
１．印刷内容

  ⅰ印刷部数 チラシ 京都・洛西版 部

チラシ 京都南部版 部

チラシ 京都・滋賀版 部

チラシ 奈良西北部版 部

チラシ 奈良東北部版 部

チラシ 奈良中南部版 部 計 472,300 部

  ⅱ印刷仕様 チラシ B4版 4 度／ 4 度

再生コート紙 ･ 四六判  ･  68ｋｇ

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）

※各版とも本紙色校正3部お願いします。

※各版とも本機と同じ流れで色校正を上げてください。

※各版ともデジタルコンセンサス等をもって本紙色校正に代えることは

　不可とします。

※納品物は輪転機使用サイズとします。

※割振部数は変更になる場合があります。

２．出稿日 平成27年 9 月 9 日 （水） 15:00

（担当） 募集販売センター内 12F 京奈エリア経営部　企画チーム　千崎

〈デザイン担当広告代理店〉 株式会社　大広

３．納期 平成27年 9 月 18 日 (金)

４．納入先 ・朝日オリコミ大阪　京都支社 他　別紙のとおり直送（郵便で郵便物として投函）

　もしくは宅配便。

・朝日オリコミ大阪 京都支社・奈良支社ともに納品時に記載してください。

　　①社名：UR都市機構　②案件名：2015秋CP　③折込日：9/26(土)　

　　④ｻｲｽﾞ：Ｂ４　⑤部数：京都支社 261,200部、奈良支社 211,100部

　※現地案内所は毎日型（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 イラスト面が表になるように二つ折にすること。

  ※ 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

午前中 必着

秋のキャンペーン に係る9月26日新聞折込用B4チラシの印刷（京奈）仕様書

※色校正→色校正受けから3日後の帰稿

100,400

落札後下記担当者に確認のこと

80,400

80,400

70,400

時間は変更の可能性あり

70,300

70,400



別紙

京都・洛西版、京都南部版、京都・滋賀版

営業時間 電話 京都・洛西版 京都南部版 京都・滋賀版

―
075-602-8451

(代表)
〒612-8243 京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町55-2 100,000 80,000 80,000

男山団地募集案内所

[毎日営業：水曜日定休]
10：00～17：00 075-982-8095 〒614-8373

八幡市男山八望3-1
男山団地B48号棟2階

20 20 20

ＵＲ洛西サービスセンター

[毎日営業：水曜日定休]
9：30～17：00 075-332-2814 〒610-1143

京都市西京区大原野東境谷町二丁目5番9　202号
（洛西ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2階）

20 20 20

桃山南

[土･日・祝営業]
10：00～17：00 075-604-6151 〒612-8006

京都市伏見区桃山町大島３８番地の２
桃山南団地1-201号室

10 10 10

グリーンタウン槇島
　

[毎日営業：水曜日定休]
10：00～17：00 0774-21-2681 〒611-0041

宇治市槇島町落合43-10
グリーンタウン槇島団地205-102号室

20 20 20

久御山

[土･日・祝営業]
10：00～17：00 0774-44-8908 〒613-0033

京都府久世郡久御山町林北畑105
久御山団地42-205号室

10 10 10

びわ湖美空第二

[土･日・祝営業]
10：00～17：00 077-574-5661 〒520-0223

大津市美空町2
びわ湖美空第二団地9-106号室

10 10 20

京奈エリア経営部 9：15～17：40 06-6346-3139 〒530-0001
大阪市北区梅田2丁目2番22号
ハービスエントオフィスタワー12階

110 110 100

住宅経営部　営業開発ﾁｰﾑ 9：15～17：40 06-6346-5540 〒530-0001
大阪市北区梅田2丁目2番22号
ハービスエントオフィスタワー12階

200 200 200

100,400 80,400 80,400

　

備考
※納品先の部署、担当者名は不要です。
　 納品時に記載してください。
　  ①社名：ＵＲ都市機構　②案件名：2015秋ＣＰ　③折込日：９／２６(土)　④サイズ：Ｂ４　⑤部数：２６１，２００部

チラシ納品先及び部数一覧表

住　　　　　　　所

合　　　　　計　　　

現
地
案
内
所

納品先

朝日ｵﾘｺﾐ大阪　京都支社 ※



別紙

奈良西北部版、奈良東北部版、奈良中南部版

営業時間 電話 奈良西北部 奈良東北部 奈良中南部

―
0742-61-3015

(代表)
〒630-8144 奈良市東九条町127番地1 70,000 70,000 70,000

中登美第３
Ｃ４－２０６

［毎日営業：水曜日定休］
10：00～17：00 0742-46-8840 〒631-0003

奈良市中登美ケ丘1-4162-1
中登美第3団地C4-206号室

50 10 10

奈良・学園前
Ｃ－107

[土・日・祝　営業]
9：30～17：00 0742-53-9280 〒631-0016

奈良市学園朝日町１番
奈良・学園前団地Ｃ-107号室

50 10 10

真美ケ丘６丁目
１３－１０１

[土・日・祝　営業]
10：00～17：00 0745-78-4933 〒639-0223

香芝市真美ケ丘6丁目9
真美ケ丘6丁目団地13-101号室

50 10 10

西大和片岡台
１－２０１

[土・日・祝　営業]
10：00～17：00 0745-32-5929 〒639-0201

奈良県北葛城郡上牧町片岡台3丁目1番地
西大和片岡台団地1-201号室

10 10 50

富雄
２４－１０４

[土・日・祝　営業]
10：00～17：00 0742-81-4675 〒631-0065

奈良市鳥見町4丁目4番地3
富雄団地24-104号室

10 10 50

郡山駅前
１４－２０３

[毎日営業：水曜日定休]
10：00～17：00 0743-53-7228 〒639-1132

大和郡山市高田町9-1
郡山駅前団地14-203号室

10 10 50

京奈エリア経営部 9：15～17：40 06-6346-3139 〒530-0001
大阪市北区梅田2丁目2番22号
ハービスエントオフィスタワー12階

20 40 20

住宅経営部　営業開発ﾁｰﾑ 9：15～17：40 06-6346-5540 〒530-0001
大阪市北区梅田2丁目2番22号
ハービスエントオフィスタワー12階

200 200 200

70,400 70,300 70,400

　

※納品先の部署、担当者名は不要です。
　 納品時に記載してください。
　  ①社名：ＵＲ都市機構　②案件名：2015秋ＣＰ　③折込日：９／２６(土)　④サイズ：Ｂ４　⑤部数：２１１，１００部

チラシ納品先及び部数一覧表

住　　　　　　　所

合　　　　　計　　　

現
地
案
内
所

納品先

備考

朝日ｵﾘｺﾐ大阪　奈良支社 ※


