
■折込配布明細

■各市区町村における5紙折込部数

■エリアの特徴

2020年9月1日現在
折込8万部

＊赤色(濃い)エリアは5大紙に折込まれます。

彦根・米原・長浜エリア

彦根市・犬上郡（多賀町、甲良町、豊郷町）・愛荘町の全域、長浜市・
米原市・東近江市のほぼ全域と近江八幡市の一部の5大紙（朝日・
読売・毎日・中日・京都）に折込んでいます。

国道8号線、国道307号線、名神高速道路や北陸自動車道が通っていることもあり、関西圏
だけでなく首都圏や中京地区に本社を置く大⼿企業の製造工場や物流センターなどが点在し、
商業施設はビバシティ平和堂(彦根)、イオンタウン彦根、カインズホーム彦根店、イオン長浜店
等があります。交通⼿段は、JR東海道線と北陸線、近江鉄道が走っており、東海道新幹線の
米原駅もこのエリアにあります。人の流れは主要幹線道路の他に湖岸道路があることで、車を
利用しての通勤が通例になっています。人口数も県内上位で、滋賀大学、滋賀県立大学、
長浜バイオ大学をはじめ、複数の大学・短大があり幅広い層に訴求できます。

彦根市 米原市 長浜市 東近江市 犬上郡 愛知郡 近江八幡市

朝日新聞
（毎日・京都・中日・産経新聞含む）

4,550 800 3,350 5,100 550 - -

毎日新聞
（朝日新聞含む）

3,800 - 1,800 1,000 - 700 1,500

読売新聞 6,200 450 4,150 6,250 400 550 1,450

中日新聞
（産経・朝日新聞含む）

6,750 - 5,350 2,350 1,000 2,950 1,650

京都新聞 2,000 5,950 5,850 1,650 1,050 350 500

計 23,300 7,200 20,500 16,350 3,000 4,550 5,100

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

彦 根 中 央 3,150 彦 根 中 央 1,650 彦 根 中 央 1,950 彦 根 2,550

0749-24-2561 2,050 0749-26-0810 1,050 0749-22-0171 1,250 0749-22-7952 1,650

河 瀬 1,200 日 夏 2,150 彦 根 南 部 850 鳥 居 本 550

0749-25-3873 800 0749-28-3613 1,400 0749-26-8526 550 0749-23-9006 350

稲 枝 600 高 宮 950 彦 根 東 部 2,900

0749-43-6877 400 0749-22-0729 600 0749-22-1039 1,900

彦 根 東 1,600 彦 根 西 部 750 彦 根 城 陽 1,100 米 原 3,350

0749-24-2561 1,050 0749-43-6702 500 0749-25-3481 700 0749-52-1400 2,200

鳥 居 本 400 甲 良 500 彦 根 西 部 1,950 醒 井 900

0749-22-2241 250 0749-38-2135 350 0749-26-3153 1,250 0749-54-0049 600

彦 根 東 1,800 稲 枝 1,700 米原インター 950

0749-24-3715 1,150 0749-43-2033 1,100 0749-54-0521 600

米 原 1,200 彦 根 南 1,750 近 江 長 岡 2,900

0749-52-8735 800 0749-28-3613 1,150 0749-55-1414 1,850

長 浜 2,850 柏 原 1,100

0749-62-0997 1,850 0749-57-0013 700

長 浜 2,050 米 原 700 長 浜 東 部 1,700

0749-62-0302 1,350 0749-54-1517 450 0749-63-8398 1,100

虎 姫 2,050 長 浜 北 1,750 長 浜 1,200

0749-73-2445 1,350 0749-65-1486 1,150 0749-63-6305 800

高 月 750 長 浜 4,500 高 月 1,950 虎 姫 4,150

0749-82-4954 500 0749-62-1512 2,950 0749-82-2330 1,250 0749-73-2055 2,700

木 ノ 本 200 浅 井 650 湖 北 町 1,700

0749-82-4954 150 0749-62-1512 400 0749-78-1267 1,100

虎 姫 650 八 日 市 2,250 木 之 本 1,950

0749-85-2633 400 0748-22-1541 1,450 0749-82-2330 1,250

八日市KMSC 5,550 高 月 400 能 登 川 1,350

0748-22-0172 3,600 0749-85-2633 250 0748-42-0402 900

能登川M 2,300 木 之 本 200 五 個 荘 2,100

0748-42-1234 1,500 0749-85-2633 150 0748-48-3374 1,350

豊 郷 1,500 能 登 川 450

0749-35-0023 1,000 0748-42-5022 300

豊 郷 850 五 個 荘 1,000

0749-35-2241 550 0748-48-2135 650

能 登 川 1,600 愛知川ＳA 4,550 多 賀 1,600

0748-42-3130 1,050 0749-42-2236 2,950 0749-48-1513 1,050

八 日 市 6,250

0748-22-2294 4,050

永 源 寺 800 近江八幡東 1,300 愛 知 川 500

0748-27-0079 500 0748-37-7857 850 0749-42-4663 350

彦 根 東 部 250 近江八幡Ｓ 1,200

0749-26-4678 150 0748-37-4602 800

彦 根 2,750 多 賀 600 安 土 800

0749-22-1213 1,800 0749-48-0140 400 0748-46-2115 500

彦 根 南 1,000

0749-22-9276 650

彦 根 城 東 1,100 愛 知 川 550

0749-26-9673 700 0749-42-5334 350

河 瀬 550 秦 荘 300

0749-25-3548 350 0749-22-0729 200

河 瀬 駅 前 250

0749-26-4678 150

近江八幡南 2,200

0748-37-3461 1,450

長 浜 2,800

0749-62-0954 1,800

五個荘A 1,500

0748-42-5320 1,000

愛 知 川 1,050

0749-42-2233 700

近江八幡篠原安土A 2,300

0748-32-2579 1,500
計 13,550 8,800 計 29,950 19,450 計 30,850 20,050 計 26,750 17,350

[彦根市]

朝日新聞【合配】 読売新聞 中日新聞【合配】 京都新聞

[東近江市]

[彦根市] [彦根市] [彦根市] [彦根市]

[米原市]

[米原市]

[長浜市]

[長浜市] [米原市]

[長浜市]

[長浜市]

[愛知郡]

[東近江市]

[東近江市]

[犬上郡]

[犬上郡] [東近江市]

[愛知郡] [犬上郡]

計 21,900 14,350

毎日新聞【合配】 [近江八幡市]

[近江八幡市]

[長浜市]

[東近江市]

[愛知郡]

[近江八幡市]

[犬上郡]

[愛知郡]

[近江八幡市]


1.（新）大津

				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																																										75.09%												大津市 オオツシ		草津市 クサツ シ

																																																								朝日新聞 アサヒ シンブン		17,050		5,650

																																																								毎日新聞 マイニチ シンブン		3,500		2,050

																																																								読売新聞 ヨミウリ シンブン		22,150		9,150

																																																								京都新聞 キョウト シンブン		14,050		6,400

																																																								計 ケイ		56,750		23,250

				大津・草津エリア　　８０，０００部　折込配布明細 オオツ クサツ ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																								令和2年9月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				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										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				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

				[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ



				瀬田西 セタ ニシ		3,000								西大津		300								瀬田西 セタ ニシ		1,650								大津		2,500																																				中日新聞 チュウニチ シンブン		0		0		0		0

				077-545-6208				2252.7		1,900		63.3%		077-558-6800				225.27		200		66.7%		077-544-0778				1238.985		1,000		60.6%		077-524-2187				1877.25		1,600		64.0%										ERROR:#DIV/0!

				西大津		2,300								大津		1,050								寺辺大津南 ジヘン オオツ ミナミ		7,250								西大津		2,200																																				浜大津		0

				077-524-3175				1727.07		1,450		63.0%		077-525-6301				788.445		650		61.9%		077-537-4873				5444.025		4,400		60.7%		077-526-3177				1651.98		1,400		63.6%										ERROR:#DIV/0!																				077-524-0869				0		0

				大津		3,600								膳所		1,000								石山瀬田南 イシヤマ セタ ミナミ		3,100								膳所		2,500

				077-524-5310				2703.24		2,250		62.5%		077-522-6244				750.9		650		65.0%		077-537-3086				2327.79		1,900		61.3%		077-523-1929				1877.25		1,600		64.0%										ERROR:#DIV/0!

				膳所		2,350								大津南		350								膳所		3,300								石山		2,800

				077-524-5310				1764.615		1,500		63.8%		077-534-2427				262.815		200		57.1%		077-526-3997				2477.97		2,000		60.6%		077-537-3214				2102.52		1,750		62.5%										ERROR:#DIV/0!

				石山		2,400								堅田		1,350								大津		2,800								ローズタウン		1,350

				077-537-1683				1802.16		1,500		62.5%		077-574-5502				1013.715		850		63.0%		077-522-9266				2102.52		1,750		62.5%		077-572-1525				1013.715		850												ERROR:#DIV/0!

				堅田		3,300								石山		750								坂本		3,400								堅田・南堅田 カタタ ミナミ カタタ		2,250

				077-573-6541				2477.97		2,100		63.6%		077-537-5728				563.175		450		60.0%		077-579-4706				2553.06		2,100		61.8%		077-572-2570				1689.525		1,400												ERROR:#DIV/0!

				ローズタウン		1,450								仰木の里		600								堅田		1,250								坂本		2,000

				077-594-2016				1088.805		900		62.1%		077-574-5502				450.54		400		66.7%		077-573-5141				938.625		800		64.0%		077-579-4905				1501.8		1,250												ERROR:#DIV/0!

				坂本		2,350								北小松(菱田) キタ コマツ ヒシダ		100								西大津		4,100								和邇 ワニ		2,150

				077-578-0138				1764.615		1,500		63.8%		077-594-2269				75.09		100		100.0%		077-525-1218				3078.69		2,600		63.4%		077-594-0051				1614.435		1,350		62.8%										ERROR:#DIV/0!

				瀬田 セタ		4,350								[草津市] クサツ シ										ローズタウン		1,950								瀬田 セタ		3,000

				077-545-8510				3266.415		2,750		63.2%										64.7%		077-573-6743				1464.255		1,250		64.1%		077-545-4805				2252.7		1,900		63.3%										ERROR:#DIV/0!

				大津小野 オオツ オノ		850								草津・瀬田南 クサツ セタ ミナミ		800								北大津		2,150								木戸 キ ト		100

				077-594-8102				638.265		550		64.7%		077-562-0121				601		500				077-579-1581				1614.435		1,350		62.8%		077-594-0051				75.09		100		100.0%

				和邇 ワニ		150								草 津 南		850								瀬田 セタ		1,400								荒川 アラ カワ		100

				077-594-8102				112.635		150		100.0%		077-564-1611				638		550				077-545-4677				1051.26		900		ERROR:#DIV/0!		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				大津北 オオツ キタ		350								草津駅前 クサツ エキマエ		1,650								一里山 イチ サト ヤマ		2,100								大物 ダイ モノ		100

				077-594-8102				262.815		200		57.1%		077-569-4276				1,239		1,000				077-545-8502				1576.89		1,300		64.3%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				北小松 キタ コマツ		50																		和邇 ワニ		900								南比良 ミナミ ヒラ		100

				0740-32-1183				37.545		50		100.0%												077-594-1790				675.81		550		61.9%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				近江舞子 オウミマイコ		50																		北小松 キタ コマツ		250								北比良 キタ ヒラ		200

				077-594-8102				37.545		50		100.0%												077-594-1790				187.725		150				077-594-0051				150.18		150		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				大物 ダイ モノ		50																		大物 ダイ モノ		50								南小松南 ミナミ コマツ ミナミ		450

				077-594-8102				37.545		50		100.0%												077-594-1790				37.545		50		60.0%		077-594-0051				337.905		300		66.7%										ERROR:#DIV/0!

				南比良 ミナミ ヒラ		50																		木戸 キド		50								北小松 キタ コマツ		100																		※木戸の電話番号が不明 キド デンワバンゴウ フメイ

				077-594-8102				37.545		50		100.0%																37.545		50		100.0%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				北比良 キタ ヒラ		50																		[草津市] クサツ シ										[草津市] クサツ シ

				077-594-8102				37.545		50		100.0%										ERROR:#DIV/0!										100.0%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

				木戸 キド		50																		東草津・東矢倉 ヒガシ クサツ ヒガシ ヤグラ		4,700								草 津		2,700

				077-594-8102				37.545		50		100.0%												077-564-7701				3,529		2,950		ERROR:#DIV/0!		077-562-4221				2,027		1,700		63.0%

				[草津市] クサツ シ																				草 津 中 央		1,400								草津西 クサツ ニシ		2,050

												ERROR:#DIV/0!												077-563-8865				1,051		900				077-563-7886				1,539		1,300		63.4%

				草津 		3,500																		草津西 クサツ ニシ		4,700								草津本陣 クサツ ホンジン		4,500

				077-562-0034				2,628		2,200		62.9%												077-568-1165				3,529		2,900				077-563-2984				3,379		2,850		63.3%

				草津西		4,600																		南草津 ミナミ クサツ		3,850								草津常盤 クサツ トキワ		850

				077-562-0534				3,454		2,900		63.0%												077-563-2986				2,891		2,400		62.3%		077-568-0826				638		550		64.7%

				みなくさ東 ヒガシ		850

				077-545-8510				638.265		550																						ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!



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



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



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





				計 ケイ		35,700				22,700				計 ケイ		8,800				5,550				計 ケイ		50,350				31,300				計 ケイ		32,000				20,450				計 ケイ		0				0

																																																		80,000



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.（新）大津 (貼付用)

				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																																										75.09%												大津市 オオツシ		草津市 クサツ シ

																																																								朝日新聞 アサヒ シンブン		17,050		5,650

																																																								毎日新聞 マイニチ シンブン		3,500		2,050

																																																								読売新聞 ヨミウリ シンブン		22,150		9,150

																																																								京都新聞 キョウト シンブン		14,050		6,400

																																																								計 ケイ		56,750		23,250

				大津・草津エリア　　８０，０００部　折込配布明細 オオツ クサツ ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																								令和2年9月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				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										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				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

				[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ



				瀬田西 セタ ニシ		3,000								西大津		300								瀬田西 セタ ニシ		1,650								大津		2,500																																				中日新聞 チュウニチ シンブン		0		0		0		0

				077-545-6208				2252.7		1,900		63.3%		077-558-6800				225.27		200		66.7%		077-544-0778				1238.985		1,000		60.6%		077-524-2187				1877.25		1,600		64.0%										ERROR:#DIV/0!

				西大津		2,300								大津		1,050								寺辺大津南 ジヘン オオツ ミナミ		7,250								西大津		2,200																																				浜大津		0

				077-524-3175				1727.07		1,450		63.0%		077-525-6301				788.445		650		61.9%		077-537-4873				5444.025		4,400		60.7%		077-526-3177				1651.98		1,400		63.6%										ERROR:#DIV/0!																				077-524-0869				0		0

				大津		3,600								膳所		1,000								石山瀬田南 イシヤマ セタ ミナミ		3,100								膳所		2,500

				077-524-5310				2703.24		2,250		62.5%		077-522-6244				750.9		650		65.0%		077-537-3086				2327.79		1,900		61.3%		077-523-1929				1877.25		1,600		64.0%										ERROR:#DIV/0!

				膳所		2,350								大津南		350								膳所		3,300								石山		2,800

				077-524-5310				1764.615		1,500		63.8%		077-534-2427				262.815		200		57.1%		077-526-3997				2477.97		2,000		60.6%		077-537-3214				2102.52		1,750		62.5%										ERROR:#DIV/0!

				石山		2,400								堅田		1,350								大津		2,800								ローズタウン		1,350

				077-537-1683				1802.16		1,500		62.5%		077-574-5502				1013.715		850		63.0%		077-522-9266				2102.52		1,750		62.5%		077-572-1525				1013.715		850												ERROR:#DIV/0!

				堅田		3,300								石山		750								坂本		3,400								堅田・南堅田 カタタ ミナミ カタタ		2,250

				077-573-6541				2477.97		2,100		63.6%		077-537-5728				563.175		450		60.0%		077-579-4706				2553.06		2,100		61.8%		077-572-2570				1689.525		1,400												ERROR:#DIV/0!

				ローズタウン		1,450								仰木の里		600								堅田		1,250								坂本		2,000

				077-594-2016				1088.805		900		62.1%		077-574-5502				450.54		400		66.7%		077-573-5141				938.625		800		64.0%		077-579-4905				1501.8		1,250												ERROR:#DIV/0!

				坂本		2,350								北小松(菱田) キタ コマツ ヒシダ		100								西大津		4,100								和邇 ワニ		2,150

				077-578-0138				1764.615		1,500		63.8%		077-594-2269				75.09		100		100.0%		077-525-1218				3078.69		2,600		63.4%		077-594-0051				1614.435		1,350		62.8%										ERROR:#DIV/0!

				瀬田 セタ		4,350								[草津市] クサツ シ										ローズタウン		1,950								瀬田 セタ		3,000

				077-545-8510				3266.415		2,750		63.2%										64.7%		077-573-6743				1464.255		1,250		64.1%		077-545-4805				2252.7		1,900		63.3%										ERROR:#DIV/0!

				大津小野 オオツ オノ		850								草津・瀬田南 クサツ セタ ミナミ		800								北大津		2,150								木戸 キ ト		100

				077-594-8102				638.265		550		64.7%		077-562-0121				601		500				077-579-1581				1614.435		1,350		62.8%		077-594-0051				75.09		100		100.0%

				和邇 ワニ		150								草 津 南		850								瀬田 セタ		1,400								荒川 アラ カワ		100

				077-594-8102				112.635		150		100.0%		077-564-1611				638		550				077-545-4677				1051.26		900		ERROR:#DIV/0!		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				大津北 オオツ キタ		350								草津駅前 クサツ エキマエ		1,650								一里山 イチ サト ヤマ		2,100								大物 ダイ モノ		100

				077-594-8102				262.815		200		57.1%		077-569-4276				1,239		1,000				077-545-8502				1576.89		1,300		64.3%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				北小松 キタ コマツ		50																		和邇 ワニ		900								南比良 ミナミ ヒラ		100

				0740-32-1183				37.545		50		100.0%												077-594-1790				675.81		550		61.9%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				近江舞子 オウミマイコ		50																		北小松 キタ コマツ		250								北比良 キタ ヒラ		200

				077-594-8102				37.545		50		100.0%												077-594-1790				187.725		150				077-594-0051				150.18		150		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				大物 ダイ モノ		50																		大物 ダイ モノ		50								南小松南 ミナミ コマツ ミナミ		450

				077-594-8102				37.545		50		100.0%												077-594-1790				37.545		50		60.0%		077-594-0051				337.905		300		66.7%										ERROR:#DIV/0!

				南比良 ミナミ ヒラ		50																		木戸 キド		50								北小松 キタ コマツ		100

				077-594-8102				37.545		50		100.0%												077-594-1790				37.545		50		100.0%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				北比良 キタ ヒラ		50																		[草津市] クサツ シ										[草津市] クサツ シ

				077-594-8102				37.545		50		100.0%										ERROR:#DIV/0!										100.0%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

				木戸 キド		50																		東草津・東矢倉 ヒガシ クサツ ヒガシ ヤグラ		4,700								草 津		2,700

				077-594-8102				37.545		50		100.0%												077-564-7701				3,529		2,950		ERROR:#DIV/0!		077-562-4221				2,027		1,700		63.0%

				[草津市] クサツ シ																				草 津 中 央		1,400								草津西 クサツ ニシ		2,050

												ERROR:#DIV/0!												077-563-8865				1,051		900				077-563-7886				1,539		1,300		63.4%

				草津 		3,500																		草津西 クサツ ニシ		4,700								草津本陣 クサツ ホンジン		4,500

				077-562-0034				2,628		2,200		62.9%												077-568-1165				3,529		2,900				077-563-2984				3,379		2,850		63.3%

				草津西		4,600																		南草津 ミナミ クサツ		3,850								草津常盤 クサツ トキワ		850

				077-562-0534				3,454		2,900		63.0%												077-563-2986				2,891		2,400		62.3%		077-568-0826				638		550		64.7%

				みなくさ東 ヒガシ		850

				077-545-8510				638.265		550																						ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!



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



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



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





				計 ケイ		35,700				22,700				計 ケイ		8,800				5,550				計 ケイ		50,350				31,300				計 ケイ		32,000				20,450				計 ケイ		0				0

																																																		80,000



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.（新）近江八幡

				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

																														75.30%																						湖南市 コナン シ		甲賀市 コウガ シ		蒲生郡 ガモウグン		野洲市 ヤス シ		東近江市 ヒガシ オウミ シ		近江八幡市 オウミハチマン シ		愛知郡 エチグン		計 ケイ

				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
（毎日・中日・京都新聞含む） アサヒ シンブン マイニチ チュウニチ キョウト シンブン フク		3,050		1,600		-		1,500		3,200		2,300		-		11,650

																																																		毎日新聞
（朝日新聞含む） マイニチ シンブン アサヒ シンブン フク		-		2,050		-		-		600		800		0		3,450

																																																		読売新聞 ヨミウリ シンブン		3,900		4,950		1,400		2,550		4,600		3,750		800		21,950

																																																		中日新聞
（産経・朝日新聞含む） チュウニチ シンブン サンケイ アサヒ シンブン フク		-		1,950		-		-		1,850		1,850		200		5,850

																																																		京都新聞
（朝日新聞含む） キョウト シンブン アサヒ シンブン フク		2,100		3,300		3,800		3,500		1,400		4,000		4,950		23,050

																																																		計 ケイ		9,050		13,850		5,200		7,550		11,650		12,700		5,950		65,950

				近江八幡・守山・栗東・湖南エリア　　８０,０００部　折込配布明細 オウミハチマン モリヤマ リットウ コナン ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																		令和2年4月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン ゴウ ハイ												読売新聞 ヨミウリ シンブン												中日新聞【合配】 チュウ ニチ 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

				[湖南市] コナン シ												[湖南市] コナン シ												[甲賀市] コウガ シ ノイチ										[湖南市] コナン シ



				石部MC イシ ブ		2,900										湖南西部 コナン セイブ		2,800										水口 ミナクチ		1,300								湖南市 コナン シ		2,100

				0748-72-8207				2,184		1,700		58.6%		ERROR:#REF!		0748-77-2257				2,108		1,600		57.1%		ERROR:#REF!		0748-62-1274				979		700		53.8%		0748-77-5676				1,581		1,200		57.1%

				甲西M コウセイ		2,350										湖南 コナン		4,000										水口南・貴生川 ミナクチ ミナミ タカオ カワ		1,000								三雲 ミクモ		1,550

				0748-72-8207				1,770		1,350		57.4%		ERROR:#REF!		0748-72-4648				3,012		2,300		57.5%				0748-62-2557				753		600		60.0%		0748-77-5676				1,167		900		58.1%

				[甲賀市] コウガ シ ノイチ												[甲賀市] コウガ シ ノイチ												近江大野 オウミ オオノ		900								[甲賀市] コウガ シ ノイチ

																												0748-67-0236				678		500		55.6%

				甲南甲賀C コウナン コウガ		3,050										水口 ミナクチ		4,550										鮎河 アユ カワ		250								水口MSA ミナグチ		3,900

				0748-86-2334				2,297		1,600		52.5%		ERROR:#REF!		0748-62-0477				3,426		2,500		54.9%				0748-69-0084				188		150		60.0%		0748-63-0898				2,937		2,150		55.1%																												産経新聞 サンケイ シンブン		0		0		0		0		0		0		0		0

				[野洲市] ヤス シ												水口南 ミナクチ ミナミ		700										[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ										甲南 コウナン		1,500

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-86-2221				527		400		57.1%														0748-88-4032				1,130		800		53.3%																												水口 ミナクチ		0

				野洲 ヤス		2,550										甲南 コウナン		2,650										蒲生 ガモウ		1,150								甲賀 コウガ		650																																		0748-62-2922				0		0

				077-586-3000				1920.15		1,500		58.8%		ERROR:#REF!		0748-86-2221				1995.45		1,550		58.5%				0748-55-3420				866		650		56.5%		0748-88-4032				489		350		53.8%

				[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ												甲賀 コウガ		950										八 日 市 ８ ヒ シ		2,250								[蒲生郡] ガモウグン																																				中主 チュウズ		0

												ERROR:#DIV/0!				0748-88-3726				715.35		500		52.6%				0748-22-1541				1,694		1,200		53.3%										ERROR:#DIV/0!																												077-586-1314						0

				八日市KMSC ヨウカイチ		5,550										[蒲生郡] ガモウグン												[近江八幡市] オウミハチマンシ										竜王 リュウオウ		2,550

				0748-22-0172				4,179		3,200		57.7%												ERROR:#DIV/0!														0748-58-0501				1,920		1,500		58.8%

				[近江八幡市] オウミハチマンシ												日野 ヒ ノ		2,400										近江八幡東		1,300								日野 ヒ ノ		4,000

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-52-0258				1,807		1,400		58.3%				0748-37-7857				979		700		53.8%		0748-52-0001				3,012		2,300		57.5%

				近 江 八 幡		1,200										[野洲市] ヤス シ												篠原Ｓ		200								[野洲市] ヤス シ

				0748-36-0843				904		700		58.3%												ERROR:#DIV/0!				0748-34-6101				151		150		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				篠 原		1,600										野洲 ヤス		1,850										近江八幡南Ｓ		500								野洲 ヤス		2,950

				0748-34-6271				1,205		950		59.4%				077-586-0762				1393.05		1,050		56.8%				0748-37-1399				377		300		60.0%		077-587-0043				2221.35		1,700		57.6%

				近江八幡南M ミナミ		1,100										野洲西部 ヤス セイブ		2,600										近江八幡Ｓ		1,200								祇王 ギ オウ		3,100

				0748-36-0843				828		650		59.1%				077-586-1314				1957.8		1,500		57.7%				0748-37-4602				904		700		58.3%		077-588-3227				2334.3		1,800		58.1%

				[栗東市] リットウ シ												[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ												[草津市] クサツ シ										[草津市] クサツ シ

												ERROR:#DIV/0!												55.6%																						ERROR:#DIV/0!

