
■折込配布明細

■エリアの特徴
八尾市・柏原市の全域、平野区のほぼ全域に配布。近鉄八尾駅・河内国分駅や、JR八尾駅・
柏原駅・平野駅など、大阪市内に向けてのアクセスが良く大阪中心部から見るとベッドタウン的
要素を備えています。
また南北に大阪中央環状線、大阪外環状線、大阪内環状線、東西に国道25号線などの
幹線道路があるため、交通の便が良く、郊外も含めて住宅地が多い地域で、中小企業の工場や
介護施設事業も多数あります。
また古くからの街でもあるため、幅広い年齢層の反響が期待できるエリアです。

2020年9月1日現在

八尾市・柏原市の全域、平野区のほぼ全域の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。

八尾・柏原・平野エリア

■各市区町村における4紙折込部数
八尾市 柏原市 平野区

朝日新聞 5,950 3,100 5,150

毎日新聞 8,950 1,550 5,350

読売新聞 15,750 3,200 7,700

産経新聞 13,100 2,400 7,800

合　計 43,750 10,250 26,000

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

八 尾
072-922-2020

1,950
1,200

山 本 高 安
072-940-2700

2,200
1,350

久 宝 寺
072-992-5504

2,400
1,450

八 尾 久 宝 寺
072-923-3721

1,550
950

山 本
072-991-2959

1,350
850

北 山 本
072-940-1038

1,200
750

八 尾 東
072-999-2939

4,100
2,500

近 鉄 八 尾
072-998-8862

1,600
1,000

北 山 本
072-923-0766

1,200
750

八 尾 木 の 本
072-991-6768

2,300
1,400

八 尾
072-943-1122

7,500
4,500

八 尾
072-923-0976

2,200
1,350

高 安
072-999-2936

900
550

太 子 堂
072-923-1478

2,400
1,450

太 子 堂
072-991-0615

2,500
1,500

八 尾 南
072-999-3894

2,200
1,350

八 尾 北
072-998-6361

1,300
800

恩 智
0120-46-8317

1,000
600

志 紀
072-949-5553

4,350
2,650

大 正 太 田
072-920-6868

850
550

八 尾 東
072-923-4400

2,050
1,250

八 尾
072-998-8109

2,050
1,250

山 本
072-996-8969

2,850
1,750

八 尾 東
072-949-5650

1,700
1,050

八 尾 西
072-923-4400

550
350

八 尾 東
072-940-2700

2,000
1,200

太 田
072-972-0513

700
450

高 安
072-943-5600

5,650
3,400

布施・小 阪南
06-6721-1501

3,200
200

八 尾 北
072-940-1038

1,400
850

弥 刀
06-6723-4304

2,950
250

山 本 北
072-988-3373

2,450
1,500

長瀬中央弥刀
06-6721-7416

900
100

瓢箪山南・山本東

0729-86-7701
1,750

700

八 尾 西
072-923-2211

2,600
1,600

柏 原
072-972-0136

2,300
1,400

八尾久宝寺西
06-6729-1790

550
350

国 分
072-977-6812

2,800
1,700

柏 原
0120-46-8317

1,800
1,100

柏 原 西 南
072-972-0513

1,150
700

国 分
072-977-0814

750
450

国 分
072-975-1230

2,450
1,500

柏 原 ・ 国 分
072-972-0977

4,000
2,400

平 野
06-6790-0022

950
600

柏 原 東
072-971-1425

1,600
1,000

長 吉
06-6790-2312

1,250
750

平 野
06-6791-3781

1,750
1,050

喜 連
06-6709-8272

1,850
500

瓜 破
06-6705-3176

850
350

喜 連
06-6709-2415

1,800
1,100

長 吉
06-6790-3455

1,850
1,150

瓜 破
06-6708-3720

1,700
1,050

北 平 野
06-6792-0740

1,000
600

長 吉
06-6708-2777

2,400
1,450

瓜 破
06-6709-0160

2,500
1,200

南 平 野
06-6708-0070

4,500
2,700

平 野 東 部
06-6709-0421

2,550
1,550

西 平 野
06-4303-8210

1,550
500

喜 連 南 平 野
06-6709-2231

4,250
2,550

加 美
06-6791-2139

3,100
1,900

喜 連
06-6703-1264

3,150
1,300

加 美
06-6792-1632

1,200
750

東 平 野
06-6709-2772

2,100
1,300

北 平 野
06-6791-2293

2,350
1,450

巽
06-6758-2382

2,200
500

平 野 北
06-6791-1903

2,950
1,500

生 野 中 央
06-6751-2628

3,100
200

計 27,350 14,200 計 28,900 15,850 計 47,950 26,650 計 41,950 23,300

産 経 新 聞朝 日 新 聞 毎 日 新 聞 読 売 新 聞

[ 柏 原 市 ]

[ 八 尾 市 ] [ 八 尾 市 ] [ 八 尾 市 ] [ 八 尾 市 ]

[ 柏 原 市 ]

[ 柏 原 市 ]

[ 柏 原 市 ]

[ 平 野 区 ]

[ 平 野 区 ]

[ 平 野 区 ]

[ 平 野 区 ]


●●●

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												八尾市 ヤオシ		柏原市 カシワラシ		平野区 ヒラノク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		5,950		3,100		5,150

																												毎日新聞		8,950		1,550		5,350

																												読売新聞		15,750		3,200		7,700

																												産経新聞		13,100		2,400		7,800

																												合　計		43,750		10,250		26,000

		阿倍野・住吉・住之江・西成エリア １００，０００部 折込配布明細 ブオリコミハイフメイサイ

																								平成28年 11月1日現在

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

		店名		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

		[阿倍野区] アベノヒラノク						[阿倍野区] アベノヒラノク						[阿倍野区] アベノヒラノク						[阿倍野区] アベノヒラノク

		阿倍野北
06-6622-5908 アベノキタ		5,100		3,600		阿倍野
06-6622-2469 アベノ		2,700		1,900		阿倍野
06-6622-3493		2,600		1,850		北畠
06-6621-8233 キタバタケ		4,600		3,250

		阿倍野南
06-6691-2105 アベノミナミ		4,800		3,400		北畠播磨町
06-6621-7093 キタバタケ		3,100		2,200		西田辺
06-6697-1002 ニシタナベ		1,900		1,350		日本橋
06-6641-6779 ニホンバシ		1,300		400

		[住吉区] スミヨシク						寺田町
06-6731-0441 テラダチョウ		2,850		400		あべの南
06-6623-0976 ミナミ		3,750		2,650		舎利寺
06-6731-1587 シャリジ		3,000		300

		住吉
06-6671-2815 スミヨシ		1,600		1,150		[住吉区] スミヨシク						寺田町
06-6771-6649 テラダチョウ		2,650		350		[住吉区] スミヨシク

