
「'15夏のキャンペーン6月13日新聞折込Ｂ4チラシ（大阪）」の印刷仕様書

１．印刷内容
  ⅰ印刷部数

大阪市北部等版 部
大阪市中部版 部
大阪市南部版 部
大阪市東部版 部
京阪版 部
大阪市西部版 部

6版 計　905,000部（刷り取り200部程度）

  ⅱ印刷仕様 チラシ B4版 4 度／ 4 度

再生コート紙 ･ Ｂ判  ･ 58ｋｇ

版下およびデータ（Ｍａｃ　ＸイラストレータＣＳ3）渡し
（各版１点づつ、出力紙をお渡しします）

校正あり（校正時に数字・間取図の差し替え等修正あり）
※各版とも色校正2部お願いします。
※各版ともデジタルコンセンサス可
※納品物は輪転機使用サイズとします。
※色校正→色校正受けから3日後の帰稿

２．出稿日 平成27年 6 月 2 日 （火）14:15

（担当） 〈募集販売センター〉 １２F 大阪エリア経営部　田中
*出稿場所は落札後連絡

〈デザイン担当広告代理店〉 株式会社　大広

３．納期 平成27年 6 月 10 日 (水) ＡＭ

４．納入先 別途担当者より指示あり
(現地案内所24箇所、折込指定センター1箇所へ直送）

残りは募集販売センター１２階　営業開発チーム高木へ納品

・現地案内所には別紙の通り直送（郵便で郵便物として投函）もしくは宅配便。
現地は毎日型（水曜休み）、土日型（土日のみの営業）のため
宅配便を活用される場合は配達日注意。

５．その他

  ※ グリーン購入法に基づく基本方針の判断基準を満たす用紙を使用すること。

           ①古紙配合率 ７０％以上であること。
           ②非塗工印刷用紙については、白色度７０％程度以下であること。
           ③塗工印刷用紙については、塗工量が両面で ３０ｇ/㎡以下であること。
           ④再生利用しにくい加工が施されていないこと。

以　上

落札後下記担当者に確認のこと

138,000
138,000
147,000

172,000
172,000

時間は変更の可能性あり

138,000



1/1

現地案内所住所

電話・ＦＡＸ
(   )の番号は対外部用

FAX(機)は機構用
FAX（協）は協会用

守口市
リバーサイドもりぐち

７－１０４
06-6991-1522

(06-6991-1502)
〒570-0096

守口市外島町2番
リバーサイドもりぐち団地7-104号室

各版10部 60

北区

さざなみプラザ総合案内所
さざなみプラザ第7団地

３０号棟１階集会所
［毎日営業：水曜日定休］

06-6354-4748
(06-6354-4747)

〒531-0063
大阪市北区長柄東2丁目3番
さざなみプラザ第7団地30号棟１階

各版10部 60

都島区

リバーサイドしろきた
３５－２０１

［毎日営業：水曜日定休］

06-6923-5281
(06-6923-5264)

〒534-0001
大阪市都島区毛馬町2-11
リバーサイドしろきた団地35-201号室

各版10部 60

枚方市
ＵＲ香里サービスセンター

りそな銀行隣
［毎日営業：水曜日定休］

072-853-2079
(072-853-2070)

〒573-0084
枚方市香里ヶ丘三丁目１３番地
※営業時間：午前９時３０分～午後５時営業

各版10部 60

寝屋川市

寝屋川
C１６－４０５

［毎日営業：水曜日定休］

072-820-4144
(072-820-4130)

〒572-0011
寝屋川市明徳2-10
寝屋川団地C16-405号室

各版10部 60

八幡市
男山団地募集案内所

Ｂ４８号棟２階
[毎日営業：水曜日定休]

075-982-8295
(075-982-8095)

〒614-8373
八幡市男山八望3-1
男山団地B48号棟2階

各版10部 60

城東区

プロムナーデ関目
７－１１２（施設）

[毎日営業：水定休]

06-4255-1789
(06-4255-1788)

〒536-0001
大阪市城東区古市3-8
プロムナーデ関目団地7-112号室

各版10部 60

城東区

森之宮第２
６－１０７

［毎日営業：水曜日定休］

06-6964-0275
(06-6964-0221)

