
別冊 

仕 様 書 
 

１ 業務の名称 

令和３・４年度住宅管理報「Yourらうんじ」配布等業務 

 

２ 業務の内容 

発注者が発行する住宅管理報「Yourらうんじ」（以下「住宅管理報」という。）に、発注者の

広報物等（チラシ）を挟み込みの上、発注者の指示する団地に居住する世帯及び管理サービス

事務所に配布する。 

 

３ 業務に係る基本事項 

(1) 配布物 

住宅管理報（タブロイド版、原則８ページ、偶数月 20日発行。ただし、令和３年８月号及び

令和４年８月号は１日発行。令和３年４月号～令和４年２月号の計 12回分。） 

 

(2) 発注者の広報物等（チラシ。住宅管理報に挟み込むものとする。） 

  イ 広報物(Ａ４版、発行日・発行回数・挟み込み枚数は、住宅管理報に準ずる。) 

  ロ 年末年始緊急連絡先一覧(Ａ４版、年１回 12月号のみ発行の計２回。発行日・挟み込み

枚数は住宅管理報に準ずる。) 

 

(3) 配布部数 

毎号約 40万部（都県別の配布部数（概算）は下表のとおり。詳細は別に発注者が通知する。）。

なお、団地に居住中の住戸に１部、管理サービス事務所に５部配布する。 

都県名 配布部数（概算） 団地数(概算) 

東京 約 15.3 万部 約 400団地 

千葉・茨城 約 9.3万部 約 130団地 

神奈川 約 7.1万部 約 200団地 

埼玉 約 7.9万部 約 140団地 

 

(4) 配布対象 

発注者の指示する団地に居住中の住戸及び管理サービス事務所（詳細は別に発注者が通知す

る。）。なお、随時配布対象に多少の増減が発生する。 

配布エリアの概要は、別紙１及び「ＵＲ住まいガイド」(東京 23区版、東京市部版、千葉・

茨城版、神奈川版、埼玉版)の「沿線別に見る募集物件マップ」を参考にすること。(なお、当

該マップは配布エリアの目安を示すための参考資料であり、当該マップに記載のない配布対象

団地も存する。) 

  

(5) 配布期限 

原則として、発行月の月末までに配布する(ただし、令和３年８月発行号及び令和４年８月

発行号については各年８月 10日までに配布する。) 

これに拠らない場合は発注者が別に通知する。 

 

(6) 業務指示者 

発注者は、 (3)に定める都県毎に別に、４，５の業務を実施するための業務指示者を設ける

ことが出来る。 

 

４ 業務の実施方法 

(1) 毎号の詳細指示 

発注者は受注者に対し、毎号発行月の 1日(ただし、令和３年８月発行号及び令和４年８月

発行号は各年７月 10 日)までに、納品部数、配布想定部数、配布対象住戸及びチラシ挟み込

みの有無を通知する。 
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(2) 実施体制の報告 

受注者は発注者に対し、毎号発行月の５日(ただし、令和３年８月号及び令和４年８月号は

各年７月 15 日)までに業務の実施体制（配布責任者、配布体制、配布拠点を含む）を報告す

る。 

 

(3) 住宅管理報の受領 

発注者は受注者に対し、毎号発行月の 19日(ただし、令和３年８月号及び令和４年８月号は

各年７月 31日)までに当機構が別に委託した印刷会社から住宅管理報及び広報物等(チラシ)を

受領し、広報物等(チラシ)を住宅管理報に挟み込んだ上で配布する） 

なお、受領時間等の詳細については、受注者と印刷会社との間で調整の上、決定すること。 

 

(4)業務の流れ 

 毎号の詳細指示 実施体制の

報告 

住宅管理報

の受領 

発行日 配布期限 

下記以外 発行月(偶数月)

の１日 

発行月(偶数

月)の５日 

発行月(偶数

月)の 19日 

偶数月 20日 偶数月の月末 

各年８月号 ７月 10 日 ７月 15日 ７月 31日 ８月１日 ８月 10日 

 