				栗東 リットウ		1,800										東近江竜王 ヒガシ オウミ リュウオウ		900										草津 クサツ		700								草 津		2,700

				077-552-4480				0		1,050		58.3%				0748-75-2270				678		500		58.8%								0		200				077-562-4221				0		600		22.2%

				栗東西 リットウ ニシ		1,550										東近江蒲生 ヒガシ オウミ ガモウ		850										[守山市] モリヤマ シ										草津本陣 クサツ ホンジン		4,500

								0		900		58.1%				0748-58-1633				640		500		58.4%														077-563-2984				0		800

				[守山市] モリヤマ シ												八 日 市 ８ ヒ シ		6,250										近江守山		350								[近江八幡市] オウミハチマンシ

																0748-22-2294						3,650		56.3%										200												57.5%

				守山東 モリヤマ ヒガシ		700										永源寺		800																				近 江 八 幡		3,650

				077-583-5546				0		400		57.1%										450																0748-32-2743				2,748		2,100		100.0%

				守山 モリヤマ		2,850										[近江八幡市] オウミハチマンシ																						末 広 スエ ヒロ		200

				077-582-6270				0		1,650		ERROR:#DIV/0!												59.1%														0748-22-1600				151		200		57.5%

				守山南 モリヤマ ミナミ		1,350										近 江 八 幡		1,350																				篠 原		2,000

				077-562-0534				0		800						0748-32-2346				1,017		800		58.2%														077-587-1315				1,506		1,150		100.0%

				[草津市] クサツ シ												近江八幡南		2,200																				武 佐 タケシ タスク		100

												59.3%				0748-37-3461				1,657		1,300		58.8%														0748-37-4654				75		100		56.3%

				草津 		3,500										篠 原		3,350																				安 土 アン ツチ		800

				077-562-0034				0		600						0748-33-4830				2,523		1,950		ERROR:#DIV/0!														0748-46-2115				602		450		ERROR:#DIV/0!

				計 ケイ		32,050				150						八 幡 駅 前 ハチ ハタ エキ マエ		850																				[守山市] モリヤマ シ

																0748-31-2233				640		500																								57.9%

				毎日新聞【合配】 マイニチ												[草津市] クサツ シ																						守山 モリヤマ		8,550

																																						077-582-2051				0		4,950

				[近江八幡市] オウミハチマンシ												草 津 中 央		1,400																				[東近江市] ヒガシ オウミシ

																077-563-8865				0		500

				近江八幡篠原安土A オウミハチマン シノハラ アヅチ		2,300				700						東草津 ヒガシ		2,850																				蒲生 ガモウ		1,100								※栗東西・草津・永源寺・近江守山のTEL不明 リットウ ニシ クサツ エイゲンジ オウミ モリヤマ フメイ

				0748-32-2579				1,732		1,350						077-564-7701				0		800																0748-55-3420				828		650

																[守山市] モリヤマ シ																						[栗東市] リットウ シ



																守山 モリヤマ		3,900																				栗東 リットウ		2,850

																077-583-0181				0		2,250																077-554-1986				0		1,650

																守山西部 モリヤマ セイブ		1,850																				栗東西 リットウ ニシ		1,900

																077-582-9745				0		1,050																077-551-1610				0		1,100

																[栗東市] リットウ シ



																栗東 リットウ		1,750

																077-552-5887				0		1,000

																大宝		1,800

																				0		1,050

				計 ケイ		2,300				2,050						計 ケイ		52,600				29,100						計 ケイ		11,100				6,050				計 ケイ		50,650				26,450

				※ ＝ この販売店の基本部数には折込エリア外の基本部数も含まれますので、計算上7.5割を下回ります（折込エリア内は7.5割折込です）

										700











2.（新）近江八幡 (貼付用)

				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

																														75.30%																						近江八幡市 オウミハチマン シ		守山市 モリヤマシ		栗東市 リットウシ		湖南市 コナンシ		甲賀市 コウガ シ		野洲市 ヤスシ		東近江市 ヒガシオウミシ		草津市 クサツシ		蒲生郡 ガモウグン

				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
（毎日・中日・京都・産経新聞含む） アサヒ シンブン マイニチ チュウニチ キョウト サンケイ シンブン フク		2,300		2,850		1,950		3,050		1,600		1,500		3,200		600		-

																																																		毎日新聞
（朝日新聞含む） マイニチ シンブン アサヒ シンブン フク		1,350		-		-		-		-		-		-		-		-

																																																		読売新聞 ヨミウリ シンブン		4,550		3,300		2,050		3,900		4,950		2,550		5,100		1,300		1,400

																																																		中日新聞
（産経新聞含む） チュウニチ シンブン サンケイ シンブン フク		1,850		200		-		-		1,950		-		1,850		200		-

																																																		京都新聞
（朝日・毎日・産経新聞含む） キョウト シンブン アサヒ マイニチ サンケイ シンブン フク		4,000		4,950		2,750		2,100		3,300		3,500		650		1,400		3,800

																																																		計 ケイ		14,050		11,300		6,750		9,050		11,800		7,550		10,800		3,500		5,200

				近江八幡・守山・栗東・湖南エリア　　８０,０００部　折込配布明細 オウミハチマン モリヤマ リットウ コナン ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																		令和2年4月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン ゴウ ハイ												読売新聞 ヨミウリ シンブン												中日新聞【合配】 チュウ ニチ 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

				[湖南市] コナン シ												[湖南市] コナン シ												[甲賀市] コウガ シ ノイチ										[湖南市] コナン シ



				石部MC イシ ブ		2,900										湖南西部 コナン セイブ		2,800										水口 ミナクチ		1,300								湖南市 コナン シ		2,100

				0748-72-8207				2,184		1,700		58.6%		ERROR:#REF!		0748-77-2257				2,108		1,600		57.1%		ERROR:#REF!		0748-62-1274				979		700		53.8%		0748-77-5676				1,581		1,200		57.1%

				甲西M コウセイ		2,350										湖南 コナン		4,000										水口南・貴生川 ミナクチ ミナミ タカオ カワ		1,000								三雲 ミクモ		1,550

				0748-72-8207				1,770		1,350		57.4%		ERROR:#REF!		0748-72-4648				3,012		2,300		57.5%				0748-62-2557				753		600		60.0%		0748-77-5676				1,167		900		58.1%

				[甲賀市] コウガ シ ノイチ												[甲賀市] コウガ シ ノイチ												近江大野 オウミ オオノ		900								[甲賀市] コウガ シ ノイチ

																												0748-67-0236				678		500		55.6%

				甲南甲賀C コウナン コウガ		3,050										水口 ミナクチ		4,550										鮎河 アユ カワ		250								水口MSA ミナグチ		3,900

				0748-86-2334				2,297		1,600		52.5%		ERROR:#REF!		0748-62-0477				3,426		2,500		54.9%				0748-69-0084				188		150		60.0%		0748-63-0898				2,937		2,150		55.1%																								産経新聞 サンケイ シンブン		0		0		0		0		0		0		0		0

				[野洲市] ヤス シ												水口南 ミナクチ ミナミ		700										[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ										甲南 コウナン		1,500

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-86-2221				527		400		57.1%														0748-88-4032				1,130		800		53.3%																								水口 ミナクチ		0

				野洲 ヤス		2,550										甲南 コウナン		2,650										蒲生 ガモウ		1,150								甲賀 コウガ		650																														0748-62-2922				0		0

				077-586-3000				1920.15		1,500		58.8%		ERROR:#REF!		0748-86-2221				1995.45		1,550		58.5%				0748-55-3420				866		650		56.5%		0748-88-4032				489		350		53.8%

				[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ												甲賀 コウガ		950										八 日 市 ８ ヒ シ		2,250								[蒲生郡] ガモウグン																																中主 チュウズ		0

												ERROR:#DIV/0!				0748-88-3726				715.35		500		52.6%				0748-22-1541				1,694		1,200		53.3%										ERROR:#DIV/0!																								077-586-1314						0

				八日市KMSC ヨウカイチ		5,550										[蒲生郡] ガモウグン												[近江八幡市] オウミハチマンシ										竜王 リュウオウ		2,550

				0748-22-0172				4,179		3,200		57.7%												ERROR:#DIV/0!														0748-58-0501				1,920		1,500		58.8%

				[近江八幡市] オウミハチマンシ												日野 ヒ ノ		2,400										近江八幡東		1,300								日野 ヒ ノ		4,000

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-52-0258				1,807		1,400		58.3%				0748-37-7857				979		700		53.8%		0748-52-0001				3,012		2,300		57.5%

				近 江 八 幡		1,200										[野洲市] ヤス シ												篠原Ｓ		200								[野洲市] ヤス シ

				0748-36-0843				904		700		58.3%												ERROR:#DIV/0!				0748-34-6101				151		150		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				篠 原		1,600										野洲 ヤス		1,850										近江八幡南Ｓ		500								野洲 ヤス		2,950

				0748-34-6271				1,205		950		59.4%				077-586-0762				1393.05		1,050		56.8%				0748-37-1399				377		300		60.0%		077-587-0043				2221.35		1,700		57.6%

				近江八幡南M ミナミ		1,100										野洲西部 ヤス セイブ		2,600										近江八幡Ｓ		1,200								祇王 ギ オウ		3,100

				0748-36-0843				828		650		59.1%				077-586-1314				1957.8		1,500		57.7%				0748-37-4602				904		700		58.3%		077-588-3227				2334.3		1,800		58.1%

				[栗東市] リットウ シ												[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ												[草津市] クサツ シ										[草津市] クサツ シ

												ERROR:#DIV/0!												55.6%																						ERROR:#DIV/0!

				栗東 リットウ		1,800										東近江竜王 ヒガシ オウミ リュウオウ		900										草津 クサツ		700								草 津		2,700

				077-552-4480				0		1,050		58.3%				0748-75-2270				678		500		58.8%				077-569-5537				0		200				077-562-4221				0		600		22.2%

				栗東西 リットウ ニシ		1,550										東近江蒲生 ヒガシ オウミ ガモウ		850										[守山市] モリヤマ シ										草津本陣 クサツ ホンジン		4,500

				077-562-0534				0		900		58.1%				0748-58-1633				640		500		58.4%														077-563-2984				0		800

				[守山市] モリヤマ シ												八 日 市 ８ ヒ シ		6,250										近江守山		350								[近江八幡市] オウミハチマンシ

																0748-22-2294						3,650		56.3%				077-585-7770						200												57.5%

				守山東 モリヤマ ヒガシ		700										永源寺		800																				近 江 八 幡		3,650

				077-583-5546				0		400		57.1%				0748-27-0079						450																0748-32-2743				2,748		2,100		100.0%

				守山 モリヤマ		2,850										[近江八幡市] オウミハチマンシ																						末 広 スエ ヒロ		200

				077-582-6270				0		1,650		ERROR:#DIV/0!												59.1%														0748-22-1600				151		200		57.5%

				守山南 モリヤマ ミナミ		1,350										近 江 八 幡		1,350																				篠 原		2,000

				077-562-0534				0		800						0748-32-2346				1,017		800		58.2%														077-587-1315				1,506		1,150		100.0%

				[草津市] クサツ シ												近江八幡南		2,200																				武 佐 タケシ タスク		100

												59.3%				0748-37-3461				1,657		1,300		58.8%														0748-37-4654				75		100		56.3%

				草津 		3,500										篠 原		3,350																				安 土 アン ツチ		800

				077-562-0034				0		600						0748-33-4830				2,523		1,950		ERROR:#DIV/0!														0748-46-2115				602		450		ERROR:#DIV/0!

				計 ケイ		32,050				17,050						八 幡 駅 前 ハチ ハタ エキ マエ		850																				[守山市] モリヤマ シ

																0748-31-2233				640		500																								57.9%

				毎日新聞【合配】 マイニチ												[草津市] クサツ シ																						守山 モリヤマ		8,550

																																						077-582-2051				0		4,950

				[近江八幡市] オウミハチマンシ												草 津 中 央		1,400																				[東近江市] ヒガシ オウミシ

																077-563-8865				0		500

				近江八幡篠原安土A オウミハチマン シノハラ アヅチ		2,300										東草津 ヒガシ		2,850																				蒲生 ガモウ		1,100

				0748-32-2579				1,732		1,350						077-564-7701				0		800																0748-55-3420				828		650

																[守山市] モリヤマ シ																						[栗東市] リットウ シ



																守山 モリヤマ		3,900																				栗東 リットウ		2,850

																077-583-0181				0		2,250																077-554-1986				0		1,650

																守山西部 モリヤマ セイブ		1,850																				栗東西 リットウ ニシ		1,900

																077-582-9745				0		1,050																077-551-1610				0		1,100

																[栗東市] リットウ シ



																栗東 リットウ		1,750

																077-552-5887				0		1,000

																大宝		1,800

																077-553-5251				0		1,050

				計 ケイ		2,300				1,350						計 ケイ		52,600				29,100						計 ケイ		11,100				6,050				計 ケイ		50,650				26,450















3.（新）彦根

				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

																																						75.40%												彦根市 ヒコネシ		米原市 マイバラシ		長浜市 ナガハマ シ		東近江市 ヒガシ オウミ シ		犬上郡 イヌ ウエ グン		愛知郡 エチグン		計 ケイ

				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
（毎日・京都新聞含む） アサヒ シンブン マイニチ キョウト シンブン フク		4,550		800		3,350		5,100		550		-		14,350

																																																毎日新聞
（朝日新聞含む） マイニチ シンブン アサヒ シンブン フク		3,800		-		1,800		1,000		-		700		7,300

																																																読売新聞 ヨミウリ シンブン		6,200		450		4,150		5,750		400		550		17,500

																																																中日新聞
（産経・朝日新聞含む） チュウニチ シンブン サンケイ アサヒ シンブン フク		6,750		-		5,350		2,350		1,000		2,950		18,400

																																																京都新聞 キョウト シンブン		2,000		3,400		4,200		1,250		300		1,050		12,200

																																																計 ケイ		23,300		4,650		18,850		15,450		2,250		5,250		69,750



				彦根・米原・長浜エリア ８０，０００部　折込配布明細 ヒコネ マイバラ ナガハマ ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																令和2年4月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン ア クバ												読売新聞 ヨミウリ シンブン										中日新聞【合配】 チュウ ニチ シン ブン ア クバ										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

				[彦根市] ヒコネ シ												[彦根市] ヒコネ シ										[彦根市] ヒコネ シ										[彦根市] ヒコネ シ



				彦 根 中 央		3,150										彦 根 中 央		1,650								彦根中央 チュウオウ		1,950								彦 根		2,550

				0749-24-2561				2375.1		2,050		65.1%		ERROR:#REF!		0749-26-0810				1244.1		1,050		63.6%		0749-22-0171				1470.3		1,250		64.1%		0749-22-7952				1922.7		1,650		64.7%

				河 瀬		1,200										日 夏		2,150								彦根南部 ナンブ		850								鳥居本		550

				0749-25-3873				904.8		800		66.7%		ERROR:#REF!		0749-28-3613				1621.1		1,400		65.1%		0749-26-8526				640.9		550		64.7%		0749-23-9006				414.7		350		63.6%

				稲 枝		600										高宮		950								彦根東部		2,900								[米原市] マイバラ シ

				0749-43-6877				452.4		400		66.7%		ERROR:#REF!		0749-22-0729				716.3		600		63.2%		0749-22-1039				2186.6		1,900		65.5%

				彦根東 ヒコネ ヒガシ		1,600										彦 根 西 部		750								彦根城陽		1,100								米原		3,350

				0749-24-2561				1206.4		1,050		65.6%		ERROR:#REF!		0749-43-6702				565.5		500		66.7%		0749-25-3481				829.4		700		63.6%		0749-52-1400				2525.9		2,200		65.7%

				鳥居本		400										甲 良		500								彦根西部		1,950								醒井 セイ イ		900

				0749-22-2241				301.6		250		62.5%		ERROR:#REF!		0749-38-2135				377		350		70.0%		0749-26-3153				1470.3		1,250		64.1%		0749-54-0049				678.6		600		66.7%

				[米原市] マイバラ シ												彦 根 東		1,800								稲枝		1,700								米原インター		950

																0749-24-3715				1357.2		1,150		63.9%		0749-43-2033				1281.8		1,100		64.7%		0749-54-0521				716.3		600		63.2%																												高島市 タカシマシ		近江八幡市 オウミハチマンシ

				米原 コメ ハラ		1,200										彦 根 南 ミナミ		1,750								[長浜市] ナガハマ シ										近江長岡		2,900																																		0		0

				0749-52-8735				904.8		800		66.7%		ERROR:#REF!		0749-28-3613				1319.5		1,150		65.7%										ERROR:#DIV/0!						2186.6		1,850		63.8%																												0		0

				[長浜市] ナガハマ シ												[米原市] マイバラ シ										長浜 ナガハマ		2,850								柏原		1,100																																		0		0

																										0749-62-0997				2148.9		1,850		64.9%						829.4		700		63.6%																												0		0

				長浜 ナガハマ		2,050										米原 コメ ハラ		700								長浜東部 ナガハマ トウブ		1,700								[長浜市] ナガハマ シ																																				0		0

				0749-62-0302				1545.7		1,350		65.9%		ERROR:#REF!		0749-54-1517				527.8		450		64.3%		0749-63-8398				1281.8		1,100		64.7%										ERROR:#DIV/0!																												0		0

				虎姫 トラ ヒメ		2,050										[長浜市] ナガハマ シ										長浜北 ナガハマ キタ		1,750								長浜 ナガハマ		1,200																																		0		0

				0749-73-2445				1545.7		1,350		65.9%														0749-65-1486				1319.5		1,150		65.7%		0749-63-6305				904.8		800		66.7%

				高月 タカ ツキ		750										長浜 ナガハマ		4,500								高月 タカ ツキ		1,950								虎姫 トラ ヒメ		4,150

				0749-82-4954				565.5		500		66.7%		ERROR:#REF!		0749-62-1512				3393		2,950		65.6%		0749-82-2330				1470.3		1,250		64.1%		0749-73-2055				3129.1		2,700		64.7%

				木ノ本 キ モト		200										浅井 アサイ		650								[東近江市] ヒガシ オウミシ										湖北町 コホク マチ		1,700

				0749-82-4954				150.8		150		ERROR:#DIV/0!				0749-62-1512				490.1		400		61.5%										ERROR:#DIV/0!		0749-78-1267				1281.8		1,100		64.1%																												産経新聞 サンケイ シンブン		0		0		0		0		0		0		0

				[東近江市] ヒガシ オウミシ												虎姫 トラ ヒメ		650								八 日 市 ８ ヒ シ		2,250								木之本		1,950

												65.2%		ERROR:#REF!		0749-85-2633				490.1		400		61.5%		0748-22-1541				0		1,450		66.7%		0749-82-2330				1470.3		1,250		ERROR:#DIV/0!

				八日市KMSC ヨウカイチ		5,550										高月 タカ ツキ		400								能登川 ノトガワ		1,350								[東近江市] ヒガシ オウミシ

				0748-22-0172				0		3,600		ERROR:#DIV/0!				0749-85-2633				301.6		250		62.5%		0748-42-0402				1017.9		900		ERROR:#DIV/0!										64.3%

				能登川M ノトガワ		2,300										木之本		200								[犬上郡] イヌ カミ グン										五個荘 ゴ コ ソウ		2,100

				0748-42-1234				1734.2		1,500		64.7%				0749-85-2633				150.8		150		ERROR:#DIV/0!										66.7%		0748-48-3374				1583.4		1,350		66.7%

				[犬上郡] イヌ カミ グン												[東近江市] ヒガシ オウミシ										豊郷		1,500								能登川 ノトガワ		450

																								65.0%		0749-35-0023				1131		1,000		ERROR:#DIV/0!		0748-42-5022				339.3		300		ERROR:#DIV/0!

				豊郷		850										五個荘 ゴ コ ソウ		1,000								[愛知郡] アイチ グン										[犬上郡] イヌ カミ グン

				0749-35-2241				640.9		550		ERROR:#DIV/0!				0748-48-2135				754		650		65.6%										64.8%										65.6%

				計 ケイ		21,900				14,350						能登川 ノトガワ		1,600								愛知川ＳA		4,550								多賀		1,600

																0748-42-3130				1206.4		1,050		ERROR:#DIV/0!		0749-42-2236				3430.7		2,950		ERROR:#DIV/0!		0749-48-1513				1206.4		1,050		ERROR:#DIV/0!

				毎日新聞【合配】 マイニチ ア クバ												八日市 ヨウカイチ		6,250								[近江八幡市] オウミハチマンシ										[愛知郡] アイチ グン

												60.0%				0748-22-2294						4,050		66.7%

				[彦根市] ヒコネ シ												[犬上郡] イヌ カミ グン										近江八幡東		1,300								愛 知 川		500

												65.5%												ERROR:#DIV/0!		0748-37-7857				0		850				0749-42-4663				377		350		ERROR:#DIV/0!

				彦 根 東 部		250										多 賀		600								近江八幡Ｓ		1,200								[近江八幡市] オウミハチマンシ

				0749-26-4678				188.5		150		65.0%				0749-48-0140				452.4		400		63.6%		0748-37-4602				0		800

				彦 根		2,750										[愛知郡] アイチ グン																				安 土 アン ツチ		800

				0749-22-1213				2073.5		1,800		63.6%												66.7%												0748-46-2115				0		500		ERROR:#DIV/0!

				彦根南 ヒコネ ミナミ		1,000										愛 知 川		550

				0749-22-9276				754		650		63.6%				0749-42-5334				414.7		350		ERROR:#REF!

