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■クライアント様基本情報

貴社名 ＴＥＬ

ご担当者様 email

■基本条件

配布日数 配布条件 サイズ

■地区別部数表（○をお付けください）

No. 平塚南地区 部数 依頼 No. 大野地区 部数 依頼 No. 神田地区 部数 依頼

№1 唐ヶ原 300 №49 南原1丁目 680 №93 田村1丁目 520
№2 撫子原 510 №50 南原2丁目 450 №94 田村2丁目 800
№3 黒部丘 1030 №51 南原3丁目 590 №95 田村3丁目 250
№4 花水台 1010 №52 南原4丁目 50 №96 田村４丁目 150
№5 菫平 960 №53 御殿1丁目 1110 №97 田村５丁目 400
№6 虹ヶ浜 760 №54 御殿2丁目 610 №98 田村６丁目 310
№7 龍城ヶ丘 770 №55 御殿3丁目 1250 №99 田村７丁目 750
№8 桃浜町 1240 №56 御殿4丁目 420 №100 田村８丁目 520
№9 八重咲町 780 №57 中原1丁目 790 №101 田村9丁目 290
№10 松風町 940 №58 中原2丁目 1130 №102 大神 1710
№11 袖ヶ浜 950 №59 中原3丁目 1050 №103 吉際 60
№12 高浜台 790 №60 東中原1丁目 790 №104 横内 3340
№13 夕陽ヶ丘 1370 №61 東中原2丁目 1240 神田地区 9100
№14 代官町 1410 №62 新町 160
№15 久領堤 110 №63 追分 270

No. 城島岡崎地区 部数 依頼
№16 札場町 640 №64 大原 160
№17 幸町 610 №65 西八幡1丁目 380 №105 大島 330
№18 千石河岸 650 №66 西八幡2丁目 480 №106 小鍋島 320
№19 須賀・馬入 180 №67 西八幡3丁目 490 №107 下島 310

平塚南地区 15010 №68 西八幡4丁目 240 №108 城所 300
№69 東八幡1丁目 460 №109 岡崎 2440
№70 東八幡2丁目 380 №110 ふじみ野1丁目 340

No. 平塚地区 部数 依頼
№71 東八幡3丁目 320 №111 ふじみ野2丁目 410
№72 東八幡4丁目 490 城島岡崎地区 4450

№20 桜ヶ丘 450 №73 東八幡5丁目 3
№21 上平塚 550 №74 四宮1丁目 1010

No. 金田金目地区 部数 依頼
№22 達上ヶ丘 380 №75 四宮2丁目 940
№23 諏訪町 850 №76 四宮3丁目 730 №112 寺田縄 1020
№24 富士見町 280

№77
四宮4丁目

350
№113 入野 1110

№25 中里 1090 四宮 №114 長持・中原下宿 1460
№26 豊原町 760 №78 四宮5丁目 510 №115 飯島 120
№27 立野町 960 №79 四宮6丁目 560 №116 広川 870
№28 見付町 1360 №80 四宮7丁目 190 №117 片岡 1090
№29 錦町 610 №81 西真土1丁目 540 №118 千須谷 60
№30 紅谷町 450 №82 西真土2丁目 0 №119 南金目 1620
№31 明石町 1430 №83 西真土3丁目 540 №120 北金目 140
№32 浅間町 580 №84 西真土4丁目 120 №121 北金目1丁目 450
№33 宮松町 410 №85 東真土1丁目 470 №122 北金目2丁目 350
№34 宮の前 650 №86 東真土2丁目 580 №123 北金目3丁目 670
№35 宝町 410 №87 東真土3丁目 390 №124 北金目4丁目 30
№36 平塚1丁目 370 №88 東真土4丁目 500 №126 真田1丁目 80
№37 平塚2丁目 650 大野地区 21423 №127 真田2丁目 180
№38 平塚3丁目 360 №128 真田3丁目 160
№39 平塚4丁目 350

No. 豊田地区※ 部数 依頼
№125 真田４丁目 1740

№40 平塚5丁目 450 金田金目地区 11150
№41 老松町 600 №89 豊田打間木

150
№42 八千代町 520 №90 東豊田

No. 土沢地区※ 部数 依頼
№43 天沼 660

№91
北豊田

460
№44 堤町 0 豊田本郷 №129 めぐみが丘1丁目 360
№45 長瀞 0

№92

南豊田

1350

№130 めぐみが丘2丁目 410
№46 中堂 420 豊田平等寺 №131 土屋※ 810
№47 榎木町 260 豊田小領 №132 上吉沢※ 310
№48 馬入本町 330 豊田宮下 №133 下吉沢※ 170

平塚地区 16190 豊田地区 1960 土沢地区 2060
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No. 旭地区 部数 依頼 No. 大磯地区※ 部数 依頼 平塚市全域（大磯抜き） 依頼

№134 公所 1230 №146 高麗1丁目 260
97123

№135 根坂間 790 №147 高麗2丁目 460
№136 出縄 1110 №148 高麗3丁目 120
№137 万田 2150 №149 東町1丁目 260

平塚市全域（大磯有り） 依頼№138 高根 320 №150 東町2丁目 120
№139 山下 2980 №151 東町3丁目 270

98613
№140 河内 1420 大磯地区 1490
№141 徳延 1900 ※ 平塚市内全域・弊社対応エリア全域
№142 纏 1890 配布をご希望の方はこちらにご記入下さい
№143 高村 1120
№144 日向岡1丁目 390
№145 日向岡2丁目 480

旭地区 15780

■その他オプション

１R、事業所抜き +0.5円

戸建のみ・集合のみ +2.0円

単独配布 +3.5円

セット配布 +1.0円～+2.0円

各種加工（ホチキス留め等） +1.0円

※ セット配布は以下の点にご注意ください。
あらかじめセットした状態で納品してある場合、一番大きいサイズを基準単価とし
以後1枚追加されるごとに、Ａ4以下＋1.0円・Ｂ４+1.5円・Ａ3以上+2.0円となります。
セットされていない状態で納品された場合は、それぞれの配布単価を頂きます。

■お申し込み方法

1 クライアント基本情報をご記入ください。

2 基本情報をご記入ください。
※ 配布日数は3日・2週間・30日からお選びください。
※ 配布条件は、戸建のみ等その他のオプションがある場合はお記入ください。
※ サイズは、Ａ4などチラシのサイズをご記入ください。

3 配布希望地区に○をご記入ください。
※ 地区ごとで配布部数の指定も可能です。
その際は、地区名の右の欄に希望部数をご記入ください。

4 申込書をFAX、またはＥメールでお送りください。確認後、弊社からご連絡をさせて頂きます。
なお、お電話でのお申込みも承っております。

お引取りのご希望や、配布禁止箇所などの注意事項がございましたらこちらにご記入ください。


