
■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
高槻市のほぼ全域、及び島本町の全域に配布される。高槻市は北摂方面では人口が最も多い地
域です。JR・阪急沿線より南側一帯は集合団地・旧家等居住区が多く、工場・倉庫等も点在して
いる。北側一帯は新興住宅街です。駅前はオフィス・サービス業が集中し繁華。島本町は高槻市・
長岡京市からも効果が⾒込めます。南部はマイカー・バイク通勤が定着しつつあり、茨木市・摂津
市・高槻市内へと求職者の流れとしては分散傾向にあります。沿線は大阪・京都市内方面への
アクセスが良好。枚方市が勤務地でも枚方大橋を利用し働きに行くことも十分可能です。

2019年10月1日現在

高槻市のほぼ全域、島本町の全域の4大紙（朝日・毎日・読売・産経）
に折込んでいます。

折込8万部
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。

高槻・島本エリア

高槻市 三島郡 茨木市

朝日新聞 18,850 2,950 ―

毎日新聞 16,100 1,450 ―

読売新聞 23,300 2,850 2,050

産経新聞 12,050 400 ―

合　計 70,300 7,650 2,050

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

高 槻
072-685-0317

3,300

2,650

高 槻
072-671-5800

3,950

3,200

高 槻 真 上
072-684-0065

2,600

2,100

高 槻 東
072-673-1910

1,500

1,200

東 高 槻
072-685-6006

4,050

3,250

高 槻 南
072-671-0616

1,500

1,200

富 田 中 央
072-657-9230

5,450

※　4,000

高 槻 川 西
072-683-7286

750

600

深 沢
072-674-3831

800

650

高 槻 北
072-684-0889

4,250

3,400

高 槻
072-683-1115

3,000

2,400

津 之 江
072-674-5029

1,100

900

高 槻 北
072-681-7227

5,400

4,350

深 沢 下 田 部
072-674-5027

2,600

2,100

高 槻 中 央
072-671-1409

4,100

3,300

富 田
072-693-0110

3,650

※　2,250

安 岡 寺
072-687-4084

1,400

1,150

摂 津 富 田
072-696-0075

4,600

3,700

下 田 部
072-674-5026

2,650

2,150

高槻北・ 駅前
072-673-1910

1,600

1,300

富 田 北
072-696-2494

5,050

4,050

富 田 南
072-668-6222

5,100

※　2,500

高 槻 駅 前
072-684-7050

3,750

3,000

高 槻 中 央
072-674-5029

2,550

2,050

富 田
072-693-3827

2,800

※　1,750

高 槻 南 平 台
072-697-6161

2,550

2,050

富 田 北
072-686-3022

2,800

※　1,750

富 田 南
072-695-5194

4,000

※　1,000

島 本 町 上 牧
075-961-3565

1,800

1,450

高 槻 北
072-687-8874

2,850

2,300

高 槻 西
072-686-3022

1,800

1,450

富 田 東 部
072-693-5078

5,300

※　2,000

上 牧
075-962-0172

650

550

高 槻 上 牧
075-961-0233

3,650

2,950

八丁畷・ 島本
075-961-0010

3,550

2,850

島 本 町
075-962-0172

500

400

茨 木 東
072-626-2143

2,600

※　700

茨 木 中 央
072-622-8539

3,350

※　1,350

計 30,450 21,800 計 23,800 17,550 計 41,750 28,200 計 16,900 12,450

[ 三 島 郡 ]

[ 茨 木 市 ]

[ 三 島 郡 ]

※ ＝ 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）

[ 三 島 郡 ]

[ 三 島 郡 ]

産 経 新 聞朝 日 新 聞 毎 日 新 聞 読 売 新 聞

[ 高 槻 市 ] [ 高 槻 市 ] [ 高 槻 市 ] [ 高 槻 市 ]


●●●

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												高槻市 タカツキシ		三島郡 ミシマグン		茨木市		●●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		18,850		2,950		―		0		0

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		16,100		1,450		―		0		0

																												読売新聞 ドクバイシンブン		23,300		2,850		2,050		0		0

																												産経新聞 サンキョウシンブン		12,050		400		―		0		0

																												合　計		70,300		7,650		2,050		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






大東四條畷交野周辺

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												大東市 ダイトウシ		四條畷市 シジョウナワテシ		東大阪市 ヒガシオオサカシ		門真市 カドマシ		寝屋川市 ネヤガワシ		交野市 カタノシ		枚方市 ヒラカタシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		4,100		2,800		1,500		1,000		1,500		4,300		1,750

																												毎日新聞		5,350		2,400		1,150		900		650		2,000		1,400

																												読売新聞		7,300		4,900		4,350		3,750		1,850		5,450		4,100

																												産経新聞		5,200		4,050		3,400		1,600		400		1,600		1,250

																												合   計		21,950		14,150		10,400		7,250		4,400		13,350		8,500

		大東・四條畷・交野周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ブオリコミハイフメイサイ

																								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

		[大東市] ダイトウシ						[大東市] ダイトウシ						[大東市] ダイトウシ						[大東市] ダイトウシ								80%

		住ノ道
072-872-2903 スミチ		1,700		1,400		住道南
072-962-3221 スミチミナミ		1,700		※　1,000		住ノ道南
072-961-7701 スミチミナミ		1,850		※　900		住道南
072-872-0327 スミチミナミ		2,200		1,800

		野崎
072-876-6585 ノザキ		1,300		1,050		住道
072-962-3221 スミチ		2,100		1,700		住ノ道北
072-871-2350 スミチキタ		5,500		4,400		住道北
072-876-4701 スミチキタ		2,850		2,300

		鴻池北
072-871-3035 オオトリイケキタ		2,050		1,650		住道北
072-874-6045 スミチキタ		1,300		1,050		野崎西
072-871-2435 ノザキニシ		1,000		800		野崎
072-879-7801 ノザキ		1,350		1,100

		[四條畷市] シジョウナワテシ						野崎
072-875-3660 ノザキ		1,000		800		諸福
072-871-3182 モロフク		1,500		1,200		[四條畷市] シジョウナワテシ

