンロク		750		250

		西天満
06-6364-6081 ニシテンマ		3,550		500		天満中崎梅田
06-6357-7464 テンマナカザキウメダ		3,000		1,000		鶴見緑地
06-6911-2969 ツルミリョクチ		3,150		1,750		南森町
06-6352-2700 ミナミモリマチ		1,850		650

								天六
06-6371-5216 テンロク		4,000		1,200		今福鶴見
06-6934-5228 イマフクツルミ		2,700		1,700		[中央区] チュウオウスミヨシク

								[中央区] チュウオウスミヨシク						放出
06-6967-2645 ハナテン		2,850		1,750		天神橋
06-6961-4337 テンジンバシ		950		300

								松屋町
06-6941-3226 マツヤマチ		1,150		350		[北区] キタスミヨシク

														北
06-6311-0344 キタ		4,400		1,750

														天六
06-6882-6093 テンロク		2,600		1,750

														[中央区] チュウオウスミヨシク

														本町
06-6941-3361 ホンマチ		4,300		1,400

		計		35,851		16,600		計		39,350		18,300		計		48,100		26,800		計		33,250		18,300				80,000





池田伊丹川西周辺

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

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		4,850		6,150		5,000		8,350		3,250

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		4,050		4,050		3,100		300		250

																												読売新聞 ドクバイシンブン		5,800		9,400		3,250		9,050		2,400

																												産経新聞 サンキョウシンブン		2,050		2,250		1,200		4,000		1,250

																												合   計 ゴウケイ		16,750		21,850		12,550		21,700		7,150		80,000

		池田・伊丹・川西周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 イタミブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年8月1日現在

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン						毎 日 新 聞 マイニチシンブン						読 売 新 聞 ヨミウリシンブン						産 経 新 聞 サンケイシンブン						50%

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

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

		池田
072-751-3715 イケダ		4,300		2,150		石橋
072-761-8137 イシバシ		1,850		950		阪急池田
072-751-3883 ハンキュウイケダ		3,800		1,900		池田
072-761-1569 イケダ		2,700		1,350

		石橋西
06-6853-5850 イシバシニシ		1,100		550		池田
072-751-9276 イケダ		2,200		1,100		池田東
072-752-0595 イケダヒガシ		3,150		1,600		箕面
072-722-6361 ミノオ		2,150		350

		箕面西
072-721-2343 ミノオニシ		4,400		1,800		池田南
072-751-0521 イケダミナミ		1,800		900		石橋
072-761-4648 イシバシ		3,950		2,000		豊中
06-6831-4736 トヨナカ		2,200		350

		蛍ケ池石橋
06-6852-5757 ホタルイケイシバシ		3,100		350		桜井畑町
072-721-2720 サクライ		3,700		1,000		阪急豊中
06-6852-4540 ハンキュウトヨナカ		4,600		300		[伊丹市] イタミシ

		[伊丹市] イタミシ						豊中西
072-761-8137		300		100		[伊丹市] イタミシ						伊丹鴻池
0797-88-0184 イタミオオトリイケ		950		500

		伊丹東・久代
072-782-1238 イタミヒガシヒサダイ		1,500		900		[伊丹市] イタミシ						伊丹中央
072-781-5012 イタミチュウオウ		2,700		1,350		伊丹中央
072-781-2960 イタミチュウオウ		1,900		1,000

		伊丹中央
072-782-3014 イタミチュウオウ		3,950		2,000		伊丹・昆陽・新伊丹
072-775-5056 イタミコンヨウシンイタミ		4,050		2,050		北伊丹
072-770-2401 キタイタミ		1,250		650		武庫之荘東
06-6437-7129 ムコノソウヒガシ		2,500		750

		伊丹昆陽
072-781-1525 イタミコンヨウ		3,700		1,850		北伊丹
0797-80-1236 キタイタミ		2,000		1,000		伊丹西
06-6433-8811 イタミニシ		3,200		1,250		[宝塚市] タカラヅカシ

		伊丹北
072-777-4726 イタミキタ		2,050		1,050		伊丹野間
072-779-4938 イタミノマ		1,300		500		東伊丹
072-782-1385 ヒガシイタミ		2,150		1,200		売布
0797-86-6335 バイヌノ		1,150		600

