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件　名

○企画・様式・仕様等

○折込日

　　・平成31年1月11日（金） 4種類

　　・平成31年1月25日（金） 6種類

○納品に関すること

個別地区仕様書参照

○共通事項

・

なお、色校正時に軽微な字句等の修正を行う場合があるので留意すること。

・ 当業務実施にあたっては、グリーン購入法「印刷」の判断基準を順守すること。

・ 

・ 送付先が変更となる場合があるので留意すること。

○担当 　　　独立行政法人都市再生機構中部支社　住宅経営部営業推進課　稲田　　TEL  052-968-3108

○版下制作担当　　株式会社電通名鉄コミュニケーションズ　古賀　　TEL　052-459-0590

各折込日・折込エリアの版下は、表面・裏面とも各チラシごとに異なる。

色校正時は、簡易校正を２部提出することとし、１部を当機構、１部を㈱電通名鉄コミュニケーションズ宛提出すること。

個別地区仕様書参照

Ｈ３０春のキャンペーン入居者募集チラシ印刷業務（その２）



○データ受渡日：平成30年12月17日（月）

○企画・様式　データ作成：ＯＳ10　illustrator-CS6、Adobe Indesign CS6・OS：Mac OS 10.10.2

サイズ等 Ｂ4 反射原稿 　0点

表面 4色刷 紙質等

裏面 4色刷 印刷枚数

4色分解　0点 特記事項

表0点・裏0点 掲載内容

○納品・届先

　　　（１）新聞折込

納品日時　：　平成31年1月8日（火）ＡＭ10時

納品場所　：　㈱中日興業配送センター

〒459-0023　名古屋市熱田区六野二丁目１番３号（中京倉庫内）　TEL052-883-1094

折込日時　：　平成31年1月11日（金）

枚数　　　　：80,000枚

　　　（２）予備

枚数

130 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

50 枚

260 枚

※別紙指定場所については、別紙中指定枚数を指定日時に到着日指定の宅急便で送付すること。

個別地区仕様書：平成31年1月11日（金）折込チラシ（Ａ：名古屋都心①エリア）

グリーン購入法に適合した軽量コート紙58kg相
当
※印刷物に使用する資材ランク（印刷物のリサ
イクル適正）をチラシ裏面に表示(印刷)します。

80,260枚

ポジ点数
化粧断ち不要

空家先着順受付賃貸住宅PR

納期 送付先 住所

平成31年1月8日（火）

UR名古屋営業センター
〒460-8484
名古屋市中区錦3-5-27錦中央ビル1Ｆ

UR賃貸ショップ名古屋駅前
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4
名鉄バスターミナルビル10Ｆ（名鉄メンズ館）

株式会社電通名鉄コミュニ
ケーションズ

〒453-0015 名古屋市中村区椿町6-9
ニッセイ名古屋駅西ビル6Ｆ

UR賃貸ショップ金山
〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-5-3
トーワ金山ビル1F

UR賃貸ショップ栄地下街
〒460-0008 名古屋市中区栄3-5-12
栄地下街「名古屋市住まいの窓口」内

「【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月11日（金）折込チラシ（Ａ：名古屋都心①エリア）」参照

合計

UR賃貸ショップ志賀公園
〒462-0056 名古屋市北区中丸町2-66
アーバニア志賀公園2号棟1Ｆ

UR賃貸ショップ有松駅前
〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200
イオンタウン有松1F

UR賃貸ショップ高蔵寺
〒487-0011 春日井市中央台1-2-2
サンマルシェ南館1Ｆ

UR賃貸ショップ星ヶ丘
〒464-0801 名古屋市千種区星ヶ丘1-23-4
ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ星ヶ丘10号棟１Ｆ



① 納品日時：平成31年1月8日（火）午前中

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 サンクレア池下 10 464-0841
名古屋市千種区覚王山通8-70-1　1号棟2Ｆ
サンクレア池下管理サービス事務所

052-764-6451
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

2 アクシオス千種 10 460-0007
名古屋市中区新栄3-20-27　2Ｆ
アクシオス千種管理サービス事務所

052-263-5153
平日･土

9:30～１3:30
水・日・祝日

3 大幸東 10 461-0045
名古屋市東区砂田橋3-2　102号棟1Ｆ
大幸東団地管理サービス事務所

052-723-0954
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

4 千代が丘 10 464-0005
名古屋市千種区千代が丘1　106号棟1F
千代が丘団地管理サービス事務所

052-774-6886
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

4箇所 合　計 40

② 納品日時：平成31年1月11日（土）午前中（10時以降）

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 千代が丘 10 464-0005
名古屋市千種区千代が丘1　　104号棟102号室
千代が丘現地案内所

052-760-2241
土・日・祝

10：00～17:00
平日

1箇所 小　計② 10

5箇所 合　計(①＋②) 50

【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月11日（金）折込チラシ（Ａ：名古屋都心①エリア）



○データ受渡日：平成30年12月17日（月）

○企画・様式　データ作成：ＯＳ10　illustrator-CS6、Adobe Indesign CS6・OS：Mac OS 10.10.2

サイズ等 Ｂ4 反射原稿 　0点

表面 4色刷 紙質等

裏面 4色刷 印刷枚数

4色分解　0点 特記事項

表0点・裏0点 掲載内容

○納品・届先

　　　（１）新聞折込

納品日時　：　平成31年1月8日（火）ＡＭ10時

納品場所　：　㈱中日興業配送センター

〒459-0023　名古屋市熱田区六野二丁目１番３号（中京倉庫内）　TEL052-883-1094

折込日時　：　平成31年1月11日（金）

枚数　　　　：80,000枚

　　　（２）予備

枚数

130 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

40 枚

250 枚

※別紙指定場所については、別紙中指定枚数を指定日時に到着日指定の宅急便で送付すること。

合計

UR賃貸ショップ高蔵寺
〒487-0011 春日井市中央台1-2-2
サンマルシェ南館1Ｆ

UR賃貸ショップ星ヶ丘
〒464-0801 名古屋市千種区星ヶ丘1-23-4
ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ星ヶ丘10号棟１Ｆ

UR賃貸ショップ栄地下街
〒460-0008 名古屋市中区栄3-5-12
栄地下街「名古屋市住まいの窓口」内

「【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月11日（金）折込チラシ（Ｃ：名古屋南部エリア）」参照

平成31年1月8日（火） UR賃貸ショップ志賀公園
〒462-0056 名古屋市北区中丸町2-66
アーバニア志賀公園2号棟1Ｆ

UR賃貸ショップ有松駅前
〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200
イオンタウン有松1F