		四条畷忍ケ丘
072-876-3402 シジョウナワテシノブガオカ		3,500		2,800		諸福大宮
072-874-6045 モロフクオオミヤ		950		800		[四條畷市] シジョウナワテシ						忍ヶ丘
072-876-4701 シノブガオカ		2,100		1,700

		[東大阪市] ヒガシオオサカシ						[四條畷市] シジョウナワテシ						忍ヶ丘
072-877-1580 シノブガオカ		1,900		1,550		四条畷
072-876-4701 シジョウナワテ		2,900		2,350

		鴻池
072-962-9747 コウノイケ		3,700		※　900		忍ヶ丘
072-823-3919 シノブガオカ		1,200		1,000		四条畷野崎北
072-876-0287 シジョウナワテノザキキタ		4,150		3,350		[東大阪市] ヒガシオオサカシ

		布市
072-987-8418 ヌノイチ		750		600		四条畷
072-876-0323 シジョウナワテ		1,700		1,400		[東大阪市] ヒガシオオサカシ						鴻ノ池
06-6746-4534 コウノイケ		2,750		2,200

		[寝屋川市] ネヤガワシ						[東大阪市] ヒガシオオサカシ						鴻ノ池
06-6746-3201 コウノイケ		3,150		※　900		東石切
072-879-7801 イシキリ		1,450		1,200

		三井
072-832-2593 ミツイ		2,200		※　900		鴻ノ池
072-960-3168 コウノイケ		2,550		※　900		孔舎衛野崎南
072-981-4751 アナシャマモルノザキミナミ		4,300		3,450		[門真市] カドマシ

		萱島
072-883-0880 カヤシマ		400		※　200		石切
072-985-5051 イシキリ		500		※　250		[門真市] カドマシ						門真団地
072-881-8707 カドマダンチ		2,000		1,600

		東寝屋川
072-823-5318 ヒガシネヤガワ		500		400		[門真市] カドマシ						門真団地
072-882-1430 カドマダンチ		2,200		1,800		[寝屋川市] ネヤガワシ

		[門真市] カドマシ						門真東
072-885-5252 カドマヒガシ		1,900		※　900		門真東
072-885-1338 カドマヒガシ		1,400		1,150		三井ヶ丘
072-822-4663 ミツイオカ		1,400		※　400

		門真中央
072-883-0880		2,800		※　1,000		[寝屋川市] ネヤガワシ						門真南
072-882-0735 カドマミナミ		2,700		※　800		[交野市] カタノシ

		[交野市] カタノシ						寝屋川東
072-823-3574 ネヤガワヒガシ		1,450		※　250		[寝屋川市] ネヤガワシ						交野
072-891-1587 カタノ		750		600

		交野
072-892-6276 カタノ		2,800		2,250		三井
072-823-9191 ミツイ		2,450		※　400		香里ヶ丘
072-831-0401 コウリエンオカ		4,150		※　800		星田団地
072-892-6163 ホシダダンチ		850		700

		星田
072-892-0635 ホシダ		2,550		2,050		[交野市] カタノシ						学研寝屋川
072-824-5259 ネヤガワ		1,300		1,050		交野団地
072-891-1697 カタノダンチ		1,000		※　300

		[枚方市] ヒラカタシ						交野私部
072-891-0176 カタノワタシブ		800		650		[交野市] カタノシ						[枚方市] ヒラカタシ

		枚方東
072-858-0755 ヒラカタヒガシ		3,050		※　1,000		交野
072-892-8735 カタノ		1,650		1,350		交野
072-891-5340 カタノ		2,550		2,050		長尾
072-850-0577 ナガオ		1,750		※　500

		枚方南
072-854-0051 ヒラカタミナミ		3,900		※　750		[枚方市] ヒラカタシ						学研星田
072-891-5162 ガッケンホシダ		2,000		1,600		津田
072-858-8247 ツダ		1,950		※　750

								津田
072-858-3033 ツダ		1,100		※　300		交野南
072-893-2153 カタノミナミ		2,250		1,800

								長尾
072-856-8004 ナガオ		1,800		※　500		[枚方市] ヒラカタシ

								東香里
072-853-0092 ヒガシコウリエン		4,000		※　600		枚方長尾
072-856-4930 ナガオ		6,400		※　500

														枚方津田
072-858-8136 ヒラカタツダ		5,850		※　2,000

														東香里
072-853-4423 ヒガシコウリエン		4,050		※　1,600

		計		31,200		16,950		計		28,150		13,850		計		58,200		31,700		計		25,300		17,500				80,000





守口門真寝屋川

		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																												守口市 モリグチシ		門真市 カドマシ		寝屋川市 ネヤガワシ		旭区

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞		5,450		3,850		5,150		0

																												毎日新聞		5,150		4,550		4,900		0

																												読売新聞		9,400		11,600		13,650		200

																												産経新聞		5,450		5,500		5,150		0

																												合   計		25,450		25,500		28,850		200

		守口･門真・寝屋川エリア ８０，０００部 折込配布明細 モリグチカドマ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

		[守口市] モリグチシ						[守口市] モリグチシ						[守口市] モリグチシ						[守口市] モリグチシ								80%

		守口
06-6991-2081 モリグチ		1,000		800		守口東
06-6992-8683 モリグチヒガシ		2,800		2,250		守口南
06-6996-6875 モリグチミナミ		3,850		3,100		守口
06-6916-7300		1,600		1,300

		守口東
06-6903-1270 モリグチ		3,650		2,950		守口西
06-6991-7135 モリグチニシ		1,700		1,400		守口
06-6991-1805 モリグチ		3,100		2,500		寺方
06-6991-3197 テラカタ		400		350

		守口南
06-6992-3901 モリグチミナミ		2,550		※　1,500		守口北
06-6993-0676 モリグチキタ		600		500		守口大日
06-6901-0406 モリグチダイニチ		4,500		3,600		錦
06-6991-3197 ニシキ		500		400