(5) 住宅管理報の配布 

 イ 配布方法 

配布対象のうち発注者の指示する団地に居住する世帯にあっては、原則として各住宅の

集合郵便受に投函する。（団地の１階住戸については、集合郵便受がない場合がある。その

場合に限り、１階住戸の郵便受に直接配布する。） 

管理サービス事務所にあっては、原則として当該事務所の郵便受に投函する。 

 ロ 配布作業上の留意点 

① 配布作業は午前８時から午後７時までの間で行う。 

② 郵便受に投函する際には、原則として、表紙（Your らうんじ◯月号）を上にして住宅

管理報全体を郵便受奥まで完全に投函し切る。 

③ 住宅管理報は、雨濡れ、破汚損、置き忘れや紛失することのないよう取り扱う。 

④ 発注者が通知する場合を除き、他の刊行物等を住宅管理報と一緒に配布しない。 

⑤ 配布作業にあたっては、団地居住者に配布員であることが判るよう身分証（社員証等）

を掲示する。また、常に道路交通法等の交通法規を遵守し、団地居住者の日常生活を妨

げることのないよう留意し、誠実に対応する。 

⑥ 郵便受からはみ出すなど配布の方法が適切でない等の苦情があった場合、当該住戸へ

の投函状況について是正をする。また起きた事案を記録、リスト化しチェックリストと

して以降２回の配布において、チェック欄にてチェックを行い発注者の求めに応じて提

出すると共に社員教育を行う。 

⑦ 集合郵便受に配布物が異常に蓄積されている等、配布対象であるにも関わらず配布困

難な状況があった場合は、所定の書式(別紙２)に対象の住戸についてリストを作成し、

該当団地の管理サービス事務所又は住まいセンター及び発注者に報告する。 

 

(6) 配布残部の取扱い 

配布地区毎に、納品部数から配布部数を差し引いた数が、残部数と合致するか確認する。 

残部は、配布漏れ等への対応に備えるため、受注者において配布期限後２週間程度、適切

に保管する。保管期間後は自治体等の許可を受けた処分場で適正に処分すること。発注者の

依頼があった場合は、処理方法等について報告を行う、又は、発注者の指示する場所に返却

する。 

 

５ 配布漏れ等発生時の対応 

(1) 配布漏れが判明した場合 

受注者は発注者の指示に基づき、原則即日中に該当住戸に住宅管理報を配布し対応完了の

旨報告する。 
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(2) 誤配布、重複配布が判明した場合 

一旦該当団地内の配布を中止し、速やかに発注者に連絡する。受注者は発注者からの情報

収集・報告方法等に関する指示に基づき、迅速に対応する。また、受注者は発注者に対し、

速やかに対応完了の旨報告する。 

 

(3) 重大な事案に対する追加報告 

上記(1)又は(2)の事案のうち、発注者が特に重大な事案であると判断した事案の場合は、

対応完了の旨の報告に加え、事案の発生経緯、対応内容、原因及び再発防止策について、受

注者は発注者に対し、書面により報告する。 

 

６ 業務完了の報告 

配布が完了した時は、直ちに業務完了届（様式１）をもって報告する。なお、上記４(5)ロ⑦

は請負代金の算定根拠となる配布部数に含めるが、４(5)ロ⑥及び５(1)(2)は含めないものと

する。 

 

７ 請負代金の支払 

  請負代金の支払は号毎とし、配布及び挟み込みの単価に配布部数（実績）を乗じた額（算定

した額に１円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。）に消費税及び地方

消費税を加えた額とする。 

 

８ その他 

本仕様書に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して

定める。 

 

以 上 
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（様式 1） 

令和  年  月  日 

 

 

業 務 完 了 届 

 
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

本部長 田島 満信 殿 

株式会社○○○○○ 

代表取締役○○○○○ 

 

 

令和３・４年度住宅管理報「Ｙｏｕｒらうんじ」配布等業務〇年○月号 

 

 

 
上記業務が完了いたしましたので、お届けいたします。 

 

 

地 区 
納品部数 

（Ａ） 

配布部数 

（Ｂ） 

要返却部数 

（Ａ）－（Ｂ） 

東京都 ○○○ ○○○ ○○○ 

千葉県・茨城県 ○○○ ○○○ ○○○ 

神奈川県 ○○○ ○○○ ○○○ 

埼玉県 ○○○ ○○○ ○○○ 

合 計 ○○○ ○○○ ○○○ 

 

 

 

 
 