		帝塚山
06-6671-2815 テヅカヤマ		2,150		1,550		長居
06-6691-2005 ナガイ		2,200		1,550		[住吉区] スミヨシク						長居
06-6691-2170 ナガイ		1,950		1,400

		長居
06-6694-3502 ナガイ		2,200		1,550		苅田
06-6693-1855 カリタ		2,200		1,000		帝塚山
06-6671-4910 テヅカヤマ		2,850		2,000		墨江
06-6695-1834 スミエ		3,100		2,200

		あびこ中央
06-6691-3107 チュウオウ		3,050		1,500		杉本町あびこ
06-6692-9149 スギモトチョウ		2,950		2,100		長居南
06-6697-7008 ナガイミナミ		2,650		1,500		住吉中央
06-6671-2550 スミヨシチュウオウ		3,450		2,450

		南住吉
06-6691-1331 ミナミスミヨシ		1,600		1,150		住吉
06-6671-5129 スミヨシ		4,500		3,150		住吉
06-6671-7627 スミヨシ		3,400		2,400		[住之江区] スミノエク

		清水丘
06-6672-2308 シミズオカ		1,550		1,100		[住之江区] スミノエク						我孫子東
06-6691-3651 アビコヒガシ		2,200		1,550		西住之江
06-6671-7780 ニシスミノエ		2,250		1,600

		[住之江区] スミノエク						我孫子道
06-6678-7100 アビコミチ		2,050		1,450		我孫子西
06-6691-6227 アビコニシ		3,000		2,100		南港ＰＴ
06-6613-0530 ナンコウ		1,150		850

		住之江
06-6685-0886 スミノエ		2,250		1,600		住之江
06-6681-5804 スミノエ		2,000		1,400		[住之江区] スミノエク						[西成区] ニシナリク

		加賀屋
06-6685-7915 カガヤ		2,050		1,450		加賀屋
06-6685-6752 カガヤ		2,600		1,850		加賀屋
06-6681-0262 カガヤ		3,150		2,250		西天下茶屋
06-6661-3013 ニシテンガチャヤ		4,350		3,050

		南港ＰＴ
06-6613-0550 ナンコウ		1,900		1,350		南港ＰＴ
06-6613-0560 ナンコウ		1,800		1,300		住之江中央
06-6685-0758		4,450		3,150		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク

		[西成区] ニシナリク						[西成区] ニシナリク						住之江公園
06-6681-6728		2,650		1,900		南田辺
06-6621-8777 ミナミタナベ		3,800		1,500

		花園ウエスト
06-6655-6860 ハナゾノ		2,800		2,000		西成中央
06-6641-5985 ニシナリチュウオウ		1,500		1,050		咲洲南港
06-6613-0248		2,450		1,750

		西天下茶屋
06-6651-5903 ニシテンガチャヤ		1,600		1,150		梅通
06-6641-5985 ウメツウ		1,050		750		[西成区] ニシナリク

		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク						天下茶屋
06-6661-4644 テンカチャヤ		2,800		2,000		津守
06-6661-7823 ツモリ		850		600

		東部市場
06-6713-1365 トウブシジョウ		2,500		300		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク						玉出
06-6651-4520 タマデ		3,200		2,250

		東住吉中央
06-6607-0122 ヒガシスミヨシチュウオウ		1,800		500		南田辺
06-6629-7100 ミナミタナベ		2,600		1,850		天下茶屋
06-6661-7831 テンカチャヤ		4,550		3,200

		喜連西
06-6607-0122 キレニシ		1,550		600		今川
06-6704-4950 イマガワ		2,050		400		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク

														東住吉今川
06-6713-0144 ヒガシスミヨシイマガワ		2,800		1,250

														長居公園
06-6698-9786 ナガイコウエン		3,650		2,600

		計		38,500		23,950		計		38,950		24,350		計		52,750		34,700		計		28,950		17,000






八尾柏原平野

		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																												八尾市 ヤオシ		柏原市 カシワラシ		平野区 ヒラノク

		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		5,950		3,100		5,150

																												毎日新聞		8,950		1,550		5,350

																												読売新聞		15,750		3,200		7,700

																												産経新聞		13,100		2,400		7,800

																												合   計		43,750		10,250		26,000		80,000

		八尾・柏原・平野エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヤオカシワラヒラノ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		60%

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

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

		[八尾市] ヤオシ						[八尾市] ヤオシ						[八尾市] ヤオシ						[八尾市] ヤオシ

		八尾
072-922-2020 ヤオ		1,950		1,200		山本高安
072-940-2700 ヤマモトタカヤス		2,200		1,350		久宝寺
072-992-5504 キュウホウジ		2,400		1,450		八尾久宝寺
072-923-3721 ヤオキュウホウジ		1,550		950

		山本
072-991-2959 ヤマモト		1,350		850		北山本
072-940-1038 キタヤマモト		1,200		750		八尾東
072-999-2939 ヤオヒガシ		4,100		2,500		近鉄八尾
072-998-8862 ヤオ		1,600		1,000

		北山本
072-923-0766 キタヤマモト		1,200		750		八尾木の本
072-991-6768 ヤオキモト		2,300		1,400		八尾
072-943-1122 ヤオ		7,500		4,500		八尾
072-923-0976 ヤオ		2,200		1,350

		高安
072-999-2936 タカヤス		900		550		太子堂
072-923-1478 タイシドウ		2,400		1,450		太子堂
072-991-0615 タイシドウ		2,500		1,500		八尾南
072-999-3894 ヤオミナミ		2,200		1,350

		八尾北
072-998-6361 ヤオキタ		1,300		800		恩智
0120-46-8317 オンチ		1,000		600		志紀
072-949-5553 シキ		4,350		2,650		大正太田
072-920-6868 タイショウオオタ		850		550

		八尾東
072-923-4400 ヤオヒガシ		2,050		1,250		八尾
072-998-8109 ヤオ		2,050		1,250		山本
072-996-8969 ヤマモト		2,850		1,750		八尾東
072-949-5650 ヤオヒガシ		1,700		1,050

		八尾西
072-923-4400 ヤオニシ		550		350		八尾東
072-940-2700 ヤオヒガシ		2,000		1,200		太田
072-972-0513 オオタ		700		450		高安
072-943-5600 タカヤス		5,650		3,400

		布施・小阪南
06-6721-1501 フセコサカミナミ		3,200		200		八尾北
072-940-1038 ヤオキタ		1,400		850		弥刀
06-6723-4304 ミト		2,950		250		山本北
072-988-3373 ヤマモトキタ		2,450		1,500

		[柏原市] カシワラシ						長瀬中央弥刀
06-6721-7416 ナガセチュウオウワタルカタナ		900		100		瓢箪山南・山本東　　　　　　　　　　　　　　　　　　0729-86-7701 ヒョウタンヤマミナミ		1,750		700		八尾西
072-923-2211		2,600		1,600