納期 送付先 住所

UR名古屋営業センター
〒460-8484
名古屋市中区錦3-5-27錦中央ビル1Ｆ

UR賃貸ショップ金山
〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-5-3
トーワ金山ビル1F

UR賃貸ショップ名古屋駅前
〒450-0002　名古屋市中村区名駅1-2-4
名鉄バスターミナルビル10Ｆ（名鉄メンズ館）

株式会社電通名鉄コミュニ
ケーションズ

〒453-0015 名古屋市中村区椿町6-9
ニッセイ名古屋駅西ビル6Ｆ

個別地区仕様書：平成31年1月11日（金）折込チラシ（Ｃ：名古屋南部エリア）

グリーン購入法に適合した軽量コート紙58kg相
当
※印刷物に使用する資材ランク（印刷物のリサ
イクル適正）をチラシ裏面に表示(印刷)します。

80,250枚

ポジ点数
化粧断ち不要

空家先着順受付賃貸住宅PR



① 納品日時：平成31年1月8日（火）午前中

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 白鳥パークハイツ大宝現地案内所 10 456-0062
名古屋市熱田区大宝2-4　3号棟706号室
白鳥パークハイツ大宝現地案内所

052-684-1317 9:30～18:00 水曜日・祝日

2 白鳥パークハイツ大宝 10 456-0062
名古屋市熱田区大宝2-4　7号棟北
白鳥パークハイツ大宝管理サービス事務所

052-681-7353
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

3 神宮東パークハイツ 10 456-0032
名古屋市熱田区三本松町23　9号棟1F
神宮東パークハイツ管理サービス事務所

052-871-4669
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

3箇所 小　計① 30

② 納品日時：平成31年1月11日（土）午前中（10時以降）

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 神宮東パークハイツ 10 456-0032
名古屋市熱田区三本松町21　　11号棟104号室
神宮東パークハイツ現地案内所

052-884-3967
土・日・祝

10：00～17:00
平日

1箇所 小　計② 10

4箇所 合　計(①＋②) 40

【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月11日（金）折込チラシ（Ｃ：名古屋南部エリア）



○データ受渡日：平成30年12月17日（月）

○企画・様式　データ作成：ＯＳ10　illustrator-CS6、Adobe Indesign CS6・OS：Mac OS 10.10.2

サイズ等 Ｂ4 反射原稿 　0点

表面 4色刷 紙質等

裏面 4色刷 印刷枚数

4色分解　0点 特記事項

表0点・裏0点 掲載内容

○納品・届先

　　　（１）新聞折込

納品日時　：　平成31年1月8日（火）ＡＭ10時

納品場所　：　㈱中日興業配送センター

〒459-0023　名古屋市熱田区六野二丁目１番３号（中京倉庫内）　TEL052-883-1094

折込日時　：　平成31年1月11日（金）

枚数　　　　：80,000枚

　　　（２）予備

枚数

130 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

20 枚

230 枚

※別紙指定場所については、別紙中指定枚数を指定日時に到着日指定の宅急便で送付すること。

合計

UR賃貸ショップ栄地下街
〒460-0008 名古屋市中区栄3-5-12
栄地下街「名古屋市住まいの窓口」内

「【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月11日（金）折込チラシ（Ｈ：名古屋東南部③エリア）」参照

UR賃貸ショップ星ヶ丘
〒464-0801 名古屋市千種区星ヶ丘1-23-4
ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ星ヶ丘10号棟１Ｆ

平成31年1月8日（火）

UR賃貸ショップ名古屋駅前
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4
名鉄バスターミナルビル10Ｆ（名鉄メンズ館）

株式会社電通名鉄コミュニ
ケーションズ

〒453-0015 名古屋市中村区椿町6-9
ニッセイ名古屋駅西ビル6Ｆ

UR賃貸ショップ金山
〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-5-3
トーワ金山ビル1F

UR賃貸ショップ志賀公園
〒462-0056 名古屋市北区中丸町2-66
アーバニア志賀公園2号棟1Ｆ

UR賃貸ショップ高蔵寺
〒487-0011 春日井市中央台1-2-2
サンマルシェ南館1Ｆ

UR賃貸ショップ有松駅前
〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200
イオンタウン有松1F

個別地区仕様書：平成31年1月11日（金）折込チラシ（Ｈ：名古屋東南部③エリア）

グリーン購入法に適合した軽量コート紙58kg相
当
※印刷物に使用する資材ランク（印刷物のリサ
イクル適正）をチラシ裏面に表示(印刷)します。

80,230枚

ポジ点数
化粧断ち不要

空家先着順受付賃貸住宅PR

納期 送付先 住所

UR名古屋営業センター
〒460-8484
名古屋市中区錦3-5-27錦中央ビル1Ｆ



① 納品日時：平成31年1月8日（火）午前中

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 鳴海 10 458-0828
名古屋市緑区鳴海町字姥子山22-1　101号棟1F
鳴海団地管理サービス事務所

052-621-1354
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

2 アーバンラフレ鳴子 10 458-0041
名古屋市緑区鳴子町1-52　6号棟西
アーバンラフレ鳴子管理サービス事務所

052-891-2384
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

2箇所 小　計① 20

2箇所 合　計(①＋②) 20

【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月11日（金）折込チラシ（Ｈ：名古屋東南部③エリア）



○データ受渡日：平成30年12月17日（月）

○企画・様式　データ作成：ＯＳ10　illustrator-CS6、Adobe Indesign CS6・OS：Mac OS 10.10.2

サイズ等 Ｂ4 反射原稿 　0点

表面 4色刷 紙質等

裏面 4色刷 印刷枚数

4色分解　0点 特記事項

表0点・裏0点 掲載内容

○納品・届先

　　　（１）新聞折込

納品日時　：　平成31年1月8日（火）ＡＭ10時

納品場所　：　㈱中日興業配送センター

〒459-0023　名古屋市熱田区六野二丁目１番３号（中京倉庫内）　TEL052-883-1094

折込日時　：　平成31年1月11日（金）

枚数　　　　：80,000枚

　　　（２）予備

枚数

130 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

80 枚

290 枚

※別紙指定場所については、別紙中指定枚数を指定日時に到着日指定の宅急便で送付すること。

個別地区仕様書：平成31年1月11日（金）折込チラシ（Ｏ：愛知東部エリア）

グリーン購入法に適合した軽量コート紙58kg相
当
※印刷物に使用する資材ランク（印刷物のリサ
イクル適正）をチラシ裏面に表示(印刷)します。

80,290枚

ポジ点数
化粧断ち不要

空家先着順受付賃貸住宅PR

納期 送付先 住所

UR名古屋営業センター
〒460-8484
名古屋市中区錦3-5-27錦中央ビル1Ｆ

平成31年1月8日（火）

〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200
イオンタウン有松1F

UR賃貸ショップ名古屋駅前
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4
名鉄バスターミナルビル10Ｆ（名鉄メンズ館）