		森小路
06-6951-2194 モリショウジ		2,250		※　200		庭窪
06-6902-0080 ニワクボ		1,250		1,000		新森
06-6951-3258 シンモリ		2,300		※　200		庭窪
06-6900-8184 ニワクボ		1,500		1,200

		[門真市] カドマシ						[門真市] カドマシ						[門真市] カドマシ						古川橋北
06-6901-0385 フルカワバシキタ		1,800		1,450

		門真
06-6908-3033 カドマ		2,000		1,600		門真
06-6903-7355 カドマ		1,850		1,500		門真
06-6909-9286 カドマ		2,250		1,800		藤田町
072-881-0639 フジタチョウ		900		750

		門真中央
072-883-0880		2,800		2,250		門真東
072-885-5252 カドマヒガシ		1,900		1,550		大和田
072-882-3744 オオワダ		4,300		3,450		[門真市] カドマシ

		[寝屋川市] ネヤガワシ						大和田中央
072-884-7510 オオワダチュウオウ		1,850		1,500		門真南
072-882-0735 カドマミナミ		2,700		2,200		門真
06-6931-3197 カドマ		500		400

		寝屋川
072-826-0154 ネヤガワ		3,750		3,000		[寝屋川市] ネヤガワシ						古川橋
06-6901-4153 フルカワバシ		1,500		1,200		門真団地
072-881-8707 カドマダンチ		2,000		1,600

		寝屋川中央
072-823-5318 ネヤガワチュウオウ		1,700		※　1,200		寝屋川
072-827-6272 ネヤガワ		2,400		1,950		門真団地
072-882-1430 カドマダンチ		2,200		1,800		京阪大和田
072-881-0639 ケイハンオオワダ		1,600		1,300

		神田
072-883-0880 カンダ		700		600		寝屋川南
072-826-0630 ネヤガワミナミ		1,250		1,000		門真東
072-885-1338 カドマヒガシ		1,400		1,150		古川橋
06-6908-4805 フルカワバシ		650		550

		萱島
072-883-0880 カヤシマ		400		350		三井
072-823-9191 ミツイ		2,450		※　750		[寝屋川市] ネヤガワカドマシ						古川橋南
072-876-4701 フルカワバシミナミ		950		800

								寝屋川東
072-823-3574 ネヤガワヒガシ		1,450		1,200		寝屋川東
072-822-5981 ネヤガワヒガシ		4,350		3,500		住道北
072-876-4701 スミチキタ		2,850		※　850

														寝屋川西
072-829-9627 ネヤガワニシ		3,900		3,150		[寝屋川市] ネヤガワカドマシ

														寝屋川中央
072-826-6273 ネヤガワチュウオウ		2,850		2,300		寝屋川東
072-821-6991 ネヤガワヒガシ		750		600

														寝屋川南
072-828-8249 ネヤガワミナミ		3,900		※　3,000		寝屋川西
072-838-0992 ネヤガワニシ		1,100		900

														寝屋川駅前
072-821-0519 ネヤガワエキマエ		2,650		※　1,700		寝屋川南
072-828-6536 ネヤカワミナミ		700		600

														[旭区]						寝屋川北
072-834-2051 ネヤガワキタ		2,300		※　1,650

														今市
06-6991-2964 イマイチ		1,950		※　200		萱島
072-876-4701 カヤシマ		1,250		1,000

																				三井ヶ丘
072-822-4663 ミツイオカ		1,400		※　400

		計 ケイ		20,800		14,450		計 ケイ		19,500		14,600		計 ケイ		47,700		34,850		計 ケイ		22,750		16,100				80,000





茨木摂津

		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																												摂津市 セッツシ		茨木市 イバラキシ		高槻市 タカツキシ		吹田市 スイタシ

		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		1,200		13,400		2,000		1,000

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		3,500		11,100		3,850		2,700

																												読売新聞 ドクバイシンブン		5,600		17,950		1,550		2,050

																												産経新聞 サンキョウシンブン		2,600		8,400		2,100		1,000

																												合   計 ゴウケイ		12,900		50,850		9,500		6,750

		茨木・摂津エリア ８０，０００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

		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

		[摂津市] セツツシ						[摂津市] セツツシ						[摂津市] セツツシ						[摂津市] セツツシ								80%

		鳥飼
072-697-5650 トリカイ		1,450		1,200		摂津南
072-634-3892 セッツミナミ		850		700		摂津南
072-654-4176 セッツミナミ		2,450		2,000		摂津
06-6827-8400 セッツ		2,300		1,850

		[茨木市] イバラキシ						千里丘東
072-622-7234 センリオカヒガシ		1,700		1,400		阪急正雀
06-6382-1465 ハンキュウショウジャク		2,550		※　1,200		正雀
06-6381-3601 ショウジャク		900		750

		真砂
072-634-2104 マサゴ		2,250		1,800		正雀
06-6383-2674 ショウジャク		1,750		1,400		千里丘東
072-633-7051 センリオカヒガシ		1,100		900		[茨木市] イバラキシ

		茨木南
072-625-1254 イバラキミナミ		2,600		2,100		[茨木市] イバラキシ						千里丘
06-6388-7051 センリオカ		1,850		1,500		茨木
072-622-2755 イバラキ		2,450		2,000

		茨木北
072-623-0760 イバラキキタ		3,950		3,200		茨木西部
072-623-4201 イバラキニシブ		1,950		1,600		[茨木市] イバラキシ						茨木南
072-634-5074 イバラキミナミ		1,500		1,200

		茨木東
072-634-1053 イバラキヒガシ		2,450		2,000		茨木南
072-634-3892 イバラキミナミ		4,500		3,600		阪急茨木
072-632-5092 ハンキュウイバラキ		3,000		2,400		茨木駅前
072-652-0773 イバラキ		800		650

		千里丘東
06-6383-5225 センリオカヒガシ		3,900		※　1,750		茨木中央
072-622-2336 イバラキチュウオウ		3,100		2,500		茨木桜通
072-633-1890 イバラキサクラツウ		1,850		1,500		北茨木
072-643-6517 キタイバラキ		2,050		1,650