		柏原
072-972-0136 カシワラ		2,300		1,400		[柏原市] カシワラシ						[柏原市] カシワラシ						八尾久宝寺西
06-6729-1790		550		350

		国分
072-977-6812 コクブ		2,800		1,700		柏原
0120-46-8317 カシワラ		1,800		1,100		柏原西南
072-972-0513 カシワラセイナン		1,150		700		[柏原市] カシワラシ

		[平野区] ヒラノク						国分
072-977-0814 コクブ		750		450		国分
072-975-1230 コクブ		2,450		1,500		柏原・国分
072-972-0977 カシワラ		4,000		2,400

		平野
06-6790-0022 ヘイヤ		950		600		[平野区] ヒラノク						柏原東
072-971-1425 カシワラヒガシ		1,600		1,000		[平野区] ヒラノク

		長吉
06-6790-2312 ナガヨシ		1,250		750		平野
06-6791-3781 ヘイヤ		1,750		1,050		[平野区] ヒラノク						喜連
06-6709-8272 キレ		1,850		500

		瓜破
06-6705-3176 ウリワリ		850		350		喜連
06-6709-2415 キレ		1,800		1,100		長吉
06-6790-3455 ナガヨシ		1,850		1,150		瓜破
06-6708-3720 ウリワリ		1,700		1,050

		北平野
06-6792-0740 キタヒラノ		1,000		600		長吉
06-6708-2777 ナガヨシ		2,400		1,450		瓜破
06-6709-0160 ウリワリ		2,500		1,200		南平野
06-6708-0070 ミナミヒラノ		4,500		2,700

		平野東部
06-6709-0421		2,550		1,550		西平野
06-4303-8210 ニシヘイヤ		1,550		500		喜連南平野
06-6709-2231 キレミナミヒラノ		4,250		2,550		加美
06-6791-2139 カミ		3,100		1,900

		喜連
06-6703-1264 キレ		3,150		1,300		加美
06-6792-1632 カミ		1,200		750		東平野
06-6709-2772		2,100		1,300		北平野
06-6791-2293 キタヒラノ		2,350		1,450

								巽
06-6758-2382 タツミ		2,200		500		平野北
06-6791-1903 ヘイヤキタ		2,950		1,500		生野中央
06-6751-2628 イクノチュウオウ		3,100		200

		計 ケイ		27,350		14,200		計 ケイ		28,900		15,850		計 ケイ		47,950		26,650		計 ケイ		41,950		23,300				80,000





岸和田貝塚泉佐野泉南

		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																												泉佐野市		泉南市		阪南市		熊取町		岬町		貝塚市		岸和田市

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		6,150		700		1,150				1,750		1,650		4,650

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		1,500				1,150		1,600		400		1,600		3,800

																												読売新聞 ドクバイシンブン		5,950		3,650		3,400		2,350		1,150		5,400		7,450

																												産経新聞 サンキョウシンブン		3,250		3,650		2,300		2,750		450		3,950		8,200

																												合   計 ゴウケイ		16,850		8,000		8,000		6,700		3,750		12,600		24,100		80,000

		岸和田・貝塚・泉佐野・泉南エリア ８０，０００部 折込配布明細 キシワダカイヅカイズミサノセンナンブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年 8月1日現在		60%

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

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

		[岸和田市] キシワダシ						[岸和田市] キシワダシ						[岸和田市] キシワダシ						[岸和田市] キシワダシ

		岸和田
072-436-0510 キシワダ		3,200		1,950		吉井
0725-32-6525 ヨシイ		300		200		春木忠岡
072-437-5244 ハルキタダオカ		3,750		500		久米田
072-444-3685 クメダ		5,600		1,700

		春木
072-436-0510 ハルキ		1,450		900		春木
072-444-7273 ハルキ		2,250		1,350		久米田
072-445-1363 クメダ		1,500		900		春木
072-439-2534 ハルキ		3,550		2,150

		久米田
072-445-6821 クメダ		1,000		600		岸和田
072-422-0840 キシワダ		600		400		和泉大宮
072-433-3120 イズミオオミヤ		3,000		1,800		岸和田中央
072-422-0694 キシワダチュウオウ		1,000		600

		岸和田山直
072-445-8318 キシワダサンチョク		2,100		650		久米田
072-444-5791 クメダ		1,650		300		東春木
072-445-7940 ヒガシハルキ		1,400		850		岸和田北
072-422-0694 キシワダキタ		2,300		1,400

		東岸和田
072-436-0510 ヒガシキシワダ		900		550		東岸和田下松
072-436-0515 ヒガシキシワダシモマツ		2,150		1,000		下松
072-428-0503 シモマツ		2,300		900		岸和田南
072-432-1301 キシワダミナミ		1,350		850

		[貝塚市] カイヅカシ						岸和田南
072-422-0840 キシワダミナミ		900		550		東岸和田
072-428-4019 ヒガシキシワダ		2,350		1,200		東岸和田
072-428-0955 ヒガシキシワダ		4,300		1,500

		貝塚
072-422-1518 カイヅカ		3,100		1,650		[貝塚市] カイヅカシ						岸和田中央
072-436-2003 キシワダ		2,100		1,300		[貝塚市] カイヅカシ

		[泉佐野市] イズミサノシ						貝塚
072-431-4333 カイヅカ		1,500		900		[貝塚市] カイヅカシ						東貝塚
072-428-0955 ヒガシカイヅカ		1,250		750

		泉佐野
072-464-0073 イズミサノ		10,250		6,150		和泉橋本
072-446-8444 イズミハシモト		1,150		700		橋本水間
072-447-1846 ハシモトミズマ		1,500		900		橋本水間
072-446-8250 ハシモトミズマ		1,300		800

		[泉南市] センナンシ						[泉佐野市] イズミサノシ						貝塚
072-422-1973 カイヅカ		1,850		1,150		貝塚
072-422-3838 カイヅカ		1,300		800

		樽井
072-472-0508 タルイ		1,150		700		泉佐野田尻町
072-464-2155 イズミサノタジリチョウ		2,450		1,500		二色浜鶴原
072-423-1272 ニシキノハマツルハラ		2,500		1,500		二色浜井原里
072-432-0764 ニシキノハマイハラサト		2,650		1,600

		[阪南市] ハンナンシ						[阪南市] ハンナンシ						和泉橋本
072-438-6400 イズミハシモト		850		550		[泉佐野市] イズミサノシ

		尾崎
072-472-0508 オザキ		1,900		1,150		尾崎
072-471-2163 オザキ		1,900		1,150		東貝塚
072-433-4723 ヒガシカイヅカ		2,150		1,300		関空泉佐野
072-461-1688 カンクウイズミサノ		5,350		3,250