				彦 根 城 東		1,100										秦 荘 ハタ ソウ		300

				0749-26-9673				829.4		700		60.0%				0749-22-0729				226.2		200

				河 瀬		550										[近江八幡市] オウミハチマンシ

				0749-25-3548				414.7		350

				河瀬駅前 カワセ エキマエ		250										近江八幡南		2,200

				0749-26-4678						150		64.3%				0748-37-3461				0		1,450

				[長浜市] ナガハマ シ												[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ



				長浜 ナガハマ		2,800										永源寺		800

				0749-62-0954				2111.2		1,800		66.7%										500

				[東近江市] ヒガシ オウミシ



				五個荘A ゴカショウ		1,500

				0748-42-5320				1131		1,000		66.7%

				[愛知郡] アイチ グン



				愛 知 川		1,050

				0749-42-2233				791.7		700

				[近江八幡市] オウミハチマンシ



				近江八幡篠原安土A オウミハチマン シノハラ アヅチ		2,300

				0748-32-2579				0		1,500

				計 ケイ		13,550				8,800						計 ケイ		29,950				19,450				計 ケイ		30,850				20,050				計 ケイ		26,750				17,350

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.（新）彦根 (貼付用)

				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

																																						75.40%												彦根市 ヒコネシ		米原市 マイバラシ		長浜市 ナガハマ シ		東近江市 ヒガシ オウミ シ		犬上郡 イヌ ウエ グン		愛知郡 エチグン		近江八幡市 オウミハチマンシ

				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
（毎日・京都・中日・産経新聞含む） アサヒ シンブン マイニチ キョウト チュウニチ サンケイ シンブン フク		4,550		800		3,350		5,100		550		-		-

																																																毎日新聞
（朝日新聞含む） マイニチ シンブン アサヒ シンブン フク		3,800		-		1,800		1,000		-		700		1,500

																																																読売新聞 ヨミウリ シンブン		6,200		450		4,150		6,250		400		550		1,450

																																																中日新聞
（産経・朝日新聞含む） チュウニチ シンブン サンケイ アサヒ シンブン フク		6,750		-		5,350		2,350		1,000		2,950		1,650

																																																京都新聞 キョウト シンブン		2,000		5,950		5,850		1,650		1,050		350		500

																																																計 ケイ		23,300		7,200		20,500		16,350		3,000		4,550		5,100



				彦根・米原・長浜エリア ８０，０００部　折込配布明細 ヒコネ マイバラ ナガハマ ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																令和2年4月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン ア クバ												読売新聞 ヨミウリ シンブン										中日新聞【合配】 チュウ ニチ シン ブン ア クバ										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

				[彦根市] ヒコネ シ												[彦根市] ヒコネ シ										[彦根市] ヒコネ シ										[彦根市] ヒコネ シ



				彦 根 中 央		3,150										彦 根 中 央		1,650								彦根中央 チュウオウ		1,950								彦 根		2,550

				0749-24-2561				2375.1		2,050		65.1%		ERROR:#REF!		0749-26-0810				1244.1		1,050		63.6%		0749-22-0171				1470.3		1,250		64.1%		0749-22-7952				1922.7		1,650		64.7%

				河 瀬		1,200										日 夏		2,150								彦根南部 ナンブ		850								鳥居本		550

				0749-25-3873				904.8		800		66.7%		ERROR:#REF!		0749-28-3613				1621.1		1,400		65.1%		0749-26-8526				640.9		550		64.7%		0749-23-9006				414.7		350		63.6%

				稲 枝		600										高宮		950								彦根東部		2,900								[米原市] マイバラ シ

				0749-43-6877				452.4		400		66.7%		ERROR:#REF!		0749-22-0729				716.3		600		63.2%		0749-22-1039				2186.6		1,900		65.5%

				彦根東 ヒコネ ヒガシ		1,600										彦 根 西 部		750								彦根城陽		1,100								米原		3,350

				0749-24-2561				1206.4		1,050		65.6%		ERROR:#REF!		0749-43-6702				565.5		500		66.7%		0749-25-3481				829.4		700		63.6%		0749-52-1400				2525.9		2,200		65.7%

				鳥居本		400										甲 良		500								彦根西部		1,950								醒井 セイ イ		900

				0749-22-2241				301.6		250		62.5%		ERROR:#REF!		0749-38-2135				377		350		70.0%		0749-26-3153				1470.3		1,250		64.1%		0749-54-0049				678.6		600		66.7%

				[米原市] マイバラ シ												彦 根 東		1,800								稲枝		1,700								米原インター		950

																0749-24-3715				1357.2		1,150		63.9%		0749-43-2033				1281.8		1,100		64.7%		0749-54-0521				716.3		600		63.2%																												高島市 タカシマシ		近江八幡市 オウミハチマンシ

				米原 コメ ハラ		1,200										彦 根 南 ミナミ		1,750								[長浜市] ナガハマ シ										近江長岡		2,900																																		0		0

				0749-52-8735				904.8		800		66.7%		ERROR:#REF!		0749-28-3613				1319.5		1,150		65.7%										ERROR:#DIV/0!		0749-55-1414				2186.6		1,850		63.8%																												0		0

				[長浜市] ナガハマ シ												[米原市] マイバラ シ										長浜 ナガハマ		2,850								柏原		1,100																																		0		0

																										0749-62-0997				2148.9		1,850		64.9%		0749-57-0013				829.4		700		63.6%																												0		0

				長浜 ナガハマ		2,050										米原 コメ ハラ		700								長浜東部 ナガハマ トウブ		1,700								[長浜市] ナガハマ シ																																				0		0

				0749-62-0302				1545.7		1,350		65.9%		ERROR:#REF!		0749-54-1517				527.8		450		64.3%		0749-63-8398				1281.8		1,100		64.7%										ERROR:#DIV/0!																												0		0

				虎姫 トラ ヒメ		2,050										[長浜市] ナガハマ シ										長浜北 ナガハマ キタ		1,750								長浜 ナガハマ		1,200																																		0		0

				0749-73-2445				1545.7		1,350		65.9%														0749-65-1486				1319.5		1,150		65.7%		0749-63-6305				904.8		800		66.7%

				高月 タカ ツキ		750										長浜 ナガハマ		4,500								高月 タカ ツキ		1,950								虎姫 トラ ヒメ		4,150

				0749-82-4954				565.5		500		66.7%		ERROR:#REF!		0749-62-1512				3393		2,950		65.6%		0749-82-2330				1470.3		1,250		64.1%		0749-73-2055				3129.1		2,700		64.7%

				木ノ本 キ モト		200										浅井 アサイ		650								[東近江市] ヒガシ オウミシ										湖北町 コホク マチ		1,700

				0749-82-4954				150.8		150		ERROR:#DIV/0!				0749-62-1512				490.1		400		61.5%										ERROR:#DIV/0!		0749-78-1267				1281.8		1,100		64.1%																												産経新聞 サンケイ シンブン		0		0		0		0		0		0		0

				[東近江市] ヒガシ オウミシ												虎姫 トラ ヒメ		650								八 日 市 ８ ヒ シ		2,250								木之本		1,950

												65.2%		ERROR:#REF!		0749-85-2633				490.1		400		61.5%		0748-22-1541				0		1,450		66.7%		0749-82-2330				1470.3		1,250		ERROR:#DIV/0!

				八日市KMSC ヨウカイチ		5,550										高月 タカ ツキ		400								能登川 ノトガワ		1,350								[東近江市] ヒガシ オウミシ

				0748-22-0172				0		3,600		ERROR:#DIV/0!				0749-85-2633				301.6		250		62.5%		0748-42-0402				1017.9		900		ERROR:#DIV/0!										64.3%

				能登川M ノトガワ		2,300										木之本		200								[犬上郡] イヌ カミ グン										五個荘 ゴ コ ソウ		2,100

				0748-42-1234				1734.2		1,500		64.7%				0749-85-2633				150.8		150		ERROR:#DIV/0!										66.7%		0748-48-3374				1583.4		1,350		66.7%

				[犬上郡] イヌ カミ グン												[東近江市] ヒガシ オウミシ										豊郷		1,500								能登川 ノトガワ		450

																								65.0%		0749-35-0023				1131		1,000		ERROR:#DIV/0!		0748-42-5022				339.3		300		ERROR:#DIV/0!

				豊郷		850										五個荘 ゴ コ ソウ		1,000								[愛知郡] アイチ グン										[犬上郡] イヌ カミ グン

				0749-35-2241				640.9		550		ERROR:#DIV/0!				0748-48-2135				754		650		65.6%										64.8%										65.6%

				計 ケイ		21,900				14,350						能登川 ノトガワ		1,600								愛知川ＳA		4,550								多賀		1,600

																0748-42-3130				1206.4		1,050		62.5%		0749-42-2236				3430.7		2,950		ERROR:#DIV/0!		0749-48-1513				1206.4		1,050		ERROR:#DIV/0!

				毎日新聞【合配】 マイニチ ア クバ												八日市 ヨウカイチ		6,250								[近江八幡市] オウミハチマンシ										[愛知郡] アイチ グン

												60.0%				0748-22-2294						4,050		ERROR:#DIV/0!

				[彦根市] ヒコネ シ												永源寺		800								近江八幡東		1,300								愛 知 川		500

												65.5%				0748-27-0079						500		66.7%		0748-37-7857				0		850				0749-42-4663				377		350		ERROR:#DIV/0!

				彦 根 東 部		250										[犬上郡] イヌ カミ グン										近江八幡Ｓ		1,200								[近江八幡市] オウミハチマンシ

				0749-26-4678				188.5		150		65.0%												ERROR:#DIV/0!		0748-37-4602				0		800

				彦 根		2,750										多 賀		600																		安 土 アン ツチ		800

				0749-22-1213				2073.5		1,800		63.6%				0749-48-0140				452.4		400		63.6%												0748-46-2115				0		500		ERROR:#DIV/0!

				彦根南 ヒコネ ミナミ		1,000										[愛知郡] アイチ グン

				0749-22-9276				754		650		63.6%												ERROR:#REF!

				彦 根 城 東		1,100										愛 知 川		550

				0749-26-9673				829.4		700		60.0%				0749-42-5334				414.7		350

				河 瀬		550										秦 荘 ハタ ソウ		300

				0749-25-3548				414.7		350						0749-22-0729				226.2		200

				河瀬駅前 カワセ エキマエ		250										[近江八幡市] オウミハチマンシ

				0749-26-4678						150		64.3%

				[長浜市] ナガハマ シ												近江八幡南		2,200

																0748-37-3461				0		1,450

				長浜 ナガハマ		2,800

				0749-62-0954				2111.2		1,800		66.7%

				[東近江市] ヒガシ オウミシ



				五個荘A ゴカショウ		1,500

				0748-42-5320				1131		1,000		66.7%

				[愛知郡] アイチ グン



				愛 知 川		1,050

				0749-42-2233				791.7		700

				[近江八幡市] オウミハチマンシ



				近江八幡篠原安土A オウミハチマン シノハラ アヅチ		2,300

				0748-32-2579				0		1,500

				計 ケイ		13,550				8,800						計 ケイ		29,950				19,450				計 ケイ		30,850				20,050				計 ケイ		26,750				17,350

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ワイド東部（完成）

				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

																																						75.40%												彦根市 ヒコネシ		東近江市 ヒガシ オウミ シ		犬上郡 イヌ ウエ グン		近江八幡市 オウミハチマンシ		野洲市 ヤスシ		湖南市 コナンシ		愛知郡 エチグン		蒲生郡 ガモウグン		計 ケイ

				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
（毎日・京都・中日新聞含む） アサヒ シンブン マイニチ キョウト チュウニチ シンブン フク		4,950		4,900		600		2,800		1,800		3,050		－		－		18,100

																																																読売新聞 ヨミウリ シンブン		6,800		7,500		450		5,450		3,150		3,950		650		－		27,950

																																																中日新聞
（産経・朝日新聞含む） チュウニチ シンブン サンケイ アサヒ シンブン フク		7,450		2,550		1,050		－		－		－		3,200		－		14,250

																																																京都新聞 キョウト シンブン		2,200		2,650		1,150		4,800		4,300		2,450		350		1,800		19,700

																																																計 ケイ		21,400		17,600		3,250		13,050		9,250		9,450		4,200		1,800		80,000



				ワイド滋賀東部エリア ８０，０００部　折込配布明細 シガ トウブ ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																令和2年7月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン ア クバ												読売新聞 ヨミウリ シンブン										中日新聞【合配】 チュウ ニチ シン ブン ア クバ										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

				[彦根市] ヒコネ シ												[彦根市] ヒコネ シ										[彦根市] ヒコネ シ										[彦根市] ヒコネ シ



				彦 根 中 央		3,150										彦 根 中 央		1,650								彦根中央 チュウオウ		1,950								彦 根		2,550

				0749-24-2561				2375.1		2,200		69.8%		ERROR:#REF!		0749-26-0810				1244.1		1,150		69.7%		0749-22-0171				1470.3		1,400		71.8%		0749-22-7952				1922.7		1,800		70.6%

				河 瀬		1,200										日 夏		2,150								彦根南部 ナンブ		850								鳥居本		550

				0749-25-3873				904.8		850		70.8%		ERROR:#REF!		0749-28-3613				1621.1		1,500		69.8%		0749-26-8526				640.9		600		70.6%		0749-23-9006				414.7		400		72.7%

				稲 枝		600										高宮		950								彦根東部		2,900								[東近江市] ヒガシ オウミシ

				0749-43-6877				452.4		450		75.0%		ERROR:#REF!		0749-22-0729				716.3		700		73.7%		0749-22-1039				2186.6		2,050		70.7%

				彦根東 ヒコネ ヒガシ		1,600										彦 根 西 部		750								彦根城陽		1,100								五個荘 ゴ コ ソウ		2,100

				0749-24-2561				1206.4		1,150		71.9%		ERROR:#REF!		0749-43-6702				565.5		550		73.3%		0749-25-3481				829.4		800		72.7%		0748-48-3374				1583.4		1,500		71.4%

				鳥居本		400										甲 良		500								彦根西部		1,950								能登川 ノトガワ		450

				0749-22-2241				301.6		300		75.0%		ERROR:#REF!		0749-38-2135				377		350		70.0%		0749-26-3153				1470.3		1,400		71.8%		0748-42-5022				339.3		350		77.8%

				[東近江市] ヒガシ オウミシ												彦 根 東		1,800								稲枝		1,700								蒲生 ガモウ		1,100

																0749-24-3715				1357.2		1,300		72.2%		0749-43-2033				1281.8		1,200		70.6%		0748-55-3420				0		800		72.7%																																高島市 タカシマシ		近江八幡市 オウミハチマンシ

				八日市AMK ヨウカイチ		4,700										彦 根 南 ミナミ		1,750								[東近江市] ヒガシ オウミシ										[犬上郡] イヌ カミ グン																																								0		0

				0748-22-0172				0		3,300		70.2%		ERROR:#REF!		0749-28-3613				1319.5		1,250		71.4%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!																																0		0

				能登川 AM ノトガワ		2,300										[東近江市] ヒガシ オウミシ										八 日 市 ８ ヒ シ		2,250								多賀		1,600																																						0		0

				0748-42-1234				1734.2		1,600																0748-22-1541				0		1,600		71.1%		0749-48-1513				1206.4		1,150		71.9%																																0		0

				[犬上郡] イヌ カミ グン												五個荘 ゴ コ ソウ		1,000								能登川 ノトガワ		1,350								[愛知郡] アイチ グン																																								0		0

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-48-2135				754		700		70.0%		0748-42-0402				1017.9		950		70.4%										ERROR:#DIV/0!																																0		0

				豊郷		850										能登川 ノトガワ		1,600								[犬上郡] イヌ カミ グン										愛 知 川		500																																						0		0

				0749-35-2241				640.9		600		70.6%				0748-42-3130				1206.4		1,150												ERROR:#DIV/0!		0749-42-4663				377		350		70.0%

				[近江八幡市] オウミハチマンシ												八日市 ヨウカイチ		6,250								豊郷		1,500								[蒲生郡] ガモウグン

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-22-2294						4,400		70.4%		0749-35-0023				1131		1,050		70.0%										70.6%

				近 江 八 幡		1,200										東近江竜王 ヒガシ オウミ リュウオウ		900								[愛知郡] アイチ グン										竜王 リュウオウ		2,550

				0748-36-0843				0		850		71.9%				0748-75-2270				0		650		72.2%										ERROR:#DIV/0!		0748-58-0501				0		1,800		ERROR:#DIV/0!																																産経新聞 サンケイ シンブン		0		0		0		0		0		0		0

				篠 原		1,600										東近江蒲生 ヒガシ オウミ ガモウ		850								愛知川ＣＳA		4,550								[近江八幡市] オウミハチマンシ

				0748-34-6271				0		1,150		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-58-1633				0		600		70.6%		0749-42-2236				3430.7		3,200		ERROR:#DIV/0!										69.9%

				近江八幡南AM ミナミ		1,100										[湖南市] コナン シ																				近 江 八 幡		3,650

				0748-36-0843				0		800		70.6%												ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		0748-32-2743				0		2,550		75.0%

				[野洲市] ヤス シ												湖南西部 コナン セイブ		2,800																		末 広 スエ ヒロ		200

												ERROR:#DIV/0!				0748-77-2257				0		1,950		50.0%										ERROR:#DIV/0!		0748-22-1600				0		150		70.0%

				野洲 ヤス		2,550										湖南 コナン		4,000																		篠 原		2,000

				077-586-3000				0		1,800						0748-72-4648				0		2,000		ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		077-587-1315				0		1,400		100.0%

				[湖南市] コナン シ												[犬上郡] イヌ カミ グン																				武 佐 タケシ タスク		100

												42.6%												75.0%										ERROR:#DIV/0!		0748-37-4654				0		100		75.0%

				石部AMC イシ ブ		2,900										多 賀		600																		安 土 アン ツチ		800

				0748-72-8207				0		2,050						0749-48-0140				452.4		450		72.7%										ERROR:#DIV/0!		0748-46-2115				0		600		ERROR:#DIV/0!

				甲西AM コウセイ		2,350										[愛知郡] アイチ グン																				[野洲市] ヤス シ

				0748-72-8207				0		1,000		ERROR:#DIV/0!												83.3%

																愛 知 川		550																		野洲 ヤス		2,950

												ERROR:#DIV/0!				0749-42-5334				414.7		400		ERROR:#DIV/0!												077-587-0043				0		2,100		71.0%

																秦 荘 ハタ ソウ		300																		祇王 ギ オウ		3,100

												ERROR:#DIV/0!				0749-22-0729				226.2		250		70.4%												077-588-3227				0		2,200

																[近江八幡市] オウミハチマンシ																				[湖南市] コナン シ

												ERROR:#DIV/0!												70.5%																				71.4%

																近 江 八 幡		1,350																		湖南市 コナン シ		2,100

												ERROR:#DIV/0!				0748-32-2346				0		950		ERROR:#REF!												0748-77-5676				0		1,500

																近江八幡南		2,200																		三雲 ミクモ		1,550

												ERROR:#DIV/0!				0748-37-3461				0		1,550														0748-77-5676				0		950

																篠 原		3,350

																0748-33-4830				0		2,350

																八 幡 駅 前 ハチ ハタ エキ マエ		850

												ERROR:#DIV/0!				0748-31-2233				0		600

																[野洲市] ヤス シ



																野洲 ヤス		1,850

												ERROR:#REF!				077-586-0762				0		1,300

																野洲西部 ヤス セイブ		2,600

																077-586-1314				0		1,850

				計 ケイ		26,500				18,100						計 ケイ		40,600				27,950				計 ケイ		20,100				14,250				計 ケイ		27,850				19,700

				※ ＝ この販売店の基本部数には折込エリア外の基本部数も含まれますので、計算上7割を下回ります（折込エリア内は7割折込です）























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ワイド南部（完成）

				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																																		75.09%												大津市 オオツシ		草津市 クサツ シ		栗東市 リットウシ		守山市 モリヤマシ		計 ケイ

																																																朝日新聞 アサヒ シンブン		11,200		6,250		2,600		3,450		23,500

																																																読売新聞 ヨミウリ シンブン		15,300		10,300		2,550		4,050		32,200

																																																京都新聞 キョウト シンブン		7,750		7,150		3,350		6,050		24,300

																																																計 ケイ		34,250		23,700		8,500		13,550		80,000

				ワイド滋賀南部エリア　　８０，０００部　折込配布明細 シガ ナンブ ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																令和2年7月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				朝日新聞 アサヒ シンブン												読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞										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

				[大津市] オオツシ												[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ



				瀬田西 セタ ニシ		3,000										瀬田西 セタ ニシ		1,650								大津		2,500																																										中日新聞 チュウニチ シンブン		0		0		0		0

				077-545-6208				2252.7		2,100		70.0%		ERROR:#REF!		077-544-0778				1238.985		1,150		69.7%		077-524-2187				1877.25		1,800		72.0%										ERROR:#DIV/0!

				大津		3,600										寺辺大津南 ジヘン オオツ ミナミ		7,250								膳所		2,500																																										浜大津		0

				077-524-5310				2703.24		2,550		70.8%		ERROR:#REF!		077-537-4873				5444.025		5,150		71.0%		077-523-1929				1877.25		1,800		72.0%										ERROR:#DIV/0!																										077-524-0869				0		0

				膳所		2,550										石山瀬田南 イシヤマ セタ ミナミ		3,100								石山		2,800

				077-524-5310				1914.795		1,800		70.6%		ERROR:#REF!		077-537-3086				2327.79		2,200		71.0%		077-537-3214				2102.52		2,000		71.4%										ERROR:#DIV/0!

				石山		2,400										膳所		3,300								瀬田 セタ		3,000

				077-537-1683				1802.16		1,700		70.8%		ERROR:#REF!		077-526-3997				2477.97		2,350		71.2%		077-545-4805				2252.7		2,150		71.7%										ERROR:#DIV/0!

				瀬田 セタ		4,350										大津		2,800								[草津市] クサツ シ

				077-545-8510				3266.415		3,050		70.1%		ERROR:#REF!		077-522-9266				2102.52		1,950		69.6%																				ERROR:#DIV/0!

				[草津市] クサツ シ												瀬田 セタ		1,400								草 津		2,700

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		077-545-4677				1051.26		1,000		71.4%		077-562-4221				2,027		1,900												ERROR:#DIV/0!

				草津 		3,500										一里山 イチ サト ヤマ		2,100								草津本陣 クサツ ホンジン		4,500

				077-562-0034				2,628		2,450		70.0%		ERROR:#REF!		077-545-8502				1576.89		1,500		71.4%		077-563-2984				0		3,200												ERROR:#DIV/0!

				草津西		4,600										[守山市] モリヤマ シ										草津西 クサツ ニシ		2,050

				077-562-0534				0		3,200		69.6%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		077-563-7886				0		1,450		70.7%										ERROR:#DIV/0!

				みなくさ東 ヒガシ		850										守山 モリヤマ		3,900								草津常盤 クサツ トキワ		850

				077-545-8510				0		600		70.6%		ERROR:#REF!		077-583-0181				0		2,750		70.5%		077-568-0826				0		600		70.6%										ERROR:#DIV/0!

				[栗東市] リットウ シ												守山西部 モリヤマ セイブ		1,850								[栗東市] リットウ シ

												ERROR:#DIV/0!				077-582-9745				0		1,300		70.3%										ERROR:#DIV/0!

				栗東 リットウ		2,150										[草津市] クサツ シ										栗東 リットウ		2,850

				077-552-4480				0		1,500		69.8%												ERROR:#DIV/0!		077-554-1986				0		2,000		70.2%										ERROR:#DIV/0!

				大宝 オオ タカラ		1,550										東草津・東矢倉 ヒガシ クサツ ヒガシ ヤグラ		4,700								栗東西 リットウ ニシ		1,900

				077-553-2186				0		1,100		71.0%				077-564-7701				3,529		3,300		ERROR:#DIV/0!		077-551-1610				0		1,350		71.1%										ERROR:#DIV/0!

				[守山市] モリヤマ シ												草 津 中 央		1,400								[守山市] モリヤマ シ

												ERROR:#DIV/0!				077-563-8865				0		1,000		70.2%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

				守山東 モリヤマ ヒガシ		700										草津西 クサツ ニシ		4,700								守山 モリヤマ		8,550

				077-583-5546				0		500		71.4%				077-568-1165				0		3,300				077-582-2051				0		6,050		70.8%										ERROR:#DIV/0!

				守山 モリヤマ		2,850										南草津 ミナミ クサツ		3,850

				077-582-6270				0		2,000		70.2%				077-563-2986				0		2,700		70.2%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

				守山南 モリヤマ ミナミ		1,350										[栗東市] リットウ シ

				077-562-0534				0		950		70.4%												70.1%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

																栗東 リットウ		1,750

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		077-552-5887				0		1,250		ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

																大宝 オオ タカラ		1,800

												ERROR:#DIV/0!				077-553-5251				0		1,300		71.4%										ERROR:#DIV/0!



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

				計 ケイ		33,450				23,500						計 ケイ		45,550				32,200				計 ケイ		34,200				24,300				計 ケイ		ERROR:#REF!				0

				※ ＝ この販売店の基本部数には折込エリア外の基本部数も含まれますので、計算上7割を下回ります（折込エリア内は7割折込です）																																						ERROR:#REF!



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大津詳細

				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																																										75.09%												大津市 オオツシ		草津市 クサツ シ		高島市 タカシマ シ		計 ケイ

																																																								朝日新聞 アサヒ シンブン		20,500		2,000		300		22,800

																																																								毎日新聞 マイニチ シンブン		4,300		900		-		5,200

																																																								読売新聞 ヨミウリ シンブン		27,050		2,550		450		30,050

																																																								産経新聞 サンケイ シンブン		2,650		-		-		2,650

																																																								京都新聞 キョウト シンブン		16,700		1,900		700		19,300

																																																								計 ケイ		71,200		7,350		1,450		80,000

				大津周辺エリア　　８０，０００部　折込配布明細 オオツ シュウヘン ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																								令和2年4月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				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										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				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

				[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ



				瀬田西 セタ ニシ		3,000								西大津		300								瀬田西 セタ ニシ		1,650								大津		2,500																																								中日新聞 チュウニチ シンブン		0		0		0		0

				077-545-6208				2252.7		2,250		75.0%		077-558-6800				225.27		250		83.3%		077-544-0778				1238.985		1,250		75.8%		077-524-2187				1877.25		1,900		76.0%										ERROR:#DIV/0!

				西大津		2,300								大津		1,050								寺辺大津南 ジヘン オオツ ミナミ		7,250								西大津		2,200																																								浜大津		0

				077-524-3175				1727.07		1,750		76.1%		077-525-6301				788.445		800		76.2%		077-537-4873				5444.025		5,500		75.9%		077-526-3177				1651.98		1,650		75.0%										ERROR:#DIV/0!																								077-524-0869				0		0

				大津		3,600								膳所		1,000								石山瀬田南 イシヤマ セタ ミナミ		3,100								膳所		2,500

				077-524-5310				2703.24		2,700		75.0%		077-522-6244				750.9		750		75.0%		077-537-3086				2327.79		2,350		75.8%		077-523-1929				1877.25		1,900		76.0%										ERROR:#DIV/0!

				膳所		2,550								大津南		350								膳所		3,300								石山		2,800

				077-524-5310				1914.795		1,950		76.5%		077-534-2427				262.815		300		85.7%		077-526-3997				2477.97		2,500		75.8%		077-537-3214				2102.52		2,100		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				石山		2,400								堅田		1,350								大津		2,800								ローズタウン		1,350

				077-537-1683				1802.16		1,800		75.0%		077-574-5502				1013.715		1,050		77.8%		077-522-9266				2102.52		2,100		75.0%		077-572-1525				1013.715		1,050												ERROR:#DIV/0!