〒536-0025
大阪市城東区森之宮2丁目
森之宮第２団地6-107号室

各版10部 60

南港ポートタウン総合案内所
４３－２０２

［毎日営業：水曜日定休］

06-6614-0384
(06-6614-0350)

〒559-0033
大阪市住之江区南港中2-2
南港わかぎの団地43-202号室

各版10部 60

南港前
1Ｆ保安室横

06-6569-3570
(06-6569-3560)

〒559-0031
大阪市住之江区南港東一丁目６番
南港前1号棟1階（保安室横）

各版10部 60

住吉
４-４０５

06-6676-5103
(06-6676-5075)

〒559-0007
大阪市住之江区粉浜西3丁目1番
住吉団地4-405号室

各版10部 60

大正区

千島
３号棟　１階

[毎日営業：水曜日定休]

06-6554-1296
（06-6554-1280）

〒551-0003
大阪市大正区千島2-4
千島団地3号棟1階（3-133号室）

各版10部 60

港区
磯路公園
１－２１５

06-6572-7011
（06-6572-7005）

〒552-0003
大阪市港区磯路２丁目１２－１
磯路公園団地1-215号室

各版10部 60

住吉区
サンヴァリエ東長居

４-１１３
[毎日営業：水曜日定休]

06-6691-0961
(06-6691-0960)

〒558-0004
大阪市住吉区長居東2-15
サンヴァリエ東長居団地4-113号室

各版10部 60

東住吉区

サンヴァリエ針中野
２－１０４

［毎日営業：水曜日定休］

06-6797-3999
(06-6797-3998)

〒546-0013
大阪市東住吉区湯里3-2
サンヴァリエ針中野団地2-104号室

各版10部 60

小阪駅前（ＵＲＬｉｇｈｉｔ）
１－２０９

［毎日営業：水曜日定休〕

06-6618-8625
(06-6618-8620)

〒577-0801
東大阪市小阪１丁目９
小阪駅前団地１－２０９号室

各版10部 60

玉串西
３－１１０４

0729-65-3690
(0729-65-3596)

〒578-0934
東大阪市玉串町西3丁目1番
玉串西団地３ー１１０４号室

各版10部 60

UR高見サービスセンター
２３号棟１階

［毎日営業：水曜日定休］

06-6466-1061
(06-6466-1071)

〒554-0001
大阪市此花区高見1-6-23
ＵＲ高見サービスセンター
※営業時間：午前９時３０分～午後５時営業

各版10部 60

酉島ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾋﾙなぎさ街
２０－１００６

［毎日営業：水曜日定休］

06-6468-1876
(06-6468-1877)

〒554-0051
大阪市此花区酉島4-1
酉島ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾋﾙなぎさ街団地20-1006号室

各版10部 60

西淀川区
サンラフレ出来島

６－２０２
06-6477-8016

(06-6477-8014)
〒555-0031

大阪市西淀川区出来島3-2
サンラフレ出来島団地6-202号室

各版10部 60

西宮市
武庫川

１９号棟２階
［毎日営業：水曜日定休］

0798-48-1751
(0798-48-1753)

〒663-8141
西宮市高須町2-1武庫川団地19号棟2階
武庫川団地現地案内所

各版10部 60

伊丹市
アルビス伊丹千僧

６－２０５
072-777-9912

（072-777-9818）
〒664-0898

伊丹市千僧五丁目91番地の１
アルビス伊丹千僧団地6-205号室

各版10部 60

尼崎市
パークタウン西武庫

８－１０１
06-6434-1072

（06-6434-1071）
〒661-0043

尼崎市武庫元町三丁目5番
パークタウン西武庫団地8-101号室

各版10部 60

三田市

すずかけ台ハイツ
３－２０３

［毎日営業：水曜日定休］

079-553-2301
(079-553-2300)

〒669-1322
三田市すずかけ台2丁目1番
すずかけ台ハイツ3-203号室

各版10部 60

0 1440

東大阪市

住之江区

現地案内所
【特記ないものは土日型（土･日・祝営業）】

【12/29～1/3は全現地案内所定休日】

現地案内所住所

此花区