		塚口・伊丹南
06-6421-2834 ツカグチイタミミナミ		3,850		350		塚口・武庫之荘東
06-6429-1354 ツカグチムコノソウヒガシ		3,950		500		阪急伊丹
072-775-0232 ハンキュウイタミ		4,450		2,250		山本
0797-88-0184 ヤマモト		750		400

		[宝塚市] タカラヅカシ						[宝塚市] タカラヅカシ						野間
072-783-1280 ノマ		2,850		1,450		中山台
0797-88-0184 ナカヤマダイ		400		200

		売布
0797-86-0621 バイヌノ		5,100		2,550		宝塚山本
0797-88-2745 ヤマモト		3,200		1,600		荻野
072-779-9205 オギノ		1,750		900		[川西市] カワニシシ

		宝塚山本
0797-88-0049 タカラヅカヤマモト		3,200		1,600		宝塚安倉・伊丹中野
0797-84-0860 タカラヅカヤスクライタミナカノ		2,000		1,000		塚口
06-6421-3517 ツカグチ		3,850		350		川西中央(MS)
072-759-4190 カワセイホクチュウオウ		3,350		1,700

		中山台
0797-89-0005 ナカヤマダイ		1,700		850		宝塚北・売布
0797-81-2057 タカラヅカキタメフ		2,100		500		[宝塚市] タカラヅカシ						久代
0797-88-0184 クシロ		350		200

		[川西市] カワニシシ						[川西市] カワニシシ						阪急山本
0797-88-4317 ハンキュウヤマモト		1,400		700		清和台
072-799-1107 セイワダイ		600		300

		川西中央
072-757-0353 カワニシチュウオウ		3,650		1,850		川西南
0797-80-1236 カワニシミナミ		450		250		中山寺
0797-84-9120 ナカヤマテラ		1,500		750		多田(MS)
072-793-0481 タダ		2,100		1,050

		川西南
072-759-7830 カワセイナン		3,100		1,550		止々呂美
072-733-3277 トロビ		50		50		宝塚南
0797-87-1086 タカラヅカミナミ		1,500		750		緑台(MS)
072-792-0794 ミドリダイ		1,250		650

		雲雀ケ丘
072-759-0459 ヒバリオカ		1,050		550		[川辺郡]
[豊能郡] カワベグントヨノ						宝塚山手
0797-88-4316 タカラヅカヤマテ		2,100		1,050		吉川(AS)
072-738-4381 ヨシカワ		50		50

		清和台
072-799-0153 セイワダイ		2,700		1,350		ときわ台
072-733-3277 ダイ		500		250		[川西市] カワニシシ						止々呂美(AS)
072-738-4381 トロビ		50		50

		川西山下
072-794-0539 カワニシヤマシタ		3,500		1,750								山下
072-794-0288 ヤマシタ		1,650		850		[川辺郡]
[豊能郡] カワベグントヨノ

		川西北
072-793-0695 カワ		2,550		1,300								川西
072-759-3823 カワニシ		4,250		2,150		日生中央
072-799-1107 ヒナセチュウオウ		500		250

		[川辺郡]
[豊能郡] カワベグントヨノ												緑台
072-793-3951 ミドリダイ		2,450		1,250		ときわ台
072-738-4381 ダイ		400		200

		猪名川(MS)
072-766-6868 イナガワ		2,850		1,450								雲雀ケ丘花屋敷
072-757-2160 ヒバリガオカハナヤシキ		1,900		950		西能勢(AM)
072-734-1770 ニシノセ		900		450

		日生中央
072-766-3771 ヒナセチュウオウ		1,850		950								久代
072-758-9583 クシロ		850		450		東能勢(AM)
072-739-0167 ヒガシノセ		400		200

		ときわ台
072-738-4678 ダイ		1,700		850								清和台
072-790-5010 セイワダイ		3,350		1,700		中能勢(AMY)
072-737-0207 ナカノセ		300		150

														川西北部
072-793-3952 カワニシキタブ		3,400		1,700

														[川辺郡]
[豊能郡] カワベグントヨノ

														日生中央
072-766-3711 ヒナセチュウオウ		1,500		750

														ときわ台
072-738-3141 ダイ		1,900		950

														能勢
072-737-0750 ノセ		900		450

														東能勢
072-739-0191 ヒガシノセ		500		250

		計 ケイ		60,900		27,600		計 ケイ		29,450		11,750		計 ケイ		66,850		29,900		計 ケイ		24,950		10,750				80,000





