
■折込配布明細

■各市区町村における4紙折込部数

■エリアの特徴
東西を中央大通りの幹線道路が通っており車でのアクセスが非常に良く、また電車も近鉄けい
はんな線が通っており、奈良県の生駒市からは15～20分で通勤可能なため、奈良・生駒
地区との兼版は反響が期待できます。また南北はバスが充実しており移動は便利です。
運送業や製造業の企業様が多いため、ドライバーや技術職の募集が多いエリアであり、
またエリア内には大阪商業大学をはじめ大学、短大、専門学校が複数存在し、学生も多く、
幅広い年齢層の反響が期待できるエリアです。

2019年10月1日現在

東大阪市北部・中部及び大東市南部の4大紙（朝日・毎日・読売・産
経）に折込んでいます。

折込8万部
配布率8割以上の高密度配布を
行っています（一部地域を除く）

＊赤色(濃い)エリアは4大紙に折込まれます。緑色(薄い)エリアは1～3紙折込まれます。

東大阪北部エリア

東大阪市 大東市 鶴見区

朝日新聞 11,900 2,150 ―

毎日新聞 13,200 2,650 ―

読売新聞 25,200 3,300 500

産経新聞 18,200 2,500 400

合　計 68,500 10,600 900

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

英 田 ・ 花 園
072-986-1835

2,000
※　1,300

鴻 ノ 池
072-960-3168

2,550
2,050

若 江 岩 田
06-6722-3269

5,850
※　3,200

鴻 ノ 池
06-6746-4534

2,750
2,200

若 江
072-961-2335

3,050
※　1,100

若 江 岩 田
072-962-5165

1,350
※　850

鴻 ノ 池
06-6746-3201

3,150
2,550

若江岩田花園
072-966-5182

7,450
※　4,650

鴻 池
072-962-9747

3,700
3,000

花 園 瓢 箪 山
072-986-8834

2,200
※　1,500

花 園
072-961-4495

2,900
※　1,700

瓢 箪 山
072-988-3373

4,000
※　500

布 市
072-987-8418

750
600

枚 岡
072-982-2150

1,450
1,200

ひ ょ う た ん 山
072-986-7701

3,400
※　1,100

枚 岡 石 切
072-981-5095

3,050
2,450

新 石 切
072-984-7224

1,700
1,400

石 切
072-985-5051

500
400

枚 岡
072-965-4346

1,700
1,400

東 石 切
072-879-7801

1,450
※　1,150

ひ ょ う た ん 山
072-981-3043

1,600
※　650

小 阪 北
06-6788-5492

4,200
※　3,000

石 切
072-981-5409

2,250
1,800

盾 津
072-965-6188

900
750

小 阪 北
06-6787-1233

2,750
2,200

徳 庵 今 津
06-6745-1508

1,850
1,500

孔舎衛・野崎南
072-981-4751

4,300
※　2,850

布 施 東
06-6728-7022

1,150
※　850

徳 庵
06-6961-6590

1,500
※　1,150

布 施 深 江
06-6981-0889

3,350
※　1,300

吉 田
072-962-9868

1,450
1,200

小 阪
06-7650-9572

5,600
※　3,650

放 出
06-6962-2993

4,250
※　500

住 道 南
072-962-3221

1,700
1,400

八 戸 ノ 里
06-6723-4065

2,000
1,600

徳 庵
072-872-0327

1,200
1,000

布 施
06-6781-5175

4,550
※　2,100

高 井 田 北
06-7650-9572

850
700

鴻 池 北
072-871-3035

2,050
※　700

諸 福 大 宮
072-874-6045

950
※　300

小 阪
06-6782-1996

3,900
※　2,250

茨 田 町
06-6912-5388

2,800
※　300

住 ノ 道
072-872-2903

1,700
※　1,150

住 道
072-962-3221

2,100
1,700

徳 庵
06-6744-4476

2,050
1,650

野 崎
072-876-6585

1,300
※　300

野 崎
072-875-3660

1,000
※　250

住 ノ 道 南
072-961-7701

1,850
1,500

住 道 南
072-872-0327

2,200
1,800

住 道 北
072-874-6045

1,300
※　400

深 江
06-6976-3534

1,600
※　300

野 崎
072-879-7801

1,350
※　300

住 道 北
072-876-4701

2,850
※　400

諸 福
072-871-3182

1,500
※　500

住 ノ 道 北
072-871-2350

5,500
※　2,800

鶴 見 町
06-6912-7349

4,450
※　400

放 出
06-6967-2645

2,850
※　500

計 26,350 14,050 計 24,500 15,850 計 50,800 29,000 計 42,050 21,100
※ ＝ 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８割を下回ります（折込エリア内は８割折込です）

[ 鶴 見 区 ]

[ 鶴 見 区 ]

[ 大 東 市 ]

[ 大 東 市 ]

[ 東 大 阪 市 ] [ 東 大 阪 市 ] [ 東 大 阪 市 ] [ 東 大 阪 市 ]

[ 大 東 市 ] [ 大 東 市 ]

産 経 新 聞朝 日 新 聞 毎 日 新 聞 読 売 新 聞


●●●

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												東大阪市 ヒガシオオサカシ		大東市 ダイトウシ		鶴見区 ツルミク		●●区 ク		●●区

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞 アサヒシンブン		11,900		2,150		―		0		0

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		13,200		2,650		―		0		0

																												読売新聞 ドクバイシンブン		25,200		3,300		500		0		0

																												産経新聞 サンキョウシンブン		18,200		2,500		400		0		0

																												合　計		68,500		10,600		900		0		0

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

																								平成28年 11月1日現在

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






松原藤井寺羽曳野

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																												松原市 マツバラシ		藤井寺市 フジイデラシ		羽曳野市 ハビキノシ		八尾市 ヤオシ		堺市美原区 サカイシミハラク		堺市北区 サカイシキタク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		5,100		2,700		5,700		400		800		2,300