		茨木山手
072-643-8424 イバラキヤマテ		3,150		2,550		宿川原
072-643-6117 シュクカワラ		2,000		1,600		茨木南
072-635-2052 イバラキミナミ		3,350		2,700		ｴｷｽﾎﾟ茨木
072-625-5586 イバラキ		3,600		2,900

		[高槻市] ダカツキシ						茨木北
072-640-3488 イバラキキタ		2,200		1,800		茨木東
072-626-2143 イバラキヒガシ		2,600		2,100		[高槻市] ダカツキシ

		富田北
072-696-2494 トミタキタ		5,050		※　500		[高槻市] ダカツキシ						茨木中央
072-622-8539 イバラキチュウオウ		3,350		2,700		総持寺
072-692-0958 ソウジジ		2,150		※　1,700

		富田南
072-695-5194 トミタミナミ		4,000		※　1,500		柱本
072-678-0150 ハシラモト		600		500		茨木西
072-622-3667 イバラキニシ		4,150		3,350		柱本
072-677-8489 ハシラモト		450		400

		[吹田市] スイタシ						富田南
072-668-6222		5,100		※　1,250		新郡山
072-643-1950 シンコオリヤマ		2,500		2,000		[吹田市] スイタシ

		千里丘北
06-6875-8331 センリオカキタ		2,800		※　1,000		総持寺
072-637-5118 ソウジジ		2,000		1,600		茨木北
072-643-8201 イバラキキタ		1,450		1,200		千里丘
06-6384-2552 センリオカ		1,950		※　1,000

								摂津富田
072-696-0075 セッツトミタ		4,600		※　500		[高槻市] ダカツキシ

								[吹田市] スイタシ						富田東部
072-668-1905 トミタトウブ		5,300		※　1,550

								千里丘
072-622-7234 センリオカ		3,350		2,700		[吹田市] スイタシ

														千里丘北
06-6875-6333 センリオカキタ		2,550		2,050

		計 ケイ		31,600		17,600		計 ケイ		33,700		21,150		計 ケイ		38,050		27,150		計 ケイ		18,150		14,100				80,000





枚方北部

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												枚方市 ヒラカタシ		交野市

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		19,600		800

																												毎日新聞		12,750		450

																												読売新聞		33,200		1,000

																												産経新聞		11,400		800

																												合計		76,950		3,050

		枚方北部エリア ８０，０００部 折込配布明細 ヒラカタオリコミ

																								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

		[枚方市] ヒラカタシ						[枚方市] ヒラカタシ						[枚方市] ヒラカタシ						[枚方市] ヒラカタシ								80%

		東香里
072-853-1050 コウリエン		1,650		※　1,000		枚方
072-841-0940 ヒラカタ		4,200		※　2,000		香里ヶ丘
072-831-0401 コウリエンオカ		4,150		※　1,700		枚方
072-841-2522 ヒラカタ		2,850		※　1,750

		光善寺
072-831-7286 ヒカリゼンテラ		1,900		※　800		枚方東
072-847-0077 ヒラカタヒガシ		1,800		1,450		枚方中央
072-840-3095 ヒラカタチュウオウ		4,500		3,600		香里ヶ丘
072-831-1793 コウリエンオカ		2,500		※　1,300

		枚方外大前
072-847-3845 ヒラカタガイダイマエ		5,650		4,550		東香里
072-853-0092 ヒガシコウリエン		4,000		※　1,800		枚方
072-843-3743 ヒラカタ		5,700		4,600		長尾
072-850-0577 ナガオ		1,750		※　1,200

		枚方南
072-854-0051 ヒラカタミナミ		3,900		3,150		御殿山
072-840-0788 オントノヤマ		1,000		800		星ヶ丘
072-847-9144 ホシガオカ		1,850		1,500		くずはローズ
072-864-5346		1,200		1,000

		枚方北
072-857-6546 ヒラカタキタ		3,750		3,000		牧野
072-857-7410 マキノ		2,900		2,350		牧野
072-856-0765 マキノ		4,350		3,500		東枚方
072-840-5404 ヒガシヒラカタ		2,650		2,150

		枚方東
072-858-0755 ヒラカタヒガシ		3,050		※　2,000		津田
072-858-3033 ツダ		1,100		※　800		ローズ・Ｔ
072-868-4337		3,950		3,200		津田
072-858-8247 ツダ		1,950		※　1,300

		くずは
072-856-3047		3,800		3,050		長尾
072-856-8004 ナガオ		1,800		1,450		枚方津田
072-858-8136 ヒラカタツダ		5,850		※　3,700		牧野東
072-850-0577 マキノヒガシ		2,600		2,100

		長尾
072-855-3177 ナガオ		2,550		2,050		楠葉
072-857-1331 クスノキハ		2,600		2,100		枚方長尾
072-856-4930 ナガオ		6,400		5,150		牧野南
072-857-6238 マキノ		700		600

		[交野市] カタノシ						[交野市] カタノシ						招提
072-857-6559 ショウタイテイ		3,700		3,000		[交野市] カタノシ

		交野
072-892-6276 カタノ		2,800		※　800		交野私部
072-891-0176 カタノワタシブ		800		※　250		東香里
072-853-4423 ヒガシコウリエン		4,050		3,250		交野団地
072-891-1697 カタノダンチ		1,000		800

								交野
072-892-8735 カタノ		1,650		※　200		[交野市] カタノシ

														交野
072-891-5340 カタノ		2,550		※　1,000

		計		29,050		20,400		計		21,850		13,200		計		47,050		34,200		計		17,200		12,200				80,000





吹田周辺

		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																												吹田市 スイタシ		摂津市 セッツシ		茨木市 イバラキシ

		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		18,350		2,200		2,250

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		16,900		2,200		500

																												読売新聞 ドクバイシンブン		22,100		4,450		400

																												産経新聞 サンキョウシンブン		8,300		750		1,600

																												合   計 ゴウケイ		65,650		9,600		4,750

		吹田周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 スイタ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