尼崎・伊丹南

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

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		16,600		3,800

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		13,950		2,800

																												読売新聞 ドクバイシンブン		24,750		6,950

																												産経新聞 サンキョウシンブン		10,150		1,000

																												合   計 ゴウケイ		65,450		14,550		80,000

		尼崎・伊丹南エリア ８０，０００部 折込配布明細 イタミミナミブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年8月1日現在

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン						毎 日 新 聞 マイニチシンブン						読 売 新 聞 ヨミウリシンブン						産 経 新 聞 サンケイシンブン						60%

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

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

		尼崎中央
06-6481-4551 アマガサキチュウオウ		1,400		850		立花南・阪神尼崎北
06-6416-0574 タチバナミナミ		1,650		1,000		尼崎中央
06-6411-6205 アマガサキチュウオウ		2,700		1,650		塚口南
06-6429-2457 ツカグチ		800		500

		尼崎西
06-6416-0806 アマガサキニシ		3,400		2,050		立花北
06-6429-2332 タチバナキタ		1,250		750		尼崎西
06-6411-7402 アマガサキニシ		3,000		1,800		尼崎西
06-6411-8696 アマガサキニシ		400		250

		武庫之荘
06-6436-2760 ムコノソウ		3,000		1,800		阪急武庫之荘
06-6431-3681 ハンキュウムコノソウ		5,100		3,100		大庄北
06-6416-4258 オオショウキタ		1,750		1,050		立花南
06-6416-2856 タチバナミナミ		2,100		1,300

		立花
06-6429-6016 タチバナ		1,350		850		ＪＲ尼崎西
06-6429-3672 アマガサキニシ		1,000		600		長洲
06-6481-8431 ナガス		2,050		1,250		立花
06-6429-2457 タチバナ		1,100		700

		上之島
06-6429-3355 ウエシマ		1,750		1,050		尼崎西・尼崎中央
06-6417-0667 アマガサキニシアマガサキチュウオウ		2,750		1,650		東尼崎
06-6401-9238 ヒガシアマガサキ		3,500		2,100		阪神尼崎
06-6412-0339 ハンシンアマガサキ		3,050		1,850

		富松
06-6421-1233 トミマツ		800		500		園田
06-6491-3483 ソノダ		2,900		1,750		武庫之荘
06-6436-0081 ムコノソウ		1,850		1,150		汐江
06-6499-4150 シオエ		1,400		850

		西武庫之荘
06-6431-3033 ニシムコノソウ		1,400		850		杭瀬
06-6481-9091 クイセ		2,000		1,200		武庫之荘西部
06-6433-9750 ムコノソウセイブ		3,150		1,900		園田
06-6437-7129 ソノダ		350		250

		潮江(AM)
06-6499-5429 シオエ		4,100		2,500		塚口・武庫之荘東
06-6429-1354 ツカグチムコノソウヒガシ		3,950		2,400		汐江
06-6499-1136 シオエ		2,000		1,200		武庫之荘東
06-6437-7129 ムコノソウヒガシ		2,500		1,500

		塚口・伊丹南
06-6421-2834 ツカグチイタミミナミ		3,850		2,350		ＪＲ塚口・西園田
06-6491-5325 ツカグチニシソノダ		2,500		1,500		上坂部
06-6499-1802 カミサカベ		2,150		1,300		武庫之荘西
06-6431-2356 ムコノソウニシ		2,100		1,000

		園田
06-6491-9492 ソノダ		1,850		1,150		[伊丹市] イタミシ						立花
06-6436-6475 タチバナ		2,250		1,350		長洲
06-6401-1687 ナガス		1,450		900

		塚口東
06-6421-2834 ツカグチ		1,600		1,000		伊丹・昆陽・新伊丹
072-775-5056 イタミコンヨウシンイタミ		4,050		2,000		上ノ島
06-6426-6068 ウエシマ		2,150		1,300		御園
06-6492-5551 ミソノ		450		300

		長洲(AM)
06-6481-4334 ナガス		1,500		900		伊丹野間
072-779-4938 イタミノマ		1,300		800		東園田
06-6491-1279 ヒガシソノダ		1,850		1,150		立花西
06-6429-2457 タチバナニシ		850		550