		[岬町] ミサキチョウ						[熊取町] クマトリチョウ						[泉佐野市] イズミサノシ						[泉南市] センナンシ

		箱作･岬
072-494-3055 ハコツクリミサキ		2,900		1,750		熊取
072-452-7367 クマトリ		2,650		1,600		泉佐野
072-464-7701 イズミサノ		1,400		850		泉南新家
072-482-9090 センナンシンケ		2,500		1,500

								[岬町] ミサキチョウ						井原ノ里
072-462-2795 イハラサト		1,900		1,150		りんくうﾀｳﾝ
072-482-9090		3,550		2,150

								多奈川(MS)
072-495-5079 タナガワ		100		100		日根野
072-464-1086 ヒネノ		1,900		1,150		[阪南市] ハンナンシ

								孝子(MAS)
072-492-2311 キョウシ		200		150		南佐野
072-463-4500 ミナミサノ		2,450		1,500		阪南尾崎
072-482-9090 ハンナンオザキ		3,000		1,800

								岬町(MS)
072-492-1040 ミサキチョウ		200		150		りんくう吉見
072-465-0358 ヨシミ		2,100		1,300		箱作
072-476-2695 ハコツクリ		800		500

														[泉南市] センナンシ						[熊取町] クマトリチョウ

														岡田浦
072-483-2040 オカダウラ		700		450		熊取
072-452-8566 クマトリ		4,550		2,750

														和泉砂川
072-483-2446 イズミスナガワ		1,250		750		[岬町] ミサキチョウ

														樽井
072-483-0146 タルイ		1,650		1,000		淡輪
072-476-2695 タンノワ		600		400

														和泉一丘
072-482-5151 イズミイチオカ		2,350		1,450		深日
072-492-1040 フケ		50		50

														[阪南市] ハンナンシ

														阪南中央
072-472-1010 ハンナンチュウオウ		3,350		2,050

														阪南東
072-472-0397 ハンナンヒガシ		2,200		1,350

														[熊取町] クマトリチョウ

														熊取東佐野
072-452-0308 クマトリヒガシサノ		3,900		2,350

														[岬町] ミサキチョウ

														淡輪
072-494-0096		1,100		700

														岬中央
072-492-0099 ミサキチュウオウ		750		450

		計 ケイ		27,950		16,050		計 ケイ		18,000		10,050		計 ケイ		52,250		29,350		計 ケイ		45,000		24,550				80,000





阿倍野住吉東住吉住之江

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												阿倍野区		住吉区		東住吉区 ヒガシスミヨシク		住之江区		西成区		平野区 ヒラノク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		5,400		5,150		3,400		2,700		700		400

																												毎日新聞		3,400		5,150		3,900		3,900		500		1,100

																												読売新聞		5,000		7,800		6,850		7,000		2,100		300

																												産経新聞		2,800		5,100		3,800		1,950		500		1,100

																												合計		16,600		23,200		17,950		15,550		3,800		2,900		80,000

		阿倍野・住吉・東住吉・住之江エリア ８０，０００部 折込配布明細 アベノスミヨシヒガシスミヨシスミノエブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年 8月1日現在		60%

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

		店名		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

		[阿倍野区] アベノヒラノク						[阿倍野区] アベノヒラノク						[阿倍野区] アベノヒラノク						[阿倍野区] アベノヒラノク

		阿倍野北
06-6622-5908 アベノキタ		4,500		2,700		阿倍野
06-6622-2469 アベノ		2,650		1,600		阿倍野
06-6622-3493		2,400		1,450		北畠
06-6621-8233 キタバタケ		4,050		2,450

		阿倍野南
06-6691-2105 アベノミナミ		4,500		2,700		北畠播磨町
06-6621-7093 キタバタケ		2,500		1,500		西田辺
06-6697-1002 ニシタナベ		1,650		1,000		舎利寺
06-6731-1587 シャリジ		3,000		200

		[住吉区] スミヨシク						桃谷寺田町
06-6731-6877 テラダチョウ		3,500		300		あべの南
06-6623-0976 ミナミ		3,750		2,250		日本橋
06-6641-6779 ニホンバシ		1,300		150

		住吉
06-6671-2815 スミヨシ		1,350		850		[住吉区] スミヨシク						寺田町
06-6771-6649 テラダチョウ		2,700		300		[住吉区] スミヨシク

		帝塚山
06-6671-2815 テヅカヤマ		1,250		750		長居
06-6691-2005 ナガイ		1,850		1,150		[住吉区] スミヨシク						長居
06-6691-2170 ナガイ		1,800		1,100

		長居
06-6671-2815 ナガイ		1,600		1,000		苅田
06-6693-1855 カリタ		2,150		1,300		帝塚山
06-6671-4910 テヅカヤマ		2,350		1,450		墨江
06-6695-1834 スミエ		3,100		1,900

		あびこ中央
06-6691-3107 チュウオウ		4,250		2,550		杉本町あびこ
06-6692-9149 スギモトチョウ		1,150		700		長居南
06-6697-7008 ナガイミナミ		2,650		1,600		住吉中央
06-6671-2550 スミヨシチュウオウ		3,450		2,100

		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク						住吉
06-6671-5129 スミヨシ		3,300		2,000		住吉
06-6671-7627 スミヨシ		3,400		2,050		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク

		東部市場
06-6713-1365 トウブシジョウ		2,400		1,200		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク						我孫子東
06-6691-3651 アビコヒガシ		1,750		1,050		駒川
06-6704-5480 コマガワ		1,500		900

		東住吉中央
06-6607-0122 ヒガシスミヨシチュウオウ		1,900		1,150		南田辺
06-6629-7100 ミナミタナベ		2,150		1,300		我孫子西
06-6691-6227 アビコニシ		2,700		1,650		南田辺
06-6621-8777 ミナミタナベ		3,350		2,050

		喜連西
06-6607-0122 キレニシ		1,700		1,050		針中野
06-6702-2402 ハリナカノ		1,000		600		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク						矢田
06-6704-5480 ヤタ		1,050		650

		[住之江区] スミノエク						今川
06-6704-4950 イマガワ		1,400		850		矢田湯里
06-6696-1952 ヤタユザト		2,700		1,650		生野中央
06-6751-2628 イクノチュウオウ		3,100		200

		住之江
06-6685-0886 スミノエ		2,000		1,200		育和
06-6719-2545 イクワ		1,900		1,150		東住吉今川
06-6713-0144 ヒガシスミヨシイマガワ		2,800		1,700		[住之江区] スミノエク

		加賀屋
06-6685-7915 カガヤ		1,200		750		[住之江区] スミノエク						長居公園
06-6698-9786 ナガイコウエン		3,400		2,050		西住ノ江
06-6671-7780 ニシスミエ		2,200		1,350

