
ポスティング配布申込書
配布日程

●お申込者名

●配布チラシ名　　　　　　　　　　　　　●サイズ

●電話/ＦＡＸ

Ａエリア Ｂエリア ＝合計 税込

円 円

部 部

円 円

▼  Ａエリア ▼

●金額

●担当者

□中原地区全域：8450

□中原１丁目： 950

□中原２丁目：1050

□中原３丁目：1100

□御殿１丁目：1100

□御殿２丁目： 650

□御殿３丁目：1200

□御殿４丁目： 450

□南原１丁目： 750

□南原２丁目： 500

□南原３丁目： 600

□南原４丁目： 100

↓部数指定 □富士見地区全域：7200

□上 平 塚： 500

□桜 ヶ 丘： 450

□達上ヶ丘： 450

□中    里：1200

□諏 訪 町： 750

□富士見町： 300

□豊 原 町： 850

□平塚1丁目： 450

□平塚2丁目： 800

□平塚3丁目： 450

□平塚4丁目： 400

□平塚5丁目： 600

↓部数指定□旭地区全域：16700

□山　下：3050

□万　田：2100

□出　縄：1100

□高　村：1050

□高　根： 450

□河　内：1500

□徳　延：2150

□根坂間： 850

□日向岡：1000

□公　所：1450

□　纏　：2000

↓部数指定

（2023/1/1更新）
● お問い合わせ ●

TEL　0463-37-5504

FAX　0463-37-5506
E-mail info@wadasyoukai.com/　　　～　　 / □ かわら版と同時配布を　  希望します（Ａエリアのみ）

●かわら版同時配布
  A4以下：3.5円
  B4　　：3.6円

●指定週配布
  Ａ4以下：4.0円
  B4　　：4.0円

A3：5.0円
B3：5.0円
B2：8.0円

※冊子等は別途お見積ください。
※価格は税抜価格となります。

（隔週配布のエリアもあります。ご確認ください。）

B4，A3サイズの折代
　　　   ……1枚0.6円

●折(Ｂ４・Ａ３)
　（折代は１枚0.6円です） 有 ・ 無

↓部数指定□花水地区全域：13900

□唐 ケ 原： 350

□撫 子 原： 600

□黒 部 丘：1000

□花 水 台： 950

□菫    平：1050

□虹 が 浜： 800

□龍城ヶ丘： 650

□桃 浜 町：1150

□八重咲町： 900

□松 風 町： 750

□袖 ヶ 浜： 900

□高 浜 台： 650

□夕陽ヶ丘：1250

□代 官 町： 900

□久 領 堤： 150

□札 場 町： 700

□幸    町： 600

□千石河岸： 550

↓部数指定□駅北口地区全域：8950

□見 附 町：1300

□錦    町： 400

□紅 谷 町： 500

□明 石 町： 950

□浅 間 町： 550

□宮 松 町： 800

□天    沼： 600

□立 野 町： 850

□追    分： 300

□宮 の 前： 500

□宝    町： 300

□老 松 町： 450

□八千代町： 350

□中    堂： 500

□榎 木 町： 300

□馬入本町： 300

↓部数指定□田村地区全域：10600

□田村１丁目： 400

□田村２丁目： 850

□田村３丁目：  50

□田村４丁目： 200

□田村５丁目： 450

□田村６丁目： 350

□田村７丁目： 750

□田村８丁目： 600

□田村９丁目： 350

□大　　　神：2050

□横　　　内：3600

□大　　　島： 400

□下　　　島： 350

□豊田打間木： 200
↓部数指定□豊田岡崎地区全域：9400

□豊          田：1900

□岡          崎：2700

□ふじみ野１丁目： 400

□ふじみ野２丁目： 500

□寺    田    縄：1150

□飯          島： 150

□入          野：1100

□長          持：1500

↓部数指定□金目地区全域：6350

□広            川：1000

□片            岡：1100

□めぐみが丘１丁目： 450

□めぐみが丘２丁目： 400

□南     金     目：1600

□北     金     目：1800

□大野地区(一部除)：12550

□東中原１丁目： 800

□東中原２丁目：1350

□東八幡１丁目： 600

□東八幡２丁目： 400

□東八幡３丁目： 300

□東八幡４丁目： 600

□東八幡５丁目：  50

□西八幡１丁目： 400

□西八幡２丁目： 600

□西八幡３丁目： 500

□西八幡４丁目： 300

□四之宮１丁目：1000

□四之宮２丁目：1000

□四之宮３丁目： 750

□東真土１丁目： 500

□東真土２丁目： 750

□東真土３丁目： 550

□東真土４丁目： 550

□西真土１丁目： 550

□西真土２丁目：   0

□西真土３丁目： 700

□西真土４丁目： 150

□新　　町　　： 150

□大　　原　　：   0

□四之宮４丁目： 400

□四之宮５丁目： 600

□四之宮６丁目： 500

□四之宮７丁目： 300

↓部数指定

●部数
Ａエリア　　　　　　　　 Ｂエリア

▼  Ｂエリア ▼

▼  Ｂエリア ▼

Ａ
エ
リ
ア

料　

金　

表

●指定週配布
  Ａ4以下：4.0円
  B4　　：4.0円
  A3　　：5.0円

B3：5.0円
B2：8.0円

Ｂ
エ
リ
ア

料　

金　

表 ※冊子等は別途お見積ください。
※価格は税抜価格となります。

B4，A3サイズの
折代   …1枚0.6円

□全域配布：95900部　　□Ａエリア全域：44900部　　□Ｂエリア全域：51000部

＋