		武庫之荘北
06-6436-3111 ムコノソウキタ		1,250		750								園田
06-6491-2771 ソノダ		2,600		1,600		塚口本町
06-6492-5551 ツカグチ		300		200

		[伊丹市] イタミシ												富松
06-6421-3517 トミマツ		1,600		1,000		[伊丹市] イタミシ

		伊丹中央
072-782-3014 イタミチュウオウ		3,950		1,800								塚口
06-6426-6170 ツカグチ		3,850		2,350		伊丹中央
072-781-2960 イタミチュウオウ		1,900		1,000

		伊丹昆陽
072-781-1525 イタミコンヨウ		3,700		2,000								園田南部
06-6492-6640 ソノダナンブ		2,150		1,300

														南立花
06-6416-0409 ミナミタチバナ		950		600

														東難波
06-6489-2606 ヒガシナニワ		1,150		700

														[伊丹市] イタミシ

														伊丹中央
072-781-5012 イタミチュウオウ		2,700		750

														伊丹西
06-6433-8811 イタミニシ		2,500		600

														東伊丹
072-782-1385 ヒガシイタミ		2,150		1,150

														阪急伊丹
072-775-0232 ハンキュウイタミ		4,450		2,700

														野間
072-783-1280 ノマ		2,850		1,750

		計 ケイ		34,900		20,400		計 ケイ		28,450		16,750		計 ケイ		55,350		31,700		計 ケイ		18,750		11,150				80,000





西港大正

		

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												西区 ニシク		港区 ミナトク		大正区 タイショウク		住之江区 スミノエク		浪速区 ナニワク		福島区 フクシマク		此花区 コノハナク		西成区 ニシナリク		北区 キタク		中央区 チュウオウク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		2,400		1,450		1,650		1,800				3,800		1,800		2,150

																												毎日新聞		2,200		2,650		4,800		3,150		2,350		2,350		1,200		2,450

																												読売新聞		1,700		3,700		3,150		4,300		1,450		3,000		3,000		4,750		1,050

																												産経新聞		3,150		2,600		2,100		2,300		1,500		2,600		1,350		1,900				200

																												合計		9,450		10,400		11,700		11,550		5,300		11,750		7,350		11,250		1,050		200		80,000

		西区・港・大正エリア ８０，０００部 折込配布明細 ニシクミナトタイショウブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年 8月1日現在 レイワネン

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン						毎 日 新 聞 マイニチシンブン						読 売 新 聞 ヨミウリシンブン						産 経 新 聞 サンケイシンブン						60%

		店名		基本部数		配布部数		店名		基本部数		配布部数		店名		基本部数		配布部数		店名		基本部数		配布部数

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

		九条
06-6581-5891 クジョウ		1,450		900		京町堀
06-6447-1132 キョウマチボリ		1,300		800		西
06-6441-9218 ニシ		2,450		1,500		九条
06-6583-2424 クジョウ		1,050		650

		堀江
06-6534-0830 ホリエ		3,000		1,500		四ツ橋
06-6531-1120 ヨバシ		550		350		本田
06-6441-9218 ホンダ		200		150		京町堀
06-6411-6482 キョウマチボリ		600		400

		[港区] ミナトク						九条
06-6582-1448 クジョウ		1,700		1,050		心斎橋
06-6543-3971 シンサイバシ		2,450		1,500		新町
06-6531-7627 シンマチ		1,050		650

		みなと中央
06-6571-0036 チュウオウ		1,700		1,050		[港区] ミナトク						[港区] ミナトク						[港区] ミナトク

		市岡
06-6581-5891 イチオカ		600		400		みなと
06-6571-1640		4,400		2,650		朝汐橋
06-6571-0648 アサシオバシ		1,150		700		朝汐橋
06-6571-1056 アサシオバシ		2,100		1,300

		[大正区] タイショウク						[大正区] タイショウク						弁天町
06-6584-0444 ベンテンチョウ		2,000		1,200		弁天町
06-6583-1283 ベンテンチョウ		2,100		1,300

		大正泉尾
06-6551-5965 イズオ		2,700		1,650		大正橋
06-6551-1298 タイショウバシ		4,100		2,500		みなと中央
06-6574-8841 チュウオウ		2,950		1,800		[大正区] タイショウク

		[住之江区] スミノエク						南恩加島
06-6551-2620 ミナミオンカシマ		3,800		2,300		[大正区] タイショウク						大正南
06-6551-8740 タイショウミナミ		800		500