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		4,850		6,200		2,000		450		700		4,200

																												読売新聞 ドクバイシンブン		9,200		2,600		8,650		550		900		2,300

																												産経新聞 サンキョウシンブン		8,100		4,350		4,750		300		0		2,900

																												合   計 ゴウケイ		27,250		15,850		21,100		1,700		2,400		11,700

		松原･藤井寺・羽曳野エリア ８０，０００部 折込配布明細 マツバラフジイデラハビキノブオリコミハイフメイサイ

																								令和1年 10月1日現在 レイワ

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

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

		[松原市] マツバラシ						[松原市] マツバラシ						[松原市] マツバラシ						[松原市] マツバラシ								80%

		松原西
072-331-4780 マツバラニシ		2,700		2,200		松原
0723-31-3132 マツバラ		6,050		4,850		天美我堂
072-333-2251 アマミガドウ		1,650		※　1,300		天美
072-334-6541 アマミ		1,800		1,450

		松原北
072-331-5106 マツバラキタ		3,600		2,900		[藤井寺市] フジイデラシ						天美
072-331-3130 アマミ		2,750		2,200		布忍
072-334-6541 ヌノセ		1,000		800

		[藤井寺市] フジイデラシ						藤井寺高鷲南
072-955-8041 フジイデラ		3,250		2,600		高見の里
072-336-6815 タカミサト		2,450		※　1,950		松原
072-335-0546 マツバラ		2,050		1,650

		藤井寺　
072-939-2346 フジイデラ		2,000		1,600		藤井寺東　
072-955-1219 フジイデラヒガシ		2,200		※　1,750		松原中央
072-336-6815 マツバラチュウオウ		2,150		※　1,700		松原南
072-332-0807 マツバラミナミ		4,250		3,400

		藤井寺東　
072-954-8213 フジイデラヒガシ		1,350		1,100		藤井寺高鷲北　
072-955-8041 フジイデラキタ		2,300		1,850		松原
072-331-0529 マツバラ		2,950		※　2,050		松原西
072-335-0546 マツバラニシ		1,000		800

		[羽曳野市] ハビキノシ						[羽曳野市] ハビキノシ						[藤井寺市] フジイデラシ						[藤井寺市] フジイデラシ

		恵我之荘　
072-954-3044 エガショウ		4,200		3,400		羽曳が丘　
072-937-7780 ハネヒキオカ		1,000		800		藤井寺　
072-938-1745 フジイデラ		1,250		1,000		藤井寺北　
072-955-0781 フジイデラキタ		1,600		1,300

		羽曳が丘　
072-956-0846 ハネヒキオカ		1,300		1,050		古市太子　
072-956-0192 フルイチタイシ		1,900		※　1,200		土師の里　
072-955-4713 ハジサト		2,000		1,600		藤井寺　
072-955-0781 フジイデラ		1,600		1,300

		羽曳野中央
072-954-8213 ハビキノチュウオウ		1,550		1,250		[八尾市] ヤオシ						[羽曳野市] ハビキノシ						土師の里　
072-955-0781 ハジサト		2,200		※　1,750

		[八尾市] ヤオシ						八尾木の本
072-991-6768 キモト		2,300		※　450		高鷲　
072-954-2005 タカワシ		900		※　700		[羽曳野市] ハビキノシ

		平野東部
06-6709-0421		2,550		※　400		[堺市美原区] サカイシミハラク						恵我ノ荘　
072-954-4193 エガショウ		1,900		※　1,500		高鷲　
072-955-0781 タカワシ		1,700		※　1,350

		[堺市美原区] サカイシミハラク						美原
072-362-5887 ミハラ		1,550		※　700		河原城
072-361-0837 カワラジョウ		550		450		羽曳が丘　
072-955-0781 ハネヒキオカ		2,150		※　1,700

		美原
0723-67-7099 ミハラ		900		※　500		[堺市北区] サカイシキタク						羽曳野　
072-956-6111 ハビキノ		2,500		2,000		古市　
072-956-0032 フルイチ		1,350		1,150

		初芝
072-286-2965 ハツシバ		2,500		※　300		北花田蔵前
072-253-2832 キタハナダクラマエ		1,500		1,200		羽曳が丘　
072-956-8206 ハネヒキオカ		1,550		1,250		喜志
072-950-5141 キシ		1,850		※　350

		[堺市北区] サカイシキタク						新金岡
072-251-0033 シンカナオカ		1,200		※　950		古市　
072-957-3515 フルイチ		2,800		2,250		春日
0721-93-4318 カスガ		950		※　200

		新金岡
072-257-8484 シンカナオカ		1,550		1,250		堺市駅前東浅香
072-253-8178 サカイシエキマエヒガシアサカ		4,100		※　700		喜志
0721-24-3577 キシ		2,450		※　500		[八尾市] ヤオシ

		北花田東堺
072-222-0843 キタハナダヒガシサカイ		3,150		※　1,050		初芝
072-285-2587 ハツシバ		3,050		※　900		[八尾市] ヤオシ						大正太田
072-920-6868 タイショウオオタ		850		※　300

								東金岡
072-251-4492 ヒガシカナオカ		550		450		太田
072-972-0513 オオタ		700		※　550		[堺市北区] サカイシキタク

														[堺市美原区] サカイシミハラク						東浅香
072-232-3320 ヒガシアサカ		2,400		※　1,100

														美原
072-361-0837 ミハラ		2,750		※　900		新金岡白鷺
072-252-3548 シンカナオカシラサギ		3,300		※　1,800

														[堺市北区] サカイシキタク

														北花田
072-252-1912 キタハナダ		3,300		※　2,300

		計 ケイ		27,350		17,000		計 ケイ		30,950		18,400		計 ケイ		34,600		24,200		計 ケイ		30,050		20,400				80,000