		南港ＰＴ
06-6613-0550 ナンコウ		1,200		750		我孫子道
06-6678-7100 アビコミチ		1,500		900		平野
06-6702-9858 ヘイヤ		2,900		1,200		南港ＰＴ
06-6613-0530 ナンコウ		900		550

		[西成区] ニシナリク						住ノ江
06-6681-5804 スミエ		1,600		1,000		平野北
06-6791-1903 ヘイヤキタ		2,950		250		西住之江西部
06-6671-2550 ニシスミノエセイブ		50		50

		天下茶屋
06-6655-6860 テンカヂャヤ		3,550		700		加賀屋
06-6685-6752 カガヤ		2,100		1,300		[住之江区] スミノエク						[西成区] ニシナリク

		[平野区] ヒラノク						南港ＰＴ
06-6613-0560 ナンコウ		1,150		700		加賀屋
06-6681-0262 カガヤ		3,150		1,900		西天下茶屋
06-6661-3013 ニシテンガチャヤ		2,500		500

		瓜破
06-6705-3176 ウリワリ		850		150		[西成区] ニシナリク						住之江中央
06-6685-0758		6,100		3,700		[平野区] ヒラノク

		喜連
06-6703-1264 キレ		3,150		250		天下茶屋
06-6661-4644 テンカチャヤ		2,000		500		住之江公園
06-6681-6728		1,000		600		平野
06-6791-3788 ヒラノ		1,350		200

								[平野区] ヒラノク						咲洲南港
06-6613-0248		1,300		800		喜連
06-6709-8272 キレ		1,850		200

								西瓜破
06-6702-1353 ニシウリワリ		1,500		900		[西成区] ニシナリク						瓜破西
06-6704-5480 ウリワリニシ		1,100		700

								西平野
06-4303-8210 ニシヘイヤ		1,550		200		津守
06-6661-7823 ツモリ		850		150

														玉出
06-6651-4520 タマデ		2,950		1,750

														天下茶屋
06-6661-7831 テンカチャヤ		3,400		200

														[平野区] ヒラノク

														瓜破
06-6709-0160 ウリワリ		2,500		300

		計		35,400		17,750		計		34,950		17,950		計		59,350		29,050		計		35,650		15,250				80,000





松原藤井寺北区周辺

		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																												松原市 マツバラシ		藤井寺市 フジイデラシ		羽曳野市 ハビキノシ		堺市北区 サカイシキタク		堺市東区 サカイシヒガシク		堺市美原区 サカイシミハラク

		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		3,900		2,300		4,000		4,650		1,000		1,250

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		3,600		4,900		1,500		6,250		850		1,450

																												読売新聞 ドクバイシンブン		7,100		2,600		6,300		6,800		0		1,650

																												産経新聞 サンキョウシンブン		6,100		3,750		3,900		4,700		400		1,050

																												合   計 ゴウケイ		20,700		13,550		15,700		22,400		2,250		5,400		80,000

		松原･藤井寺・北区周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 マツバラフジイデラキタクシュウヘン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		60%

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

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

		[松原市] マツバラシ						[松原市] マツバラシ						[松原市] マツバラシ						[松原市] マツバラシ

		松原西
072-331-4780 マツバラニシ		2,800		1,700		松原
0723-31-3132 マツバラ		6,000		3,600		高見の里
072-336-6815 タカミサト		2,350		1,450		天美
072-334-6541 アマミ		1,800		1,100

		松原
072-331-5106 マツバラ		3,600		2,200		[藤井寺市] フジイデラシ						天美
072-331-3130 アマミ		2,750		1,650		布忍
072-334-6541 ヌノセ		1,000		600

		[藤井寺市] フジイデラシ						藤井寺高鷲南
072-955-8041 フジイデラ		3,200		1,950		天美我堂
072-333-2251 アマミガドウ		1,650		1,000		松原南
072-332-0807 マツバラミナミ		4,250		2,550

		藤井寺　
072-939-2346 フジイデラ		2,000		1,200		藤井寺東　
072-955-1219 フジイデラヒガシ		2,200		1,350		松原
072-331-0529 マツバラ		2,850		1,750		松原
072-335-0546 マツバラ		2,050		1,250

		藤井寺東　
072-954-8213 フジイデラヒガシ		1,350		850		藤井寺高鷲北　
072-955-8041 フジイデラキタ		2,200		1,350		松原中央
072-336-6815 マツバラチュウオウ		2,050		1,250		松原西
072-335-0546 マツバラニシ		1,000		600

		柏原
072-972-0136 カシワラ		2,300		250		柏原
0120-46-8317 カシワラ		1,800		250		[藤井寺市] フジイデラシ						[藤井寺市] フジイデラシ

		[羽曳野市] ハビキノシ						[羽曳野市] ハビキノシ						藤井寺　
072-938-1745 フジイデラ		2,150		1,300		土師の里　
072-955-0781 ハジサト		2,200		1,350

		恵我之荘　
072-954-3044 エガショウ		3,700		2,250		古市太子　
072-956-0192 フルイチタイシ		1,750		1,000		土師の里　
072-955-4713 ハジサト		1,950		1,200		藤井寺　
072-955-0781 フジイデラ		1,600		1,000

		羽曳が丘　
072-956-0846 ハネヒキオカ		1,300		800		羽曳が丘　
072-937-7780 ハネヒキオカ		1,000		500		太田
072-972-0513 オオタ		700		100		藤井寺北　
072-955-0781 フジイデラキタ		1,600		1,000

		羽曳野中央
072-954-8213 ハビキノチュウオウ		1,550		950		[堺市北区] サカイシキタク						[羽曳野市] ハビキノシ						柏原・国分
072-972-0977 カシワラ		4,000		400

		[堺市北区] サカイシキタク						東金岡
072-251-4492 ヒガシカナオカ		400		250		古市　
072-957-3515 フルイチ		2,800		1,700		[羽曳野市] ハビキノシ

		中百舌鳥東
072-252-2472 ナカモズ		1,950		1,200		百舌鳥・中百舌鳥
072-252-2853 モズ		3,050		1,200		羽曳が丘　
072-956-8206 ハネヒキオカ		1,550		950		古市　
072-956-0032 フルイチ		1,200		750

		北花田東堺
072-222-0843 キタハナダヒガシサカイ		3,150		1,900		南金岡
072-251-0033 ミナミカナオカ		1,150		700		恵我ノ荘　
072-954-4193 エガショウ		1,900		1,150		羽曳が丘　
072-955-0781 ハネヒキオカ		2,150		1,300

		中百舌鳥
072-252-2472 ナカモズ		1,900		600		北花田蔵前
072-253-2832 キタハナダクラマエ		1,400		850		羽曳野　
072-956-6111 ハビキノ		2,500		1,500		高鷲　
072-955-0781 タカワシ		1,700		1,050