		住之江
06-6685-0886 スミノエ		2,000		550		[住之江区] スミノエク						大正南
06-4394-4800 タイショウミナミ		2,050		1,250		永楽橋
06-6551-8740 エイラクバシ		1,000		600

		加賀屋
06-6685-7915 カガヤ		1,200		750		住ノ江
06-6681-5804 スミエ		1,600		900		大正
06-6551-9562 タイショウ		3,100		1,900		泉尾
06-6551-8740 イズオ		1,600		1,000

		南港ＰＴ
06-6613-0550 ナンコウ		1,200		500		加賀屋
06-6685-6752 カガヤ		2,100		1,300		[住之江区] スミノエク						[住之江区] スミノエク

		[福島区] フクシマヒラノク						南港ＰＴ
06-6613-0560 ナンコウ		1,150		400		加賀屋
06-6681-0262 カガヤ		3,150		1,900		西住ノ江
06-6671-7780 ニシスミエ		2,200		500

		野田福島
06-6448-3256 ノダフクシマ		6,300		3,800		住吉
06-6671-5129 スミヨシ		3,300		550		住之江中央
06-6685-0758		6,100		500		南港ＰＴ
06-6613-0530 ナンコウ		900		550

		[此花区] コノハナク						[浪速区] ナニワク						住之江公園
06-6681-6728		1,000		400		住吉中央
06-6671-2550 スミヨシチュウオウ		3,450		1,250

		西九条
06-6462-3492 ニシクジョウ		3,000		1,800		恵美須町
06-6641-5246 エミスチョウ		300		200		咲洲南港
06-6613-0248 ナンコウ		1,300		800		[浪速区] ナニワク

		[西成区] ニシナリク						難波（MA）
06-6641-0035 ナニワ		1,850		1,150		住吉
06-6671-7627 スミヨシ		3,400		700		日本橋
06-6641-6779 ニホンバシ		1,300		800

		天下茶屋
06-6655-6860 テンガチャヤ		3,550		2,150		桜川（MA）
06-6561-4225 サクラガワ		1,300		1,000		[浪速区] ナニワク						西難波
06-6561-3761 ニシナンバ		1,100		700

								[福島区] フクシマヒラノク						浪速
06-6633-7000 ナニワ		2,400		1,450		[福島区] フクシマヒラノク

								福島北
06-6451-7782 フクシマキタ		750		450		[福島区] フクシマヒラノク						福島中津
06-6451-7187 フクシマナカツ		1,150		550

								福島
06-6451-7695 フクシマ		1,450		900		福島
06-6451-7523 フクシマ		2,050		1,250		野田
06-6451-1024 ノダ		3,350		2,050

								野田
06-6461-0271 ノダ		1,700		1,000		野田
06-6461-1024 ノダ		3,050		1,750		[此花区] コノハナク

								[此花区] コノハナク						[此花区] コノハナク						此花
06-6461-0707 コノハナ		1,150		700

								春日出
06-6461-4296 カスガデ		1,500		900		このはな
06-6461-7152		4,950		3,000		高見町
06-6461-0707 タカミチョウ		1,050		650

								西九条
06-6461-0838 ニシクジョウ		500		300		[西成区] ニシナリク						[西成区] ニシナリク

								[西成区] ニシナリク						津守
06-6661-7823 ツモリ		850		550		西天下茶屋
06-6661-3013 ニシテンガチャヤ		2,500		1,900

								西成中央
06-6641-5985 ニシナリチュウオウ		1,300		800		玉出
06-6651-4520 タマデ		2,950		1,950		[中央区] チュウオウク

								梅通
06-6641-5985 ウメツウ		750		450		天下茶屋
06-6661-7831 テンカチャヤ		3,400		2,250		島之内
06-6271-5268 シマノウチ		900		200

								天下茶屋
06-6661-4644 テンカチャヤ		2,000		1,200		[北区] キタスミヨシク

														梅田北
06-6451-1378 ウメダキタ		2,300		1,050

		計		26,700		15,050		計		37,400		21,150		計		53,250		27,550		計		29,350		16,250				80,000





西淀川淀川福島此花

		