株式会社電通名鉄コミュニ
ケーションズ

〒453-0015 名古屋市中村区椿町6-9
ニッセイ名古屋駅西ビル6Ｆ

UR賃貸ショップ金山
〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-5-3
トーワ金山ビル1F

UR賃貸ショップ志賀公園
〒462-0056 名古屋市北区中丸町2-66
アーバニア志賀公園2号棟1Ｆ

合計

UR賃貸ショップ高蔵寺
〒487-0011 春日井市中央台1-2-2
サンマルシェ南館1Ｆ

UR賃貸ショップ星ヶ丘
〒464-0801 名古屋市千種区星ヶ丘1-23-4
ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ星ヶ丘10号棟１Ｆ

UR賃貸ショップ栄地下街
〒460-0008 名古屋市中区栄3-5-12
栄地下街「名古屋市住まいの窓口」内

「【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月11日（金）折込チラシ（Ｏ：愛知東部エリア）」参照

UR賃貸ショップ有松駅前



① 納品日時：平成31年1月8日（火）午前中

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 豊明 10 470-1131
豊明市二村台3-1-1　54号棟107号室
豊明団地管理サービス事務所

0562-92-1820
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

2 押草 10 470-0155
愛知郡東郷町白鳥4-5-1　113号棟北
押草団地管理サービス事務所

0561-38-0338
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

3 プロムナード三好丘 10 470-0203
みよし市三好丘旭3-1-2　3号棟西
プロムナード三好丘管理サービス事務所

0561-36-6723
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

4 保見 10 470-0353
豊田市保見ヶ丘5-1-1　142号棟1Ｆ
保見団地管理サービス事務所

0565-48-1322
平日・土9:30～17:00
日･祝10:00～16:30

水・日・祝日

5 日進香久山花の街 10 470-0134
日進市香久山4-201-1　3号棟北
日進香久山花の街管理サービス事務所

052-801-4236
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

5箇所 小　計① 50

② 納品日時：平成31年1月11日（土）午前中（10時以降）

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 押草 10 470-0155
愛知郡東郷町白鳥4-5-1　116号棟202号室
押草現地案内所

0561-38-0013
土・日・祝

10：00～17:00
平日

2 プロムナード三好丘 10 470-0203
みよし市三好丘旭3-1-2　2号棟106号室
プロムナード三好丘現地案内所

0561-36-8002
土・日・祝

10：00～17:00
平日

3 日進香久山花の街 10 470-0134
日進市香久山4-201-1　3号棟301号室
日進香久山花の街現地案内所

052-807-2330
土・日・祝

10：00～17:00
平日

3箇所 小　計② 30

8箇所 合　計(①＋②) 80

【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月11日（金）折込チラシ（Ｏ：愛知東部エリア）



○データ受渡日：平成31年1月7日（月）

○企画・様式　データ作成：ＯＳ10　illustrator-CS6、Adobe Indesign CS6・OS：Mac OS 10.10.2

サイズ等 Ｂ4 反射原稿 　0点

表面 4色刷 紙質等

裏面 4色刷 印刷枚数

4色分解　0点 特記事項

表0点・裏0点 掲載内容

○納品・届先

　　　（１）新聞折込

納品日時　：　平成31年1月22日（火）ＡＭ10時

納品場所　：　㈱中日興業配送センター

〒459-0023　名古屋市熱田区六野二丁目１番３号（中京倉庫内）　TEL052-883-1094

折込日時　：　平成31年1月25日（金）

枚数　　　　：90,000枚

　　　（２）予備

枚数

130 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

60 枚

270 枚

※別紙指定場所については、別紙中指定枚数を指定日時に到着日指定の宅急便で送付すること。

個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｅ：名古屋北部②エリア）

グリーン購入法に適合した軽量コート紙58kg相
当
※印刷物に使用する資材ランク（印刷物のリサ
イクル適正）をチラシ裏面に表示(印刷)します。

90,270枚

ポジ点数
化粧断ち不要

空家先着順受付賃貸住宅PR

UR賃貸ショップ志賀公園
〒462-0056 名古屋市北区中丸町2-66
アーバニア志賀公園2号棟1Ｆ

納期 送付先 住所

UR名古屋営業センター
〒460-8484
名古屋市中区錦3-5-27錦中央ビル1Ｆ

UR賃貸ショップ名古屋駅前
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4
名鉄バスターミナルビル10Ｆ（名鉄メンズ館）

株式会社電通名鉄コミュニ
ケーションズ

〒453-0015 名古屋市中村区椿町6-9
ニッセイ名古屋駅西ビル6Ｆ

UR賃貸ショップ栄地下街
〒460-0008 名古屋市中区栄3-5-12
栄地下街「名古屋市住まいの窓口」内

「【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｅ：名古屋北部②エリア）」参照

合計

平成31年1月22日（火）

UR賃貸ショップ有松駅前
〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200
イオンタウン有松1F

UR賃貸ショップ高蔵寺
〒487-0011 春日井市中央台1-2-2
サンマルシェ南館1Ｆ

UR賃貸ショップ星ヶ丘
〒464-0801 名古屋市千種区星ヶ丘1-23-4
ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ星ヶ丘10号棟１Ｆ

UR賃貸ショップ金山
〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-5-3
トーワ金山ビル1F



① 納品日時：平成31年1月22日（火）午前中

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 尾上現地案内所 10 462-0863 名古屋市北区尾上町1-2　5号棟601号室 0120-77-5037 9:30～18:00 水曜日・祝日

2 上飯田第二 10 462-0802
名古屋市北区上飯田北町4-75-3　2号棟1Ｆ
上飯田第二団地管理サービス事務所

052-981-6856
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

3 尾上 10 462-0863
名古屋市北区尾上町1-2　1号棟1F
尾上団地管理サービス事務所

052-914-8877
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

4 瀬古 10 463-0068
名古屋市守山区瀬古2-306　8号棟1Ｆ
瀬古団地管理サービス事務所

052-795-1448
平日･土

9:30～１3:30
水・日・祝日

5 アーバンラフレ小幡 10 463-0051
名古屋市守山区小幡太田1-8　集会所棟内
アーバンラフレ小幡管理サービス事務所

052-792-7436
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

5箇所 合　計 50

② 納品日時：平成31年1月26日（土）午前中（10時以降）

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 アーバンラフレ小幡 10 463-0051
名古屋市守山区小幡太田3-1　5号棟1206号室
アーバンラフレ小幡現地案内所