				堅田		3,300								石山		750								坂本		3,400								堅田・南堅田 カタタ ミナミ カタタ		2,250

				077-573-6541				2477.97		2,500		75.8%		077-537-5728				563.175		600		80.0%		077-579-4706				2553.06		2,550		75.0%		077-572-2570				1689.525		1,700												ERROR:#DIV/0!

				ローズタウン		1,450								仰木の里		600								堅田		1,250								坂本		2,000

				077-594-2016				1088.805		1,100		75.9%		077-574-5502				450.54		450		75.0%		077-573-5141				938.625		950		76.0%		077-579-4905				1501.8		1,500												ERROR:#DIV/0!

				坂本		2,350								北小松(菱田) キタ コマツ ヒシダ		100								西大津		4,100								和邇 ワニ		2,150

				077-578-0138				1764.615		1,800		76.6%		077-594-2269				75.09		100		100.0%		077-525-1218				3078.69		3,100		75.6%		077-594-0051				1614.435		1,650		76.7%										ERROR:#DIV/0!

				瀬田 セタ		4,350								[草津市] クサツ シ										ローズタウン		1,950								瀬田 セタ		3,000

				077-545-8510				3266.415		3,250		74.7%										47.1%		077-573-6743				1464.255		1,500		76.9%		077-545-4805				2252.7		2,250		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				大津小野 オオツ オノ		850								草津・瀬田南 クサツ セタ ミナミ		800								北大津		2,150								木戸 キ ト		100

				077-594-8102				638.265		650		76.5%		077-562-0121				601		500				077-579-1581				1614.435		1,650		76.7%		077-594-0051				75.09		100		100.0%

				和邇 ワニ		150								草 津 南		850								瀬田 セタ		1,400								荒川 アラ カワ		100

				077-594-8102				112.635		150		100.0%		077-564-1611				638		400				077-545-4677				1051.26		1,050		ERROR:#DIV/0!		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				大津北 オオツ キタ		350																		一里山 イチ サト ヤマ		2,100								大物 ダイ モノ		100

				077-594-8102				262.815		300		85.7%		計		7,150				5,200				077-545-8502				1576.89		1,600		75.0%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				北小松 キタ コマツ		50								産経新聞 サン キョウ シン ブン										和邇 ワニ		900								南比良 ミナミ ヒラ		100

				0740-32-1183				37.545		50		100.0%												077-594-1790				675.81		700		76.2%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				近江舞子 オウミマイコ		50								[大津市] オオツシ										北小松 キタ コマツ		250								北比良 キタ ヒラ		200

				077-594-8102				37.545		50		100.0%												077-594-1790				187.725		200				077-594-0051				150.18		150		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				大物 ダイ モノ		50								大津		1,000								大物 ダイ モノ		50								南小松南 ミナミ コマツ ミナミ		450

				077-594-8102				37.545		50		100.0%		077-522-6064				750.9		750				077-594-1790				37.545		50		80.0%		077-594-0051				337.905		350		77.8%										ERROR:#DIV/0!

				南比良 ミナミ ヒラ		50								大津南 オオツ ミナミ		400								[高島市] タカシマ シ										北小松 キタ コマツ		100

				077-594-8102				37.545		50		100.0%		077-522-6064				300.36		300												100.0%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				北比良 キタ ヒラ		50								堅田・大津北 カタタ オオツ キタ		1,100								高島 タカシマ		550								[高島市] タカシマ シ

				077-594-8102				37.545		50		100.0%		077-573-4665				825.99		850		75.0%		0740-32-1516				412.995		450		ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

				木戸 キド		50								瀬田草津 セタ クサツ		1,000								[草津市] クサツ シ										高島 タカシマ		900

				077-594-8102				37.545		50		100.0%		077-522-6064				750.9		750												81.8%		0740-36-1817				675.81		700		77.8%

				[高島市] タカシマ シ																				東草津・東矢倉 ヒガシ クサツ ヒガシ ヤグラ		4,700								[草津市] クサツ シ

												ERROR:#DIV/0!												077-564-7701				3,529		2,550												ERROR:#DIV/0!

				高島 タカシマ		350																												草 津		2,700

				0740-32-1183				262.815		300		85.7%																						077-562-4221				2,027		1,900		70.4%

				[草津市] クサツ シ

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

				草津 		3,500

				077-562-0034				2,628		2,000																						ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!



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



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



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





				計 ケイ		30,800				22,800				計 ケイ		3,500				2,650				計 ケイ		40,900				30,050				計 ケイ		25,500				19,300				計 ケイ		0				0

				※ ＝ この販売店の基本部数には折込エリア外の基本部数も含まれますので、計算上7.5割を下回ります（折込エリア内は7.5割折込です）																																														74,800



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































草津明細

				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

																																														75.56%												草津市 クサツシ		栗東市 リットウ シ		守山市 モリヤマシ		野洲市 ヤス シ		大津市 オオツシ		計 ケイ

				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		6,750		2,850		3,750		1,900		4,750		20,000

																																																								毎日新聞 マイニチ シンブン		2,500		250		1,500		-		-		4,250

																																																								読売新聞 ヨミウリ シンブン		11,100		2,700		4,350		3,000		9,100		30,250

																																																								産経新聞 サンケイ シンブン		-		-		-		-		750		750

																																																								京都新聞 キョウト シンブン		7,650		3,600		6,450		3,300		3,750		24,750

																																																								計 ケイ		28,000		9,400		16,050		8,200		18,350		80,000



				草津・栗東・守山周辺エリア　80,000部　折込配布明細 クサツ リットウ モリヤマ シュウヘン ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																								令和2年4月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				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 キョウ 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

				[草津市] クサツ シ										[草津市] クサツ シ										[草津市] クサツ シ										[大津市] オオツ シ



				草津西		4,600								草津・瀬田南 クサツ セタ ミナミ		800								草 津 中 央		1,400								瀬 田 草 津 セ タ クサ ツ		1,000

				077-562-0534				3,476		3,450		75.0%		077-562-0121				604		600		75.0%		077-563-8865				1,058		1,050		75.0%		077-522-6064						750		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				草津 		3,500								草 津 南		850								草津西 クサツ ニシ		4,700																																																						中日新聞 チュウニチ シンブン		0		0		0		0		0		0

				077-562-0034				2,645		2,650		75.7%		077-564-1611				642		650		76.5%		077-568-1165				3,551		3,550		75.5%																				ERROR:#DIV/0!

				みなくさ東 ヒガシ		850								草津駅前 クサツ エキマエ		1,650								南草津 ミナミ クサツ		3,850								計 ケイ		1,000				750																																								中主 チュウズ		0

				077-545-8510				642.26		650		76.5%		077-569-4276				1,247		1,250		75.8%		077-563-2986				2,909		2,900		75.3%										0.0%										ERROR:#DIV/0!																												077-586-1314						0

				[栗東市] リットウ シ										[栗東市] リットウ シ										東草津・東矢倉 ヒガシ クサツ ヒガシ ヤグラ		4,700								京都新聞

																								077-564-7701				3,551		3,600		76.6%																				ERROR:#DIV/0!

				栗東 リットウ		2,150								栗東駅前 リットウ エキマエ		300								[栗東市] リットウ シ										[草津市] クサツ シ

				077-552-4480				1,625		1,650		76.7%		077-569-4276				227		250		83.3%

				大宝 オオ タカラ		1,550								[守山市] モリヤマ シ										栗東 リットウ		1,750								草 津		2,700

				077-553-2186				1,171		1,200		77.4%												077-552-5887				1,322		1,350		77.1%		077-562-4221				2,040		2,050		75.9%										ERROR:#DIV/0!

				[守山市] モリヤマ シ										守山 モリヤマ		800								大宝 オオ タカラ		1,800								草津西 クサツ ニシ		2,050

														077-584-3765				604		600		75.0%		077-553-5251				1,360		1,350		75.0%		077-563-7886				1,549		1,550		75.6%										ERROR:#DIV/0!

				守山東 モリヤマ ヒガシ		700								守山駅前 モリヤマ エキマエ		1,150								[守山市] モリヤマ シ										草津本陣 クサツ ホンジン		4,500

				077-583-5546				529		550		78.6%		077-584-3765				869		900		78.3%												077-563-2984				3,400		3,400		75.6%

				守山 モリヤマ		2,850																		守山 モリヤマ		3,900								草津常盤 クサツ トキワ		850

				077-582-6270				2,153		2,150		75.4%												077-583-0181				2,947		2,950		75.6%		077-568-0826				642		650		76.5%										ERROR:#DIV/0!

				守山南 モリヤマ ミナミ		1,350																		守山西部 モリヤマ セイブ		1,850								[栗東市] リットウ シ

				077-562-0534				1,020		1,050		77.8%												077-582-9745				1,398		1,400		75.7%

				[野洲市] ヤス シ																				[野洲市] ヤス シ										栗東 リットウ		2,850

																																		077-554-1986				2,153		2,150		75.4%										ERROR:#DIV/0!

				野洲 ヤス		2,550																		野洲 ヤス		1,850								栗東西 リットウ ニシ		1,900

				077-586-3000				1,927		1,900		74.5%												077-586-0762				1,398		1,400		61.5%		077-551-1610				1,436		1,450		76.3%										ERROR:#DIV/0!

				[大津市] オオツ シ																				野洲西部 ヤス セイブ		2,600								[守山市] モリヤマ シ

																								077-586-1314						1,600

				瀬 田		4,350																		[大津市] オオツ シ										守山 モリヤマ		8,550

				077-545-8510				3,287		3,250		74.7%																				75.0%		077-582-2051				6,460		6,450		75.4%										ERROR:#DIV/0!

				瀬田西 セタ ニシ		3,000																		瀬 田		1,400								[野洲市] ヤス シ

				077-545-6208				2266.8		1,500														077-545-4677				1,058		1,050		75.8%

																								瀬 田西 ニシ		1,650								野洲 ヤス		2,950

																								077-544-0778				1,247		1,250		76.2%		077-587-0043				2,229		2,200		74.6%

																								一里山 イチ リ ヤマ		2,100								祇王 ギ オウ		3,100

																								077-545-8502				1,587		1,600		75.8%		077-588-3227				2,342		1,100

																								石山瀬田南 イシヤマ セタ ミナミ		3,100								[大津市] オオツ シ

																								077-537-3086						2,350												75.0%

																								寺辺大津南 ジヘン オオツ ミナミ		7,250								瀬 田		3,000

																								077-537-4873				5478.1		2,850				077-545-4805				2,267		2,250

																																		石山		2,800

																																		077-537-3214				2115.68		1,500

















				計 ケイ		27,450				20,000				計 ケイ		5,550				4,250				計 ケイ		43,900				30,250				計 ケイ		35,250				24,750

				※ ＝ この販売店の基本部数には折込エリア外の基本部数も含まれますので、計算上7.5割を下回ります（折込エリア内は7.5割折込です）																																														80,000





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近江八幡明細

				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

																														75.30%																						湖南市 コナン シ		甲賀市 コウガ シ		蒲生郡 ガモウグン		野洲市 ヤス シ		東近江市 ヒガシ オウミ シ		近江八幡市 オウミハチマン シ		愛知郡 エチグン		計 ケイ

				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
（毎日・中日・京都新聞含む） アサヒ シンブン マイニチ チュウニチ キョウト シンブン フク		4,000		2,000		-		1,900		3,550		2,950		-		14,400

																																																		毎日新聞
（朝日新聞含む） マイニチ シンブン アサヒ シンブン フク		-		400		-		-		700		1,750		500		3,350

																																																		読売新聞 ヨミウリ シンブン		5,100		6,000		1,800		3,400		6,800		5,850		450		29,400

																																																		中日新聞
（産経・朝日新聞含む） チュウニチ シンブン サンケイ アサヒ シンブン フク		-		2,450		-		-		2,600		2,450		1,350		8,850

																																																		京都新聞
（朝日新聞含む） キョウト シンブン アサヒ シンブン フク		2,800		4,350		4,900		4,550		1,900		5,100		400		24,000

																																																		計 ケイ		11,900		15,200		6,700		9,850		15,550		18,100		2,700		80,000

				近江八幡・湖南・甲賀周辺エリア　　８０,０００部　折込配布明細 オウミハチマン コナン コウガ シュウヘン ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																		令和2年4月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン ゴウ ハイ												読売新聞 ヨミウリ シンブン												中日新聞【合配】 チュウ ニチ 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

				[湖南市] コナン シ												[湖南市] コナン シ												[甲賀市] コウガ シ ノイチ										[湖南市] コナン シ



				石部AMC イシ ブ		2,900										湖南西部 コナン セイブ		2,800										水口 ミナクチ		1,300								湖南市 コナン シ		2,100

				0748-72-8207				2,184		2,200		75.9%		ERROR:#REF!		0748-77-2257				2,108		2,100		75.0%		ERROR:#REF!		0748-62-1274				979		1,000		76.9%		0748-77-5676				1,581		1,600		76.2%

				甲西AM コウセイ		2,350										湖南 コナン		4,000										水口南・貴生川 ミナクチ ミナミ タカオ カワ		1,000								三雲 ミクモ		1,550

				0748-72-8207				1,770		1,800		76.6%		ERROR:#REF!		0748-72-4648				3,012		3,000		75.0%				0748-62-2557				753		750		75.0%		0748-77-5676				1,167		1,200		77.4%

				[甲賀市] コウガ シ ノイチ												[甲賀市] コウガ シ ノイチ												近江大野 オウミ オオノ		900								[甲賀市] コウガ シ ノイチ

																												0748-67-0236				678		550		61.1%

				甲南甲賀AC コウナン コウガ		3,050										水口 ミナクチ		4,800										鮎河 アユ カワ		250								水口 ミナクチ		3,850

				0748-86-2334				2,297		2,000		65.6%		ERROR:#REF!		0748-62-0477				3,614		3,000		62.5%				0748-69-0084				188		150		60.0%		0748-63-0898				2,899		2,850		74.0%																												産経新聞 サンケイ シンブン		0		0		0		0		0		0		0		0

				[野洲市] ヤス シ												水口南 ミナクチ ミナミ		700										[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ										甲南 コウナン		1,500

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-86-2221				527		550		78.6%														0748-88-4032				1,130		1,050		70.0%																												水口 ミナクチ		0

				野洲 ヤス		2,550										甲南 コウナン		2,650										蒲生 ガモウ		1,150								甲賀 コウガ		650																																		0748-62-2922				0		0

				077-586-3000				1920.15		1,900		74.5%		ERROR:#REF!		0748-86-2221				1995.45		1,700		64.2%				0748-55-3420				866		900		78.3%		0748-88-4032				489		450		69.2%

				[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ												甲賀 コウガ		950										八 日 市 ８ ヒ シ		2,250								[蒲生郡] ガモウグン																																				中主 チュウズ		0

												ERROR:#DIV/0!				0748-88-3726				715.35		750		78.9%				0748-22-1541				1,694		1,700		75.6%										ERROR:#DIV/0!																												077-586-1314						0

				八日市AMK ヨウカイチ		4,700										[蒲生郡] ガモウグン												[近江八幡市] オウミハチマンシ										竜王 リュウオウ		2,550

				0748-22-0172				3,539		3,550		75.5%												ERROR:#DIV/0!														0748-58-0501				1,920		1,900		74.5%

				[近江八幡市] オウミハチマンシ												日野 ヒ ノ		2,400										近 江 八 幡 東 コン エ ハチ ハタ ヒガシ		1,300								日野 ヒ ノ		4,000

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-52-0258				1,807		1,800		75.0%				0748-37-7857				979		1,000		76.9%		0748-52-0001				3,012		3,000		75.0%

				近 江 八 幡		1,200										[野洲市] ヤス シ												篠原ＣＳ		200								[野洲市] ヤス シ

				0748-36-0843				904		900		75.0%												ERROR:#DIV/0!				0748-34-6101				151		150		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				篠 原		1,600										野洲 ヤス		1,850										近江八幡南ＣＳ		500								野洲 ヤス		2,950

				0748-34-6271				1,205		1,200		75.0%				077-586-0762				1393.05		1,400		75.7%				0748-37-1399				377		400		80.0%		077-587-0043				2221.35		2,200		74.6%

				近江八幡南AM ミナミ		1,100										野洲西部 ヤス セイブ		2,600										近江八幡ＣＳ		1,200								祇王 ギ オウ		3,100

				0748-36-0843				828		850		77.3%				077-586-1314				1957.8		2,000		76.9%				0748-37-4602				904		900		75.0%		077-588-3227				2334.3		2,350		75.8%

																												[愛知郡] アイチ グン										[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ

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

				計 ケイ		19,450				14,400						[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ												愛知川ＣＳA		4,550								蒲生 KA ガモウ		1,150

												0.0%												77.8%				0749-42-2236				0		1,350				0748-55-3420				866		900		78.3%

				毎日新聞【合配】 マイニチ												東近江竜王 ヒガシ オウミ リュウオウ		900																				五個荘 ゴ コ ソウ		2,100

												ERROR:#DIV/0!				0748-75-2270				678		700		76.5%														0748-48-3374						1,000

				[甲賀市] コウガ シ ノイチ												東近江蒲生 ヒガシ オウミ ガモウ		850																				[近江八幡市] オウミハチマンシ

																0748-58-1633				640		650		75.2%																						75.3%

				甲賀水口東 コウガ ミナクチ ヒガシ		700										八 日 市 ８ ヒ シ		6,250																				近 江 八 幡		3,650

				0748-88-2238				527		400		57.1%				0748-22-2294						4,700																0748-32-2743				2,748		2,750		75.0%

				[近江八幡市] オウミハチマンシ												五個荘 ゴ コ ソウ		1,000																				末 広 スエ ヒロ		200

												ERROR:#DIV/0!				0748-48-2135						750		77.8%														0748-22-1600				151		150		75.0%

				近江八幡篠原安土 オウミハチマン シノハラ アヅチ		2,300										[近江八幡市] オウミハチマンシ																						篠 原		2,000

				0748-32-2579				1,732		1,750														75.0%														077-587-1315				1,506		1,500		100.0%

				[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ												近 江 八 幡		1,350																				武 佐 タケシ タスク		100

												76.1%				0748-32-2346				1,017		1,050		74.6%														0748-37-4654				75		100		75.0%

				五個荘AM ゴカショウ		1,500										近江八幡南		2,200																				安 土 アン ツチ		800

				0748-42-5320						700						0748-37-3461				1,657		1,650		76.5%														0748-46-2115				602		600		ERROR:#DIV/0!

				[愛知郡] アイチ グン												篠 原		3,350																				[愛知郡] アイチ グン

																0748-33-4830				2,523		2,500																								80.0%

				愛 知 川		1,050										八 幡 駅 前 ハチ ハタ エキ マエ		850																				愛 知 川		500

				0749-42-2233						500						0748-31-2233				640		650																0749-42-4663				0		400

																[愛知郡] アイチ グン



																愛 知 川		550

																0749-42-5334				0		450





				計 ケイ		5,550				3,350						計 ケイ		40,050				29,400						計 ケイ		14,600				8,850				計 ケイ		32,750				24,000

				※ ＝ この販売店の基本部数には折込エリア外の基本部数も含まれますので、計算上7.5割を下回ります（折込エリア内は7.5割折込です）













彦根明細

				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

																																						75.40%												彦根市 ヒコネシ		米原市 マイバラシ		長浜市 ナガハマ シ		東近江市 ヒガシ オウミ シ		犬上郡 イヌ ウエ グン		愛知郡 エチグン		計 ケイ

				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
（毎日・京都新聞含む） アサヒ シンブン マイニチ キョウト シンブン フク		5,200		900		3,800		3,950		650		-		14,500

																																																毎日新聞
（朝日新聞含む） マイニチ シンブン アサヒ シンブン フク		4,500		-		2,100		1,150		-		800		8,550

																																																読売新聞 ヨミウリ シンブン		7,350		550		4,850		6,650		450		700		20,550

																																																中日新聞
（産経・朝日新聞含む） チュウニチ シンブン サンケイ アサヒ シンブン フク		8,000		-		6,300		1,950		1,150		3,400		20,800

																																																京都新聞 キョウト シンブン		2,350		3,950		5,750		1,950		1,200		400		15,600

																																																計 ケイ		27,400		5,400		22,800		15,650		3,450		5,300		80,000



				彦根・米原・長浜エリア ８０，０００部　折込配布明細 ヒコネ マイバラ ナガハマ ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																令和2年4月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン ア クバ												読売新聞 ヨミウリ シンブン										中日新聞【合配】 チュウ ニチ シン ブン ア クバ										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

				[彦根市] ヒコネ シ												[彦根市] ヒコネ シ										[彦根市] ヒコネ シ										[彦根市] ヒコネ シ



				彦 根 中 央		3,150										彦 根 中 央		1,650								彦根中央 チュウオウ		1,950								彦 根		2,550

				0749-24-2561				2375.1		2,350		74.6%		ERROR:#REF!		0749-26-0810				1244.1		1,250		75.8%		0749-22-0171				1470.3		1,500		76.9%		0749-22-7952				1922.7		1,900		74.5%

				河 瀬		1,200										日 夏		2,150								彦根南部 ナンブ		850								鳥居本		550

				0749-25-3873				904.8		900		75.0%		ERROR:#REF!		0749-28-3613				1621.1		1,650		76.7%		0749-26-8526				640.9		650		76.5%		0749-23-9006				414.7		450		81.8%

				稲 枝		600										高宮		950								彦根東部		2,900								[米原市] マイバラ シ

				0749-43-6877				452.4		450		75.0%		ERROR:#REF!		0749-22-0729				716.3		750		78.9%		0749-22-1039				2186.6		2,200		75.9%

				彦根東 ヒコネ ヒガシ		1,600										彦 根 西 部		750								彦根城陽		1,100								米原		3,350

				0749-24-2561				1206.4		1,200		75.0%		ERROR:#REF!		0749-43-6702				565.5		600		80.0%		0749-25-3481				829.4		850		77.3%		0749-52-1400				2525.9		2,500		74.6%

				鳥居本		400										甲 良		500								彦根西部		1,950								醒ヶ井 サメガイ		900

				0749-22-2241				301.6		300		75.0%		ERROR:#REF!		0749-38-2135				377		400		80.0%		0749-26-3153				1470.3		1,500		76.9%		0749-54-0049				678.6		700		77.8%

				[米原市] マイバラ シ												彦 根 東		1,800								稲枝		1,700								米原インター		950

																0749-24-3715				1357.2		1,350		75.0%		0749-43-2033				1281.8		1,300		76.5%		0749-54-0521				716.3		750		78.9%																												高島市 タカシマシ		近江八幡市 オウミハチマンシ

				米原 コメ ハラ		1,200										彦 根 南 ミナミ		1,750								[長浜市] ナガハマ シ										[長浜市] ナガハマ シ																																				0		0

				0749-52-8735				904.8		900		75.0%		ERROR:#REF!		0749-28-3613				1319.5		1,350		77.1%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!																												0		0

				[長浜市] ナガハマ シ												[米原市] マイバラ シ										長浜 ナガハマ		2,850								長浜 ナガハマ		1,200																																		0		0

																										0749-62-0997				2148.9		2,150		75.4%		0749-63-6305				904.8		900		75.0%																												0		0

				長浜 ナガハマ		2,050										米原 コメ ハラ		700								長浜東部 ナガハマ トウブ		1,700								虎姫 トラ ヒメ		4,150																																		0		0

				0749-62-0302				1545.7		1,550		75.6%		ERROR:#REF!		0749-54-1517				527.8		550		78.6%		0749-63-8398				1281.8		1,300		76.5%		0749-73-2055				3129.1		2,750		66.3%																												0		0

				虎姫 トラ ヒメ		2,050										[長浜市] ナガハマ シ										長浜北 ナガハマ キタ		1,750								湖北町 コホク マチ		1,700																																		0		0

				0749-73-2445				1545.7		1,500		73.2%														0749-65-1486				1319.5		1,350		77.1%		0749-78-1267				1281.8		1,300		76.5%

				高月 タカ ツキ		750										長浜 ナガハマ		4,500								高月 タカ ツキ		1,950								木之本		1,950

				0749-82-4954				565.5		600		80.0%		ERROR:#REF!		0749-62-1512				3393		3,400		75.6%		0749-82-2330				1470.3		1,500		76.9%		0749-82-2330				1470.3		800		ERROR:#DIV/0!

				木之本		200										浅井 アサイ		650								[東近江市] ヒガシ オウミシ										[東近江市] ヒガシ オウミシ

				0749-82-4954				150.8		150		ERROR:#DIV/0!				0749-62-1512				490.1		500		76.9%										ERROR:#DIV/0!										76.2%																												産経新聞 サンケイ シンブン		0		0		0		0		0		0		0

				[東近江市] ヒガシ オウミシ												虎姫 トラ ヒメ		650								八 日 市 ８ ヒ シ		2,250								五個荘 ゴ コ ソウ		2,100

												76.1%		ERROR:#REF!		0749-85-2633				490.1		500		76.9%		0748-22-1541				0		900		77.8%		0748-48-3374				1583.4		1,600		77.8%

				八日市AMK ヨウカイチ		4,700										高月 タカ ツキ		400								能登川 ノトガワ		1,350								能登川 ノトガワ		450

				0748-22-0172				0		2,200		ERROR:#DIV/0!				0749-85-2633				301.6		300		75.0%		0748-42-0402				1017.9		1,050		ERROR:#DIV/0!		0748-42-5022				339.3		350		ERROR:#DIV/0!