		[吹田市] スイタシ						[吹田市] スイタシ						[吹田市] スイタシ						[吹田市] スイタシ								80%

		関大前
06-6384-0752 カンダイマエ		1,850		※　1,250		吹田
06-6381-0240 スイタ		5,500		4,400		吹田
06-6381-1062 スイタ		3,100		2,500		吹田
06-6382-0727 スイタ		3,050		※　2,250

		東吹田
06-6387-9536 ヒガシスイタ		5,100		4,100		江坂東
06-6384-8117 エバンドウ		1,450		1,200		千里山
06-6384-4787 センリヤマ		5,150		※　3,800		豊津
06-6384-0820 トヨツ		1,600		1,300

		江坂東
06-6384-2543 エサカヒガシ		1,200		1,000		千里山
06-6384-6524 センリヤマ		4,500		3,600		江坂
06-6384-3527 エサカ		5,600		4,500		岸辺
06-6388-2062 キシベ		2,050		1,650

		千里桃山台
06-6871-3715 センリモモヤマダイ		3,050		2,450		江坂西
06-6334-2010 エサカ		2,250		※　1,000		江坂南
06-6338-0707 エサカミナミ		3,450		2,800		竹見台
06-6834-4248 タケミダイ		850		700

		吹田西
06-6381-8972 スイタニシ		2,400		1,950		南千里・千里桃山台
06-6871-0354 ミナミセンリセンリモモヤマダイ		3,600		※　2,000		千里桃山台
06-6871-3713		800		650		江坂
06-6384-0820 エサカ		1,000		※　500

		千里山
06-6337-5555 センリサン		4,250		3,400		千里山田
06-6877-0101 ヤマダ		4,250		※　2,000		吹田北
06-6380-6019 スイタキタ		2,950		2,400		吹田南
06-6821-3921 スイタミナミ		1,000		800

		南千里
06-6337-5555 ミナミセンリ		1,200		1,000		千里丘
06-6877-2726 センリオカ		3,350		2,700		南千里
06-6871-0058 ミナミセンリ		1,700		1,400		高野台
06-6833-0897 タカノダイ		600		500

		千里山田北
06-6876-8172 センリヤマダキタ		3,400		※　1,800		[摂津市] セッツシ						山田
06-6877-2072 ヤマダ		4,200		※　2,000		山田
06-6875-7325 ヤマダ		900		※　400

		江坂西
06-6866-4147		1,700		1,400		正雀
06-6383-2674 ショウジャク		1,750		※　800		千里丘北
06-6875-6333 センリオカキタ		2,550		2,050		ｴｷｽﾎﾟ茨木
072-625-5586 イバラキ		3,600		※　200

		[摂津市] セッツシ						千里丘東
072-622-7234 センリオカヒガシ		1,700		1,400		[摂津市] セッツシ						[摂津市] セッツシ

		千里丘東
06-6383-5225 センリオカヒガシ		3,900		※　2,200		[茨木市] イバラキシ						阪急正雀
06-6382-1465 ハンキュウショウジャク		2,550		2,050		正雀
06-6827-8400 ショウジャク		900		750

		[茨木市] イバラキシ						茨木南
072-634-3892 イバラキミナミ		4,500		※　500		千里丘
06-6388-7051 センリオカ		1,850		1,500		[茨木市] イバラキシ

		千里丘北
06-6875-8331 センリオカキタ		2,800		2,250								千里丘東
072-633-7051 センリオカヒガシ		1,100		900		千里丘
06-6384-2552 センリオカ		1,950		1,600

														[茨木市] イバラキシ

														茨木桜通
072-633-1890 イバラキサクラツウ		1,850		※　400

		計 ケイ		30,850		22,800		計 ケイ		32,850		19,600		計 ケイ		36,850		26,950		計 ケイ		17,500		10,650				80,000





城東鶴見周辺

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												城東区 ジョウトウク		鶴見区 ツルミク		東成区 ヒガシナリク		旭区 アサヒク		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		5,450		5,000		2,600		1,350		2,200

																												毎日新聞		7,800		3,300		4,350		1,550		1,800

																												読売新聞		10,250		7,150		3,500				4,150

																												産経新聞		9,500		5,850		2,000				2,200

																												合   計		33,000		21,300		12,450		2,900		10,350

		城東・鶴見周辺エリア ８０，０００部 折込配布明細 ジョウトウオリコミ

																								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

		[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								80%

		徳庵
06-6961-6590 トクアン		1,500		1,200		徳庵今津
06-6745-1508 トクアンイマヅ		1,850		1,500		徳庵
06-6744-4476 トクアン		2,050		1,650		徳庵
072-872-0327 トクアン		1,200		1,000

		小阪北
06-6787-1233 コサカキタ		2,750		※　1,000		小阪北・八戸ノ里
06-6788-5492 コサカ		4,200		※　300		布施
06-6781-5175 フセ		4,550		※　2,500		布施東
06-6728-7022 フセヒガシ		1,150		※　500

		[城東区] ジョウトウク						[城東区] ジョウトウク						[城東区] ジョウトウク						高井田北
06-7650-9572		850		700

		城東南
06-6962-5661 シロトウナン		1,900		1,550		城東
06-6961-1321 ジョウトウ		5,100		4,100		東関目
06-6951-3258 ヒガシセキメ		1,550		1,250		[城東区] ジョウトウク

		城東北
06-6930-2217		4,100		3,300		古市今福鶴見
06-6939-0590 イマフクツルミ		2,700		2,200		西関目
06-6931-8047 ニシセキメ		750		600		蒲生
06-6786-5322 ガモウ		2,650		2,150

		城東西
06-6971-9271 ニシ		700		600		野江関目
06-6931-2506 ノエセキメ		1,850		1,500		鴫野
06-6962-1925 シギノ		3,500		2,800		関目
06-6786-5322 セキメ		3,150		2,550

		[鶴見区] ツルミク						[鶴見区] ツルミク						城東
06-6932-4248 ジョウトウ		3,250		2,600		城東・古市
06-6931-4051 ジョウトウフルイチ		2,050		1,650