052-795-7251
土・日・祝

10：00～17:00
平日

1箇所 小　計② 10

6箇所 合　計(①＋②) 60

【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｅ：名古屋北部②エリア）



○データ受渡日：平成31年1月7日（月）

○企画・様式　データ作成：ＯＳ10　illustrator-CS6、Adobe Indesign CS6・OS：Mac OS 10.10.2

サイズ等 Ｂ4 反射原稿 　0点

表面 4色刷 紙質等

裏面 4色刷 印刷枚数

4色分解　0点 特記事項

表0点・裏0点 掲載内容

○納品・届先

　　　（１）新聞折込

納品日時　：　平成31年1月22日（火）ＡＭ10時

納品場所　：　㈱中日興業配送センター

〒459-0023　名古屋市熱田区六野二丁目１番３号（中京倉庫内）　TEL052-883-1094

折込日時　：　平成31年1月25日（金）

枚数　　　　：90,000枚

　　　（２）予備

枚数

130 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

40 枚

250 枚

※別紙指定場所については、別紙中指定枚数を指定日時に到着日指定の宅急便で送付すること。

個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｆ：名古屋東南部①エリア）

グリーン購入法に適合した軽量コート紙58kg相
当
※印刷物に使用する資材ランク（印刷物のリサ
イクル適正）をチラシ裏面に表示(印刷)します。

90,250枚

ポジ点数
化粧断ち不要

空家先着順受付賃貸住宅PR

納期 送付先 住所

平成31年1月22日（火）

UR名古屋営業センター
〒460-8484
名古屋市中区錦3-5-27錦中央ビル1Ｆ

UR賃貸ショップ名古屋駅前
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4
名鉄バスターミナルビル10Ｆ（名鉄メンズ館）

株式会社電通名鉄コミュニ
ケーションズ

〒453-0015 名古屋市中村区椿町6-9
ニッセイ名古屋駅西ビル6Ｆ

UR賃貸ショップ金山
〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-5-3
トーワ金山ビル1F

UR賃貸ショップ栄地下街
〒460-0008 名古屋市中区栄3-5-12
栄地下街「名古屋市住まいの窓口」内

「【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｆ：名古屋東南部①エリア）」参照

合計

UR賃貸ショップ志賀公園
〒462-0056 名古屋市北区中丸町2-66
アーバニア志賀公園2号棟1Ｆ

UR賃貸ショップ有松駅前
〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200
イオンタウン有松1F

UR賃貸ショップ高蔵寺
〒487-0011 春日井市中央台1-2-2
サンマルシェ南館1Ｆ

UR賃貸ショップ星ヶ丘
〒464-0801 名古屋市千種区星ヶ丘1-23-4
ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ星ヶ丘10号棟１Ｆ



① 納品日時：平成31年1月22日（火）午前中

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 相生山 10 468-0034
名古屋市天白区久方1-148　中心施設内
相生山団地管理サービス事務所

052-801-6751
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

2 日進香久山花の街 10 470-0134
日進市香久山4-201-1　3号棟北
日進香久山花の街管理サービス事務所

052-801-4236
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

2箇所 小　計① 20

② 納品日時：平成31年1月26日（土）午前中（10時以降）

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 相生山 10 468-0034
名古屋市天白区久方1-148　10号棟104号室
相生山現地案内所

052-808-2275
土・日・祝

10：00～17:00
平日

3 日進香久山花の街 10 470-0134
日進市香久山4-201-1　3号棟301号室
日進香久山花の街現地案内所

052-807-2330
土・日・祝

10：00～17:00
平日

3箇所 小　計② 20

5箇所 合　計(①＋②) 40

【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｆ：名古屋東南部①エリア）



○データ受渡日：平成31年1月7日（月）

○企画・様式　データ作成：ＯＳ10　illustrator-CS6、Adobe Indesign CS6・OS：Mac OS 10.10.2

サイズ等 Ｂ4 反射原稿 　0点

表面 4色刷 紙質等

裏面 4色刷 印刷枚数

4色分解　0点 特記事項

表0点・裏0点 掲載内容

○納品・届先

　　　（１）新聞折込

納品日時　：　平成31年1月22日（火）ＡＭ10時

納品場所　：　㈱中日興業配送センター

〒459-0023　名古屋市熱田区六野二丁目１番３号（中京倉庫内）　TEL052-883-1094

折込日時　：　平成31年1月25日（金）

枚数　　　　：90,000枚

　　　（２）予備

枚数

130 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

20 枚

230 枚

※別紙指定場所については、別紙中指定枚数を指定日時に到着日指定の宅急便で送付すること。

個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｋ：名古屋西部エリア）

グリーン購入法に適合した軽量コート紙58kg相
当
※印刷物に使用する資材ランク（印刷物のリサ
イクル適正）をチラシ裏面に表示(印刷)します。

90,230枚

ポジ点数
化粧断ち不要

空家先着順受付賃貸住宅PR

納期 送付先 住所

平成31年1月22日（火）

UR名古屋営業センター
〒460-8484
名古屋市中区錦3-5-27錦中央ビル1Ｆ

UR賃貸ショップ名古屋駅前
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4
名鉄バスターミナルビル10Ｆ（名鉄メンズ館）

株式会社電通名鉄コミュニ
ケーションズ

〒453-0015 名古屋市中村区椿町6-9
ニッセイ名古屋駅西ビル6Ｆ

UR賃貸ショップ金山
〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-5-3
トーワ金山ビル1F

UR賃貸ショップ栄地下街
〒460-0008 名古屋市中区栄3-5-12
栄地下街「名古屋市住まいの窓口」内

「【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｋ：名古屋西部エリア）」参照

合計

UR賃貸ショップ志賀公園
〒462-0056 名古屋市北区中丸町2-66
アーバニア志賀公園2号棟1Ｆ

UR賃貸ショップ有松駅前
〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200
イオンタウン有松1F

UR賃貸ショップ高蔵寺
〒487-0011 春日井市中央台1-2-2
サンマルシェ南館1Ｆ

UR賃貸ショップ星ヶ丘
〒464-0801 名古屋市千種区星ヶ丘1-23-4
ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ星ヶ丘10号棟１Ｆ



① 納品日時：平成31年1月22日（火）午前中

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 豊成 10 454-0803
名古屋市中川区豊成町1　4棟1Ｆ
豊成団地管理サービス事務所

052-361-8019
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

1箇所 小　計① 10

② 納品日時：平成31年1月26日（土）午前中（10時以降）

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 豊成 10 454-0803
名古屋市中川区豊成町1 　3号棟1201号室
豊成現地案内所