		※ ＝ 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８割を下回ります（折込エリア内は８割折込です）





東大阪南部

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																												八尾市 ヤオシ		東大阪市 ヒガシオオサカシ

		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		1,350		10,250

																												毎日新聞		2,150		11,100

																												読売新聞		5,400		23,850

																												産経新聞		3,300		22,600

																												合   計		12,200		67,800

		東大阪南部エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヒガシオオサカナンブブオリコミハイフメイサイ

																								令和1年 10月1日現在 レイワ

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

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

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

		八尾北
072-998-6361 ヤオキタ		1,300		1,050		北山本
072-940-1038 キタヤマモト		1,200		1,000		八尾
072-943-1122 ヤオ		7,950		4,350		近鉄八尾
072-998-8862 ヤオ		1,600		1,300				80%

		北山本
072-923-0766 キタヤマモト		1,200		300		八尾北
072-940-1038 ヤオキタ		1,400		1,150		山本
072-996-8969 ヤマモト		2,850		1,050		山本北
072-988-3373 ヤマモトキタ		2,450		2,000

		[東大阪市] ヒガシオオサカシ						[東大阪市] ヒガシオオサカシ						[東大阪市] ヒガシオオサカシ						[東大阪市] ヒガシオオサカシ

		布施南
06-6721-1501 フセミナミ		1,850		1,500		若江岩田
072-962-5165 ワカエイワタ		1,350		※　1,000		小阪
06-6782-1996 コサカ		3,900		※　2,550		若江岩田花園
072-966-5182 ワカエイワタハナゾノ		7,450		※　5,400

		小阪南
06-6721-7441 コサカミナミコミナミ		1,350		1,100		花園瓢箪山
072-986-8834 ハナゾノヒョウタンヤマ		2,200		※　1,400		八戸ノ里
06-6723-4065 ヤエサト		2,000		※　1,400		布施
06-6728-7022 フセ		1,500		1,200

		若江
072-961-2335 ワカエ		3,050		※　2,350		長瀬
06-6720-0125 ナガセ		1,900		1,550		若江岩田
06-6722-3269 ワカエイワタ		5,850		※　4,100		長瀬
06-6729-1790 ナガセ		3,750		3,000

		小阪
06-6787-1233 コサカ		1,050		850		小阪北・八戸ノ里
06-6788-5492 コサカ		4,200		※　2,500		弥刀
06-6723-4304 ミト		2,950		2,400		弥刀
06-6729-1790 ワタルカタナ		800		650

		ひょうたん山
072-981-3043 ヤマ		1,600		1,300		長瀬中央弥刀
06-6721-7416 ナガセチュウオウワタルカタナ		950		800		長瀬南
06-6728-7446 ナガセミナミ		1,300		1,050		小阪
06-7650-9572 コサカ		5,600		※　3,900

		小阪北
06-6787-1233 コサカキタ		2,750		※　1,650		小阪布施
06-6721-0135 コサカフセ		1,750		1,400		布施
06-6781-5175 フセ		4,550		※　2,500		上小阪
06-6725-2153 ウエコサカ		2,550		2,050

								瓢箪山南
072-940-1038 ヒョウタンヤマミナミ		1,700		※　1,350		衣摺
06-6727-6189 キズリ		1,900		1,550		長瀬東
06-6729-1790 ナガセヒガシ		1,200		※　950

		英田・花園
072-986-1835 アカダハナゾノ		2,000		※　1,300		布施深江
06-6981-0889 フカエ		3,350		※　700		花園
072-961-4495 ハナゾノ		2,900		2,350		八尾久宝寺西
06-6729-1790		550		450

		新石切
072-984-7224 シンイシキリ		1,700		※　200		枚岡
072-982-2150 ヒラオカ		1,450		※　400		ひょうたん山
072-986-7701 ヤマ		3,400		2,750		布施東
06-6728-7022 フセヒガシ		1,150		※　750

														瓢箪山南・山本東　　　　　　　　　　　　　　　　　　0729-86-7701 ヒョウタンヤマミナミ		1,800		※　1,200		瓢箪山
0729-88-3373		4,000		3,200

														吉田
072-962-9868 ヨシダ		1,450		※　600		枚岡石切
072-981-5095 ヒラオカイシキリ		3,050		※　1,050

														枚岡
072-965-4346 ヒラオカ		1,700		※　800

														巽・新今里
06-6758-0585 タツミシンイマザト		3,100		※　300

														深江
06-6976-3534 フカエ		1,600		※　300

		計 ケイ		17,850		11,600		計 ケイ		21,450		13,250		計 ケイ		49,200		29,250		計 ケイ		35,650		25,900				80,000

		※ ＝ 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８割を下回ります（折込エリア内は８割折込です）





東大阪北部

		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																												東大阪市 ヒガシオオサカシ		大東市 ダイトウシ		鶴見区 ツルミク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		11,900		2,150		0

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		13,200		2,650		0

																												読売新聞 ドクバイシンブン		25,200		3,300		500

																												産経新聞 サンキョウシンブン		18,200		2,500		400

																												合   計 ゴウケイ		68,500		10,600		900

		東大阪北部エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヒガシオオサカホクブブオリコミハイフメイサイ

																								令和1年 10月1日現在 レイワ

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

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

		[東大阪市] ヒガシオオサカシ						[東大阪市] ヒガシオオサカシ						[東大阪市] ヒガシオオサカシ						[東大阪市] ヒガシオオサカシ

		英田・花園
072-986-1835 アカダハナゾノ		2,000		※　1,300		鴻ノ池
072-960-3168 コウノイケ		2,550		2,050		若江岩田
06-6722-3269 ワカエイワタ		5,850		※　3,200		鴻ノ池
06-6746-4534 コウノイケ		2,750		2,200				80%