				能登川 AM ノトガワ		2,300										木之本		200								[犬上郡] イヌ カミ グン										[犬上郡] イヌ カミ グン

				0748-42-1234				1734.2		1,750		76.5%				0749-85-2633				150.8		150		ERROR:#DIV/0!										76.7%										75.0%

				[犬上郡] イヌ カミ グン												[東近江市] ヒガシ オウミシ										豊郷		1,500								多賀		1,600

																								75.0%		0749-35-0023				1131		1,150		ERROR:#DIV/0!		0749-48-1513				1206.4		1,200		ERROR:#DIV/0!

				豊郷		850										五個荘 ゴ コ ソウ		1,000								[愛知郡] アイチ グン										[愛知郡] アイチ グン

				0749-35-2241				640.9		650		ERROR:#DIV/0!				0748-48-2135				754		750		75.0%										74.7%										80.0%

				計 ケイ		21,050				14,500						能登川 ノトガワ		1,600								愛知川ＣＳA		4,550								愛 知 川		500

																0748-42-3130				1206.4		1,200		ERROR:#DIV/0!		0749-42-2236				3430.7		3,400		ERROR:#DIV/0!		0749-42-4663				377		400		ERROR:#DIV/0!

				毎日新聞【合配】 マイニチ ア クバ												八日市 ヨウカイチ		6,250

												80.0%				0748-22-2294						4,700		75.0%

				[彦根市] ヒコネ シ												[犬上郡] イヌ カミ グン

												74.5%												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!

				彦 根 東 部		250										多 賀		600

				0749-26-4678				188.5		200		75.0%				0749-48-0140				452.4		450		81.8%

				彦 根		2,750										[愛知郡] アイチ グン

				0749-22-1213				2073.5		2,050		77.3%												83.3%																				ERROR:#DIV/0!

				彦根南 ヒコネ ミナミ		1,000										愛 知 川		550

				0749-22-9276				754		750		81.8%				0749-42-5334				414.7		450		ERROR:#REF!

				彦 根 城 東		1,100										秦 荘 ハタ ソウ		300

				0749-26-9673				829.4		850		80.0%				0749-22-0729				226.2		250

				河 瀬		550

				0749-25-3548				414.7		450

				河瀬駅前 カワセ エキマエ		250

				0749-26-4678						200		75.0%

				[長浜市] ナガハマ シ



				長浜 ナガハマ		2,800

				0749-62-0954				2111.2		2,100		76.7%

				[東近江市] ヒガシ オウミシ



				五個荘AM ゴカショウ		1,500

				0748-42-5320				1131		1,150		76.2%

				[愛知郡] アイチ グン



				愛 知 川		1,050

				0749-42-2233				791.7		800

				計 ケイ		11,250				8,550						計 ケイ		26,950				20,550				計 ケイ		28,350				20,800				計 ケイ		21,950				15,600

				※ ＝ この販売店の基本部数には折込エリア外の基本部数も含まれますので、計算上7.5割を下回ります（折込エリア内は7.5割折込です）
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1.（新）大津

				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																																										75.09%												大津市 オオツシ		草津市 クサツ シ

																																																								朝日新聞 アサヒ シンブン		17,050		5,650

																																																								毎日新聞 マイニチ シンブン		3,500		2,050

																																																								読売新聞 ヨミウリ シンブン		22,150		9,150

																																																								京都新聞 キョウト シンブン		14,050		6,400

																																																								計 ケイ		56,750		23,250

				大津・草津エリア　　８０，０００部　折込配布明細 オオツ クサツ ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																								令和2年9月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				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										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				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

				[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ



				瀬田西 セタ ニシ		3,000								西大津		300								瀬田西 セタ ニシ		1,650								大津		2,500																																				中日新聞 チュウニチ シンブン		0		0		0		0

				077-545-6208				2252.7		1,900		63.3%		077-558-6800				225.27		200		66.7%		077-544-0778				1238.985		1,000		60.6%		077-524-2187				1877.25		1,600		64.0%										ERROR:#DIV/0!

				西大津		2,300								大津		1,050								寺辺大津南 ジヘン オオツ ミナミ		7,250								西大津		2,200																																				浜大津		0

				077-524-3175				1727.07		1,450		63.0%		077-525-6301				788.445		650		61.9%		077-537-4873				5444.025		4,400		60.7%		077-526-3177				1651.98		1,400		63.6%										ERROR:#DIV/0!																				077-524-0869				0		0

				大津		3,600								膳所		1,000								石山瀬田南 イシヤマ セタ ミナミ		3,100								膳所		2,500

				077-524-5310				2703.24		2,250		62.5%		077-522-6244				750.9		650		65.0%		077-537-3086				2327.79		1,900		61.3%		077-523-1929				1877.25		1,600		64.0%										ERROR:#DIV/0!

				膳所		2,350								大津南		350								膳所		3,300								石山		2,800

				077-524-5310				1764.615		1,500		63.8%		077-534-2427				262.815		200		57.1%		077-526-3997				2477.97		2,000		60.6%		077-537-3214				2102.52		1,750		62.5%										ERROR:#DIV/0!

				石山		2,400								堅田		1,350								大津		2,800								ローズタウン		1,350

				077-537-1683				1802.16		1,500		62.5%		077-574-5502				1013.715		850		63.0%		077-522-9266				2102.52		1,750		62.5%		077-572-1525				1013.715		850												ERROR:#DIV/0!

				堅田		3,300								石山		750								坂本		3,400								堅田・南堅田 カタタ ミナミ カタタ		2,250

				077-573-6541				2477.97		2,100		63.6%		077-537-5728				563.175		450		60.0%		077-579-4706				2553.06		2,100		61.8%		077-572-2570				1689.525		1,400												ERROR:#DIV/0!

				ローズタウン		1,450								仰木の里		600								堅田		1,250								坂本		2,000

				077-594-2016				1088.805		900		62.1%		077-574-5502				450.54		400		66.7%		077-573-5141				938.625		800		64.0%		077-579-4905				1501.8		1,250												ERROR:#DIV/0!

				坂本		2,350								北小松(菱田) キタ コマツ ヒシダ		100								西大津		4,100								和邇 ワニ		2,150

				077-578-0138				1764.615		1,500		63.8%		077-594-2269				75.09		100		100.0%		077-525-1218				3078.69		2,600		63.4%		077-594-0051				1614.435		1,350		62.8%										ERROR:#DIV/0!

				瀬田 セタ		4,350								[草津市] クサツ シ										ローズタウン		1,950								瀬田 セタ		3,000

				077-545-8510				3266.415		2,750		63.2%										64.7%		077-573-6743				1464.255		1,250		64.1%		077-545-4805				2252.7		1,900		63.3%										ERROR:#DIV/0!

				大津小野 オオツ オノ		850								草津・瀬田南 クサツ セタ ミナミ		800								北大津		2,150								木戸 キ ト		100

				077-594-8102				638.265		550		64.7%		077-562-0121				601		500				077-579-1581				1614.435		1,350		62.8%		077-594-0051				75.09		100		100.0%

				和邇 ワニ		150								草 津 南		850								瀬田 セタ		1,400								荒川 アラ カワ		100

				077-594-8102				112.635		150		100.0%		077-564-1611				638		550				077-545-4677				1051.26		900		ERROR:#DIV/0!		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				大津北 オオツ キタ		350								草津駅前 クサツ エキマエ		1,650								一里山 イチ サト ヤマ		2,100								大物 ダイ モノ		100

				077-594-8102				262.815		200		57.1%		077-569-4276				1,239		1,000				077-545-8502				1576.89		1,300		64.3%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				北小松 キタ コマツ		50																		和邇 ワニ		900								南比良 ミナミ ヒラ		100

				0740-32-1183				37.545		50		100.0%												077-594-1790				675.81		550		61.9%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				近江舞子 オウミマイコ		50																		北小松 キタ コマツ		250								北比良 キタ ヒラ		200

				077-594-8102				37.545		50		100.0%												077-594-1790				187.725		150				077-594-0051				150.18		150		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				大物 ダイ モノ		50																		大物 ダイ モノ		50								南小松南 ミナミ コマツ ミナミ		450

				077-594-8102				37.545		50		100.0%												077-594-1790				37.545		50		60.0%		077-594-0051				337.905		300		66.7%										ERROR:#DIV/0!

				南比良 ミナミ ヒラ		50																		木戸 キド		50								北小松 キタ コマツ		100																		※木戸の電話番号が不明 キド デンワバンゴウ フメイ

				077-594-8102				37.545		50		100.0%																37.545		50		100.0%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				北比良 キタ ヒラ		50																		[草津市] クサツ シ										[草津市] クサツ シ

				077-594-8102				37.545		50		100.0%										ERROR:#DIV/0!										100.0%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

				木戸 キド		50																		東草津・東矢倉 ヒガシ クサツ ヒガシ ヤグラ		4,700								草 津		2,700

				077-594-8102				37.545		50		100.0%												077-564-7701				3,529		2,950		ERROR:#DIV/0!		077-562-4221				2,027		1,700		63.0%

				[草津市] クサツ シ																				草 津 中 央		1,400								草津西 クサツ ニシ		2,050

												ERROR:#DIV/0!												077-563-8865				1,051		900				077-563-7886				1,539		1,300		63.4%

				草津 		3,500																		草津西 クサツ ニシ		4,700								草津本陣 クサツ ホンジン		4,500

				077-562-0034				2,628		2,200		62.9%												077-568-1165				3,529		2,900				077-563-2984				3,379		2,850		63.3%

				草津西		4,600																		南草津 ミナミ クサツ		3,850								草津常盤 クサツ トキワ		850

				077-562-0534				3,454		2,900		63.0%												077-563-2986				2,891		2,400		62.3%		077-568-0826				638		550		64.7%

				みなくさ東 ヒガシ		850

				077-545-8510				638.265		550																						ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!



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



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



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





				計 ケイ		35,700				22,700				計 ケイ		8,800				5,550				計 ケイ		50,350				31,300				計 ケイ		32,000				20,450				計 ケイ		0				0

																																																		80,000



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.（新）大津 (貼付用)

				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																																										75.09%												大津市 オオツシ		草津市 クサツ シ

																																																								朝日新聞 アサヒ シンブン		17,050		5,650

																																																								毎日新聞 マイニチ シンブン		3,500		2,050

																																																								読売新聞 ヨミウリ シンブン		22,150		9,150

																																																								京都新聞 キョウト シンブン		14,050		6,400

																																																								計 ケイ		56,750		23,250

				大津・草津エリア　　８０，０００部　折込配布明細 オオツ クサツ ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																								令和2年9月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				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										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				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

				[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ



				瀬田西 セタ ニシ		3,000								西大津		300								瀬田西 セタ ニシ		1,650								大津		2,500																																				中日新聞 チュウニチ シンブン		0		0		0		0

				077-545-6208				2252.7		1,900		63.3%		077-558-6800				225.27		200		66.7%		077-544-0778				1238.985		1,000		60.6%		077-524-2187				1877.25		1,600		64.0%										ERROR:#DIV/0!

				西大津		2,300								大津		1,050								寺辺大津南 ジヘン オオツ ミナミ		7,250								西大津		2,200																																				浜大津		0

				077-524-3175				1727.07		1,450		63.0%		077-525-6301				788.445		650		61.9%		077-537-4873				5444.025		4,400		60.7%		077-526-3177				1651.98		1,400		63.6%										ERROR:#DIV/0!																				077-524-0869				0		0

				大津		3,600								膳所		1,000								石山瀬田南 イシヤマ セタ ミナミ		3,100								膳所		2,500

				077-524-5310				2703.24		2,250		62.5%		077-522-6244				750.9		650		65.0%		077-537-3086				2327.79		1,900		61.3%		077-523-1929				1877.25		1,600		64.0%										ERROR:#DIV/0!

				膳所		2,350								大津南		350								膳所		3,300								石山		2,800

				077-524-5310				1764.615		1,500		63.8%		077-534-2427				262.815		200		57.1%		077-526-3997				2477.97		2,000		60.6%		077-537-3214				2102.52		1,750		62.5%										ERROR:#DIV/0!

				石山		2,400								堅田		1,350								大津		2,800								ローズタウン		1,350

				077-537-1683				1802.16		1,500		62.5%		077-574-5502				1013.715		850		63.0%		077-522-9266				2102.52		1,750		62.5%		077-572-1525				1013.715		850												ERROR:#DIV/0!

				堅田		3,300								石山		750								坂本		3,400								堅田・南堅田 カタタ ミナミ カタタ		2,250

				077-573-6541				2477.97		2,100		63.6%		077-537-5728				563.175		450		60.0%		077-579-4706				2553.06		2,100		61.8%		077-572-2570				1689.525		1,400												ERROR:#DIV/0!

				ローズタウン		1,450								仰木の里		600								堅田		1,250								坂本		2,000

				077-594-2016				1088.805		900		62.1%		077-574-5502				450.54		400		66.7%		077-573-5141				938.625		800		64.0%		077-579-4905				1501.8		1,250												ERROR:#DIV/0!

				坂本		2,350								北小松(菱田) キタ コマツ ヒシダ		100								西大津		4,100								和邇 ワニ		2,150

				077-578-0138				1764.615		1,500		63.8%		077-594-2269				75.09		100		100.0%		077-525-1218				3078.69		2,600		63.4%		077-594-0051				1614.435		1,350		62.8%										ERROR:#DIV/0!

				瀬田 セタ		4,350								[草津市] クサツ シ										ローズタウン		1,950								瀬田 セタ		3,000

				077-545-8510				3266.415		2,750		63.2%										64.7%		077-573-6743				1464.255		1,250		64.1%		077-545-4805				2252.7		1,900		63.3%										ERROR:#DIV/0!

				大津小野 オオツ オノ		850								草津・瀬田南 クサツ セタ ミナミ		800								北大津		2,150								木戸 キ ト		100

				077-594-8102				638.265		550		64.7%		077-562-0121				601		500				077-579-1581				1614.435		1,350		62.8%		077-594-0051				75.09		100		100.0%

				和邇 ワニ		150								草 津 南		850								瀬田 セタ		1,400								荒川 アラ カワ		100

				077-594-8102				112.635		150		100.0%		077-564-1611				638		550				077-545-4677				1051.26		900		ERROR:#DIV/0!		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				大津北 オオツ キタ		350								草津駅前 クサツ エキマエ		1,650								一里山 イチ サト ヤマ		2,100								大物 ダイ モノ		100

				077-594-8102				262.815		200		57.1%		077-569-4276				1,239		1,000				077-545-8502				1576.89		1,300		64.3%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				北小松 キタ コマツ		50																		和邇 ワニ		900								南比良 ミナミ ヒラ		100

				0740-32-1183				37.545		50		100.0%												077-594-1790				675.81		550		61.9%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				近江舞子 オウミマイコ		50																		北小松 キタ コマツ		250								北比良 キタ ヒラ		200

				077-594-8102				37.545		50		100.0%												077-594-1790				187.725		150				077-594-0051				150.18		150		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				大物 ダイ モノ		50																		大物 ダイ モノ		50								南小松南 ミナミ コマツ ミナミ		450

				077-594-8102				37.545		50		100.0%												077-594-1790				37.545		50		60.0%		077-594-0051				337.905		300		66.7%										ERROR:#DIV/0!

				南比良 ミナミ ヒラ		50																		木戸 キド		50								北小松 キタ コマツ		100

				077-594-8102				37.545		50		100.0%												077-594-1790				37.545		50		100.0%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				北比良 キタ ヒラ		50																		[草津市] クサツ シ										[草津市] クサツ シ

				077-594-8102				37.545		50		100.0%										ERROR:#DIV/0!										100.0%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

				木戸 キド		50																		東草津・東矢倉 ヒガシ クサツ ヒガシ ヤグラ		4,700								草 津		2,700

				077-594-8102				37.545		50		100.0%												077-564-7701				3,529		2,950		ERROR:#DIV/0!		077-562-4221				2,027		1,700		63.0%

				[草津市] クサツ シ																				草 津 中 央		1,400								草津西 クサツ ニシ		2,050

												ERROR:#DIV/0!												077-563-8865				1,051		900				077-563-7886				1,539		1,300		63.4%

				草津 		3,500																		草津西 クサツ ニシ		4,700								草津本陣 クサツ ホンジン		4,500

				077-562-0034				2,628		2,200		62.9%												077-568-1165				3,529		2,900				077-563-2984				3,379		2,850		63.3%

				草津西		4,600																		南草津 ミナミ クサツ		3,850								草津常盤 クサツ トキワ		850

				077-562-0534				3,454		2,900		63.0%												077-563-2986				2,891		2,400		62.3%		077-568-0826				638		550		64.7%

				みなくさ東 ヒガシ		850

				077-545-8510				638.265		550																						ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!



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



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



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





				計 ケイ		35,700				22,700				計 ケイ		8,800				5,550				計 ケイ		50,350				31,300				計 ケイ		32,000				20,450				計 ケイ		0				0

																																																		80,000



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.（新）近江八幡

				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

																														75.30%																						湖南市 コナン シ		甲賀市 コウガ シ		蒲生郡 ガモウグン		野洲市 ヤス シ		東近江市 ヒガシ オウミ シ		近江八幡市 オウミハチマン シ		愛知郡 エチグン		計 ケイ

				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
（毎日・中日・京都新聞含む） アサヒ シンブン マイニチ チュウニチ キョウト シンブン フク		3,050		1,600		-		1,500		3,200		2,300		-		11,650

																																																		毎日新聞
（朝日新聞含む） マイニチ シンブン アサヒ シンブン フク		-		2,050		-		-		600		800		0		3,450

																																																		読売新聞 ヨミウリ シンブン		3,900		4,950		1,400		2,550		4,600		3,750		800		21,950

																																																		中日新聞
（産経・朝日新聞含む） チュウニチ シンブン サンケイ アサヒ シンブン フク		-		1,950		-		-		1,850		1,850		200		5,850

																																																		京都新聞
（朝日新聞含む） キョウト シンブン アサヒ シンブン フク		2,100		3,300		3,800		3,500		1,400		4,000		4,950		23,050

																																																		計 ケイ		9,050		13,850		5,200		7,550		11,650		12,700		5,950		65,950

				近江八幡・守山・栗東・湖南エリア　　８０,０００部　折込配布明細 オウミハチマン モリヤマ リットウ コナン ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																		令和2年4月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン ゴウ ハイ												読売新聞 ヨミウリ シンブン												中日新聞【合配】 チュウ ニチ 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

				[湖南市] コナン シ												[湖南市] コナン シ												[甲賀市] コウガ シ ノイチ										[湖南市] コナン シ



				石部MC イシ ブ		2,900										湖南西部 コナン セイブ		2,800										水口 ミナクチ		1,300								湖南市 コナン シ		2,100

				0748-72-8207				2,184		1,700		58.6%		ERROR:#REF!		0748-77-2257				2,108		1,600		57.1%		ERROR:#REF!		0748-62-1274				979		700		53.8%		0748-77-5676				1,581		1,200		57.1%

				甲西M コウセイ		2,350										湖南 コナン		4,000										水口南・貴生川 ミナクチ ミナミ タカオ カワ		1,000								三雲 ミクモ		1,550

				0748-72-8207				1,770		1,350		57.4%		ERROR:#REF!		0748-72-4648				3,012		2,300		57.5%				0748-62-2557				753		600		60.0%		0748-77-5676				1,167		900		58.1%

				[甲賀市] コウガ シ ノイチ												[甲賀市] コウガ シ ノイチ												近江大野 オウミ オオノ		900								[甲賀市] コウガ シ ノイチ

																												0748-67-0236				678		500		55.6%

				甲南甲賀C コウナン コウガ		3,050										水口 ミナクチ		4,550										鮎河 アユ カワ		250								水口MSA ミナグチ		3,900

				0748-86-2334				2,297		1,600		52.5%		ERROR:#REF!		0748-62-0477				3,426		2,500		54.9%				0748-69-0084				188		150		60.0%		0748-63-0898				2,937		2,150		55.1%																												産経新聞 サンケイ シンブン		0		0		0		0		0		0		0		0

				[野洲市] ヤス シ												水口南 ミナクチ ミナミ		700										[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ										甲南 コウナン		1,500

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-86-2221				527		400		57.1%														0748-88-4032				1,130		800		53.3%																												水口 ミナクチ		0

				野洲 ヤス		2,550										甲南 コウナン		2,650										蒲生 ガモウ		1,150								甲賀 コウガ		650																																		0748-62-2922				0		0

				077-586-3000				1920.15		1,500		58.8%		ERROR:#REF!		0748-86-2221				1995.45		1,550		58.5%				0748-55-3420				866		650		56.5%		0748-88-4032				489		350		53.8%

				[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ												甲賀 コウガ		950										八 日 市 ８ ヒ シ		2,250								[蒲生郡] ガモウグン																																				中主 チュウズ		0

												ERROR:#DIV/0!				0748-88-3726				715.35		500		52.6%				0748-22-1541				1,694		1,200		53.3%										ERROR:#DIV/0!																												077-586-1314						0

				八日市KMSC ヨウカイチ		5,550										[蒲生郡] ガモウグン												[近江八幡市] オウミハチマンシ										竜王 リュウオウ		2,550

				0748-22-0172				4,179		3,200		57.7%												ERROR:#DIV/0!														0748-58-0501				1,920		1,500		58.8%

				[近江八幡市] オウミハチマンシ												日野 ヒ ノ		2,400										近江八幡東		1,300								日野 ヒ ノ		4,000

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-52-0258				1,807		1,400		58.3%				0748-37-7857				979		700		53.8%		0748-52-0001				3,012		2,300		57.5%

				近 江 八 幡		1,200										[野洲市] ヤス シ												篠原Ｓ		200								[野洲市] ヤス シ

				0748-36-0843				904		700		58.3%												ERROR:#DIV/0!				0748-34-6101				151		150		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				篠 原		1,600										野洲 ヤス		1,850										近江八幡南Ｓ		500								野洲 ヤス		2,950

				0748-34-6271				1,205		950		59.4%				077-586-0762				1393.05		1,050		56.8%				0748-37-1399				377		300		60.0%		077-587-0043				2221.35		1,700		57.6%

				近江八幡南M ミナミ		1,100										野洲西部 ヤス セイブ		2,600										近江八幡Ｓ		1,200								祇王 ギ オウ		3,100

				0748-36-0843				828		650		59.1%				077-586-1314				1957.8		1,500		57.7%				0748-37-4602				904		700		58.3%		077-588-3227				2334.3		1,800		58.1%

				[栗東市] リットウ シ												[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ												[草津市] クサツ シ										[草津市] クサツ シ

												ERROR:#DIV/0!												55.6%																						ERROR:#DIV/0!

				栗東 リットウ		1,800										東近江竜王 ヒガシ オウミ リュウオウ		900										草津 クサツ		700								草 津		2,700

				077-552-4480				0		1,050		58.3%				0748-75-2270				678		500		58.8%								0		200				077-562-4221				0		600		22.2%

				栗東西 リットウ ニシ		1,550										東近江蒲生 ヒガシ オウミ ガモウ		850										[守山市] モリヤマ シ										草津本陣 クサツ ホンジン		4,500

								0		900		58.1%				0748-58-1633				640		500		58.4%														077-563-2984				0		800

				[守山市] モリヤマ シ												八 日 市 ８ ヒ シ		6,250										近江守山		350								[近江八幡市] オウミハチマンシ

																0748-22-2294						3,650		56.3%										200												57.5%

				守山東 モリヤマ ヒガシ		700										永源寺		800																				近 江 八 幡		3,650

				077-583-5546				0		400		57.1%										450																0748-32-2743				2,748		2,100		100.0%

				守山 モリヤマ		2,850										[近江八幡市] オウミハチマンシ																						末 広 スエ ヒロ		200

				077-582-6270				0		1,650		ERROR:#DIV/0!												59.1%														0748-22-1600				151		200		57.5%

				守山南 モリヤマ ミナミ		1,350										近 江 八 幡		1,350																				篠 原		2,000

				077-562-0534				0		800						0748-32-2346				1,017		800		58.2%														077-587-1315				1,506		1,150		100.0%

				[草津市] クサツ シ												近江八幡南		2,200																				武 佐 タケシ タスク		100

												59.3%				0748-37-3461				1,657		1,300		58.8%														0748-37-4654				75		100		56.3%

				草津 		3,500										篠 原		3,350																				安 土 アン ツチ		800

				077-562-0034				0		600						0748-33-4830				2,523		1,950		ERROR:#DIV/0!														0748-46-2115				602		450		ERROR:#DIV/0!