052-355-3231
土・日・祝

10：00～17:00
平日

1箇所 小　計② 10

2箇所 合　計(①＋②) 20

【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｋ：名古屋西部エリア）



○データ受渡日：平成31年1月7日（月）

○企画・様式　データ作成：ＯＳ10　illustrator-CS6、Adobe Indesign CS6・OS：Mac OS 10.10.2

サイズ等 Ｂ4 反射原稿 　0点

表面 4色刷 紙質等

裏面 4色刷 印刷枚数

4色分解　0点 特記事項

表0点・裏0点 掲載内容

○納品・届先

　　　（１）新聞折込

納品日時　：　平成31年1月22日（火）ＡＭ10時

納品場所　：　㈱中日興業配送センター

〒459-0023　名古屋市熱田区六野二丁目１番３号（中京倉庫内）　TEL052-883-1094

折込日時　：　平成31年1月25日（金）

枚数　　　　：90,000枚

　　　（２）予備

枚数

130 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

80 枚

290 枚

※別紙指定場所については、別紙中指定枚数を指定日時に到着日指定の宅急便で送付すること。

個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｌ：愛知西部エリア）

グリーン購入法に適合した軽量コート紙58kg相
当
※印刷物に使用する資材ランク（印刷物のリサ
イクル適正）をチラシ裏面に表示(印刷)します。

90,290枚

ポジ点数
化粧断ち不要

空家先着順受付賃貸住宅PR

UR賃貸ショップ志賀公園
〒462-0056 名古屋市北区中丸町2-66
アーバニア志賀公園2号棟1Ｆ

納期 送付先 住所

UR名古屋営業センター
〒460-8484
名古屋市中区錦3-5-27錦中央ビル1Ｆ

UR賃貸ショップ名古屋駅前
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4
名鉄バスターミナルビル10Ｆ（名鉄メンズ館）

株式会社電通名鉄コミュニ
ケーションズ

〒453-0015 名古屋市中村区椿町6-9
ニッセイ名古屋駅西ビル6Ｆ

UR賃貸ショップ栄地下街
〒460-0008 名古屋市中区栄3-5-12
栄地下街「名古屋市住まいの窓口」内

「【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｌ：愛知西部エリア）」参照

合計

平成31年1月22日（火）

UR賃貸ショップ有松駅前
〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200
イオンタウン有松1F

UR賃貸ショップ高蔵寺
〒487-0011 春日井市中央台1-2-2
サンマルシェ南館1Ｆ

UR賃貸ショップ星ヶ丘
〒464-0801 名古屋市千種区星ヶ丘1-23-4
ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ星ヶ丘10号棟１Ｆ

UR賃貸ショップ金山
〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-5-3
トーワ金山ビル1F



① 納品日時：平成31年1月22日（火）午前中

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 岩倉 10 482-0001
愛知県岩倉市東新町南江向24-5　101号棟305号室
岩倉現地案内所

0587-38-0510 10:00～17:00 水曜日・祝日

2 江南 10 483-8337
江南市藤ヶ丘一丁目1-1　43号棟304号室
江南現地案内所

0587-57-1303 10:00～17:00 水曜日・祝日

3 井之口 10 492-8164
稲沢市井之口大坪町79　集会所棟内
井之口団地管理サービス事務所

0587-32-9311
平日･土

9:30～１3:30
水・日・祝日

4 国分 10 492-8268
稲沢市朝府町7　8号棟東
国分団地管理サービス事務所

0587-23-2886
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

5 岩倉 10 482-0001
岩倉市東新町釜之口4-1　43号棟北
岩倉団地管理サービス事務所

0587-37-2361
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

6 尾西 10 494-0006
一宮市起字与三ヶ巻44-1　1号棟1Ｆ
尾西団地管理サービス事務所

0586-61-4477
平日･土

9:30～１3:30
水・日・祝日

7 江南 10 483-8337
江南市藤ヶ丘1-1-1　中心施設内
江南団地管理サービス事務所

0587-58-8261
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

7箇所 小　計① 70

② 納品日時：平成31年1月26日（土）午前中（10時以降）

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 国分 10 492-8268
稲沢市朝府町7　5号棟206号室
国分現地案内所

0587-32-0946
土・日・祝

10：00～17:00
平日

1箇所 小　計② 10

8箇所 合　計(①＋②) 80

【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｌ：愛知西部エリア）



○データ受渡日：平成31年1月7日（月）

○企画・様式　データ作成：ＯＳ10　illustrator-CS6、Adobe Indesign CS6・OS：Mac OS 10.10.2

サイズ等 Ｂ4 反射原稿 　0点

表面 4色刷 紙質等

裏面 4色刷 印刷枚数

4色分解　0点 特記事項

表0点・裏0点 掲載内容

○納品・届先

　　　（１）新聞折込

納品日時　：　平成31年1月22日（火）ＡＭ10時

納品場所　：　㈱中日興業配送センター

〒459-0023　名古屋市熱田区六野二丁目１番３号（中京倉庫内）　TEL052-883-1094

折込日時　：　平成31年1月25日（金）

枚数　　　　：90,000枚

　　　（２）予備

枚数

130 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

30 枚

240 枚

※別紙指定場所については、別紙中指定枚数を指定日時に到着日指定の宅急便で送付すること。

個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｐ：三重エリア）

グリーン購入法に適合した軽量コート紙58kg相
当
※印刷物に使用する資材ランク（印刷物のリサ
イクル適正）をチラシ裏面に表示(印刷)します。

90,240枚

ポジ点数
化粧断ち不要

空家先着順受付賃貸住宅PR

UR賃貸ショップ志賀公園
〒462-0056 名古屋市北区中丸町2-66
アーバニア志賀公園2号棟1Ｆ

納期 送付先 住所

UR名古屋営業センター
〒460-8484
名古屋市中区錦3-5-27錦中央ビル1Ｆ

UR賃貸ショップ名古屋駅前
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4
名鉄バスターミナルビル10Ｆ（名鉄メンズ館）

株式会社電通名鉄コミュニ
ケーションズ

〒453-0015 名古屋市中村区椿町6-9
ニッセイ名古屋駅西ビル6Ｆ

UR賃貸ショップ栄地下街
〒460-0008 名古屋市中区栄3-5-12
栄地下街「名古屋市住まいの窓口」内

「【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｐ：三重エリア）」参照

合計

平成31年1月22日（火）

UR賃貸ショップ有松駅前
〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200
イオンタウン有松1F

UR賃貸ショップ高蔵寺
〒487-0011 春日井市中央台1-2-2
サンマルシェ南館1Ｆ

UR賃貸ショップ星ヶ丘
〒464-0801 名古屋市千種区星ヶ丘1-23-4
ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ星ヶ丘10号棟１Ｆ

UR賃貸ショップ金山
〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-5-3
トーワ金山ビル1F



① 納品日時：平成31年1月22日（火）午前中

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 大山田 10 511-0903
桑名市大山田8-7-131　7号棟北
大山田団地管理サービス事務所