		若江
072-961-2335 ワカエ		3,050		※　1,100		若江岩田
072-962-5165 ワカエイワタ		1,350		※　850		鴻ノ池
06-6746-3201 コウノイケ		3,150		2,550		若江岩田花園
072-966-5182 ワカエイワタハナゾノ		7,450		※　4,650

		鴻池
072-962-9747 コウノイケ		3,700		3,000		花園瓢箪山
072-986-8834 ハナゾノヒョウタンヤマ		2,200		※　1,500		花園
072-961-4495 ハナゾノ		2,900		※　1,700		瓢箪山
072-988-3373 ヒョウタンヤマ		4,000		※　500

		布市
072-987-8418 ヌノイチ		750		600		枚岡
072-982-2150 ヒラオカ		1,450		1,200		ひょうたん山
072-986-7701 ヤマ		3,400		※　1,100		枚岡石切
072-981-5095 ヒラオカイシキリ		3,050		2,450

		新石切
072-984-7224 シンイシキリ		1,700		1,400		石切
072-985-5051 イシキリ		500		400		枚岡
072-965-4346 ヒラオカ		1,700		1,400		東石切
072-879-7801		1,450		※　1,150

		ひょうたん山
072-981-3043 ヤマ		1,600		※　650		小阪北
06-6788-5492 コサカ		4,200		※　3,000		石切
072-981-5409 イシキリ		2,250		1,800		盾津
072-965-6188 タテツ		900		750

		小阪北
06-6787-1233 コサカキタ		2,750		2,200		徳庵今津
06-6745-1508 トクアンイマヅ		1,850		1,500		孔舎衛・野崎南
072-981-4751 アナシャマモル		4,300		※　2,850		布施東
06-6728-7022 フセヒガシ		1,150		※　850

		徳庵
06-6961-6590 トクアン		1,500		※　1,150		布施深江
06-6981-0889 フカエ		3,350		※　1,300		吉田
072-962-9868 ヨシダ		1,450		1,200		小阪
06-7650-9572 コサカ		5,600		※　3,650

		放出
06-6962-2993 ハナテン		4,250		※　500		住道南
072-962-3221 スミチミナミ		1,700		1,400		八戸ノ里
06-6723-4065 ヤエサト		2,000		1,600		徳庵
072-872-0327 トクアン		1,200		1,000

		[大東市] ダイトウシ						[大東市] ダイトウシ						布施
06-6781-5175 フセ		4,550		※　2,100		高井田北
06-7650-9572		850		700

		鴻池北
072-871-3035 オオトリイケキタ		2,050		※　700		諸福大宮
072-874-6045 モロフクオオミヤ		950		※　300		小阪
06-6782-1996 コサカ		3,900		※　2,250		茨田町
06-6912-5388 イバラタチョウ		2,800		※　300

		住ノ道
072-872-2903 スミチ		1,700		※　1,150		住道
072-962-3221 スミチ		2,100		1,700		徳庵
06-6744-4476 トクアン		2,050		1,650		[大東市] ダイトウシ

		野崎
072-876-6585 ノザキ		1,300		※　300		野崎
072-875-3660 ノザキ		1,000		※　250		住ノ道南
072-961-7701 スミチミナミ		1,850		1,500		住道南
072-872-0327 スミチミナミ		2,200		1,800

								住道北
072-874-6045 スミチキタ		1,300		※　400		深江
06-6976-3534 フカエ		1,600		※　300		野崎
072-879-7801 ノザキ		1,350		※　300

														[大東市] ダイトウシ						住道北
072-876-4701 スミチキタ		2,850		※　400

														諸福
072-871-3182 モロフク		1,500		※　500		[鶴見区] ツルミク

														住ノ道北
072-871-2350 スミチキタ		5,500		※　2,800		鶴見町
06-6912-7349 ツルミチョウ		4,450		※　400

														[鶴見区] ツルミク

														放出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　06-6967-2645 ハナテン		2,850		※　500

		計 ケイ		26,350		14,050		計 ケイ		24,500		15,850		計 ケイ		50,800		29,000		計 ケイ		42,050		21,100				80,000

		※ ＝ 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８割を下回ります（折込エリア内は８割折込です）





平野東住吉周辺

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																												平野区 ヒラノク		東住吉区 ヒガシスミヨシク		生野区 イクノク		八尾市 ヤオシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		7,900		7,300		0		550

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		10,300		5,400		2,200		1,150

																												読売新聞 ドクバイシンブン		14,000		7,450		0		2,450

																												産経新聞 サンキョウシンブン		13,250		4,350		1,900		1,800

																												合   計 ゴウケイ		45,450		24,500		4,100		5,950

		平野・東住吉周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヒラノヒガシスミヨシブオリコミハイフメイサイ

																								令和1年 10月1日現在 レイワ

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

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

		[平野区] ヒラノク						[平野区] ヒラノク						[平野区] ヒラノク						[平野区] ヒラノク

		平野
06-6790-0022 ヘイヤ		1,050		850		平野
06-6791-3781 ヘイヤ		1,800		1,500		平野
06-6702-9858 ヘイヤ		2,900		※　2,300		平野
06-6791-3788 ヒラノ		1,350		1,100				80%

		長吉
06-6790-2312 ナガヨシ		1,500		1,200		喜連
06-6709-2415 キレ		1,950		1,600		長吉
06-6790-3455 ナガヨシ		1,850		1,500		喜連
06-6709-8272 キレ		1,850		1,500

		瓜破
06-6705-3176 ウリワリ		900		750		長吉
06-6708-2777 ナガヨシ		2,500		2,000		瓜破
06-6709-0160 ウリワリ		2,550		2,050		瓜破西
06-6704-5480 ウリワリニシ		1,100		900