		鶴見緑地
06-6912-1874 ツルミリョクチ		1,350		1,100		中茶屋
06-6911-3299 ナカチャヤ		1,000		800		蒲生
06-6931-2496 ガモウ		1,550		1,250		鴫野
06-6961-4337 シギノ		1,600		1,300

		放出
06-6962-2993 ハナテン		4,250		3,400		横堤
06-6912-3879 ヨコツツミ		1,500		1,200		諏訪
06-6967-7277 スワ		2,150		1,750		緑橋
06-6971-3441 ミドリバシ		1,650		1,350

		守口南
06-6992-3901 モリグチミナミ		2,550		※　500		放出
06-6939-0590 ハナテン		1,600		1,300		[鶴見区] ツルミク						京橋
06-6786-5322 キョウバシ		1,800		※　500

		[東成区] ヒガシナリク						[東成区] ヒガシナリク						鶴見緑地
06-6911-2969 ツルミリョクチ		3,250		2,600		[鶴見区] ツルミク

		森之宮
06-6761-4771 モリノミヤ		1,600		※　1,000		東成
06-6971-3664		3,550		※　2,250		今福鶴見
06-6934-5228 イマフクツルミ		2,800		2,250		鶴見町
06-6912-7349 ツルミチョウ		4,150		3,600

		今里中央
06-6751-9238 イマザトチュウオウ		2,700		※　1,600		布施深江
06-6981-0889 フカエ		3,350		※　2,100		放出
06-6967-2645 ハナテン		2,850		2,300		茨田町
06-6912-5388 イバラタチョウ		2,800		2,250

		[旭区] アサヒク						[旭区] アサヒ						[東成区] ヒガシナリク						[東成区] ヒガシナリク

		森小路
06-6951-2194 モリショウジ		2,250		※　1,350		新森
06-6952-2746 シンモリ		1,900		1,550		東成
06-6971-2546 ヒガシナリ		3,900		※　2,500		東成
06-6974-5112 ヒガシナリ		3,000		※　2,000

														深江
06-6976-3534 フカエ		1,600		※　1,000

		計		25,650		16,600		計		28,600		18,800		計		33,750		25,050		計		26,050		19,550				80,000





寝屋川・枚方南部

		当日全紙朝刊一斉折込方式																												寝屋川市 ネヤガワシ		枚方市 ヒラカタシ

		折込確認が簡単、抜群の信頼性																										朝日新聞		11,250		6,850

																												毎日新聞		7,200		6,200

																												読売新聞		21,200		14,000

																												産経新聞		8,500		4,800

																												合   計		48,150		31,850

		寝屋川・枚方南部エリア ８０，０００部 折込配布明細 ネヤガワヒラカタミナミ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		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

		[寝屋川市] ネヤガワシ						[寝屋川市] ネヤガワシ						[寝屋川市] ネヤガワシ						[寝屋川市] ネヤガワシ								80%

		三井
072-832-2593 ミツイ		2,200		1,800		寝屋川
072-827-6272 ネヤガワ		2,400		1,950		寝屋川東
072-822-5981 ネヤガワヒガシ		4,350		3,500		寝屋川東
072-821-6991 ネヤガワヒガシ		750		600

		萱島
072-883-0880 カヤシマ		400		350		寝屋川南
072-826-0630 ネヤガワミナミ		1,250		1,000		寝屋川西
072-829-9627 ネヤガワニシ		3,900		3,150		寝屋川西
072-838-0992 ネヤガワニシ		1,100		900

		東寝屋川
072-823-5318 ヒガシネヤガワ		500		400		三井
072-823-9191 ミツイ		2,450		2,000		寝屋川中央
072-826-6273 ネヤガワチュウオウ		2,850		2,300		寝屋川南
072-828-6536 ネヤカワミナミ		700		600

		寝屋川
072-826-0154 ネヤガワ		3,750		3,000		寝屋川東
072-823-3574 ネヤガワヒガシ		1,450		1,200		香里園
072-831-0593 コオリエン		2,150		1,750		寝屋川北
072-834-2051 ネヤガワキタ		2,300		1,850

		寝屋川中央
072-823-5318 ネヤガワチュウオウ		1,700		1,400		香里園
072-828-7397 コウリエン		1,300		1,050		木屋
072-831-4943 コヤ		1,500		1,200		萱島
072-876-4701 カヤシマ		1,250		1,000

		神田
072-883-0880 カンダ		700		600		[枚方市] ヒラカタシ						香里南
072-833-8558 コオリミナミ		1,500		1,200		三井ヶ丘
072-822-4663 ミツイオカ		1,400		1,150

		香里園駅前
072-833-1382 カオリエンエキマエ		1,850		1,500		枚方
072-841-0940 ヒラカタ		4,200		※　3,000		三井
072-832-2596 ミツイ		2,150		1,750		香里園
072-834-2051 コウリエンエン		3,000		2,400

		香里
072-833-1382 コウリエン		2,700		2,200		東香里
072-853-0092 ヒガシコウリエン		4,000		3,200		寝屋川南
072-828-8249 ネヤガワミナミ		3,900		3,150		[枚方市] ヒラカタシ

		[枚方市] ヒラカタシ												寝屋川駅前
072-821-0519 ネヤガワエキマエ		2,650		2,150		枚方
072-841-2522 ヒラカタ		2,850		※　2,000

		東香里
072-853-1050 コウリエン		1,650		1,350								学研寝屋川
072-824-5259 ネヤガワ		1,300		1,050		香里ヶ丘
072-831-1793 コウリエンオカ		2,500		2,000

		光善寺
072-831-7286 ヒカリゼンテラ		1,900		1,550								[枚方市] ヒラカタシ						東枚方
072-840-5404 ヒガシヒラカタ		2,650		※　300

		枚方外大前
072-847-3845 ヒラカタガイダイマエ		5,650		※　800								香里園駅前
072-833-8558 コウリエンエンエキマエ		1,550		1,250		交野団地
072-891-1697 カタノダンチ		1,000		※　500

		枚方南
072-854-0051 ヒラカタミナミ		3,900		3,150								香里ヶ丘
072-831-0401 コウリエンオカ		4,150		3,350