0594-31-6315
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

2 笹川 10 510-0944
四日市市笹川8-45-1　17・18号棟前
笹川団地管理サービス事務所

0593-21-2520
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

3箇所 小　計① 20

② 納品日時：平成31年1月26日（土）午前中（10時以降）

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 笹川 10 510-0944
四日市市笹川9-7-1　35号棟210号室
笹川現地案内所

059-322-1066
土・日・祝

10：00～17:00
平日

2箇所 小　計② 10

5箇所 合　計(①＋②) 30

【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｐ：三重エリア）



○データ受渡日：平成31年1月7日（月）

○企画・様式　データ作成：ＯＳ10　illustrator-CS6、Adobe Indesign CS6・OS：Mac OS 10.10.2

サイズ等 Ｂ4 反射原稿 　0点

表面 4色刷 紙質等

裏面 4色刷 印刷枚数

4色分解　0点 特記事項

表0点・裏0点 掲載内容

○納品・届先

　　　（１）新聞折込

納品日時　：　平成31年1月22日（火）ＡＭ10時

納品場所　：　㈱中日興業配送センター

〒459-0023　名古屋市熱田区六野二丁目１番３号（中京倉庫内）　TEL052-883-1094

折込日時　：　平成31年1月25日（金）

枚数　　　　：90,000枚

　　　（２）予備

枚数

130 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

10 枚

80 枚

290 枚

※別紙指定場所については、別紙中指定枚数を指定日時に到着日指定の宅急便で送付すること。

個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｑ：愛知北部・岐阜エリア）

グリーン購入法に適合した軽量コート紙58kg相
当
※印刷物に使用する資材ランク（印刷物のリサ
イクル適正）をチラシ裏面に表示(印刷)します。

90,290枚

ポジ点数
化粧断ち不要

空家先着順受付賃貸住宅PR

UR賃貸ショップ志賀公園
〒462-0056 名古屋市北区中丸町2-66
アーバニア志賀公園2号棟1Ｆ

納期 送付先 住所

UR名古屋営業センター
〒460-8484
名古屋市中区錦3-5-27錦中央ビル1Ｆ

UR賃貸ショップ名古屋駅前
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4
名鉄バスターミナルビル10Ｆ（名鉄メンズ館）

株式会社電通名鉄コミュニ
ケーションズ

〒453-0015 名古屋市中村区椿町6-9
ニッセイ名古屋駅西ビル6Ｆ

UR賃貸ショップ栄地下街
〒460-0008 名古屋市中区栄3-5-12
栄地下街「名古屋市住まいの窓口」内

「【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｑ：愛知北部・岐阜エリア）」参照

合計

平成31年1月22日（火）

UR賃貸ショップ有松駅前
〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200
イオンタウン有松1F

UR賃貸ショップ高蔵寺
〒487-0011 春日井市中央台1-2-2
サンマルシェ南館1Ｆ

UR賃貸ショップ星ヶ丘
〒464-0801 名古屋市千種区星ヶ丘1-23-4
ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ星ヶ丘10号棟１Ｆ

UR賃貸ショップ金山
〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-5-3
トーワ金山ビル1F



① 納品日時：平成31年1月22日（火）午前中

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 岩倉 10 482-0001 愛知県岩倉市東新町南江向24-5　101号棟305号室 0587-38-0510 10:00～17:00 水曜日・祝日

2 江南 10 483-8337 江南市藤ヶ丘一丁目1-1　43号棟304号室 0587-57-1303 10:00～17:00 水曜日・祝日

3 緑苑東 10 509-0113
各務原市緑苑東2-2　30号棟西北
緑苑東団地管理サービス事務所

0583-84-8206
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

4 江南 10 483-8337
江南市藤ヶ丘1-1-1　中心施設内
江南団地管理サービス事務所

0587-58-8261
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

5 尾西 10 494-0006
一宮市起字与三ヶ巻44-1　1号棟1Ｆ
尾西団地管理サービス事務所

0586-61-4477
平日･土

9:30～１3:30
水・日・祝日

6 岩倉 10 482-0001
岩倉市東新町釜之口4-1　43号棟北
岩倉団地管理サービス事務所

0587-37-2361
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

7 国分 10 492-8268
稲沢市朝府町7　8号棟東
国分団地管理サービス事務所

0587-23-2886
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

7箇所 小　計① 70

② 納品日時：平成31年1月26日（土）午前中（10時以降）

拠点名
送付
部数 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

1 国分 10 492-8268
稲沢市朝府町7　5号棟206号室
国分現地案内所

0587-32-0946
土・日・祝

10：00～17:00
平日

1箇所 小　計② 10

8箇所 合　計(①＋②) 80

【送付先リスト】個別地区仕様書：平成31年1月25日（金）折込チラシ（Ｑ：愛知北部・岐阜エリア）



Ｈ３０春のキャンペーン入居者募集チラシ印刷業務（その１）

ＵＲ賃貸ショップ

拠点名 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

ＵＲ賃貸ショップ
名古屋駅前

450-0002
名古屋市中村区名駅1-2-4　名鉄バスターミナルビル10Ｆ（名鉄メンズ
館）
ＵＲ賃貸ショップ名古屋駅前

052-551-3351 10:00～19:00 水曜日・祝日

ＵＲ賃貸ショップ
栄地下街

460-0008
名古屋市中区栄3-5-12　栄地下街「名古屋市住まいの窓口」内
ＵＲ賃貸ショップ栄地下街

052-264-4711 10:00～19:00
木曜日・

第2第4水曜日

ＵＲ賃貸ショップ
金山

456-0002
名古屋市熱田区金山町1-5-3　トーワ金山ビル1F
ＵＲ賃貸ショップ金山

052-253-8450 9:30～18:00 水曜日・祝日

ＵＲ賃貸ショップ
高蔵寺

487-0011
春日井市中央台1-2-2　サンマルシェ南館1Ｆ
ＵＲ賃貸ショップ高蔵寺

0568-91-6112 9:30～18:00 水曜日・祝日

ＵＲ賃貸ショップ
星ヶ丘

464-0801
名古屋市千種区星ヶ丘1-23-4　ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ星ヶ丘10号棟１Ｆ
ＵＲ賃貸ショップﾞ星ヶ丘