				計 ケイ		32,050				150						八 幡 駅 前 ハチ ハタ エキ マエ		850																				[守山市] モリヤマ シ

																0748-31-2233				640		500																								57.9%

				毎日新聞【合配】 マイニチ												[草津市] クサツ シ																						守山 モリヤマ		8,550

																																						077-582-2051				0		4,950

				[近江八幡市] オウミハチマンシ												草 津 中 央		1,400																				[東近江市] ヒガシ オウミシ

																077-563-8865				0		500

				近江八幡篠原安土A オウミハチマン シノハラ アヅチ		2,300				700						東草津 ヒガシ		2,850																				蒲生 ガモウ		1,100								※栗東西・草津・永源寺・近江守山のTEL不明 リットウ ニシ クサツ エイゲンジ オウミ モリヤマ フメイ

				0748-32-2579				1,732		1,350						077-564-7701				0		800																0748-55-3420				828		650

																[守山市] モリヤマ シ																						[栗東市] リットウ シ



																守山 モリヤマ		3,900																				栗東 リットウ		2,850

																077-583-0181				0		2,250																077-554-1986				0		1,650

																守山西部 モリヤマ セイブ		1,850																				栗東西 リットウ ニシ		1,900

																077-582-9745				0		1,050																077-551-1610				0		1,100

																[栗東市] リットウ シ



																栗東 リットウ		1,750

																077-552-5887				0		1,000

																大宝		1,800

																				0		1,050

				計 ケイ		2,300				2,050						計 ケイ		52,600				29,100						計 ケイ		11,100				6,050				計 ケイ		50,650				26,450

				※ ＝ この販売店の基本部数には折込エリア外の基本部数も含まれますので、計算上7.5割を下回ります（折込エリア内は7.5割折込です）

										700











2.（新）近江八幡 (貼付用)

				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

																														75.30%																						近江八幡市 オウミハチマン シ		守山市 モリヤマシ		栗東市 リットウシ		湖南市 コナンシ		甲賀市 コウガ シ		野洲市 ヤスシ		東近江市 ヒガシオウミシ		草津市 クサツシ		蒲生郡 ガモウグン

				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
（毎日・中日・京都・産経新聞含む） アサヒ シンブン マイニチ チュウニチ キョウト サンケイ シンブン フク		2,300		2,850		1,950		3,050		1,600		1,500		3,200		600		-

																																																		毎日新聞
（朝日新聞含む） マイニチ シンブン アサヒ シンブン フク		1,350		-		-		-		-		-		-		-		-

																																																		読売新聞 ヨミウリ シンブン		4,550		3,300		2,050		3,900		4,950		2,550		5,100		1,300		1,400

																																																		中日新聞
（産経新聞含む） チュウニチ シンブン サンケイ シンブン フク		1,850		200		-		-		1,950		-		1,850		200		-

																																																		京都新聞
（朝日・毎日・産経新聞含む） キョウト シンブン アサヒ マイニチ サンケイ シンブン フク		4,000		4,950		2,750		2,100		3,300		3,500		650		1,400		3,800

																																																		計 ケイ		14,050		11,300		6,750		9,050		11,800		7,550		10,800		3,500		5,200

				近江八幡・守山・栗東・湖南エリア　　８０,０００部　折込配布明細 オウミハチマン モリヤマ リットウ コナン ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																		令和2年4月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン ゴウ ハイ												読売新聞 ヨミウリ シンブン												中日新聞【合配】 チュウ ニチ 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

				[湖南市] コナン シ												[湖南市] コナン シ												[甲賀市] コウガ シ ノイチ										[湖南市] コナン シ



				石部MC イシ ブ		2,900										湖南西部 コナン セイブ		2,800										水口 ミナクチ		1,300								湖南市 コナン シ		2,100

				0748-72-8207				2,184		1,700		58.6%		ERROR:#REF!		0748-77-2257				2,108		1,600		57.1%		ERROR:#REF!		0748-62-1274				979		700		53.8%		0748-77-5676				1,581		1,200		57.1%

				甲西M コウセイ		2,350										湖南 コナン		4,000										水口南・貴生川 ミナクチ ミナミ タカオ カワ		1,000								三雲 ミクモ		1,550

				0748-72-8207				1,770		1,350		57.4%		ERROR:#REF!		0748-72-4648				3,012		2,300		57.5%				0748-62-2557				753		600		60.0%		0748-77-5676				1,167		900		58.1%

				[甲賀市] コウガ シ ノイチ												[甲賀市] コウガ シ ノイチ												近江大野 オウミ オオノ		900								[甲賀市] コウガ シ ノイチ

																												0748-67-0236				678		500		55.6%

				甲南甲賀C コウナン コウガ		3,050										水口 ミナクチ		4,550										鮎河 アユ カワ		250								水口MSA ミナグチ		3,900

				0748-86-2334				2,297		1,600		52.5%		ERROR:#REF!		0748-62-0477				3,426		2,500		54.9%				0748-69-0084				188		150		60.0%		0748-63-0898				2,937		2,150		55.1%																								産経新聞 サンケイ シンブン		0		0		0		0		0		0		0		0

				[野洲市] ヤス シ												水口南 ミナクチ ミナミ		700										[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ										甲南 コウナン		1,500

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-86-2221				527		400		57.1%														0748-88-4032				1,130		800		53.3%																								水口 ミナクチ		0

				野洲 ヤス		2,550										甲南 コウナン		2,650										蒲生 ガモウ		1,150								甲賀 コウガ		650																														0748-62-2922				0		0

				077-586-3000				1920.15		1,500		58.8%		ERROR:#REF!		0748-86-2221				1995.45		1,550		58.5%				0748-55-3420				866		650		56.5%		0748-88-4032				489		350		53.8%

				[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ												甲賀 コウガ		950										八 日 市 ８ ヒ シ		2,250								[蒲生郡] ガモウグン																																中主 チュウズ		0

												ERROR:#DIV/0!				0748-88-3726				715.35		500		52.6%				0748-22-1541				1,694		1,200		53.3%										ERROR:#DIV/0!																								077-586-1314						0

				八日市KMSC ヨウカイチ		5,550										[蒲生郡] ガモウグン												[近江八幡市] オウミハチマンシ										竜王 リュウオウ		2,550

				0748-22-0172				4,179		3,200		57.7%												ERROR:#DIV/0!														0748-58-0501				1,920		1,500		58.8%

				[近江八幡市] オウミハチマンシ												日野 ヒ ノ		2,400										近江八幡東		1,300								日野 ヒ ノ		4,000

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-52-0258				1,807		1,400		58.3%				0748-37-7857				979		700		53.8%		0748-52-0001				3,012		2,300		57.5%

				近 江 八 幡		1,200										[野洲市] ヤス シ												篠原Ｓ		200								[野洲市] ヤス シ

				0748-36-0843				904		700		58.3%												ERROR:#DIV/0!				0748-34-6101				151		150		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				篠 原		1,600										野洲 ヤス		1,850										近江八幡南Ｓ		500								野洲 ヤス		2,950

				0748-34-6271				1,205		950		59.4%				077-586-0762				1393.05		1,050		56.8%				0748-37-1399				377		300		60.0%		077-587-0043				2221.35		1,700		57.6%

				近江八幡南M ミナミ		1,100										野洲西部 ヤス セイブ		2,600										近江八幡Ｓ		1,200								祇王 ギ オウ		3,100

				0748-36-0843				828		650		59.1%				077-586-1314				1957.8		1,500		57.7%				0748-37-4602				904		700		58.3%		077-588-3227				2334.3		1,800		58.1%

				[栗東市] リットウ シ												[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ												[草津市] クサツ シ										[草津市] クサツ シ

												ERROR:#DIV/0!												55.6%																						ERROR:#DIV/0!

				栗東 リットウ		1,800										東近江竜王 ヒガシ オウミ リュウオウ		900										草津 クサツ		700								草 津		2,700

				077-552-4480				0		1,050		58.3%				0748-75-2270				678		500		58.8%				077-569-5537				0		200				077-562-4221				0		600		22.2%

				栗東西 リットウ ニシ		1,550										東近江蒲生 ヒガシ オウミ ガモウ		850										[守山市] モリヤマ シ										草津本陣 クサツ ホンジン		4,500

				077-562-0534				0		900		58.1%				0748-58-1633				640		500		58.4%														077-563-2984				0		800

				[守山市] モリヤマ シ												八 日 市 ８ ヒ シ		6,250										近江守山		350								[近江八幡市] オウミハチマンシ

																0748-22-2294						3,650		56.3%				077-585-7770						200												57.5%

				守山東 モリヤマ ヒガシ		700										永源寺		800																				近 江 八 幡		3,650

				077-583-5546				0		400		57.1%				0748-27-0079						450																0748-32-2743				2,748		2,100		100.0%

				守山 モリヤマ		2,850										[近江八幡市] オウミハチマンシ																						末 広 スエ ヒロ		200

				077-582-6270				0		1,650		ERROR:#DIV/0!												59.1%														0748-22-1600				151		200		57.5%

				守山南 モリヤマ ミナミ		1,350										近 江 八 幡		1,350																				篠 原		2,000

				077-562-0534				0		800						0748-32-2346				1,017		800		58.2%														077-587-1315				1,506		1,150		100.0%

				[草津市] クサツ シ												近江八幡南		2,200																				武 佐 タケシ タスク		100

												59.3%				0748-37-3461				1,657		1,300		58.8%														0748-37-4654				75		100		56.3%

				草津 		3,500										篠 原		3,350																				安 土 アン ツチ		800

				077-562-0034				0		600						0748-33-4830				2,523		1,950		ERROR:#DIV/0!														0748-46-2115				602		450		ERROR:#DIV/0!

				計 ケイ		32,050				17,050						八 幡 駅 前 ハチ ハタ エキ マエ		850																				[守山市] モリヤマ シ

																0748-31-2233				640		500																								57.9%

				毎日新聞【合配】 マイニチ												[草津市] クサツ シ																						守山 モリヤマ		8,550

																																						077-582-2051				0		4,950

				[近江八幡市] オウミハチマンシ												草 津 中 央		1,400																				[東近江市] ヒガシ オウミシ

																077-563-8865				0		500

				近江八幡篠原安土A オウミハチマン シノハラ アヅチ		2,300										東草津 ヒガシ		2,850																				蒲生 ガモウ		1,100

				0748-32-2579				1,732		1,350						077-564-7701				0		800																0748-55-3420				828		650

																[守山市] モリヤマ シ																						[栗東市] リットウ シ



																守山 モリヤマ		3,900																				栗東 リットウ		2,850

																077-583-0181				0		2,250																077-554-1986				0		1,650

																守山西部 モリヤマ セイブ		1,850																				栗東西 リットウ ニシ		1,900

																077-582-9745				0		1,050																077-551-1610				0		1,100

																[栗東市] リットウ シ



																栗東 リットウ		1,750

																077-552-5887				0		1,000

																大宝		1,800

																077-553-5251				0		1,050

				計 ケイ		2,300				1,350						計 ケイ		52,600				29,100						計 ケイ		11,100				6,050				計 ケイ		50,650				26,450















3.（新）彦根

				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

																																						75.40%												彦根市 ヒコネシ		米原市 マイバラシ		長浜市 ナガハマ シ		東近江市 ヒガシ オウミ シ		犬上郡 イヌ ウエ グン		愛知郡 エチグン		計 ケイ

				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
（毎日・京都新聞含む） アサヒ シンブン マイニチ キョウト シンブン フク		4,550		800		3,350		5,100		550		-		14,350

																																																毎日新聞
（朝日新聞含む） マイニチ シンブン アサヒ シンブン フク		3,800		-		1,800		1,000		-		700		7,300

																																																読売新聞 ヨミウリ シンブン		6,200		450		4,150		5,750		400		550		17,500

																																																中日新聞
（産経・朝日新聞含む） チュウニチ シンブン サンケイ アサヒ シンブン フク		6,750		-		5,350		2,350		1,000		2,950		18,400

																																																京都新聞 キョウト シンブン		2,000		3,400		4,200		1,250		300		1,050		12,200

																																																計 ケイ		23,300		4,650		18,850		15,450		2,250		5,250		69,750



				彦根・米原・長浜エリア ８０，０００部　折込配布明細 ヒコネ マイバラ ナガハマ ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																令和2年4月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン ア クバ												読売新聞 ヨミウリ シンブン										中日新聞【合配】 チュウ ニチ シン ブン ア クバ										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

				[彦根市] ヒコネ シ												[彦根市] ヒコネ シ										[彦根市] ヒコネ シ										[彦根市] ヒコネ シ



				彦 根 中 央		3,150										彦 根 中 央		1,650								彦根中央 チュウオウ		1,950								彦 根		2,550

				0749-24-2561				2375.1		2,050		65.1%		ERROR:#REF!		0749-26-0810				1244.1		1,050		63.6%		0749-22-0171				1470.3		1,250		64.1%		0749-22-7952				1922.7		1,650		64.7%

				河 瀬		1,200										日 夏		2,150								彦根南部 ナンブ		850								鳥居本		550

				0749-25-3873				904.8		800		66.7%		ERROR:#REF!		0749-28-3613				1621.1		1,400		65.1%		0749-26-8526				640.9		550		64.7%		0749-23-9006				414.7		350		63.6%

				稲 枝		600										高宮		950								彦根東部		2,900								[米原市] マイバラ シ

				0749-43-6877				452.4		400		66.7%		ERROR:#REF!		0749-22-0729				716.3		600		63.2%		0749-22-1039				2186.6		1,900		65.5%

				彦根東 ヒコネ ヒガシ		1,600										彦 根 西 部		750								彦根城陽		1,100								米原		3,350

				0749-24-2561				1206.4		1,050		65.6%		ERROR:#REF!		0749-43-6702				565.5		500		66.7%		0749-25-3481				829.4		700		63.6%		0749-52-1400				2525.9		2,200		65.7%

				鳥居本		400										甲 良		500								彦根西部		1,950								醒井 セイ イ		900

				0749-22-2241				301.6		250		62.5%		ERROR:#REF!		0749-38-2135				377		350		70.0%		0749-26-3153				1470.3		1,250		64.1%		0749-54-0049				678.6		600		66.7%

				[米原市] マイバラ シ												彦 根 東		1,800								稲枝		1,700								米原インター		950

																0749-24-3715				1357.2		1,150		63.9%		0749-43-2033				1281.8		1,100		64.7%		0749-54-0521				716.3		600		63.2%																												高島市 タカシマシ		近江八幡市 オウミハチマンシ

				米原 コメ ハラ		1,200										彦 根 南 ミナミ		1,750								[長浜市] ナガハマ シ										近江長岡		2,900																																		0		0

				0749-52-8735				904.8		800		66.7%		ERROR:#REF!		0749-28-3613				1319.5		1,150		65.7%										ERROR:#DIV/0!						2186.6		1,850		63.8%																												0		0

				[長浜市] ナガハマ シ												[米原市] マイバラ シ										長浜 ナガハマ		2,850								柏原		1,100																																		0		0

																										0749-62-0997				2148.9		1,850		64.9%						829.4		700		63.6%																												0		0

				長浜 ナガハマ		2,050										米原 コメ ハラ		700								長浜東部 ナガハマ トウブ		1,700								[長浜市] ナガハマ シ																																				0		0

				0749-62-0302				1545.7		1,350		65.9%		ERROR:#REF!		0749-54-1517				527.8		450		64.3%		0749-63-8398				1281.8		1,100		64.7%										ERROR:#DIV/0!																												0		0

				虎姫 トラ ヒメ		2,050										[長浜市] ナガハマ シ										長浜北 ナガハマ キタ		1,750								長浜 ナガハマ		1,200																																		0		0

				0749-73-2445				1545.7		1,350		65.9%														0749-65-1486				1319.5		1,150		65.7%		0749-63-6305				904.8		800		66.7%

				高月 タカ ツキ		750										長浜 ナガハマ		4,500								高月 タカ ツキ		1,950								虎姫 トラ ヒメ		4,150

				0749-82-4954				565.5		500		66.7%		ERROR:#REF!		0749-62-1512				3393		2,950		65.6%		0749-82-2330				1470.3		1,250		64.1%		0749-73-2055				3129.1		2,700		64.7%

				木ノ本 キ モト		200										浅井 アサイ		650								[東近江市] ヒガシ オウミシ										湖北町 コホク マチ		1,700

				0749-82-4954				150.8		150		ERROR:#DIV/0!				0749-62-1512				490.1		400		61.5%										ERROR:#DIV/0!		0749-78-1267				1281.8		1,100		64.1%																												産経新聞 サンケイ シンブン		0		0		0		0		0		0		0

				[東近江市] ヒガシ オウミシ												虎姫 トラ ヒメ		650								八 日 市 ８ ヒ シ		2,250								木之本		1,950

												65.2%		ERROR:#REF!		0749-85-2633				490.1		400		61.5%		0748-22-1541				0		1,450		66.7%		0749-82-2330				1470.3		1,250		ERROR:#DIV/0!

				八日市KMSC ヨウカイチ		5,550										高月 タカ ツキ		400								能登川 ノトガワ		1,350								[東近江市] ヒガシ オウミシ

				0748-22-0172				0		3,600		ERROR:#DIV/0!				0749-85-2633				301.6		250		62.5%		0748-42-0402				1017.9		900		ERROR:#DIV/0!										64.3%

				能登川M ノトガワ		2,300										木之本		200								[犬上郡] イヌ カミ グン										五個荘 ゴ コ ソウ		2,100

				0748-42-1234				1734.2		1,500		64.7%				0749-85-2633				150.8		150		ERROR:#DIV/0!										66.7%		0748-48-3374				1583.4		1,350		66.7%

				[犬上郡] イヌ カミ グン												[東近江市] ヒガシ オウミシ										豊郷		1,500								能登川 ノトガワ		450

																								65.0%		0749-35-0023				1131		1,000		ERROR:#DIV/0!		0748-42-5022				339.3		300		ERROR:#DIV/0!

				豊郷		850										五個荘 ゴ コ ソウ		1,000								[愛知郡] アイチ グン										[犬上郡] イヌ カミ グン

				0749-35-2241				640.9		550		ERROR:#DIV/0!				0748-48-2135				754		650		65.6%										64.8%										65.6%

				計 ケイ		21,900				14,350						能登川 ノトガワ		1,600								愛知川ＳA		4,550								多賀		1,600

																0748-42-3130				1206.4		1,050		ERROR:#DIV/0!		0749-42-2236				3430.7		2,950		ERROR:#DIV/0!		0749-48-1513				1206.4		1,050		ERROR:#DIV/0!

				毎日新聞【合配】 マイニチ ア クバ												八日市 ヨウカイチ		6,250								[近江八幡市] オウミハチマンシ										[愛知郡] アイチ グン

												60.0%				0748-22-2294						4,050		66.7%

				[彦根市] ヒコネ シ												[犬上郡] イヌ カミ グン										近江八幡東		1,300								愛 知 川		500

												65.5%												ERROR:#DIV/0!		0748-37-7857				0		850				0749-42-4663				377		350		ERROR:#DIV/0!

				彦 根 東 部		250										多 賀		600								近江八幡Ｓ		1,200								[近江八幡市] オウミハチマンシ

				0749-26-4678				188.5		150		65.0%				0749-48-0140				452.4		400		63.6%		0748-37-4602				0		800

				彦 根		2,750										[愛知郡] アイチ グン																				安 土 アン ツチ		800

				0749-22-1213				2073.5		1,800		63.6%												66.7%												0748-46-2115				0		500		ERROR:#DIV/0!

				彦根南 ヒコネ ミナミ		1,000										愛 知 川		550

				0749-22-9276				754		650		63.6%				0749-42-5334				414.7		350		ERROR:#REF!

				彦 根 城 東		1,100										秦 荘 ハタ ソウ		300

				0749-26-9673				829.4		700		60.0%				0749-22-0729				226.2		200

				河 瀬		550										[近江八幡市] オウミハチマンシ

				0749-25-3548				414.7		350

				河瀬駅前 カワセ エキマエ		250										近江八幡南		2,200

				0749-26-4678						150		64.3%				0748-37-3461				0		1,450

				[長浜市] ナガハマ シ												[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ



				長浜 ナガハマ		2,800										永源寺		800

				0749-62-0954				2111.2		1,800		66.7%										500

				[東近江市] ヒガシ オウミシ



				五個荘A ゴカショウ		1,500

				0748-42-5320				1131		1,000		66.7%

				[愛知郡] アイチ グン



				愛 知 川		1,050

				0749-42-2233				791.7		700

				[近江八幡市] オウミハチマンシ



				近江八幡篠原安土A オウミハチマン シノハラ アヅチ		2,300

				0748-32-2579				0		1,500

				計 ケイ		13,550				8,800						計 ケイ		29,950				19,450				計 ケイ		30,850				20,050				計 ケイ		26,750				17,350

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.（新）彦根 (貼付用)

				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

																																						75.40%												彦根市 ヒコネシ		米原市 マイバラシ		長浜市 ナガハマ シ		東近江市 ヒガシ オウミ シ		犬上郡 イヌ ウエ グン		愛知郡 エチグン		近江八幡市 オウミハチマンシ

				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
（毎日・京都・中日・産経新聞含む） アサヒ シンブン マイニチ キョウト チュウニチ サンケイ シンブン フク		4,550		800		3,350		5,100		550		-		-

																																																毎日新聞
（朝日新聞含む） マイニチ シンブン アサヒ シンブン フク		3,800		-		1,800		1,000		-		700		1,500

																																																読売新聞 ヨミウリ シンブン		6,200		450		4,150		6,250		400		550		1,450

																																																中日新聞
（産経・朝日新聞含む） チュウニチ シンブン サンケイ アサヒ シンブン フク		6,750		-		5,350		2,350		1,000		2,950		1,650

																																																京都新聞 キョウト シンブン		2,000		5,950		5,850		1,650		1,050		350		500

																																																計 ケイ		23,300		7,200		20,500		16,350		3,000		4,550		5,100



				彦根・米原・長浜エリア ８０，０００部　折込配布明細 ヒコネ マイバラ ナガハマ ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																令和2年4月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン ア クバ												読売新聞 ヨミウリ シンブン										中日新聞【合配】 チュウ ニチ シン ブン ア クバ										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

				[彦根市] ヒコネ シ												[彦根市] ヒコネ シ										[彦根市] ヒコネ シ										[彦根市] ヒコネ シ



				彦 根 中 央		3,150										彦 根 中 央		1,650								彦根中央 チュウオウ		1,950								彦 根		2,550

				0749-24-2561				2375.1		2,050		65.1%		ERROR:#REF!		0749-26-0810				1244.1		1,050		63.6%		0749-22-0171				1470.3		1,250		64.1%		0749-22-7952				1922.7		1,650		64.7%

				河 瀬		1,200										日 夏		2,150								彦根南部 ナンブ		850								鳥居本		550

				0749-25-3873				904.8		800		66.7%		ERROR:#REF!		0749-28-3613				1621.1		1,400		65.1%		0749-26-8526				640.9		550		64.7%		0749-23-9006				414.7		350		63.6%

				稲 枝		600										高宮		950								彦根東部		2,900								[米原市] マイバラ シ

				0749-43-6877				452.4		400		66.7%		ERROR:#REF!		0749-22-0729				716.3		600		63.2%		0749-22-1039				2186.6		1,900		65.5%

				彦根東 ヒコネ ヒガシ		1,600										彦 根 西 部		750								彦根城陽		1,100								米原		3,350

				0749-24-2561				1206.4		1,050		65.6%		ERROR:#REF!		0749-43-6702				565.5		500		66.7%		0749-25-3481				829.4		700		63.6%		0749-52-1400				2525.9		2,200		65.7%

				鳥居本		400										甲 良		500								彦根西部		1,950								醒井 セイ イ		900

				0749-22-2241				301.6		250		62.5%		ERROR:#REF!		0749-38-2135				377		350		70.0%		0749-26-3153				1470.3		1,250		64.1%		0749-54-0049				678.6		600		66.7%

				[米原市] マイバラ シ												彦 根 東		1,800								稲枝		1,700								米原インター		950

																0749-24-3715				1357.2		1,150		63.9%		0749-43-2033				1281.8		1,100		64.7%		0749-54-0521				716.3		600		63.2%																												高島市 タカシマシ		近江八幡市 オウミハチマンシ

				米原 コメ ハラ		1,200										彦 根 南 ミナミ		1,750								[長浜市] ナガハマ シ										近江長岡		2,900																																		0		0

				0749-52-8735				904.8		800		66.7%		ERROR:#REF!		0749-28-3613				1319.5		1,150		65.7%										ERROR:#DIV/0!		0749-55-1414				2186.6		1,850		63.8%																												0		0

				[長浜市] ナガハマ シ												[米原市] マイバラ シ										長浜 ナガハマ		2,850								柏原		1,100																																		0		0

																										0749-62-0997				2148.9		1,850		64.9%		0749-57-0013				829.4		700		63.6%																												0		0

				長浜 ナガハマ		2,050										米原 コメ ハラ		700								長浜東部 ナガハマ トウブ		1,700								[長浜市] ナガハマ シ																																				0		0

				0749-62-0302				1545.7		1,350		65.9%		ERROR:#REF!		0749-54-1517				527.8		450		64.3%		0749-63-8398				1281.8		1,100		64.7%										ERROR:#DIV/0!																												0		0

				虎姫 トラ ヒメ		2,050										[長浜市] ナガハマ シ										長浜北 ナガハマ キタ		1,750								長浜 ナガハマ		1,200																																		0		0

				0749-73-2445				1545.7		1,350		65.9%														0749-65-1486				1319.5		1,150		65.7%		0749-63-6305				904.8		800		66.7%

				高月 タカ ツキ		750										長浜 ナガハマ		4,500								高月 タカ ツキ		1,950								虎姫 トラ ヒメ		4,150

				0749-82-4954				565.5		500		66.7%		ERROR:#REF!		0749-62-1512				3393		2,950		65.6%		0749-82-2330				1470.3		1,250		64.1%		0749-73-2055				3129.1		2,700		64.7%

				木ノ本 キ モト		200										浅井 アサイ		650								[東近江市] ヒガシ オウミシ										湖北町 コホク マチ		1,700

				0749-82-4954				150.8		150		ERROR:#DIV/0!				0749-62-1512				490.1		400		61.5%										ERROR:#DIV/0!		0749-78-1267				1281.8		1,100		64.1%																												産経新聞 サンケイ シンブン		0		0		0		0		0		0		0

				[東近江市] ヒガシ オウミシ												虎姫 トラ ヒメ		650								八 日 市 ８ ヒ シ		2,250								木之本		1,950

												65.2%		ERROR:#REF!		0749-85-2633				490.1		400		61.5%		0748-22-1541				0		1,450		66.7%		0749-82-2330				1470.3		1,250		ERROR:#DIV/0!