		北平野
06-6792-0740 キタヒラノ		1,000		800		西瓜破
06-6702-1353 ニシウリワリ		1,600		1,300		喜連南平野
06-6709-2231 キレミナミヒラノ		4,450		※　3,550		瓜破
06-6708-3720 ウリワリ		1,700		1,400

		平野東部
06-6709-0421		2,550		※　1,400		西平野
06-4303-8210 ニシヘイヤ		1,600		1,300		東平野
06-6709-2772		2,100		1,700		南平野
06-6708-0070 ミナミヒラノ		4,600		3,700

		喜連
06-6703-1264 キレ		3,250		2,600		加美
06-6792-1632 カミ		1,250		1,000		平野北
06-6791-1903 ヘイヤキタ		3,200		2,600		加美
06-6791-2139 カミ		3,100		2,500

		松原北
072-331-5106 マツバラキタ		3,600		※　300		八尾木の本
072-991-6768 キモト		2,300		※　1,400		天美
072-331-3130 アマミ		2,750		※　300		北平野
06-6791-2293 キタヒラノ		2,400		1,950

		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク						松原
0723-31-3132 マツバラ		6,050		※　200		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク						松原
072-335-0546 マツバラ		2,050		※　200

		東部市場
06-6713-1365 トウブシジョウ		2,400		1,950		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク						矢田湯里
06-6696-1952 ヤタユザト		2,700		2,200		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク

		東住吉中央
06-6607-0122 ヒガシスミヨシチュウオウ		2,000		1,600		南田辺
06-6629-7100 ミナミタナベ		2,200		※　1,300		東住吉今川
06-6713-0144 ヒガシスミヨシイマガワ		2,800		2,250		駒川
06-6704-5480 コマガワ		1,550		1,250

		喜連西
06-6607-0122 キレニシ		1,800		1,450		針中野
06-6702-2402 ハリナカノ		1,100		900		長居公園
06-6698-9786 ナガイコウエン		3,450		※　2,200		南田辺
06-6621-8777 ミナミタナベ		3,400		※　2,200

		阿倍野南
06-6691-2105 アベノミナミ		4,500		※　900		今川
06-6704-4950 イマガワ		1,500		1,200		寺田町
06-6771-6649 テラダチョウ		2,700		※　400		矢田
06-6704-5480 ヤタ		1,100		900

		あびこ中央
06-6691-3107 チュウオウ		4,250		※　700		育和
06-6719-2545 イクワ		1,950		1,600		長居南
06-6697-7008 ナガイミナミ		2,650		※　400		[生野区] イクノ

		長居
06-6691-3107 ナガイ		1,600		※　700		苅田
06-6693-1855 カリタ		2,200		※　400		[八尾市] ヤオシ						生野中央
06-6751-2628 イクノチュウオウ		3,100		※　1,300

		[八尾市] ヤオシ						[生野区] イクノ						久宝寺
072-992-5504 キュウホウジ		2,400		※　700		舎利寺
06-6731-1587 シャリジ		3,000		※　600

		八尾
072-922-2020 ヤオ		1,950		※　550		田島
06-6758-0033 タジマ		2,100		※　1,000		太子堂
072-991-0615 タイシドウ		2,500		※　1,600		[八尾市] ヤオシ

								巽
06-6758-2382 タツミ		2,250		※　1,200		太田
072-972-0513 オオタ		700		※　150		八尾久宝寺
072-923-3721 ヤオキュウホウジ		1,550		※　550

								[八尾市] ヤオシ												八尾南
072-999-3894 ヤオミナミ		2,200		※　1,000

								太子堂
072-923-1478 タイシドウ		1,900		※　650								大正太田
072-920-6868 タイショウオオタ		850		※　250

								八尾
072-998-8109 ヤオ		3,000		※　500

		計 ケイ		32,350		15,750		計 ケイ		37,250		19,050		計 ケイ		39,700		23,900		計 ケイ		34,900		21,300				80,000

		※ ＝ 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８割を下回ります（折込エリア内は８割折込です）





生野・東成周辺

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												生野区 イクノク		平野区 ヒラノク		東住吉区 ヒガシスミヨシク		東成区 ヒガシナリク		東大阪市 ヒガシオオサカシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞 アサヒシンブン		7,050		2,900		1,750		1,300		3,050

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		8,950		3,050		1,300		4,650		3,050

																												読売新聞 ドクバイシンブン		5,150		5,050		850		4,450		6,500

																												産経新聞 サンキョウシンブン		6,650		4,500		600		2,900		6,300

																												合   計 ゴウケイ		27,800		15,500		4,500		13,300		18,900

		生野･東成周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 イクノヒガシナリシュウヘンオリコミ

																								令和1年 10月1日現在 レイワ

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

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

		[生野区] イクノ						[生野区] イクノ						[生野区] イクノ						[生野区] イクノ

		今里中央
06-6751-9238 イマザトチュウオウ		2,700		2,200		桃谷寺田町
06-6731-6877 テラダチョウ		3,550		※　2,500		桃谷
06-6731-0497 モモダニ		3,050		※　1,900		舎利寺
06-6731-1587 シャリジ		3,000		※　2,000				80%

		大池橋
06-6712-5387 オオイケバシ		850		700		田島
06-6758-0033 タジマ		2,100		1,700		巽・新今里
06-6758-0585 タツミシンイマザト		3,100		2,500		御勝山
06-6716-1909 ミカヤマ		1,650		1,350

		大池橋北
06-6971-9271 オオイケバシ		1,400		1,150		巽
06-6758-2382 タツミ		2,250		1,800		寺田町
06-6771-6649 テラダチョウ		2,700		※　750		新今里
06-6751-2628 シンイマザト		1,000		800