052-782-9716 9:30～18:00 水曜日・祝日

ＵＲ賃貸ショップ
志賀公園

462-0056
名古屋市北区中丸町2-66　アーバニア志賀公園2号棟1Ｆ
ＵＲ賃貸ショップ志賀公園

052-912-6551 9:30～18:00 水曜日・祝日

UR賃貸ショップ
有松駅前

458-0824 
名古屋市緑区鳴海町字有松裏200　イオンタウン有松1F
ＵＲ賃貸ショップ有松駅前

052-602-5221 10:00～18:00 水曜日・祝日

白鳥パークハイツ大宝
現地案内所

456-0062
名古屋市熱田区大宝2-4　3号棟706号室
白鳥パークハイツ大宝現地案内所

052-684-1317 9:30～18:00 水曜日・祝日

尾上現地案内所 462-0863 名古屋市北区尾上町1-2　5号棟601号室 0120-77-5037 9:30～18:00 水曜日・祝日

岩倉現地案内所 482-0001 愛知県岩倉市東新町南江向24-5　101号棟305号室 0587-38-0510 10:00～17:00 水曜日・祝日

江南現地案内所 483-8337 江南市藤ヶ丘一丁目1-1　43号棟304号室 0587-57-1303 10:00～17:00 水曜日・祝日

日本総合住生活㈱
名古屋支社

460-0024
名古屋市中区正木3-5-30   名鉄正木第二ビル
日本総合住生活㈱名古屋支社　総務課御中

052-350-2810 9:00～17:25 土・日・祝日

小　計①

管理サービス事務所

拠点名 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

11 鳴海 458-0828
名古屋市緑区鳴海町字姥子山22-1　101号棟1F
鳴海団地管理サービス事務所

052-621-1354
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

30 岩倉 482-0001
岩倉市東新町釜之口4-1　43号棟北
岩倉団地管理サービス事務所

0587-37-2361
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

33 知立 472-0011
知立市昭和9-2　中心施設内
知立団地管理サービス事務所

0566-81-1287
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

37 相生山 468-0034
名古屋市天白区久方1-148　中心施設内
相生山団地管理サービス事務所

052-801-6751
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

39 藤山台 487-0035
春日井市藤山台3-1-5　　郵便局隣
藤山台団地管理サービス事務所

0568-91-3002
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

41 江南 483-8337
江南市藤ヶ丘1-1-1　中心施設内
江南団地管理サービス事務所

0587-58-8261
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

42 津島 496-0801
津島市藤浪町1-17-4　5号棟1Ｆ
津島団地管理サービス事務所

0567-24-7131
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

43 上飯田第二 462-0802
名古屋市北区上飯田北町4-75-3　2号棟1Ｆ
上飯田第二団地管理サービス事務所

052-981-6856
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

44 笹川 510-0944
四日市市笹川8-45-1　17・18号棟前
笹川団地管理サービス事務所

0593-21-2520
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

46 藤ヶ丘 465-0032
名古屋市名東区藤ヶ丘162　5号棟1Ｆ
藤ヶ丘団地管理サービス事務所

052-771-5025
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

49 岩成台 487-0033
春日井市岩成台6-2-3　　18号棟1F
岩成台団地管理サービス事務所

0568-91-0403
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

50 東山 464-0807
名古屋市千種区東山通5-67-2　5階
東山団地管理サービス事務所

052-782-8766
平日･土

9:30～13:30
水・日・祝日

52 豊明 470-1131
豊明市二村台3-1-1　54号棟107号室
豊明団地管理サービス事務所

0562-92-1820
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

54 堀田 467-0855
名古屋市瑞穂区桃園町2　3号棟1Ｆ
堀田団地管理サービス事務所

052-822-9272
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

56 朝倉 478-0054
知多市つつじが丘1-13　中心施設内
朝倉団地管理サービス事務所

0562-55-1314
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

57 高森台 487-0032
春日井市高森台10-2-3　　4号棟1F
高森台団地管理サービス事務所

0568-91-2273
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

59 中丸 462-0056
名古屋市北区中丸町1-1　1号棟1Ｆ
中丸団地管理サービス事務所

052-915-5500
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

60 中央台 487-0011
春日井市中央台3-1-2　210号棟南
中央台団地管理サービス事務所

0568-91-1111
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

61 尾上 462-0863
名古屋市北区尾上町1-2　1号棟1F
尾上団地管理サービス事務所

052-914-8877
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

63 保見 470-0353
豊田市保見ヶ丘5-1-1　142号棟1Ｆ
保見団地管理サービス事務所

0565-48-1322
平日・土9:30～17:00
日･祝10:00～16:30

水・日・祝日

70 緑苑東 509-0113
各務原市緑苑東2-2　30号棟西北
緑苑東団地管理サービス事務所

0583-84-8206
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日



拠点名 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

71 岩成台西 487-0033
春日井市岩成台西八丁目4-1　606号棟1F
岩成台西団地管理サービス事務所

0568-91-4592
平日･土

9:30～１3:30
水・日・祝日

72 井之口 492-8164
稲沢市井之口大坪町79　集会所棟内
井之口団地管理サービス事務所

0587-32-9311
平日･土

9:30～１3:30
水・日・祝日

73 尾西 494-0006
一宮市起字与三ヶ巻44-1　1号棟1Ｆ
尾西団地管理サービス事務所

0586-61-4477
平日･土

9:30～１3:30
水・日・祝日

74 牛巻 467-0863
名古屋市瑞穂区牛巻町7-1　1号棟1Ｆ
牛巻団地管理サービス事務所

085-871-0770
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

79 豊成 454-0803
名古屋市中川区豊成町1　4棟1Ｆ
豊成団地管理サービス事務所

052-361-8019
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

80 木場 455-0021
名古屋市港区木場町8-55　1号棟1F
木場団地管理サービス事務所

052-691-6830
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

83 高座台 487-0017
春日井市高座台2-2-1　102号棟北
高座台団地管理サービス事務所

0568-92-5434
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

84 国分 492-8268
稲沢市朝府町7　8号棟東
国分団地管理サービス事務所

0587-23-2886
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

85 押草 470-0155
愛知郡東郷町白鳥4-5-1　113号棟北
押草団地管理サービス事務所

0561-38-0338
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

86 瀬古 463-0068
名古屋市守山区瀬古2-306　8号棟1Ｆ
瀬古団地管理サービス事務所

052-795-1448
平日･土

9:30～１3:30
水・日・祝日

88 大幸東 461-0045
名古屋市東区砂田橋3-2　102号棟1Ｆ