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												西淀川区 ニシヨドガワク		淀川区 ヨドガワク		福島区 フクシマク		此花区 コノハナク		東淀川区 ヒガシヨドガワク		西区 ニシク		港区 ミナトク		尼崎市 アマガサキシ		北区 キタク		豊中市 トヨナカシ		吹田市 スイタシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		3,550		3,750		2,500		1,500		4,050		750		700				1,000		1,250		500

																												毎日新聞				2,800		2,000		1,000		1,950		850		1,200				1,600		1,250		500

																												読売新聞		3,150		7,450		2,100		2,500		5,900		1,350		1,500		2,500		2,150		1,750		800

																												産経新聞		3,650		2,950		2,300		1,150		2,700		550		1,050				350		900		550

																												合   計		10,350		16,950		8,900		6,150		14,600		3,500		4,450		2,500		5,100		5,150		2,350		80,000

		西淀川･淀川・福島･此花エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヨドガワフクシマコノハナオリコミ

																								令和2年 8月1日現在 レイワネン

		朝 日 新 聞 アサヒシンブン						毎 日 新 聞 マイニチシンブン						読 売 新 聞 ヨミウリシンブン						産 経 新 聞 サンケイシンブン						60%

		店名		基本部数		配布部数		店名		基本部数		配布部数		店名		基本部数		配布部数		店名		基本部数		配布部数

		[西淀川区] ニシヨドガワク						[淀川区] ヨドガワク						[西淀川区] ニシヨドガワク						[西淀川区] ニシヨドガワク

		西淀川（AM）
06-6474-6844		4,850		2,450		十三塚本
06-6301-5713 ジュウソウツカモト		850		450		姫島
06-6471-2401 ヒメジマ		1,600		800		塚本
06-6471-8226 ツカモト		3,200		1,600

		西淀西（AM）
06-6477-1345 ニシヨドニシ		2,200		1,100		十三東新大阪
06-6301-2410 ジュウソウヒガシシンオオサカ		1,200		600		野里
06-6471-2334 ノザト		1,450		750		姫島
06-6471-9902 ヒメジマ		950		500

		[淀川区] ヨドガワク						淀川三国
06-6391-0880 ヨドガワミクニ		2,150		1,100		西淀南
06-6474-4954 ニシヨドミナミ		3,200		1,600		千船
06-6471-1450 チブネ		2,200		1,100

		淀川西部
06-6301-1919 ヨドガワセイブ		1,150		600		淀川西
06-6308-3535		1,250		650		[淀川区] ヨドガワク						西淀
06-6471-6868 ニシヨド		900		450

		十三東
06-6301-1919		600		300		[福島区] フクシマヒラノク						淀川中央
06-6300-1718 ヨドガワチュウオウ		2,650		1,350		[淀川区] ヨドガワク

		淀川
06-6392-7565 ヨドガワ		2,600		1,300		福島北
06-6451-7782 フクシマキタ		750		400		三国
06-6394-2995 ミクニ		5,300		2,650		新大阪ＳＣ
06-6301-6019 シンオオサカ		950		500

		三国
06-6392-7565 ミクニ		1,350		700		福島
06-6451-7695 フクシマ		1,450		750		三津屋
06-6301-3066 ミツヤ		3,500		1,750		三国
06-6392-3951 ミクニ		1,950		1,000

		三津屋
06-6301-1919 ミツヤ		1,250		650		野田
06-6461-0271 ノダ		1,700		850		淀川
06-6308-0018 ヨドガワ		2,350		1,700		三津屋
06-6392-4420 ミツヤ		1,200		600

		新大阪
06-6392-7565 シンオオサカ		350		200		[此花区] コノハナク						[福島区] フクシマヒラノク						東三国
06-6392-3951 ヒガシミクニ		1,000		500

		[福島区] フクシマヒラノク						春日出
06-6461-4296 カスガデ		1,500		750		福島
06-6451-7523 フクシマ		2,050		700		十三
06-6301-6019 ジュウソウ		650		350

		野田福島
06-6448-3256 ノダフクシマ		6,300		2,500		西九条
06-6461-0838 ニシクジョウ		500		250		野田
06-6461-1024 ノダ		2,800		1,400		[福島区] フクシマヒラノク

		[此花区] コノハナク						[東淀川区] ヒガシヨドガワク						[此花区] コノハナク						福島中津
06-6451-7187 フクシマナカツ		1,150		600