		巽
06-6758-1791 タツミ		3,700		3,000		生野北
06-6751-4662 イクノキタ		3,650		2,950		[平野区] ヒラノ						生野中央
06-6751-2628 イクノチュウオウ		3,100		2,500

		[平野区] ヒラノ						[平野区] ヒラノ						平野
06-6702-9858 ヒラノ		2,900		※　1,200		[平野区] ヒラノ

		平野
06-6790-0022 ヘイヤ		1,050		850		平野
06-6791-3781 ヘイヤ		1,800		1,450		平野北
06-6793-1903 ヒラノキタ		3,200		※　2,550		北平野
06-6791-2293 キタヒラノ		2,400		※　1,500

		北平野
06-6792-0740 キタヒラノ		1,000		800		西平野
06-4303-8210 ニシヘイヤ		1,600		※　600		喜連南平野
06-6709-2231 キレミナミヒラノ		4,300		※　1,300		平野
06-6791-3788 ヒラノ		1,350		※　750

		喜連
06-6703-1264 キレ		3,250		※　1,250		加美
06-6792-1632 カミ		1,250		1,000		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク						加美
06-6791-2139 カミ		3,100		※　2,250

		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク						[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク						東住吉今川
06-6713-0144 ヒガシスミヨシイマガワ		2,800		※　850		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク

		東部市場
06-6713-1365 トウブシジョウ		2,400		※　1,750		育和
06-6719-2545 イクワ		1,950		※　1,300		[東成区] ヒガシナリク						南田辺
06-6621-8777 ミナミタナベ		3,400		※　600

		[東成区] ヒガシナリク						[東成区] ヒガシナリク						東成
06-6971-2546 ヒガシナリ		3,900		3,150		[東成区] ヒガシナリク

		森ノ宮
06-6761-4771 モリノミヤ		1,600		1,300		東成
06-6971-3664		3,550		2,850		深江
06-6976-3534 フカエ		1,600		1,300		東成
06-6974-5112 ヒガシナリ		3,000		2,400

		[東大阪市] ヒガシオオサカシ						布施深江
06-6981-0889 フカエ		3,350		※　1,800		[東大阪市] ヒガシオオサカシ						緑橋
06-6971-3441 ミドリバシ		1,650		※　500

		布施南
06-6721-1501 フセミナミ		1,850		※　1,100		[東大阪市] ヒガシオオサカシ						布施
06-6781-5175 フセ		4,550		※　2,750		[東大阪市] ヒガシオオサカシ

		小阪北
06-6787-1233 コサカキタ		2,750		※　1,450		長瀬
06-6720-0125 ナガセ		1,900		※　1,200		衣摺
06-6727-6189 キズリ		1,900		1,550		布施
06-6728-7022 フセ		1,500		1,200

		小阪
06-6787-1233 コサカ		1,050		※　300		小阪布施
06-6721-0135 コサカ		1,750		※　1,050		小阪
06-6782-1996 コサカ		3,900		※　1,600		布施東
06-6728-7022 フセヒガシ		1,150		950

		小阪南
06-6721-7441 コサカミナミコミナミ		1,350		※　200		小阪北・八戸ノ里
06-6788-5492 コサカ		4,200		※　800		弥刀
06-6723-4304 ミト		2,950		※　300		長瀬
06-6729-1790 ナガセ		3,750		※　1,900

														長瀬南
06-6728-7446 ナガセミナミ		1,300		※　300		小阪
06-7650-9572 コサカ		5,600		※　1,400

																				上小阪
06-6725-2153 ウエコサカ		2,500		※　850

		計		24,950		16,050		計		32,900		21,000		計		42,150		22,000		計		38,150		20,950				80,000

		※ ＝ 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８割を下回ります（折込エリア内は８割折込です）





八尾・柏原周辺

		当日全紙朝刊一斉折込方式 トウジツゼンシチョウカンイッセイオリコミホウシキ																												八尾市 ヤオシ		東大阪市 ヒガシオオサカシ		柏原市 カシワラシ		平野区 ヒラノク

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞		9,950		750		4,600

																												毎日新聞		12,100		550		2,050

																												読売新聞		20,250		1,100		4,050		1,700

																												産経新聞		18,500		1,200		3,200

																												合   計		60,800		3,600		13,900		1,700

		八尾・柏原周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヤオカシワラシュウヘンブオリコミハイフメイサイ

																								令和1年 10月1日現在 レイワ

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

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

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

		八尾西
072-923-4400 ヤオニシ		550		450		北山本
072-940-1038 キタヤマモト		1,200		1,000		八尾
072-943-1122 ヤオ		7,950		6,400		近鉄八尾
072-998-8862 ヤオ		1,600		1,300				80%

		八尾
072-922-2020 ヤオ		1,950		1,600		山本高安
072-940-2700 ヤマモトタカヤス		2,200		1,800		久宝寺
072-992-5504 キュウホウジ		2,400		1,950		八尾久宝寺
072-923-3721 ヤオキュウホウジ		1,550		1,250

		八尾北
072-998-6361 ヤオキタ		1,300		1,050		八尾
072-998-8109 ヤオ		2,400		1,950		太子堂
072-991-0615 タイシドウ		2,500		2,000		八尾
072-923-0976 ヤオ		2,200		1,800

		北山本
072-923-0766 キタヤマモト		1,200		1,000		太子堂
072-923-1478 タイシドウ		1,900		1,550		志紀
072-949-5553 シキ		4,600		3,700		八尾西
072-923-2211		2,600		2,100

		山本
072-991-2959 ヤマモト		1,700		※　1,350		八尾木の本
072-991-6768 ヤオキモト		2,300		1,850		八尾東
072-999-2939 ヤオヒガシ		4,100		3,300		八尾南
072-999-3894 ヤオミナミ		2,200		1,800