		新金岡
072-257-8484 シンカナオカ		1,550		950		堺市駅前東浅香
072-253-8178 サカイシエキマエヒガシアサカ		4,100		2,500		河原城
072-361-0837 カワラジョウ		550		350		春日
0721-93-4318 カスガ		950		200

		[堺市東区] サカイシヒガシク						新金岡
072-251-0033 シンカナオカ		1,200		750		喜志
0721-24-3577 キシ		2,450		650		喜志
072-950-5141 キシ		1,850		600

		初芝
072-286-2965 ハツシバ		2,500		1,000		[堺市東区] サカイシヒガシク						[堺市北区] サカイシキタク						[堺市北区] サカイシキタク

		[堺市美原区] サカイシミハラク						初芝
072-285-2587 ハツシバ		3,050		850		南金岡
072-252-5116 ミナミカナオカ		2,000		1,200		東浅香
072-232-3320 ヒガシアサカ		2,300		1,400

		美原
072-367-7099 ミハラ		850		500		[堺市美原区] サカイシミハラク						向陵
072-252-5116 ムカイシノグ		600		400		金岡
072-258-2340 カナオカ		900		550

		北野田
072-235-2218 キタノダ		2,750		750		美原
072-362-5887 ミハラ		1,550		950		堺市駅前
072-251-0065 サカイシエキマエ		2,000		1,200		新金岡白鷺
072-252-3548 シンカナオカシラサギ		3,300		2,000

								北野田
072-237-2341 キタノダ		4,350		500		中百舌鳥
072-258-0177 ナカモズ		4,850		1,500		なかもず
072-258-2340		1,200		750

														北花田
072-252-1912 キタハナダ		3,300		2,000		[堺市東区] サカイシヒガシク

														三国ヶ丘
072-233-6530 ミクニガオカ		2,950		500		初芝東
072-332-0807 ハツシバヒガシ		1,650		400

														[堺市美原区] サカイシミハラク						[堺市美原区] サカイシミハラク

														美原
072-361-0837 ミハラ		2,750		1,650		美原
072-332-0807 ミハラ		1,750		1,050

		計 ケイ		33,250		17,100		計 ケイ		38,400		18,550		計 ケイ		46,650		24,450		計 ケイ		38,450		19,900				80,000





富田林河内長野東区周辺

		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																												富田林市		南河内郡		河内長野市		大阪狭山市		堺市美原区		堺市東区 ヒガシ

		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		6,250				5,400		1,500		600		3,700

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		5,050		500		3,750		850		1,100		4,300

																												読売新聞 ドクバイシンブン		7,400				4,900		3,000		2,950		4,400

																												産経新聞 サンキョウシンブン		5,950		700		7,900		3,100		2,750		3,950

																												合   計 ゴウケイ		24,650		1,200		21,950		8,450		7,400		16,350		80,000

		富田林･河内長野・東区周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 トンダバヤシカワチナガノヒガシクシュウヘンブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年 8月1日現在		70%

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

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

		[富田林市] トンダバヤシシ						[富田林市] トンダバヤシシ						[富田林市] トンダバヤシシ						[富田林市] トンダバヤシシ

		富田林中央
0721-34-6026 トンダバヤシチュウオウ		2,900		2,050		富田林中央
0721-33-3664 トンダバヤシチュウオウ		4,800		3,400		富田林
0721-35-5650 トンダバヤシ		2,300		1,650		喜志
072-950-5141 キシ		1,850		900

		富田林北
0721-23-6515 トンダバヤシキタ		1,550		1,100		金剛
0721-29-1350 コンゴウ		1,300		950		喜志
0721-24-3577 キシ		2,450		1,250		富田林
0721-93-4318 トンダバヤシ		1,800		1,300

		金剛
0721-29-1065 コンゴウ		3,150		2,250		寺池台
0721-28-2185 テライケダイ		650		500		金剛
0721-29-0969 コンゴウ		2,150		1,550		金剛寺池台
072-234-4545 コンゴウテライケダイ		3,250		2,300

		久野喜台
0721-29-2916 クノキダイ		1,150		850		羽曳ケ丘　
072-937-7780 ハネヒキオカ		1,000		200		金剛東
0721-29-9913 コンゴウ		1,850		1,300		富田林東
0721-93-4318 トンダバヤシヒガシ		2,050		1,450

		[河内長野市] カワチナガノシ						[南河内郡] ミナミカワチグン						富田林東
0721-33-5055 トンダバヤシヒガシ		2,300		1,650		[南河内郡] ミナミカワチグン

		千代田
0721-56-1213 チヨダ		3,950		2,800		古市太子　
072-956-0192 フルイチタイシ		1,750		500		[河内長野市] カワチナガノシ						春日
0721-93-4318 カスガ		950		700

		長野中央
0721-56-1213 ナガノチュウオウ		3,700		2,600		[河内長野市] カワチナガノシ						長野中央
0721-52-3430 ナガノチュウオウ		1,600		1,150		[河内長野市] カワチナガノシ

		[大阪狭山市] オオサカサヤマシ						河内長野
0721-53-2768 カワチナガノ		1,500		1,050		長野南
0721-62-5635 ナガノミナミ		3,050		2,150		河内長野
0721-54-5417 カワチナガノ		4,300		3,050

		大阪狭山
072-360-4910 サヤマ		1,800		1,300		三日市
0721-63-8282 ミッカイチ		1,600		1,150		河内長野
0721-53-3299 カワチナガノ		2,250		1,600		千代田
0721-52-5630 チヨダ		3,900		2,750

		福田
072-235-2218 フクダ		1,100		200		千代田
0721-52-5506 チヨダ		2,200		1,550		[大阪狭山市] オオサカサヤマシ						三日市
0721-64-0001 ミッカイチ		2,950		2,100

		[堺市美原区] サカイシミハラク						[大阪狭山市] オオサカサヤマシ						狭山遊園前
072-365-5938 サヤマユウエンマエ		1,500		1,050		[大阪狭山市] オオサカサヤマシ

		美原
072-367-7099 ミハラ		800		600		狭山台
072-365-3475 サヤマダイ		1,150		850		狭山ＮＴ
072-367-7373 サヤマ		1,100		800		狭山ＮＴ
072-234-4646 サヤマ		2,800		2,000

		[堺市東区] サカイシヒガシク						[堺市美原区] サカイシミハラク						狭山中央
072-365-5703 サヤマチュウオウ		800		600		狭山遊園
072-234-4646 サヤマユウエン		1,550		1,100

		初芝
072-286-2965 ハツシバ		2,500		1,750		美原
072-362-5887 ミハラ		1,550		1,100		深井
072-237-5139 フカイ		5,900		550		[堺市美原区] サカイシミハラク

		北野田
072-235-2218 キタノダ		2,750		1,950		[堺市東区] サカイシヒガシク						[堺市美原区] サカイシミハラク						美原
072-332-0807 ミハラ		1,750		1,250