		西九条
06-6462-3492 ニシクジョウ		3,000		1,500		瑞光上新庄
06-6328-8282 ズイコウ		2,950		850		このはな
06-6461-7152		4,950		2,500		野田
06-6451-1024 ノダ		3,350		1,700

		[東淀川区] ヒガシヨドガワク						大道豊里
06-6328-6491 ダイドウトヨサト		1,250		350		[東淀川区] ヒガシヨドガワク						[此花区] コノハナク

		上新庄
06-6340-7120 カミシンジョウ		2,150		1,000		淡路
06-6322-5950 アワジ		1,450		750		豊里
06-6329-3110 トヨサト		2,100		1,050		此花
06-6461-0707 コノハナ		1,150		600

		淡路・豊里
06-6322-3249 アワジトヨサト		6,100		3,050		[西区] ニシ						淡路
06-6323-3333 アワジ		2,900		1,450		高見町
06-6461-0707 タカミチョウ		1,050		550

		[西区] ニシ						九条
06-6582-1448 クジョウ		1,700		850		上新庄
06-6328-7570 カミシンジョウ		1,300		650		[東淀川区] ヒガシヨドガワク

		九条
06-6581-5891 クジョウ		1,450		750		[港区] ミナトク						井高野
06-6340-1295 イタカノ		1,750		900		上新庄
06-6329-1475 カミシンジョウ		1,300		650

		[港区] ミナトク						みなと
06-6571-1640		4,400		1,200		瑞光
06-6329-6240 ズイコウ		2,250		1,150		豊里
06-6328-2701 トヨサト		1,550		800

		みなと中央
06-6571-0036 チュウオウ		1,700		400		[北区] キタスミヨシク						下新庄
06-6328-6981 シモシンジョウ		1,400		700		淡路
06-6301-6019 アワジ		1,350		700

		市岡
06-6581-5891 イチオカ		600		300		天満中崎梅田
06-6357-7464		3,000		400		[西区] ニシ						東淡路
06-6328-4206 ヒガシアワジ		1,050		550

		[北区] キタク						天六　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　06-6371-5216 テンロク		4,000		1,200		本田
06-6441-9218 ホンダ		200		100		[西区] ニシ

		天六
06-6351-8088 テンロク		3,050		1,000		[豊中市] トヨナカシ						大正
06-6551-9562 タイショウ		3,100		1,250		九条
06-6583-2424 クジョウ		1,050		550

		[豊中市] トヨナカシ						服部庄内
06-6331-3233 ハットリショウナイ		4,550		1,250		[港区] ミナトク						[港区] ミナトク

		豊中南
06-6334-4191 トヨナカミナミ		3,100		1,250		[吹田市] スイタシ						弁天町
06-6584-0444 ベンテンチョウ		2,000		1,000		弁天町
06-6583-1283 ベンテンチョウ		2,100		1,050

		[吹田市] スイタシ						吹田
06-6381-0240 スイタ		5,250		250		みなと中央
06-6574-8841 チュウオウ		2,950		500		[北区] キタスミヨシク

		吹田西
06-6381-8972 スイタニシ		2,400		500		江坂東
06-6384-8117 エバンドウ		1,450		250		[尼崎市] アマガサキシ						桜橋
06-6341-0591		1,000		200

														長洲
06-6481-8431 ナガス		2,050		750		天六
06-6371-8331 テンロク		750		150

														東尼崎
06-6401-9238 ヒガシアマガサキ		3,500		1,750		[豊中市] トヨナカシ

														[北区] キタスミヨシク						庄内西
06-6334-2768 ショウナイニシ		950		500

														大淀
06-6371-8293 オオヨド		2,000		1,000		庄内東
06-6334-2768 ショウナイヒガシ		1,000		400

														梅田北
06-6451-1378 ウメダキタ		2,300		1,150		[吹田市] スイタシ

														[豊中市] トヨナカシ						吹田
06-6382-0727 スイタ		3,050		350

														服部・庄内
06-6864-3514 ハットリショウナイ		6,450		1,000		吹田南
06-6821-3921 スイタミナミ		1,000		200

														服部東
06-6332-6688 ハットリヒガシ		3,100		750

														[吹田市] スイタシ

														吹田
06-6381-1062 スイタ		2,850		400

														江坂南
06-6338-0707 エサカミナミ		3,250		400

		計		44,200		19,550		計		41,350		13,150		計		75,300		31,150		計		35,850		16,150				80,000
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