大幸東団地管理サービス事務所

052-723-0954
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

89 千代が丘 464-0005
名古屋市千種区千代が丘1　106号棟1F
千代が丘団地管理サービス事務所

052-774-6886
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

90 大山田 511-0903
桑名市大山田8-7-131　7号棟北
大山田団地管理サービス事務所

0594-31-6315
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

91 都通 464-0076
名古屋市千種区豊年町3-18　3号棟1Ｆ
都通団地管理サービス事務所

052-722-8088
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

93 水草 462-0042
名古屋市北区水草2-60-2　8号棟1F
水草団地管理サービス事務所

052-916-2363
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

94 桜田 456-0004
名古屋市熱田区桜田町15　8号棟1F
桜田団地管理サービス事務所

052-872-6633
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

95 神宮東パークハイツ 456-0032
名古屋市熱田区三本松町23　9号棟1F
神宮東パークハイツ管理サービス事務所

052-871-4669
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

99 アーバニア大須 460-0018
名古屋市中区門前町1-60　　416号室
アーバニア大須管理サービス事務所

052-321-3564
平日･土

 9:30～１3:30
水・日・祝日

111 アーバニア千代田 460-0012
名古屋市中区千代田5-7-15　1Ｆ
アーバニア千代田管理サービス事務所

052-251-4585
平日・土

9:30～１3:30
水・日・祝日

135 アーバンラフレ志賀 462-0037
名古屋市北区志賀町4-60-11　12号棟１Ｆ
アーバンラフレ志賀管理サービス事務所

052-981-9928
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

138 白鳥パークハイツ大宝 456-0062
名古屋市熱田区大宝2-4　7号棟北
白鳥パークハイツ大宝管理サービス事務所

052-681-7353
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

143 日進香久山花の街 470-0134
日進市香久山4-201-1　3号棟北
日進香久山花の街管理サービス事務所

052-801-4236
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

144 コンフォール城山 485-0812
小牧市城山1-6-1　集会所棟内
コンフォール城山管理サービス事務所

0568-78-3045
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

145 アーバンラフレ星ヶ丘 464-0801
名古屋市千種区星ヶ丘1-23-4　10号棟１Ｆ
アーバンラフレ星ヶ丘管理サービス事務所

052-783-0232
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

148 プロムナード三好丘 470-0203
みよし市三好丘旭3-1-2　3号棟西
プロムナード三好丘管理サービス事務所

0561-36-6723
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

149 アーバンラフレ小幡 463-0051
名古屋市守山区小幡太田1-8　集会所棟内
アーバンラフレ小幡管理サービス事務所

052-792-7436
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

151 アーバンラフレ虹ヶ丘西 465-0078
名古屋市名東区にじが丘2-7　6号棟1Ｆ
アーバンラフレ虹ヶ丘西管理サービス事務所

052-782-1874
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

152 アーバニア志賀公園 462-0056
名古屋市北区中丸町2-66　3号棟1Ｆ
アーバニア志賀公園管理サービス事務所

052-912-6566
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

154 サンクレア池下 464-0841
名古屋市千種区覚王山通8-70-1　1号棟2Ｆ
サンクレア池下管理サービス事務所

052-764-6451
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

172 アクシオス千種 460-0007
名古屋市中区新栄3-20-27　2Ｆ
アクシオス千種管理サービス事務所

052-263-5153
平日･土

9:30～１3:30
水・日・祝日

174 アクアタウン納屋橋 450-0002
名古屋市中村区名駅5-33-21　エントランス
アクアタウン納屋橋管理サービス事務所

052-562-1081
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

176 アーバンラフレ稲沢 492-8167
稲沢市長束町カキ田1-4　2号棟南
アーバンラフレ稲沢管理サービス事務所

0587-32-0652
平日･土

9:30～１3:30
水・日・祝日

177 アーバンラフレ鳴子 458-0041
名古屋市緑区鳴子町1-52　6号棟西
アーバンラフレ鳴子管理サービス事務所

052-891-2384
平日･土

9:30～17:00
水・日・祝日

178 アーバンラフレ鶴舞公園 460-0012
名古屋市中区千代田3-32-8　1号棟1Ｆ
アーバンラフレ鶴舞公園管理サービス事務所

052-332-8275
平日9:30～１3:30
土9:30～17:00

水・日・祝日

小　計②

現地案内所

拠点名 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

37 相生山 468-0034
名古屋市天白区久方1-148　10号棟104号室
相生山現地案内所

052-808-2275
土・日・祝

10：00～17:00
平日

42 津島 496-0801
津島市藤浪町1-17-2　　6号棟302号室
津島現地案内所

0567-25-1801
土・日・祝

10：00～17:00
平日

44 笹川 510-0944
四日市市笹川9-7-1　35号棟210号室
笹川現地案内所

059-322-1066
土・日・祝

10：00～17:00
平日

56 朝倉 478-0054
知多市つつじが丘1-13　19号棟1012号室
朝倉現地案内所

0562-56-4029
土・日・祝

10：00～17:00
平日



拠点名 郵便番号 住所 ＴＥＬ 営業時間等 定休日

79 豊成 454-0803
名古屋市中川区豊成町1 　3号棟306号室
豊成現地案内所

052-355-3231
土・日・祝

10：00～17:00
平日

84 国分 492-8268
稲沢市朝府町7　5号棟206号室
国分現地案内所

0587-32-0946
土・日・祝

10：00～17:00
平日

85 押草 470-0155
愛知郡東郷町白鳥4-5-1　116号棟202号室
押草現地案内所

0561-38-0013
土・日・祝

10：00～17:00
平日

88 大幸東 461-0045
名古屋市東区砂田橋3-2　102号棟228号室
大幸東現地案内所

052-737-2088
土・日・祝

10：00～17:00
平日

89 千代が丘 464-0005
名古屋市千種区千代が丘1　　104号棟102号室
千代が丘現地案内所

052-760-2241
土・日・祝

10：00～17:00
平日

95 神宮東パークハイツ 456-0032
名古屋市熱田区三本松町21　　11号棟104号室
神宮東パークハイツ現地案内所

052-884-3967
土・日・祝

10：00～17:00
平日

135 アーバンラフレ志賀 462-0037
名古屋市北区志賀町4-60-11　12号棟407号室
アーバンラフレ志賀現地案内所

052-910-9256
土・日・祝

10：00～17:00
平日

143 日進香久山花の街 470-0134
日進市香久山4-201-1　3号棟301号室
日進香久山花の街現地案内所

052-807-2330
土・日・祝

10：00～17:00
平日

148 プロムナード三好丘 470-0203
みよし市三好丘旭3-1-2　2号棟106号室
プロムナード三好丘現地案内所

0561-36-8002
土・日・祝

10：00～17:00
平日

149 アーバンラフレ小幡 463-0051
名古屋市守山区小幡太田3-1　5号棟1206号室
アーバンラフレ小幡現地案内所

052-795-7251
土・日・祝

10：00～17:00
平日

151 アーバンラフレ虹ヶ丘西 465-0078
名古屋市名東区にじが丘2-7　7号棟106号室
アーバンラフレ虹ヶ丘西現地案内所

052-783-3071
土・日・祝

10：00～17:00
平日

小　計③

合　計(①＋②＋③)