								北野田
072-237-2341 キタノダ		4,350		3,050		美原
072-361-0837 ミハラ		2,750		1,950		松原南
072-332-0807 マツバラミナミ		4,250		1,500

								初芝
072-285-2587 ハツシバ		3,050		1,250		松原
072-331-0529 マツバラ		2,850		1,000		[堺市東区] サカイシヒガシク

														[堺市東区] サカイシヒガシク						北野田
072-235-9879 キタノダ		2,800		2,000

														北野田
072-236-4834 キタノダ		2,100		1,500		北野田駅西
072-235-9879 キタノダエキニシ		2,000		750

														白鷺
072-285-0632 シラサギ		2,800		2,000		初芝東
072-332-0807 ハツシバヒガシ		1,650		1,200

														萩原天神
072-285-7207 ハギワラテンジン		1,250		900

		計 ケイ		25,350		17,450		計 ケイ		24,900		15,550		計 ケイ		39,000		22,650		計 ケイ		37,850		24,350				80,000





堺区西区中区

		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																												堺市堺区 サカイ		堺市西区 サカイシニシク		堺市中区 サカイシナカク		堺市北区 サカイシキタク		堺市南区 サカイシミナミク

		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		4,100		5,000		5,000		1,750		850

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		3,150		4,300		3,850		2,750		1,900

																												読売新聞 ドクバイシンブン		8,700		5,150		4,850		4,100		950

																												産経新聞 サンキョウシンブン		5,300		7,000		5,650		4,800		850

																												合   計 ゴウケイ		21,250		21,450		19,350		13,400		4,550		80,000

		堺区・西区・中区エリア ８０，０００部 折込配布明細 サカイニシクブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年 8月1日現在		60%

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

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

		[堺市堺区] サカイシサカイク						[堺市堺区] サカイシサカイク						[堺市堺区] サカイシサカイク						[堺市堺区] サカイシサカイク

		堺中央
072-221-0013 サカイチュウオウ		2,000		1,200		堺東
072-232-0201 サカイヒガシ		2,000		1,200		宿院
072-233-3493 シュクイン		2,650		1,600		堺中央
072-233-0408 サカイチュウオウ		1,250		750

		堺西
072-233-6380 サカイニシ		2,300		1,400		堺中央
072-232-4791 サカイチュウオウ		1,900		1,150		堺南
072-241-3528 サカイミナミ		2,500		1,500		堺東
072-232-4859 サカイヒガシ		1,850		1,150

		堺北浅香山
072-222-0843 サカイキタアサカヤマ		2,450		1,500		堺北
072-229-2121 サカイキタ		1,300		800		三国ヶ丘
072-233-6530 ミクニガオカ		2,950		1,800		堺南
072-232-6806 サカイミナミ		2,250		1,350

		[堺市西区] サカイシニシク						[堺市西区] サカイシニシク						大仙上野芝
072-244-4927 ダイセンウエノシバ		3,000		1,800		浅香山
072-232-3320 アサカヤマ		1,300		800

		浜寺
072-261-0464 ハマデラ		1,300		800		浜寺鳳北町・諏訪の森
072-263-7209 ハマデラオオトリキタマチ		2,550		1,550		堺西
072-232-4150 サカイニシ		1,400		850		大仙･湊
072-244-4563 ダイセンミナト		2,050		1,250

		上野芝
072-263-9137 ウエノシバ		5,200		3,300		鳳
072-274-4000 オオトリ		2,350		1,450		堺北
072-229-6221 サカイキタ		1,900		1,150		[堺市西区] サカイシニシク

		鳳
072-273-8126 オオトリ		3,300		900		津久野上野芝
072-278-2960 ツクノウエノシバ		1,750		1,050		[堺市西区] サカイシニシク						上野芝駅前
072-278-0355 ウエノシバエキマエ		1,900		1,150

		[堺市中区] サカイシナカク						福泉赤坂台
072-298-4477 フクセンアカサカダイ		1,000		250		津久野
072-274-5270 ツクノ		3,050		1,850		鳳
072-271-5118 オオトリ		3,600		2,200

		深井東
072-237-8385 フカイヒガシ		1,900		1,250		[堺市中区] サカイシナカク						浜寺
072-261-2022 ハマデラ		2,000		900		諏訪の森
072-261-2127 スワモリ		1,900		1,150

		深井
072-278-0172 フカイ		4,500		2,800		深井中央
072-278-2513 フカイチュウオウ		3,800		2,300		鳳
072-267-1811 オオトリ		2,750		1,650		浜寺
072-261-8457 ハマデラ		2,000		400

		福田
072-235-2218 フクダ		1,100		650		福田八田荘
072-277-7775 ハッタソウ		1,700		1,050		泉北西
072-277-8065 センボクニシ		1,800		750		石津
072-232-6806 イシヅ		1,700		1,050

		泉ヶ丘南
072-292-2103 イズミガオカミナミ		3,150		300		初芝
072-285-2587 ハツシバ		3,050		500		[堺市中区] サカイシナカク						津久野
072-278-0355 ツクノ		1,700		1,050

		[堺市北区] サカイシキタク						[堺市北区] サカイシキタク						深井
072-237-5139 フカイ		5,900		3,550		[堺市中区] サカイシナカク

		北花田東堺
072-222-0843 キタハナダヒガシサカイ		3,150		600		百舌鳥・中百舌鳥
072-252-2853 モズ		3,050		1,850		八田荘
072-278-4360 ハッタソウ		1,150		700		深井
072-278-0109 フカイ		1,000		600

		中百舌鳥
072-252-2472 ナカモズ		1,900		1,150		堺市駅前東浅香
072-253-8178 サカイシエキマエヒガシアサカ		4,100		900		泉北泉ヶ丘
072-235-8806 センボクイズミガオカ		1,000		600		福田
072-235-9879 フクダ		4,600		2,800

		[堺市南区] サカイシミナミク						[堺市南区] サカイシミナミク						[堺市北区] サカイシキタク						深井東
072-278-0109 フカイヒガシ		3,150		1,900

		泉ヶ丘東
072-291-0107 イズミガオカヒガシ		1,350		850		泉ヶ丘東
072-291-5110 イズミガオカヒガシ		3,150		1,900		向陵
072-252-5116 ムカイシノグ		600		400		北野田駅西
072-235-9879 キタノダエキニシ		2,000		350

