
「'16春のキャンペーン2月4日新聞折込エリア特化Ｂ4チラシ（東大阪）」の印刷仕様書

１．印刷内容
  ⅰ印刷部数

チラシ（東大阪） 部

1版 計　　123,300部　内　各現地案内所10部×23ヶ所・50部×1ヶ所　含む
　　

　（他　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29年 1 月 23 日 （月） 14:30

（担当） 〈募集販売センター〉 １２F 大阪エリア経営部　中張

〈デザイン担当広告代理店〉 株式会社　大広

３．納期 平成29年 2 月 1 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

★ 使用する表紙及び印刷に使用するインクについては、「国等による環境物品等の調達等
の推進に関する法律（略称：グリーン購入法）（平成12年法律第100号）第六条第１項
に定める環境物品等の調達の推進に関する基本方針別」（最新）の判断基準を
満たしていること。

以　上

落札後下記担当者に確認のこと

123,300

時間は変更の可能性あり



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

10部

都島区
リバーサイドしろきた

３５－２０１
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

10部

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

10部

城東区
森之宮第２
６－１０７

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

10部

南港ポートタウン総合案内所
４３号棟１階

(管理サービス事務所横)
　［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号棟1階(管理サービス事務所
横)

10部

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）

10部

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）

10部

西区

西長堀
１０１号室

[毎日営業：水曜日定休]

06-6536-1560
（06-6536-1818）

〒550-0014
大阪市西区北堀江4-2-40
西長堀団地101号室

10部

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

10部

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

10部

小阪駅前（ＵＲＬｉｇｈｔ）
１－２０９

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

10部

玉串西
３－２１０

［毎日営業：水曜日定休］

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２１０号室

10部

ベルマージュ堺弐番館
1210

[毎日営業：水定休]

072-227-8716
(072-227-8780)

〒590-0014
堺市堺区田出井町1番2
　ベルマージュ堺弐番館1210号室

10部

白鷺
A16-205

TEL 072-294-6273
FAX 072-294-6274

(072-294-6273)
〒599-8107

堺市東区白鷺町１丁２４番
白鷺団地A16-205号室

10部

サンヴァリエ津久野
１－１０４

072-247-5320
(072-247-5310)

〒593-8322
堺市西区津久野町１丁１５番
サンヴァリエ津久野１－１０４号室

10部

光明池総合案内所
[毎日営業：火曜日及びｻﾝﾋﾟ

ｱ指定日定休]

072-284-6722
(072-284-6711)

〒590-0138
堺市南区鴨谷台二丁２番１号
光明池サンピア２階
※営業時間　午前10時00分～午後６時営業

50部

泉北原山台一丁
５－２－３０５

[毎日営業：水定休]

072-297-7460
(072-297-7457)

〒590-0132
堺市南区原山台一丁5
泉北原山台一丁団地5-2-305号室

10部

金剛
[毎日営業：水曜日定休]

0721-29-3920
(0721-29-3329)

〒584-0073 富田林市寺池台1-9-70 10部

河内長野市
南花台

１５－２０４
0721-63-5809

(0721-63-5889)
〒586-0077

河内長野市南花台3-2
南花台団地15-204号室

10部

和泉市

鶴山台
２－１０３

[毎日営業：水曜日定休]

0725-46-0715
(0725-46-0157)

〒594-0013 和泉市鶴山台2-1 10部

和泉市

泉大津

助松
１００－１０４

0725-20-6355
(0725-20-6322)

〒595-0007
泉大津市助松団地2番
助松団地100-104号室

10部

岸和田
市

春木
９－１０２

072-436-8817
(072-436-8816)

〒596-0035
岸和田市春木泉町１
春木団地９号棟１０２号室

10部

泉南市

泉南一丘
４６－１０１

（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内）
[毎日営業：水曜日定休]

072-485-0694
(072-485-0693)

〒590-0505
泉南市信達大苗代62
泉南一丘団地46-101号（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内）

10部

阪南市
泉南尾崎
１７－１０１

072-471-7570
(072-471-7439)

〒599-0201
阪南市尾崎町7-2
泉南尾崎団地17-101号室

10部

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

住之江区

東大阪市

堺市