		高安
072-999-2936 タカヤス		950		800		八尾東
072-940-2700 ヤオヒガシ		2,500		2,000		山本
072-996-8969 ヤマモト		2,850		2,300		大正太田
072-920-6868 タイショウオオタ		850		700

		八尾東
072-923-4400 ヤオヒガシ		2,050		1,650		恩智
0120-46-8317 オンチ		1,000		800		太田
072-972-0513 オオタ		700		600		八尾東
072-949-5650 ヤオヒガシ		1,700		1,400

		平野東部
06-6709-0421		2,550		2,050		八尾北
072-940-1038 ヤオキタ		1,400		1,150		[東大阪市] ヒガシオオサカシ						高安
072-943-5600 タカヤス		5,650		4,550

		[東大阪市] ヒガシオオサカシ						[東大阪市] ヒガシオオサカシ						瓢箪山南・山本東　　　　　　　　　　　　　　　　　　0729-86-7701 ヒョウタンヤマミナミ		1,800		※　1,100		山本北
072-988-3373 ヤマモトキタ		2,450		2,000

		ひょうたん山
072-981-3043 ヤマ		1,600		※　400		瓢箪山南
072-940-1038 ヒョウタンヤマミナミ		1,700		※　550		[柏原市] カシワラシ						南平野
06-6708-0070 ミナミヒラノ		4,600		※　1,600

		英田・花園
072-986-1835 アカダハナゾノ		2,000		※　350		[柏原市] カシワラシ						柏原西南
072-972-0513 カシワラセイナン		1,150		950		[東大阪市] ヒガシオオサカシ

		[柏原市] カシワラシ						柏原
0120-46-8317 カシワラ		1,800		1,450		国分
072-975-1230 コクブ		2,200		1,800		八尾久宝寺西
06-6729-1790		550		450

		柏原
072-972-0136 カシワラ		2,300		1,850		国分
072-977-0814 コクブ		750		600		柏原東
072-971-1425 カシワラヒガシ		1,600		1,300		瓢箪山
0729-88-3373		4,000		※　750

		国分
072-977-6812 コクブ		3,400		2,750								[平野区] ヒラノク						[柏原市] カシワラシ

														東平野
06-6709-2772		2,100		1,700		柏原・国分
072-972-0977 カシワラ		4,000		3,200

		計 ケイ		21,550		15,300		計 ケイ		19,150		14,700		計 ケイ		33,950		27,100		計 ケイ		33,950		22,900				80,000

		※ ＝ 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８割を下回ります（折込エリア内は８割折込です）





土曜日天王寺生野平野周辺約50％

		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																												天王寺区		生野区		阿倍野区		東成区		東住吉区		平野区		住吉区		松原市

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										読売新聞 シンブン		3,450		3,450		4,050		1,850		4,500		8,500		6,500		500

																												産経新聞 シンブン		2,650		4,900		2,550		1,400		3,050		8,100		4,050		500

																												合   計 ゴウケイ		6,100		8,350		6,600		3,250		7,550		16,600		10,550		1,000

		天王寺・生野・平野周辺エリア ６０，０００部 折込配布明細 ブオリコミハイフメイサイ

																								令和1年 10月1日現在 レイワ

		読 売 新 聞 ヨミウリシンブン												産 経 新 聞 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

		[天王寺区] テンノウジ						[平野区] ヒラノク						[天王寺区] テンノウジ						[平野区] ヒラノク

		寺田町
06-6771-6649 テラダチョウ		2,700		1,500		平野
06-6702-9858 ヘイヤ		2,900		1,450		上町
06-6761-8241 ウエマチ		4,150		1,100		平野
06-6791-3788 ヒラノ		1,350		700

		天王寺
06-6773-4734 テンノウジ		1,900		1,050		長吉
06-6790-3455 ナガヨシ		1,850		950		寺田町
06-6779-4797 テラダチョウ		1,400		800		喜連
06-6709-8272 キレ		1,850		950

		上町
06-6768-3007		4,050		900		瓜破
06-6709-0160 ウリワリ		2,550		1,300		天王寺
06-6779-3798 テンノウジ		1,300		750		瓜破西
06-6704-5480 ウリワリニシ		1,100		550

		[生野区] イクノ						喜連南平野
06-6709-2231 キレミナミヒラノ		4,300		2,150		[生野区] イクノ						瓜破
06-6708-3720 ウリワリ		1,700		850

		桃谷
06-6731-0497 モモダニ		3,050		1,700		東平野
06-6709-2772		2,100		1,050		舎利寺
06-6731-1587 シャリジ		3,000		1,650		南平野
06-6708-0070 ミナミヒラノ		4,600		2,300

		巽新今里
06-6758-0585 タツミシンイマザト		3,100		1,750		平野北
06-6791-1903 ヘイヤキタ		3,200		1,600		御勝山
06-6716-1909 ミカヤマ		1,650		950		加美
06-6791-2139 カミ		3,100		1,550

		[阿倍野区] アベノヒラノク						[住吉区] スミヨシク						新今里
06-6751-2628 シンイマザト		1,000		550		北平野
06-6791-2293 キタヒラノ		2,400		1,200

		阿倍野
06-6622-3493		2,600		1,300		帝塚山
06-6671-4910 テヅカヤマ		2,400		1,200		生野中央
06-6751-2628 イクノチュウオウ		3,100		1,750		[住吉区] スミヨシク

		西田辺
06-6697-1002 ニシタナベ		1,700		850		長居南
06-6697-7008 ナガイミナミ		2,650		1,350		[阿倍野区] アベノヒラノク						長居
06-6691-2170 ナガイ		1,800		900