														堺市駅前
072-251-0065 サカイシエキマエ		2,000		750		[堺市北区] サカイシキタク

														中百舌鳥
072-258-0177 ナカモズ		4,850		2,950		東浅香
072-232-3320 ヒガシアサカ		2,300		400

														[堺市南区] サカイシミナミク						百舌鳥
072-252-0723 モズ		5,550		3,350

														泉北高倉台
072-291-0105 センボクタカクラダイ		1,550		950		金岡
072-258-2340 カナオカ		900		300

																				なかもず
072-258-2340		1,200		750

																				[堺市南区] サカイシミナミク

																				高倉台
072-234-4747 タカクラダイ		750		450

																				三原台
072-239-9994 ミハラダイ		600		400

		計 ケイ		33,600		16,700		計 ケイ		31,700		15,950		計 ケイ		41,050		23,750		計 ケイ		43,550		23,600				80,000





泉大津高石和泉南区

		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																												泉大津市 イズミオオツシ		高石市 タカイシシ		泉北郡 センボクグン		和泉市 イズミシ		岸和田市 キシワダシ		堺市南区 サカイシミナミク

		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		3,550		1,600				6,200		900		5,450

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		2,000		3,150		400		4,800		950		3,050

																												読売新聞 ドクバイシンブン		3,950		3,250		1,400		7,550		2,100		4,750

																												産経新聞 サンキョウシンブン		5,050		2,950		600		7,950		2,800		5,600

																												合   計 ゴウケイ		14,550		10,950		2,400		26,500		6,750		18,850		80,000

		泉大津・高石・和泉・南区エリア ８０，０００部 折込配布明細 イズミオオツタカイシイズミミナミクブオリコミハイフメイサイ

																								令和2年 8月1日現在		60%

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

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

		[泉大津市] イズミオオツシ						[泉大津市] イズミオオツシ						[泉大津市] イズミオオツシ						[泉大津市] イズミオオツシ

		泉大津
0725-32-3059 イズミオオツ		5,900		3,550		泉大津北
0725-21-1530 イズミオオツキタ		1,800		1,100		泉大津北
072-266-8771		1,100		700		助松
0725-32-5988 スケマツ		3,750		2,250

		[高石市] タカイシシ						泉大津南
0725-21-1530 イズミオオツミナミ		1,450		900		泉大津
0725-22-5441 イズミオオツ		4,350		2,650		泉大津
0725-32-5210 イズミオオツ		4,600		2,800

		高石
072-261-0464 タカイシ		2,650		1,600		[高石市] タカイシシ						泉大津北東
0725-45-7714		950		600		[高石市] タカイシシ

		[和泉市] イズミシ						高石
072-266-2266 タカイシ		2,800		1,700		[高石市] タカイシシ						高石
072-262-5578 タカイシ		3,550		2,150

		北池田
0725-45-0843 キタイケダ		2,200		1,350		高石東
072-262-7516 タカイシヒガシ		2,400		1,450		高石綾園
072-261-2565 タカイシアヤゾノ		2,450		1,500		浜寺
072-261-8457 ハマデラ		2,000		800

		和泉光明池
0725-55-0666 イズミコウミョウイケ		2,850		1,750		[泉北郡] センボクグン						東羽衣
072-261-2511 ヒガシハゴロモ		1,350		850		[泉北郡] センボクグン

		府中
0725-45-0843 フチュウ		1,800		1,100		忠岡
0725-32-6525 タダオカ		600		400		富木
0725-45-7714 トノキ		1,000		600		忠岡
0725-32-5210 タダオカ		1,000		600

		和泉中央
0725-54-0843 イズミチュウオウ		1,650		1,000		[和泉市] イズミシ						浜寺
072-261-2022 ハマデラ		2,000		300		[和泉市] イズミシ

		鳳
072-273-8126 オオトリ		3,300		1,000		和泉府中
0725-45-0333 イズミフチュウ		5,250		3,150		[泉北郡] センボクグン						和泉府中
0725-40-5051 イズミフチュウ		5,750		3,450

		[岸和田市] キシワダシ						和泉
0725-41-3938 イズミ		2,700		1,650		春木忠岡
072-437-5244 ハルキタダオカ		3,750		1,400		和泉中央
0725-56-2828 イズミチュウオウ		7,450		4,500

		岸和田山直
072-445-8318 キシワダサンチョク		2,100		650		[岸和田市] キシワダシ						[和泉市] イズミシ						[岸和田市] キシワダシ

		貝塚
072-422-1518 カイヅカ		3,100		250		久米田
072-444-5791 クメダ		1,650		650		和泉府中
0725-41-0700 イズミフチュウ		2,050		1,250		久米田
072-444-3685 クメダ		5,600		1,700

		[堺市南区] サカイシミナミク						東岸和田下松
072-436-0515 ヒガシキシワダシモマツ		2,150		300		横山(ＡＭＳ)
0725-92-0268 ヨコヤマ		1,350		850		東岸和田
072-428-0955 ヒガシキシワダ		4,300		1,100

		泉ヶ丘南
072-292-2103 イズミガオカミナミ		3,150		1,500		[堺市南区] サカイシミナミク						泉州北池田
0725-43-3717 センシュウキタイケダ		3,300		2,000		[堺市南区] サカイシミナミク

		泉北南
072-299-3734		3,150		1,900		光明池桃山台
072-298-0036 コウミョウイケ		2,150		1,300		北信太・信太山
0725-45-7714 キタシノダ		2,100		1,300		茶山台
072-234-4747 チャヤマダイ		1,250		750

		泉北西
072-298-4567 センボクニシ		3,350		2,050		泉ヶ丘南
072-292-0303 イズミガオカミナミ		1,400		850		和泉中央
0725-50-5050 イズミチュウオウ		1,900		1,150		宮山台
072-239-9994 ミヤヤマダイ		1,700		1,050

								庭代台
072-291-5110 ニワシロダイ		1,150		700		南いずみ中央
0725-92-7567 ミナミチュウオウ		1,600		1,000		桃山台
072-239-9994 モモヤマダイ		1,500		900

								福泉赤坂台
072-298-4477 フクセンアカサカダイ		1,000		200		[岸和田市] キシワダシ						庭代台
072-239-9992 ニワシロダイ		2,600		1,600

														下松
072-428-0503 シモマツ		2,300		500		赤坂台
072-239-9993 アカサカダイ		1,600		1,000

														東岸和田
072-428-4019 ヒガシキシワダ		2,350		250		鳳
072-271-5118 オオトリ		3,600		300

														岸和田山直
072-445-3571 キシワダサンチョク		2,200		1,350

														[堺市南区] サカイシミナミク

														泉北光明池
072-298-0025 センボクコウミョウイケ		2,200		1,350

														泉ヶ丘駅前
072-292-1961 イズミガオカエキマエ		1,800		1,100

														泉北桃山台
072-299-5373 センボクモモヤマダイ		1,650		1,000

														泉北庭代台
072-299-3739 センボクニワシロダイ		1,750		1,050

														泉北西
072-277-8065 センボクニシ		1,800		250

		計 ケイ		35,200		17,700		計 ケイ		26,500		14,350		計 ケイ		45,300		23,000		計 ケイ		50,250		24,950				80,000
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