														光善寺
072-832-0571 ヒカリゼンテラ		2,900		2,350

														枚方
072-843-3743 ヒラカタ		5,700		※　3,500

														東香里
072-853-4423 ヒガシコウリエン		4,050		3,250

														学研星田
072-891-5162 ガッケンホシダ		2,000		※　300

		計		26,900		18,100		計		17,050		13,400		計		46,600		35,200		計		19,500		13,300				80,000





高槻島本

		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																												高槻市 タカツキシ		三島郡 ミシマグン		茨木市 イバラギシ

		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		18,850		2,950

																												毎日新聞 ゴトヒシンブン		16,100		1,450

																												読売新聞 ドクバイシンブン		23,300		2,850		2,050

																												産経新聞 サンキョウシンブン		12,050		400

																												合   計 ゴウケイ		70,300		7,650		2,050

		高槻・島本エリア ８０，０００部 折込配布明細 タカツキ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

		[高槻市] ダカツキシ						[高槻市] ダカツキシ						[高槻市] ダカツキシ						[高槻市] ダカツキシ								80%

		高槻
072-685-0317 タカツキ		3,300		2,650		高槻
072-671-5800 タカツキ		3,950		3,200		高槻真上
072-684-0065 タカツキマウエ		2,600		2,100		高槻東
072-673-1910 タカツキヒガシ		1,500		1,200

		東高槻
072-685-6006		4,050		3,250		高槻南
072-671-0616 タカツキミナミ		1,500		1,200		富田中央
072-657-9230 トミタチュウオウ		5,450		※　4,000		高槻川西
072-683-7286 タカツキカワニシ		750		600

		深沢
072-674-3831 フカサワ		800		650		高槻北
072-684-0889 タカツキキタ		4,250		3,400		高槻
072-683-1115 タカツキ		3,000		2,400		津之江
072-674-5029		1,100		900

		高槻北
072-681-7227 タカツキキタ		5,400		4,350		深沢下田部
072-674-5027 シモタベ		2,600		2,100		高槻中央
072-671-1409 タカツキチュウオウ		4,100		3,300		富田
072-693-0110 トミタ		3,650		※　2,250

		安岡寺
072-687-4084 ヤスオカテラ		1,400		1,150		摂津富田
072-696-0075 セッツトミタ		4,600		3,700		下田部
072-674-5026 シモタベ		2,650		2,150		高槻北・駅前
072-673-1910 タカツキ		1,600		1,300

		富田北
072-696-2494 トミタキタ		5,050		4,050		富田南
072-668-6222		5,100		※　2,500		高槻駅前
072-684-7050 タカツキエキマエ		3,750		3,000		高槻中央
072-674-5029 タカツキ		2,550		2,050

		富田
072-693-3827 トミタ		2,800		※　1,750		[三島郡] サンシマグン						高槻南平台
072-697-6161 タカツキナンペイダイ		2,550		2,050		富田北
072-686-3022 トミタキタ		2,800		※　1,750

		富田南
072-695-5194 トミタミナミ		4,000		※　1,000		島本町上牧
075-961-3565 シマモトチョウ		1,800		1,450		高槻北
072-687-8874 タカツキキタ		2,850		2,300		高槻西
072-686-3022 タカツキニシ		1,800		1,450

		[三島郡] サンシマグン												富田東部
072-693-5078 トミタヒガシブ		5,300		※　2,000		上牧
075-962-0172 ウエマキ		650		550

		高槻上牧
075-961-0233 タカツキウエマキ		3,650		2,950								[三島郡] サンシマグン						[三島郡] サンシマグン

														八丁畷・島本
075-961-0010 ハッチョウナワテ		3,550		2,850		島本町
075-962-0172 シマモト		500		400

														[茨木市] イバラキシ

														茨木東
072-626-2143 イバラキヒガシ		2,600		※　700

														茨木中央
072-622-8539 イバラキチュウオウ		3,350		※　1,350

		計 ケイ		30,450		21,800		計 ケイ		23,800		17,550		計 ケイ		41,750		28,200		計 ケイ		16,900		12,450				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）





江坂・千里中央

		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																				箕面市 ミノオシ		茨木市 イバラキシ		豊中市		吹田市						吹田市

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																		朝日新聞 アサヒシンブン		2,000		700		5,050		14,200				ポスティング		20,000

																				毎日新聞 ゴトヒシンブン		900		550		1,900		11,000

																				読売新聞 ドクバイシンブン		2,550		850		4,200		16,100

																				合   計 ゴウケイ		5,450		2,100		11,150		41,300

		江坂・千里中央エリア 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

		店名 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

		[豊中市] トヨナカシ						[豊中市] トヨナカシ						[豊中市] トヨナカシ

		服部天神
06-6866-4147		4,550		500		東豊中
06-6853-2016		2,600		250		服部東
06-6332-6688 ハットリヒガシ		3,300		1,000

		旭ヶ丘
06-6853-0027		1,200		400		千里中央北千里
06-6872-2882		2,750		1,650		豊中東部
06-6853-0103		4,650		350

		千里中央
06-6872-2115		2,900		1,750		[吹田市] スイタシ						千里南町
06-6832-2327		2,750		1,650

		千里上新田
06-6834-1600		3,950		2,400		吹田
06-6381-0240 スイタ		5,500		1,750		千里中央
06-6872-2002		2,000		1,200

		[吹田市] スイタシ						江坂東
06-6384-8117 エバンドウ		1,450		900		[吹田市] スイタシ

		東吹田
06-6387-9536 ヒガシスイタ		5,100		500		江坂西
06-6334-2010 エサカ		2,250		900		吹田
06-6381-1062 スイタ		3,100		1,000

		江坂西
06-6866-4147 エサカ		1,700		1,050		南千里・千里桃山台
06-6871-0354		3,600		2,200		江坂
06-6384-3527 エサカ		5,600		3,400

		吹田西
06-6381-8972 スイタニシ		2,400		1,450		千里山
06-6384-6524		4,500		2,700		江坂南
06-6338-0707 エサカミナミ		3,450		2,100