				八日市KMSC ヨウカイチ		5,550										高月 タカ ツキ		400								能登川 ノトガワ		1,350								[東近江市] ヒガシ オウミシ

				0748-22-0172				0		3,600		ERROR:#DIV/0!				0749-85-2633				301.6		250		62.5%		0748-42-0402				1017.9		900		ERROR:#DIV/0!										64.3%

				能登川M ノトガワ		2,300										木之本		200								[犬上郡] イヌ カミ グン										五個荘 ゴ コ ソウ		2,100

				0748-42-1234				1734.2		1,500		64.7%				0749-85-2633				150.8		150		ERROR:#DIV/0!										66.7%		0748-48-3374				1583.4		1,350		66.7%

				[犬上郡] イヌ カミ グン												[東近江市] ヒガシ オウミシ										豊郷		1,500								能登川 ノトガワ		450

																								65.0%		0749-35-0023				1131		1,000		ERROR:#DIV/0!		0748-42-5022				339.3		300		ERROR:#DIV/0!

				豊郷		850										五個荘 ゴ コ ソウ		1,000								[愛知郡] アイチ グン										[犬上郡] イヌ カミ グン

				0749-35-2241				640.9		550		ERROR:#DIV/0!				0748-48-2135				754		650		65.6%										64.8%										65.6%

				計 ケイ		21,900				14,350						能登川 ノトガワ		1,600								愛知川ＳA		4,550								多賀		1,600

																0748-42-3130				1206.4		1,050		62.5%		0749-42-2236				3430.7		2,950		ERROR:#DIV/0!		0749-48-1513				1206.4		1,050		ERROR:#DIV/0!

				毎日新聞【合配】 マイニチ ア クバ												八日市 ヨウカイチ		6,250								[近江八幡市] オウミハチマンシ										[愛知郡] アイチ グン

												60.0%				0748-22-2294						4,050		ERROR:#DIV/0!

				[彦根市] ヒコネ シ												永源寺		800								近江八幡東		1,300								愛 知 川		500

												65.5%				0748-27-0079						500		66.7%		0748-37-7857				0		850				0749-42-4663				377		350		ERROR:#DIV/0!

				彦 根 東 部		250										[犬上郡] イヌ カミ グン										近江八幡Ｓ		1,200								[近江八幡市] オウミハチマンシ

				0749-26-4678				188.5		150		65.0%												ERROR:#DIV/0!		0748-37-4602				0		800

				彦 根		2,750										多 賀		600																		安 土 アン ツチ		800

				0749-22-1213				2073.5		1,800		63.6%				0749-48-0140				452.4		400		63.6%												0748-46-2115				0		500		ERROR:#DIV/0!

				彦根南 ヒコネ ミナミ		1,000										[愛知郡] アイチ グン

				0749-22-9276				754		650		63.6%												ERROR:#REF!

				彦 根 城 東		1,100										愛 知 川		550

				0749-26-9673				829.4		700		60.0%				0749-42-5334				414.7		350

				河 瀬		550										秦 荘 ハタ ソウ		300

				0749-25-3548				414.7		350						0749-22-0729				226.2		200

				河瀬駅前 カワセ エキマエ		250										[近江八幡市] オウミハチマンシ

				0749-26-4678						150		64.3%

				[長浜市] ナガハマ シ												近江八幡南		2,200

																0748-37-3461				0		1,450

				長浜 ナガハマ		2,800

				0749-62-0954				2111.2		1,800		66.7%

				[東近江市] ヒガシ オウミシ



				五個荘A ゴカショウ		1,500

				0748-42-5320				1131		1,000		66.7%

				[愛知郡] アイチ グン



				愛 知 川		1,050

				0749-42-2233				791.7		700

				[近江八幡市] オウミハチマンシ



				近江八幡篠原安土A オウミハチマン シノハラ アヅチ		2,300

				0748-32-2579				0		1,500

				計 ケイ		13,550				8,800						計 ケイ		29,950				19,450				計 ケイ		30,850				20,050				計 ケイ		26,750				17,350

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ワイド東部（完成）

				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

																																						75.40%												彦根市 ヒコネシ		東近江市 ヒガシ オウミ シ		犬上郡 イヌ ウエ グン		近江八幡市 オウミハチマンシ		野洲市 ヤスシ		湖南市 コナンシ		愛知郡 エチグン		蒲生郡 ガモウグン		計 ケイ

				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
（毎日・京都・中日新聞含む） アサヒ シンブン マイニチ キョウト チュウニチ シンブン フク		4,950		4,900		600		2,800		1,800		3,050		－		－		18,100

																																																読売新聞 ヨミウリ シンブン		6,800		7,500		450		5,450		3,150		3,950		650		－		27,950

																																																中日新聞
（産経・朝日新聞含む） チュウニチ シンブン サンケイ アサヒ シンブン フク		7,450		2,550		1,050		－		－		－		3,200		－		14,250

																																																京都新聞 キョウト シンブン		2,200		2,650		1,150		4,800		4,300		2,450		350		1,800		19,700

																																																計 ケイ		21,400		17,600		3,250		13,050		9,250		9,450		4,200		1,800		80,000



				ワイド滋賀東部エリア ８０，０００部　折込配布明細 シガ トウブ ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																令和2年7月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン ア クバ												読売新聞 ヨミウリ シンブン										中日新聞【合配】 チュウ ニチ シン ブン ア クバ										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

				[彦根市] ヒコネ シ												[彦根市] ヒコネ シ										[彦根市] ヒコネ シ										[彦根市] ヒコネ シ



				彦 根 中 央		3,150										彦 根 中 央		1,650								彦根中央 チュウオウ		1,950								彦 根		2,550

				0749-24-2561				2375.1		2,200		69.8%		ERROR:#REF!		0749-26-0810				1244.1		1,150		69.7%		0749-22-0171				1470.3		1,400		71.8%		0749-22-7952				1922.7		1,800		70.6%

				河 瀬		1,200										日 夏		2,150								彦根南部 ナンブ		850								鳥居本		550

				0749-25-3873				904.8		850		70.8%		ERROR:#REF!		0749-28-3613				1621.1		1,500		69.8%		0749-26-8526				640.9		600		70.6%		0749-23-9006				414.7		400		72.7%

				稲 枝		600										高宮		950								彦根東部		2,900								[東近江市] ヒガシ オウミシ

				0749-43-6877				452.4		450		75.0%		ERROR:#REF!		0749-22-0729				716.3		700		73.7%		0749-22-1039				2186.6		2,050		70.7%

				彦根東 ヒコネ ヒガシ		1,600										彦 根 西 部		750								彦根城陽		1,100								五個荘 ゴ コ ソウ		2,100

				0749-24-2561				1206.4		1,150		71.9%		ERROR:#REF!		0749-43-6702				565.5		550		73.3%		0749-25-3481				829.4		800		72.7%		0748-48-3374				1583.4		1,500		71.4%

				鳥居本		400										甲 良		500								彦根西部		1,950								能登川 ノトガワ		450

				0749-22-2241				301.6		300		75.0%		ERROR:#REF!		0749-38-2135				377		350		70.0%		0749-26-3153				1470.3		1,400		71.8%		0748-42-5022				339.3		350		77.8%

				[東近江市] ヒガシ オウミシ												彦 根 東		1,800								稲枝		1,700								蒲生 ガモウ		1,100

																0749-24-3715				1357.2		1,300		72.2%		0749-43-2033				1281.8		1,200		70.6%		0748-55-3420				0		800		72.7%																																高島市 タカシマシ		近江八幡市 オウミハチマンシ

				八日市AMK ヨウカイチ		4,700										彦 根 南 ミナミ		1,750								[東近江市] ヒガシ オウミシ										[犬上郡] イヌ カミ グン																																								0		0

				0748-22-0172				0		3,300		70.2%		ERROR:#REF!		0749-28-3613				1319.5		1,250		71.4%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!																																0		0

				能登川 AM ノトガワ		2,300										[東近江市] ヒガシ オウミシ										八 日 市 ８ ヒ シ		2,250								多賀		1,600																																						0		0

				0748-42-1234				1734.2		1,600																0748-22-1541				0		1,600		71.1%		0749-48-1513				1206.4		1,150		71.9%																																0		0

				[犬上郡] イヌ カミ グン												五個荘 ゴ コ ソウ		1,000								能登川 ノトガワ		1,350								[愛知郡] アイチ グン																																								0		0

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-48-2135				754		700		70.0%		0748-42-0402				1017.9		950		70.4%										ERROR:#DIV/0!																																0		0

				豊郷		850										能登川 ノトガワ		1,600								[犬上郡] イヌ カミ グン										愛 知 川		500																																						0		0

				0749-35-2241				640.9		600		70.6%				0748-42-3130				1206.4		1,150												ERROR:#DIV/0!		0749-42-4663				377		350		70.0%

				[近江八幡市] オウミハチマンシ												八日市 ヨウカイチ		6,250								豊郷		1,500								[蒲生郡] ガモウグン

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-22-2294						4,400		70.4%		0749-35-0023				1131		1,050		70.0%										70.6%

				近 江 八 幡		1,200										東近江竜王 ヒガシ オウミ リュウオウ		900								[愛知郡] アイチ グン										竜王 リュウオウ		2,550

				0748-36-0843				0		850		71.9%				0748-75-2270				0		650		72.2%										ERROR:#DIV/0!		0748-58-0501				0		1,800		ERROR:#DIV/0!																																産経新聞 サンケイ シンブン		0		0		0		0		0		0		0

				篠 原		1,600										東近江蒲生 ヒガシ オウミ ガモウ		850								愛知川ＣＳA		4,550								[近江八幡市] オウミハチマンシ

				0748-34-6271				0		1,150		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-58-1633				0		600		70.6%		0749-42-2236				3430.7		3,200		ERROR:#DIV/0!										69.9%

				近江八幡南AM ミナミ		1,100										[湖南市] コナン シ																				近 江 八 幡		3,650

				0748-36-0843				0		800		70.6%												ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		0748-32-2743				0		2,550		75.0%

				[野洲市] ヤス シ												湖南西部 コナン セイブ		2,800																		末 広 スエ ヒロ		200

												ERROR:#DIV/0!				0748-77-2257				0		1,950		50.0%										ERROR:#DIV/0!		0748-22-1600				0		150		70.0%

				野洲 ヤス		2,550										湖南 コナン		4,000																		篠 原		2,000

				077-586-3000				0		1,800						0748-72-4648				0		2,000		ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		077-587-1315				0		1,400		100.0%

				[湖南市] コナン シ												[犬上郡] イヌ カミ グン																				武 佐 タケシ タスク		100

												42.6%												75.0%										ERROR:#DIV/0!		0748-37-4654				0		100		75.0%

				石部AMC イシ ブ		2,900										多 賀		600																		安 土 アン ツチ		800

				0748-72-8207				0		2,050						0749-48-0140				452.4		450		72.7%										ERROR:#DIV/0!		0748-46-2115				0		600		ERROR:#DIV/0!

				甲西AM コウセイ		2,350										[愛知郡] アイチ グン																				[野洲市] ヤス シ

				0748-72-8207				0		1,000		ERROR:#DIV/0!												83.3%

																愛 知 川		550																		野洲 ヤス		2,950

												ERROR:#DIV/0!				0749-42-5334				414.7		400		ERROR:#DIV/0!												077-587-0043				0		2,100		71.0%

																秦 荘 ハタ ソウ		300																		祇王 ギ オウ		3,100

												ERROR:#DIV/0!				0749-22-0729				226.2		250		70.4%												077-588-3227				0		2,200

																[近江八幡市] オウミハチマンシ																				[湖南市] コナン シ

												ERROR:#DIV/0!												70.5%																				71.4%

																近 江 八 幡		1,350																		湖南市 コナン シ		2,100

												ERROR:#DIV/0!				0748-32-2346				0		950		ERROR:#REF!												0748-77-5676				0		1,500

																近江八幡南		2,200																		三雲 ミクモ		1,550

												ERROR:#DIV/0!				0748-37-3461				0		1,550														0748-77-5676				0		950

																篠 原		3,350

																0748-33-4830				0		2,350

																八 幡 駅 前 ハチ ハタ エキ マエ		850

												ERROR:#DIV/0!				0748-31-2233				0		600

																[野洲市] ヤス シ



																野洲 ヤス		1,850

												ERROR:#REF!				077-586-0762				0		1,300

																野洲西部 ヤス セイブ		2,600

																077-586-1314				0		1,850

				計 ケイ		26,500				18,100						計 ケイ		40,600				27,950				計 ケイ		20,100				14,250				計 ケイ		27,850				19,700

				※ ＝ この販売店の基本部数には折込エリア外の基本部数も含まれますので、計算上7割を下回ります（折込エリア内は7割折込です）























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ワイド南部（完成）

				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																																		75.09%												大津市 オオツシ		草津市 クサツ シ		栗東市 リットウシ		守山市 モリヤマシ		計 ケイ

																																																朝日新聞 アサヒ シンブン		11,200		6,250		2,600		3,450		23,500

																																																読売新聞 ヨミウリ シンブン		15,300		10,300		2,550		4,050		32,200

																																																京都新聞 キョウト シンブン		7,750		7,150		3,350		6,050		24,300

																																																計 ケイ		34,250		23,700		8,500		13,550		80,000

				ワイド滋賀南部エリア　　８０，０００部　折込配布明細 シガ ナンブ ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																令和2年7月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				朝日新聞 アサヒ シンブン												読売新聞 ヨミウリ シンブン										京都新聞										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

				[大津市] オオツシ												[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ



				瀬田西 セタ ニシ		3,000										瀬田西 セタ ニシ		1,650								大津		2,500																																										中日新聞 チュウニチ シンブン		0		0		0		0

				077-545-6208				2252.7		2,100		70.0%		ERROR:#REF!		077-544-0778				1238.985		1,150		69.7%		077-524-2187				1877.25		1,800		72.0%										ERROR:#DIV/0!

				大津		3,600										寺辺大津南 ジヘン オオツ ミナミ		7,250								膳所		2,500																																										浜大津		0

				077-524-5310				2703.24		2,550		70.8%		ERROR:#REF!		077-537-4873				5444.025		5,150		71.0%		077-523-1929				1877.25		1,800		72.0%										ERROR:#DIV/0!																										077-524-0869				0		0

				膳所		2,550										石山瀬田南 イシヤマ セタ ミナミ		3,100								石山		2,800

				077-524-5310				1914.795		1,800		70.6%		ERROR:#REF!		077-537-3086				2327.79		2,200		71.0%		077-537-3214				2102.52		2,000		71.4%										ERROR:#DIV/0!

				石山		2,400										膳所		3,300								瀬田 セタ		3,000

				077-537-1683				1802.16		1,700		70.8%		ERROR:#REF!		077-526-3997				2477.97		2,350		71.2%		077-545-4805				2252.7		2,150		71.7%										ERROR:#DIV/0!

				瀬田 セタ		4,350										大津		2,800								[草津市] クサツ シ

				077-545-8510				3266.415		3,050		70.1%		ERROR:#REF!		077-522-9266				2102.52		1,950		69.6%																				ERROR:#DIV/0!

				[草津市] クサツ シ												瀬田 セタ		1,400								草 津		2,700

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		077-545-4677				1051.26		1,000		71.4%		077-562-4221				2,027		1,900												ERROR:#DIV/0!

				草津 		3,500										一里山 イチ サト ヤマ		2,100								草津本陣 クサツ ホンジン		4,500

				077-562-0034				2,628		2,450		70.0%		ERROR:#REF!		077-545-8502				1576.89		1,500		71.4%		077-563-2984				0		3,200												ERROR:#DIV/0!

				草津西		4,600										[守山市] モリヤマ シ										草津西 クサツ ニシ		2,050

				077-562-0534				0		3,200		69.6%		ERROR:#REF!										ERROR:#DIV/0!		077-563-7886				0		1,450		70.7%										ERROR:#DIV/0!

				みなくさ東 ヒガシ		850										守山 モリヤマ		3,900								草津常盤 クサツ トキワ		850

				077-545-8510				0		600		70.6%		ERROR:#REF!		077-583-0181				0		2,750		70.5%		077-568-0826				0		600		70.6%										ERROR:#DIV/0!

				[栗東市] リットウ シ												守山西部 モリヤマ セイブ		1,850								[栗東市] リットウ シ

												ERROR:#DIV/0!				077-582-9745				0		1,300		70.3%										ERROR:#DIV/0!

				栗東 リットウ		2,150										[草津市] クサツ シ										栗東 リットウ		2,850

				077-552-4480				0		1,500		69.8%												ERROR:#DIV/0!		077-554-1986				0		2,000		70.2%										ERROR:#DIV/0!

				大宝 オオ タカラ		1,550										東草津・東矢倉 ヒガシ クサツ ヒガシ ヤグラ		4,700								栗東西 リットウ ニシ		1,900

				077-553-2186				0		1,100		71.0%				077-564-7701				3,529		3,300		ERROR:#DIV/0!		077-551-1610				0		1,350		71.1%										ERROR:#DIV/0!

				[守山市] モリヤマ シ												草 津 中 央		1,400								[守山市] モリヤマ シ

												ERROR:#DIV/0!				077-563-8865				0		1,000		70.2%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

				守山東 モリヤマ ヒガシ		700										草津西 クサツ ニシ		4,700								守山 モリヤマ		8,550

				077-583-5546				0		500		71.4%				077-568-1165				0		3,300				077-582-2051				0		6,050		70.8%										ERROR:#DIV/0!

				守山 モリヤマ		2,850										南草津 ミナミ クサツ		3,850

				077-582-6270				0		2,000		70.2%				077-563-2986				0		2,700		70.2%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

				守山南 モリヤマ ミナミ		1,350										[栗東市] リットウ シ

				077-562-0534				0		950		70.4%												70.1%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

																栗東 リットウ		1,750

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		077-552-5887				0		1,250		ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

																大宝 オオ タカラ		1,800

												ERROR:#DIV/0!				077-553-5251				0		1,300		71.4%										ERROR:#DIV/0!



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

				計 ケイ		33,450				23,500						計 ケイ		45,550				32,200				計 ケイ		34,200				24,300				計 ケイ		ERROR:#REF!				0

				※ ＝ この販売店の基本部数には折込エリア外の基本部数も含まれますので、計算上7割を下回ります（折込エリア内は7割折込です）																																						ERROR:#REF!



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大津詳細

				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																																										75.09%												大津市 オオツシ		草津市 クサツ シ		高島市 タカシマ シ		計 ケイ

																																																								朝日新聞 アサヒ シンブン		20,500		2,000		300		22,800

																																																								毎日新聞 マイニチ シンブン		4,300		900		-		5,200

																																																								読売新聞 ヨミウリ シンブン		27,050		2,550		450		30,050

																																																								産経新聞 サンケイ シンブン		2,650		-		-		2,650

																																																								京都新聞 キョウト シンブン		16,700		1,900		700		19,300

																																																								計 ケイ		71,200		7,350		1,450		80,000

				大津周辺エリア　　８０，０００部　折込配布明細 オオツ シュウヘン ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																								令和2年4月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				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										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				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

				[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ										[大津市] オオツシ



				瀬田西 セタ ニシ		3,000								西大津		300								瀬田西 セタ ニシ		1,650								大津		2,500																																								中日新聞 チュウニチ シンブン		0		0		0		0

				077-545-6208				2252.7		2,250		75.0%		077-558-6800				225.27		250		83.3%		077-544-0778				1238.985		1,250		75.8%		077-524-2187				1877.25		1,900		76.0%										ERROR:#DIV/0!

				西大津		2,300								大津		1,050								寺辺大津南 ジヘン オオツ ミナミ		7,250								西大津		2,200																																								浜大津		0

				077-524-3175				1727.07		1,750		76.1%		077-525-6301				788.445		800		76.2%		077-537-4873				5444.025		5,500		75.9%		077-526-3177				1651.98		1,650		75.0%										ERROR:#DIV/0!																								077-524-0869				0		0

				大津		3,600								膳所		1,000								石山瀬田南 イシヤマ セタ ミナミ		3,100								膳所		2,500

				077-524-5310				2703.24		2,700		75.0%		077-522-6244				750.9		750		75.0%		077-537-3086				2327.79		2,350		75.8%		077-523-1929				1877.25		1,900		76.0%										ERROR:#DIV/0!

				膳所		2,550								大津南		350								膳所		3,300								石山		2,800

				077-524-5310				1914.795		1,950		76.5%		077-534-2427				262.815		300		85.7%		077-526-3997				2477.97		2,500		75.8%		077-537-3214				2102.52		2,100		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				石山		2,400								堅田		1,350								大津		2,800								ローズタウン		1,350

				077-537-1683				1802.16		1,800		75.0%		077-574-5502				1013.715		1,050		77.8%		077-522-9266				2102.52		2,100		75.0%		077-572-1525				1013.715		1,050												ERROR:#DIV/0!

				堅田		3,300								石山		750								坂本		3,400								堅田・南堅田 カタタ ミナミ カタタ		2,250

				077-573-6541				2477.97		2,500		75.8%		077-537-5728				563.175		600		80.0%		077-579-4706				2553.06		2,550		75.0%		077-572-2570				1689.525		1,700												ERROR:#DIV/0!

				ローズタウン		1,450								仰木の里		600								堅田		1,250								坂本		2,000

				077-594-2016				1088.805		1,100		75.9%		077-574-5502				450.54		450		75.0%		077-573-5141				938.625		950		76.0%		077-579-4905				1501.8		1,500												ERROR:#DIV/0!

				坂本		2,350								北小松(菱田) キタ コマツ ヒシダ		100								西大津		4,100								和邇 ワニ		2,150

				077-578-0138				1764.615		1,800		76.6%		077-594-2269				75.09		100		100.0%		077-525-1218				3078.69		3,100		75.6%		077-594-0051				1614.435		1,650		76.7%										ERROR:#DIV/0!

				瀬田 セタ		4,350								[草津市] クサツ シ										ローズタウン		1,950								瀬田 セタ		3,000

				077-545-8510				3266.415		3,250		74.7%										47.1%		077-573-6743				1464.255		1,500		76.9%		077-545-4805				2252.7		2,250		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				大津小野 オオツ オノ		850								草津・瀬田南 クサツ セタ ミナミ		800								北大津		2,150								木戸 キ ト		100

				077-594-8102				638.265		650		76.5%		077-562-0121				601		500				077-579-1581				1614.435		1,650		76.7%		077-594-0051				75.09		100		100.0%

				和邇 ワニ		150								草 津 南		850								瀬田 セタ		1,400								荒川 アラ カワ		100

				077-594-8102				112.635		150		100.0%		077-564-1611				638		400				077-545-4677				1051.26		1,050		ERROR:#DIV/0!		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				大津北 オオツ キタ		350																		一里山 イチ サト ヤマ		2,100								大物 ダイ モノ		100

				077-594-8102				262.815		300		85.7%		計		7,150				5,200				077-545-8502				1576.89		1,600		75.0%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				北小松 キタ コマツ		50								産経新聞 サン キョウ シン ブン										和邇 ワニ		900								南比良 ミナミ ヒラ		100

				0740-32-1183				37.545		50		100.0%												077-594-1790				675.81		700		76.2%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				近江舞子 オウミマイコ		50								[大津市] オオツシ										北小松 キタ コマツ		250								北比良 キタ ヒラ		200

				077-594-8102				37.545		50		100.0%												077-594-1790				187.725		200				077-594-0051				150.18		150		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				大物 ダイ モノ		50								大津		1,000								大物 ダイ モノ		50								南小松南 ミナミ コマツ ミナミ		450

				077-594-8102				37.545		50		100.0%		077-522-6064				750.9		750				077-594-1790				37.545		50		80.0%		077-594-0051				337.905		350		77.8%										ERROR:#DIV/0!

				南比良 ミナミ ヒラ		50								大津南 オオツ ミナミ		400								[高島市] タカシマ シ										北小松 キタ コマツ		100

				077-594-8102				37.545		50		100.0%		077-522-6064				300.36		300												100.0%		077-594-0051				75.09		100		100.0%										ERROR:#DIV/0!

				北比良 キタ ヒラ		50								堅田・大津北 カタタ オオツ キタ		1,100								高島 タカシマ		550								[高島市] タカシマ シ

				077-594-8102				37.545		50		100.0%		077-573-4665				825.99		850		75.0%		0740-32-1516				412.995		450		ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!