		あべの南
06-6623-0976 ミナミ		3,750		1,900		住吉
06-6671-7627 スミヨシ		3,400		1,650		北畠
06-6621-8233 キタバタケ		4,300		2,150		墨江
06-6695-1834 スミエ		3,100		1,550

		[東成区] ヒガシナリク						我孫子東
06-6691-3651 アビコヒガシ		1,800		900		日本橋
06-6641-6779 ニホンバシ		1,300		400		住吉中央
06-6671-2550 スミヨシチュウオウ		3,450		1,000

		東成
06-6971-2546 ヒガシナリ		3,900		1,250		我孫子西
06-6691-6227 アビコニシ		2,750		1,400		[東成区] ヒガシナリク						西住之江
06-6671-7780 ニシスミノエ		2,300		600

		深江
06-6976-3534 フカエ		1,600		600		[松原市] マツバラシ						東成
06-6974-5112 ヒガシナリ		3,000		1,400		[松原市] マツバラシ

		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク						天美我堂
072-333-2251 アマミガドウ		1,650		500		[東住吉区] ヒガシオオサカシスミヨシク						天美
072-334-6541 アマミ		1,800		500

		矢田湯里
06-6696-1952 ヤタユザト		2,700		1,350								駒川
06-6704-5480 コマガワ		1,550		800

		東住吉今川
06-6713-0144 ヒガシスミヨシイマガワ		2,800		1,400								南田辺
06-6621-8777 ミナミタナベ		3,400		1,700

		長居公園
06-6698-9786 ナガイコウエン		3,450		1,750								矢田
06-6704-5480 ヤタ		1,100		550

								計 ケイ		68,850		32,800								計 ケイ		58,800		27,200				60,000





土曜日東大阪八尾45％+α

		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																										東大阪市 ヒガシオオサカシ		八尾市 ヤオシ

		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																								読売新聞 シンブン		20,650		11,550

																										産経新聞 シンブン		18,250		9,550

																										合   計 ゴウケイ		38,900		21,100

		東大阪・八尾エリア ６０，０００部 折込配布明細 ブオリコミハイフメイサイ

																								令和1年 10月1日現在 レイワ

		読 売 新 聞 ヨミウリシンブン												産 経 新 聞 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

		[東大阪市] ヒガシオオサカシ						[八尾市] ヤオシ						[東大阪市] ヒガシオオサカシ						[八尾市] ヤオシ

		小阪
06-6782-1996 コサカ		3,900		1,850		久宝寺
072-992-5504 キュウホウジ		2,400		1,100		鴻ノ池
06-6746-4534 コウノイケ		2,750		750		八尾久宝寺
072-923-3721 ヤオキュウホウジ		1,550		700

		八戸ノ里
06-6723-4065 ヤエサト		2,000		950		八尾東
072-999-2939 ヤオヒガシ		4,100		1,850		若江岩田花園
072-966-5182 ワカエイワタハナゾノ		7,450		3,700		近鉄八尾
072-998-8862 ヤオ		1,600		750

		若江岩田
06-6722-3269 ワカエイワタ		5,850		2,900		八尾
072-943-1122 ヤオ		7,950		3,600		瓢箪山
072-988-3373 ヒョウタンヤマ		4,000		1,900		八尾
072-923-0976 ヤオ		2,200		1,000

		孔舎衛・野崎南
072-981-4751 アナシャマモル		4,300		600		太子堂
072-991-0615 タイシドウ		2,500		1,150		枚岡石切
072-981-5095 ヒラオカイシキリ		3,050		1,500		八尾南
072-999-3894 ヤオミナミ		2,200		1,000

		鴻ノ池
06-6746-3201 コウノイケ		3,150		1,500		志紀
072-949-5553 シキ		4,600		2,200		布施
06-6728-7022 フセ		1,500		750		大正太田
072-920-6868 タイショウオオタ		850		400

		石切
072-981-5409 イシキリ		2,250		1,050		山本
072-996-8969 ヤマモト		2,850		1,300		布施東
06-6728-7022 フセヒガシ		1,150		550		八尾東
072-949-5650 ヤオヒガシ		1,700		800

		枚岡
072-965-4346 ヒラオカ		1,700		800		太田
072-972-0513 オオタ		700		350		長瀬
06-6729-1790 ナガセ		3,750		1,850		高安
072-943-5600 タカヤス		5,650		2,550

		ひょうたん山
072-986-7701 ヤマ		3,400		1,650								弥刀
06-6729-1790 ワタルカタナ		800		400		山本北
072-988-3373 ヤマモトキタ		2,450		1,150

		瓢箪山南・山本東
072-986-7701 ヒョウタンヤマミナミ		1,800		850								小阪
06-7650-9572 コサカ		5,600		2,750		八尾西
072-923-2211		2,600		1,200

		弥刀
06-6723-4304 ミト		2,950		1,400								上小阪
06-6725-2153 ウエコサカ		2,500		1,200

		長瀬南
06-6728-7446 ナガセミナミ		1,300		600								東石切
072-879-7801		1,450		600

		布施
06-6781-5175 フセ		4,550		2,200								盾津
072-965-6188 タテツ		900		400

		衣摺
06-6727-6189 キズリ		1,900		900								長瀬東
06-6729-1790 ナガセヒガシ		1,200		550

		花園
072-961-4495 ハナゾノ		2,900		1,400								八尾久宝寺西
06-6729-1790		550		250

		吉田
072-962-9868 ヨシダ		1,450		700								高井田北
06-7650-9572		850		400

		徳庵
06-6744-4476 トクアン		2,050		500								徳庵
072-872-0327 トクアン		1,200		350

		住ノ道南
072-961-7701 スミチミナミ		1,850		800								住道南
072-872-0327 スミチミナミ		2,200		350

								計 ケイ		72,400		32,200								計 ケイ		61,700		27,800				60,000
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