		千里山
06-6337-5555		4,250		2,550		千里山田
06-6877-0101		4,250		2,550		千里山
06-6384-4787		5,150		3,100

		千里桃山台
06-6871-3715 センリモモヤマダイ		3,050		1,850		[箕面市] ミノオシ						南千里
06-6871-0058		1,700		1,050

		江坂東
06-6337-5555 エサカ		1,200		750		箕面東
072-723-6130		1,600		600		北千里
06-6872-1298		2,300		1,400

		関大前
06-6384-0752		1,850		1,150		箕面北
072-727-1044		700		300		千里桃山台
06-6871-3713		800		500

		南千里
06-6337-5555		1,200		750		[茨木市] イバラキシ						山田
06-6877-2072		4,200		2,550

		北千里
06-6872-3525		3,500		2,100		茨木西部
072-623-4201		1,950		300		吹田山手
06-6380-6019 ヤマテ		2,950		1,000

		千里山田北
06-6876-8172		3,400		2,050		宿川原
072-643-6117		2,000		250		[箕面市] ミノオシ

		[箕面市] ミノオシ												箕面中央
072-722-2323 ミノオチュウオウ		4,750		800

		小野原
072-729-7070		3,850		1,250								箕面東・彩都
072-729-5360 ミノオヒガシ		4,800		1,750

		箕面南
072-749-3370		2,150		750								[茨木市] イバラキシ

		[茨木市] イバラキシ												茨木西
072-622-3667 イバラキニシ		4,150		600

		茨木北
072-623-0760 イバラキキタ		3,950		400								新郡山
072-643-1950 シンコオリヤマ		2,500		250

		茨木山手
072-643-8424 イバラキヤマテ		3,150		300

		計 ケイ		53,350		21,950		計 ケイ		33,150		14,350		計 ケイ		58,150		23,700				60,000





大阪市北東守口門真

		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																												守口市 モリグチシ		門真市 カドマシ		旭区		鶴見区		寝屋川市		大東市 ダイトウシ		城東区

		折込確認が簡単、抜群の信頼性 オリコミカクニンカンタンバツグンシンライセイ																										朝日新聞 アサヒシンブン		4,650		3,050		2,800		3,350		1,850		1,000		2,000

																												読売新聞 ドクバイシンブン		7,500		9,300		5,250		5,400		5,250		3,000		5,600

																												合   計 ゴウケイ		12,150		12,350		8,050		8,750		7,100		4,000		7,600

		大阪市北東・守口・門真エリア 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

		店名 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

		[守口市] モリグチシ						[寝屋川市] ネヤガワカドマシ						[守口市] モリグチシ						[寝屋川市] ネヤガワカドマシ

		守口
06-6991-2081 モリグチ		1,000		650		寝屋川
072-826-0154 ネヤガワ		3,750		900		守口南
06-6996-6875 モリグチミナミ		3,850		2,500		寝屋川東
072-822-5981 ネヤガワヒガシ		4,350		1,250

		守口東
06-6903-1270 モリグチ		3,650		2,300		神田
072-812-3125 カンダ		700		300		守口
06-6991-1805 モリグチ		3,100		2,000		寝屋川西
072-829-9627 ネヤガワニシ		3,900		1,750

		守口南
06-6992-3901 モリグチミナミ		2,550		1,700		萱島
072-883-0880 カヤシマ		400		150		守口大日
06-6901-0406 モリグチダイニチ		4,500		3,000		寝屋川南
072-828-8249 ネヤガワミナミ		3,900		2,250

		[門真市] カドマシ						四条畷・忍ヶ丘
072-876-3402 シジョウナワテ		3,500		500		[門真市] カドマシ						[大東市] ダイトウシ

		門真
06-6908-3033 カドマ		2,000		1,250		[大東市] ダイトウシ						門真
06-6909-9286 カドマ		2,250		1,500		住ノ道北
072-871-2350 スミチキタ		5,500		2,250

		門真中央
072-883-0880		2,800		1,800		鴻池北
072-871-3035 オオトリイケキタ		2,050		1,000		大和田
072-882-3744 オオワダ		4,300		2,700		諸福
072-871-3182 モロフク		1,500		750

		[旭区] アサヒ						[城東区] ジョウトウク						門真南
072-882-0735 カドマミナミ		2,700		1,750		[城東区] ジョウトウク

		森小路
06-6951-2194 モリショウジ		2,250		1,350		城東北
06-6930-2217		4,100		2,000		古川橋
06-6901-4153 フルカワバシ		1,500		1,000		東関目
06-6951-3258 ヒガシセキメ		1,550		950

		高殿
06-6951-7795 タカドノ		1,200		750								門真団地
072-882-1430 カドマダンチ		2,200		1,400		西関目
06-6931-8047 ニシセキメ		750		450

		今市
06-6951-5491 イマイチ		1,100		700								門真東
072-885-1338 カドマヒガシ		1,400		950		鴫野
06-6962-1925 シギノ		3,500		1,500

		[鶴見区] ツルミク												[旭区] アサヒ						城東
06-6932-4248 ジョウトウ		3,250		1,750

		徳庵
06-6961-6590 トクアン		1,500		250								森小路
06-6951-3258 モリショウジ		1,100		700		蒲生
06-6931-2496 ガモウ		1,550		950

		鶴見緑地
06-6912-1874 ツルミリョクチ		1,350		850								高殿
06-6951-1849 タカドノ		2,250		1,350

		放出
06-6962-2993 ハナテン		4,250		2,250								赤川
06-6928-4663 アカガワ		1,000		600

														今市
06-6991-2964 イマイチ		1,950		1,200

														新森
06-6951-3258 シンモリ		2,300		1,400

														[鶴見区] ツルミク

														鶴見緑地
06-6911-2969 ツルミリョクチ		3,250		1,950

														今福鶴見
06-6934-5228 イマフクツルミ		2,800		1,700

														放出
06-6967-2645 ハナテン		2,850		1,750

								計 ケイ		38,150		18,700								計 ケイ		73,050		41,300				60,000
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