				木戸 キド		50								瀬田草津 セタ クサツ		1,000								[草津市] クサツ シ										高島 タカシマ		900

				077-594-8102				37.545		50		100.0%		077-522-6064				750.9		750												81.8%		0740-36-1817				675.81		700		77.8%

				[高島市] タカシマ シ																				東草津・東矢倉 ヒガシ クサツ ヒガシ ヤグラ		4,700								[草津市] クサツ シ

												ERROR:#DIV/0!												077-564-7701				3,529		2,550												ERROR:#DIV/0!

				高島 タカシマ		350																												草 津		2,700

				0740-32-1183				262.815		300		85.7%																						077-562-4221				2,027		1,900		70.4%

				[草津市] クサツ シ

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

				草津 		3,500

				077-562-0034				2,628		2,000																						ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!



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



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



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





				計 ケイ		30,800				22,800				計 ケイ		3,500				2,650				計 ケイ		40,900				30,050				計 ケイ		25,500				19,300				計 ケイ		0				0

				※ ＝ この販売店の基本部数には折込エリア外の基本部数も含まれますので、計算上7.5割を下回ります（折込エリア内は7.5割折込です）																																														74,800



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































草津明細

				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

																																														75.56%												草津市 クサツシ		栗東市 リットウ シ		守山市 モリヤマシ		野洲市 ヤス シ		大津市 オオツシ		計 ケイ

				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		6,750		2,850		3,750		1,900		4,750		20,000

																																																								毎日新聞 マイニチ シンブン		2,500		250		1,500		-		-		4,250

																																																								読売新聞 ヨミウリ シンブン		11,100		2,700		4,350		3,000		9,100		30,250

																																																								産経新聞 サンケイ シンブン		-		-		-		-		750		750

																																																								京都新聞 キョウト シンブン		7,650		3,600		6,450		3,300		3,750		24,750

																																																								計 ケイ		28,000		9,400		16,050		8,200		18,350		80,000



				草津・栗東・守山周辺エリア　80,000部　折込配布明細 クサツ リットウ モリヤマ シュウヘン ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																								令和2年4月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				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 キョウ 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

				[草津市] クサツ シ										[草津市] クサツ シ										[草津市] クサツ シ										[大津市] オオツ シ



				草津西		4,600								草津・瀬田南 クサツ セタ ミナミ		800								草 津 中 央		1,400								瀬 田 草 津 セ タ クサ ツ		1,000

				077-562-0534				3,476		3,450		75.0%		077-562-0121				604		600		75.0%		077-563-8865				1,058		1,050		75.0%		077-522-6064						750		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				草津 		3,500								草 津 南		850								草津西 クサツ ニシ		4,700																																																						中日新聞 チュウニチ シンブン		0		0		0		0		0		0

				077-562-0034				2,645		2,650		75.7%		077-564-1611				642		650		76.5%		077-568-1165				3,551		3,550		75.5%																				ERROR:#DIV/0!

				みなくさ東 ヒガシ		850								草津駅前 クサツ エキマエ		1,650								南草津 ミナミ クサツ		3,850								計 ケイ		1,000				750																																								中主 チュウズ		0

				077-545-8510				642.26		650		76.5%		077-569-4276				1,247		1,250		75.8%		077-563-2986				2,909		2,900		75.3%										0.0%										ERROR:#DIV/0!																												077-586-1314						0

				[栗東市] リットウ シ										[栗東市] リットウ シ										東草津・東矢倉 ヒガシ クサツ ヒガシ ヤグラ		4,700								京都新聞

																								077-564-7701				3,551		3,600		76.6%																				ERROR:#DIV/0!

				栗東 リットウ		2,150								栗東駅前 リットウ エキマエ		300								[栗東市] リットウ シ										[草津市] クサツ シ

				077-552-4480				1,625		1,650		76.7%		077-569-4276				227		250		83.3%

				大宝 オオ タカラ		1,550								[守山市] モリヤマ シ										栗東 リットウ		1,750								草 津		2,700

				077-553-2186				1,171		1,200		77.4%												077-552-5887				1,322		1,350		77.1%		077-562-4221				2,040		2,050		75.9%										ERROR:#DIV/0!

				[守山市] モリヤマ シ										守山 モリヤマ		800								大宝 オオ タカラ		1,800								草津西 クサツ ニシ		2,050

														077-584-3765				604		600		75.0%		077-553-5251				1,360		1,350		75.0%		077-563-7886				1,549		1,550		75.6%										ERROR:#DIV/0!

				守山東 モリヤマ ヒガシ		700								守山駅前 モリヤマ エキマエ		1,150								[守山市] モリヤマ シ										草津本陣 クサツ ホンジン		4,500

				077-583-5546				529		550		78.6%		077-584-3765				869		900		78.3%												077-563-2984				3,400		3,400		75.6%

				守山 モリヤマ		2,850																		守山 モリヤマ		3,900								草津常盤 クサツ トキワ		850

				077-582-6270				2,153		2,150		75.4%												077-583-0181				2,947		2,950		75.6%		077-568-0826				642		650		76.5%										ERROR:#DIV/0!

				守山南 モリヤマ ミナミ		1,350																		守山西部 モリヤマ セイブ		1,850								[栗東市] リットウ シ

				077-562-0534				1,020		1,050		77.8%												077-582-9745				1,398		1,400		75.7%

				[野洲市] ヤス シ																				[野洲市] ヤス シ										栗東 リットウ		2,850

																																		077-554-1986				2,153		2,150		75.4%										ERROR:#DIV/0!

				野洲 ヤス		2,550																		野洲 ヤス		1,850								栗東西 リットウ ニシ		1,900

				077-586-3000				1,927		1,900		74.5%												077-586-0762				1,398		1,400		61.5%		077-551-1610				1,436		1,450		76.3%										ERROR:#DIV/0!

				[大津市] オオツ シ																				野洲西部 ヤス セイブ		2,600								[守山市] モリヤマ シ

																								077-586-1314						1,600

				瀬 田		4,350																		[大津市] オオツ シ										守山 モリヤマ		8,550

				077-545-8510				3,287		3,250		74.7%																				75.0%		077-582-2051				6,460		6,450		75.4%										ERROR:#DIV/0!

				瀬田西 セタ ニシ		3,000																		瀬 田		1,400								[野洲市] ヤス シ

				077-545-6208				2266.8		1,500														077-545-4677				1,058		1,050		75.8%

																								瀬 田西 ニシ		1,650								野洲 ヤス		2,950

																								077-544-0778				1,247		1,250		76.2%		077-587-0043				2,229		2,200		74.6%

																								一里山 イチ リ ヤマ		2,100								祇王 ギ オウ		3,100

																								077-545-8502				1,587		1,600		75.8%		077-588-3227				2,342		1,100

																								石山瀬田南 イシヤマ セタ ミナミ		3,100								[大津市] オオツ シ

																								077-537-3086						2,350												75.0%

																								寺辺大津南 ジヘン オオツ ミナミ		7,250								瀬 田		3,000

																								077-537-4873				5478.1		2,850				077-545-4805				2,267		2,250

																																		石山		2,800

																																		077-537-3214				2115.68		1,500

















				計 ケイ		27,450				20,000				計 ケイ		5,550				4,250				計 ケイ		43,900				30,250				計 ケイ		35,250				24,750

				※ ＝ この販売店の基本部数には折込エリア外の基本部数も含まれますので、計算上7.5割を下回ります（折込エリア内は7.5割折込です）																																														80,000





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近江八幡明細

				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

																														75.30%																						湖南市 コナン シ		甲賀市 コウガ シ		蒲生郡 ガモウグン		野洲市 ヤス シ		東近江市 ヒガシ オウミ シ		近江八幡市 オウミハチマン シ		愛知郡 エチグン		計 ケイ

				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
（毎日・中日・京都新聞含む） アサヒ シンブン マイニチ チュウニチ キョウト シンブン フク		4,000		2,000		-		1,900		3,550		2,950		-		14,400

																																																		毎日新聞
（朝日新聞含む） マイニチ シンブン アサヒ シンブン フク		-		400		-		-		700		1,750		500		3,350

																																																		読売新聞 ヨミウリ シンブン		5,100		6,000		1,800		3,400		6,800		5,850		450		29,400

																																																		中日新聞
（産経・朝日新聞含む） チュウニチ シンブン サンケイ アサヒ シンブン フク		-		2,450		-		-		2,600		2,450		1,350		8,850

																																																		京都新聞
（朝日新聞含む） キョウト シンブン アサヒ シンブン フク		2,800		4,350		4,900		4,550		1,900		5,100		400		24,000

																																																		計 ケイ		11,900		15,200		6,700		9,850		15,550		18,100		2,700		80,000

				近江八幡・湖南・甲賀周辺エリア　　８０,０００部　折込配布明細 オウミハチマン コナン コウガ シュウヘン ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																		令和2年4月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン ゴウ ハイ												読売新聞 ヨミウリ シンブン												中日新聞【合配】 チュウ ニチ 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

				[湖南市] コナン シ												[湖南市] コナン シ												[甲賀市] コウガ シ ノイチ										[湖南市] コナン シ



				石部AMC イシ ブ		2,900										湖南西部 コナン セイブ		2,800										水口 ミナクチ		1,300								湖南市 コナン シ		2,100

				0748-72-8207				2,184		2,200		75.9%		ERROR:#REF!		0748-77-2257				2,108		2,100		75.0%		ERROR:#REF!		0748-62-1274				979		1,000		76.9%		0748-77-5676				1,581		1,600		76.2%

				甲西AM コウセイ		2,350										湖南 コナン		4,000										水口南・貴生川 ミナクチ ミナミ タカオ カワ		1,000								三雲 ミクモ		1,550

				0748-72-8207				1,770		1,800		76.6%		ERROR:#REF!		0748-72-4648				3,012		3,000		75.0%				0748-62-2557				753		750		75.0%		0748-77-5676				1,167		1,200		77.4%

				[甲賀市] コウガ シ ノイチ												[甲賀市] コウガ シ ノイチ												近江大野 オウミ オオノ		900								[甲賀市] コウガ シ ノイチ

																												0748-67-0236				678		550		61.1%

				甲南甲賀AC コウナン コウガ		3,050										水口 ミナクチ		4,800										鮎河 アユ カワ		250								水口 ミナクチ		3,850

				0748-86-2334				2,297		2,000		65.6%		ERROR:#REF!		0748-62-0477				3,614		3,000		62.5%				0748-69-0084				188		150		60.0%		0748-63-0898				2,899		2,850		74.0%																												産経新聞 サンケイ シンブン		0		0		0		0		0		0		0		0

				[野洲市] ヤス シ												水口南 ミナクチ ミナミ		700										[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ										甲南 コウナン		1,500

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-86-2221				527		550		78.6%														0748-88-4032				1,130		1,050		70.0%																												水口 ミナクチ		0

				野洲 ヤス		2,550										甲南 コウナン		2,650										蒲生 ガモウ		1,150								甲賀 コウガ		650																																		0748-62-2922				0		0

				077-586-3000				1920.15		1,900		74.5%		ERROR:#REF!		0748-86-2221				1995.45		1,700		64.2%				0748-55-3420				866		900		78.3%		0748-88-4032				489		450		69.2%

				[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ												甲賀 コウガ		950										八 日 市 ８ ヒ シ		2,250								[蒲生郡] ガモウグン																																				中主 チュウズ		0

												ERROR:#DIV/0!				0748-88-3726				715.35		750		78.9%				0748-22-1541				1,694		1,700		75.6%										ERROR:#DIV/0!																												077-586-1314						0

				八日市AMK ヨウカイチ		4,700										[蒲生郡] ガモウグン												[近江八幡市] オウミハチマンシ										竜王 リュウオウ		2,550

				0748-22-0172				3,539		3,550		75.5%												ERROR:#DIV/0!														0748-58-0501				1,920		1,900		74.5%

				[近江八幡市] オウミハチマンシ												日野 ヒ ノ		2,400										近 江 八 幡 東 コン エ ハチ ハタ ヒガシ		1,300								日野 ヒ ノ		4,000

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		0748-52-0258				1,807		1,800		75.0%				0748-37-7857				979		1,000		76.9%		0748-52-0001				3,012		3,000		75.0%

				近 江 八 幡		1,200										[野洲市] ヤス シ												篠原ＣＳ		200								[野洲市] ヤス シ

				0748-36-0843				904		900		75.0%												ERROR:#DIV/0!				0748-34-6101				151		150		75.0%										ERROR:#DIV/0!

				篠 原		1,600										野洲 ヤス		1,850										近江八幡南ＣＳ		500								野洲 ヤス		2,950

				0748-34-6271				1,205		1,200		75.0%				077-586-0762				1393.05		1,400		75.7%				0748-37-1399				377		400		80.0%		077-587-0043				2221.35		2,200		74.6%

				近江八幡南AM ミナミ		1,100										野洲西部 ヤス セイブ		2,600										近江八幡ＣＳ		1,200								祇王 ギ オウ		3,100

				0748-36-0843				828		850		77.3%				077-586-1314				1957.8		2,000		76.9%				0748-37-4602				904		900		75.0%		077-588-3227				2334.3		2,350		75.8%

																												[愛知郡] アイチ グン										[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ

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

				計 ケイ		19,450				14,400						[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ												愛知川ＣＳA		4,550								蒲生 KA ガモウ		1,150

												0.0%												77.8%				0749-42-2236				0		1,350				0748-55-3420				866		900		78.3%

				毎日新聞【合配】 マイニチ												東近江竜王 ヒガシ オウミ リュウオウ		900																				五個荘 ゴ コ ソウ		2,100

												ERROR:#DIV/0!				0748-75-2270				678		700		76.5%														0748-48-3374						1,000

				[甲賀市] コウガ シ ノイチ												東近江蒲生 ヒガシ オウミ ガモウ		850																				[近江八幡市] オウミハチマンシ

																0748-58-1633				640		650		75.2%																						75.3%

				甲賀水口東 コウガ ミナクチ ヒガシ		700										八 日 市 ８ ヒ シ		6,250																				近 江 八 幡		3,650

				0748-88-2238				527		400		57.1%				0748-22-2294						4,700																0748-32-2743				2,748		2,750		75.0%

				[近江八幡市] オウミハチマンシ												五個荘 ゴ コ ソウ		1,000																				末 広 スエ ヒロ		200

												ERROR:#DIV/0!				0748-48-2135						750		77.8%														0748-22-1600				151		150		75.0%

				近江八幡篠原安土 オウミハチマン シノハラ アヅチ		2,300										[近江八幡市] オウミハチマンシ																						篠 原		2,000

				0748-32-2579				1,732		1,750														75.0%														077-587-1315				1,506		1,500		100.0%

				[東近江市] ヒガシ オウミ シ ノイチ												近 江 八 幡		1,350																				武 佐 タケシ タスク		100

												76.1%				0748-32-2346				1,017		1,050		74.6%														0748-37-4654				75		100		75.0%

				五個荘AM ゴカショウ		1,500										近江八幡南		2,200																				安 土 アン ツチ		800

				0748-42-5320						700						0748-37-3461				1,657		1,650		76.5%														0748-46-2115				602		600		ERROR:#DIV/0!

				[愛知郡] アイチ グン												篠 原		3,350																				[愛知郡] アイチ グン

																0748-33-4830				2,523		2,500																								80.0%

				愛 知 川		1,050										八 幡 駅 前 ハチ ハタ エキ マエ		850																				愛 知 川		500

				0749-42-2233						500						0748-31-2233				640		650																0749-42-4663				0		400

																[愛知郡] アイチ グン



																愛 知 川		550

																0749-42-5334				0		450





				計 ケイ		5,550				3,350						計 ケイ		40,050				29,400						計 ケイ		14,600				8,850				計 ケイ		32,750				24,000

				※ ＝ この販売店の基本部数には折込エリア外の基本部数も含まれますので、計算上7.5割を下回ります（折込エリア内は7.5割折込です）













彦根明細

				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

																																						75.40%												彦根市 ヒコネシ		米原市 マイバラシ		長浜市 ナガハマ シ		東近江市 ヒガシ オウミ シ		犬上郡 イヌ ウエ グン		愛知郡 エチグン		計 ケイ

				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
（毎日・京都新聞含む） アサヒ シンブン マイニチ キョウト シンブン フク		5,200		900		3,800		3,950		650		-		14,500

																																																毎日新聞
（朝日新聞含む） マイニチ シンブン アサヒ シンブン フク		4,500		-		2,100		1,150		-		800		8,550

																																																読売新聞 ヨミウリ シンブン		7,350		550		4,850		6,650		450		700		20,550

																																																中日新聞
（産経・朝日新聞含む） チュウニチ シンブン サンケイ アサヒ シンブン フク		8,000		-		6,300		1,950		1,150		3,400		20,800

																																																京都新聞 キョウト シンブン		2,350		3,950		5,750		1,950		1,200		400		15,600

																																																計 ケイ		27,400		5,400		22,800		15,650		3,450		5,300		80,000



				彦根・米原・長浜エリア ８０，０００部　折込配布明細 ヒコネ マイバラ ナガハマ ブ オリコミ ハイフ メイサイ

																																令和2年4月1日現在 レイワ ネン ガツ ニチゲンザイ

				朝日新聞【合配】 アサヒ シンブン ア クバ												読売新聞 ヨミウリ シンブン										中日新聞【合配】 チュウ ニチ シン ブン ア クバ										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

				[彦根市] ヒコネ シ												[彦根市] ヒコネ シ										[彦根市] ヒコネ シ										[彦根市] ヒコネ シ



				彦 根 中 央		3,150										彦 根 中 央		1,650								彦根中央 チュウオウ		1,950								彦 根		2,550

				0749-24-2561				2375.1		2,350		74.6%		ERROR:#REF!		0749-26-0810				1244.1		1,250		75.8%		0749-22-0171				1470.3		1,500		76.9%		0749-22-7952				1922.7		1,900		74.5%

				河 瀬		1,200										日 夏		2,150								彦根南部 ナンブ		850								鳥居本		550

				0749-25-3873				904.8		900		75.0%		ERROR:#REF!		0749-28-3613				1621.1		1,650		76.7%		0749-26-8526				640.9		650		76.5%		0749-23-9006				414.7		450		81.8%

				稲 枝		600										高宮		950								彦根東部		2,900								[米原市] マイバラ シ

				0749-43-6877				452.4		450		75.0%		ERROR:#REF!		0749-22-0729				716.3		750		78.9%		0749-22-1039				2186.6		2,200		75.9%

				彦根東 ヒコネ ヒガシ		1,600										彦 根 西 部		750								彦根城陽		1,100								米原		3,350

				0749-24-2561				1206.4		1,200		75.0%		ERROR:#REF!		0749-43-6702				565.5		600		80.0%		0749-25-3481				829.4		850		77.3%		0749-52-1400				2525.9		2,500		74.6%

				鳥居本		400										甲 良		500								彦根西部		1,950								醒ヶ井 サメガイ		900

				0749-22-2241				301.6		300		75.0%		ERROR:#REF!		0749-38-2135				377		400		80.0%		0749-26-3153				1470.3		1,500		76.9%		0749-54-0049				678.6		700		77.8%

				[米原市] マイバラ シ												彦 根 東		1,800								稲枝		1,700								米原インター		950

																0749-24-3715				1357.2		1,350		75.0%		0749-43-2033				1281.8		1,300		76.5%		0749-54-0521				716.3		750		78.9%																												高島市 タカシマシ		近江八幡市 オウミハチマンシ

				米原 コメ ハラ		1,200										彦 根 南 ミナミ		1,750								[長浜市] ナガハマ シ										[長浜市] ナガハマ シ																																				0		0

				0749-52-8735				904.8		900		75.0%		ERROR:#REF!		0749-28-3613				1319.5		1,350		77.1%										ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!																												0		0

				[長浜市] ナガハマ シ												[米原市] マイバラ シ										長浜 ナガハマ		2,850								長浜 ナガハマ		1,200																																		0		0

																										0749-62-0997				2148.9		2,150		75.4%		0749-63-6305				904.8		900		75.0%																												0		0

				長浜 ナガハマ		2,050										米原 コメ ハラ		700								長浜東部 ナガハマ トウブ		1,700								虎姫 トラ ヒメ		4,150																																		0		0

				0749-62-0302				1545.7		1,550		75.6%		ERROR:#REF!		0749-54-1517				527.8		550		78.6%		0749-63-8398				1281.8		1,300		76.5%		0749-73-2055				3129.1		2,750		66.3%																												0		0

				虎姫 トラ ヒメ		2,050										[長浜市] ナガハマ シ										長浜北 ナガハマ キタ		1,750								湖北町 コホク マチ		1,700																																		0		0

				0749-73-2445				1545.7		1,500		73.2%														0749-65-1486				1319.5		1,350		77.1%		0749-78-1267				1281.8		1,300		76.5%

				高月 タカ ツキ		750										長浜 ナガハマ		4,500								高月 タカ ツキ		1,950								木之本		1,950

				0749-82-4954				565.5		600		80.0%		ERROR:#REF!		0749-62-1512				3393		3,400		75.6%		0749-82-2330				1470.3		1,500		76.9%		0749-82-2330				1470.3		800		ERROR:#DIV/0!

				木之本		200										浅井 アサイ		650								[東近江市] ヒガシ オウミシ										[東近江市] ヒガシ オウミシ

				0749-82-4954				150.8		150		ERROR:#DIV/0!				0749-62-1512				490.1		500		76.9%										ERROR:#DIV/0!										76.2%																												産経新聞 サンケイ シンブン		0		0		0		0		0		0		0

				[東近江市] ヒガシ オウミシ												虎姫 トラ ヒメ		650								八 日 市 ８ ヒ シ		2,250								五個荘 ゴ コ ソウ		2,100

												76.1%		ERROR:#REF!		0749-85-2633				490.1		500		76.9%		0748-22-1541				0		900		77.8%		0748-48-3374				1583.4		1,600		77.8%

				八日市AMK ヨウカイチ		4,700										高月 タカ ツキ		400								能登川 ノトガワ		1,350								能登川 ノトガワ		450

				0748-22-0172				0		2,200		ERROR:#DIV/0!				0749-85-2633				301.6		300		75.0%		0748-42-0402				1017.9		1,050		ERROR:#DIV/0!		0748-42-5022				339.3		350		ERROR:#DIV/0!

				能登川 AM ノトガワ		2,300										木之本		200								[犬上郡] イヌ カミ グン										[犬上郡] イヌ カミ グン

				0748-42-1234				1734.2		1,750		76.5%				0749-85-2633				150.8		150		ERROR:#DIV/0!										76.7%										75.0%

				[犬上郡] イヌ カミ グン												[東近江市] ヒガシ オウミシ										豊郷		1,500								多賀		1,600

																								75.0%		0749-35-0023				1131		1,150		ERROR:#DIV/0!		0749-48-1513				1206.4		1,200		ERROR:#DIV/0!

				豊郷		850										五個荘 ゴ コ ソウ		1,000								[愛知郡] アイチ グン										[愛知郡] アイチ グン

				0749-35-2241				640.9		650		ERROR:#DIV/0!				0748-48-2135				754		750		75.0%										74.7%										80.0%

				計 ケイ		21,050				14,500						能登川 ノトガワ		1,600								愛知川ＣＳA		4,550								愛 知 川		500

																0748-42-3130				1206.4		1,200		ERROR:#DIV/0!		0749-42-2236				3430.7		3,400		ERROR:#DIV/0!		0749-42-4663				377		400		ERROR:#DIV/0!

				毎日新聞【合配】 マイニチ ア クバ												八日市 ヨウカイチ		6,250

												80.0%				0748-22-2294						4,700		75.0%

				[彦根市] ヒコネ シ												[犬上郡] イヌ カミ グン

												74.5%												ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#DIV/0!

				彦 根 東 部		250										多 賀		600

				0749-26-4678				188.5		200		75.0%				0749-48-0140				452.4		450		81.8%

				彦 根		2,750										[愛知郡] アイチ グン

				0749-22-1213				2073.5		2,050		77.3%												83.3%																				ERROR:#DIV/0!

				彦根南 ヒコネ ミナミ		1,000										愛 知 川		550

				0749-22-9276				754		750		81.8%				0749-42-5334				414.7		450		ERROR:#REF!

				彦 根 城 東		1,100										秦 荘 ハタ ソウ		300

				0749-26-9673				829.4		850		80.0%				0749-22-0729				226.2		250

				河 瀬		550

				0749-25-3548				414.7		450

				河瀬駅前 カワセ エキマエ		250

				0749-26-4678						200		75.0%

				[長浜市] ナガハマ シ



				長浜 ナガハマ		2,800

				0749-62-0954				2111.2		2,100		76.7%

				[東近江市] ヒガシ オウミシ



				五個荘AM ゴカショウ		1,500

				0748-42-5320				1131		1,150		76.2%

				[愛知郡] アイチ グン



				愛 知 川		1,050

				0749-42-2233				791.7		800

				計 ケイ		11,250				8,550						計 ケイ		26,950				20,550				計 ケイ		28,350				20,800				計 ケイ		21,950				15,600

				※ ＝ この販売店の基本部数には折込エリア外の基本部数も含まれますので、計算上7.5割を下回ります（折込エリア内は7.5割折込です）
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