4/16



Yourらうんじ　配布対象団地一覧（予定） 別紙1
※配布先、配布数は随時増減が発生するため、毎号別途通知する。

配布先名 住所 部数
小島町二丁目 江戸川区西葛西5-8他 1526
下篠崎町 江戸川区下篠崎町18 143
船堀一丁目 江戸川区船堀1-1 631
葛西ｸﾘｰﾝﾀｳﾝ清新ﾌﾟﾗｻﾞ 江戸川区清新町1-3 325
葛西ｸﾘｰﾝﾀｳﾝ清新南ﾊｲﾂ 江戸川区清新町1-1 1218
ｴｽﾃｰﾄ松江 江戸川区松江7-26-1 117
船堀六丁目ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ 江戸川区船堀6-5 328
小松川ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ ｾｰﾗ小松川 江戸川区小松川1-5他 837
新大橋 江東区新大橋1-1-13 70
亀戸二丁目 江東区亀戸2-6 806
大島四丁目 江東区大島4-1 2514
大島六丁目 江東区大島6-1 2892
木場二丁目 江東区木場2-1-3 203
毛利二丁目第二 江東区毛利2-7-5 134
大島七丁目 江東区大島7-28-1 520
福住一丁目 江東区福住1-8-8 70
北砂五丁目 江東区北砂5-20 2809
北砂七丁目 江東区北砂7-7-1 713
豊洲四丁目 江東区豊洲4-10 827
東陽ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾊｲﾂ 江東区東陽6-5-13 86
木場公園三好住宅 江東区三好3-1-17 81
東大島駅前ﾊｲﾂ 江東区大島7-39 317
木場公園平野住宅 江東区平野2-8-18 39
木場三丁目ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ 江東区木場3-6 219
木場公園平野三丁目ﾊｲﾂ 江東区平野3-3-9 70
ｳﾞｪｯｾﾙ木場南 江東区塩浜2-18 544
ｼﾃｨｺｰﾄ大島 江東区大島6-14 436
ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ亀戸 江東区亀戸2-1 258
潮見駅前プラザ一番街 江東区潮見2-6-1 145
潮見駅前プラザ二番街 江東区潮見2-7-1 295
ラ・ヴェール東陽町 江東区塩浜2-24-10 230
ｲｰｽﾄｺﾓﾝｽﾞ清澄白河ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ 江東区白河4-3-1 238
豊洲シエルタワー 江東区豊洲5-5-1 395
立花一丁目 墨田区立花1-26 1589
八広五丁目 墨田区八広5-7 144
曳舟駅前ﾌﾟﾗｻﾞ 墨田区京島1-38-1 303
ﾘﾊﾞｰﾋﾟｱ吾妻橋ﾗｲﾌﾀﾜｰ 墨田区吾妻橋1-23-30 448
イーストコア曳舟二番館 墨田区京島1-1-2 490
東中神 昭島市玉川町1-3他 594
昭島つつじが丘ﾊｲﾂ 昭島市つつじが丘3-4他 859
ｺﾝﾌｫｰﾙ拝島 昭島市松原4-1-5 47
清瀬旭が丘 清瀬市旭が丘 1818
清瀬旭が丘第二 清瀬市旭が丘5-4 54
清瀬駅前ﾊｲﾂ 清瀬市元町1-3 258
国立富士見台 国立市富士見台一丁目他 1959
国立富士見台 国立市富士見台一丁目他 91
いちょう並木国立 国立市北3-38他 346
ﾌﾟﾗｻﾞ新小金井 小金井市東町4-23 153
ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ小金井 小金井市緑町4-12-16他 449
西国分寺ゆかり壱番街 国分寺市泉町3-3 178
西国分寺ゆかり四番街 国分寺市泉町2-8 138
西国分寺ゆかり参番街 国分寺市泉町2-5-1 290
西国分寺ライフタワー 国分寺市泉町2-9-1 237
小平 小平市喜平町3 1766
小平駅南口 小平市美園町1-33-1 120
萩山 小平市小川東町4-3他 574
萩山 東村山市小川東町4-3他 325
狛江ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂ 狛江市和泉本町1-36-4 10
けやき台 立川市若葉町1-13-2 1250
立川幸町 立川市幸町4-52-1 764
立川幸町 立川市幸町4-52-1 136
立川若葉町 立川市若葉町4-25-1 1463
立川一番町東 立川市一番町6-8-1 527
立川一番町東第二 立川市一番町6-17-70 24
ｼﾃｨｺｰﾄ立川曙町 立川市曙町3-18-22 93
ﾌﾟﾗｻﾞｼﾃｨ立川 立川市曙町1-32-42 307
アートアベニュー立川 立川市曙町3-109-2他 192
アーバンライフ立川 立川市緑町3173-8 202
神代 調布市西つつじが丘4-23他 2092
深大寺町 調布市深大寺元町1-11-1 174
ｼﾃｨﾊｲﾂ調布小島町 調布市小島町3-51-2 145
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配布先名 住所 部数
ｺｺｽｸｴｱ国領 調布市国領町3-1-38 138
ライフタウン国領 調布市国領八丁目2番9 520
東伏見 西東京市富士町1-7 15
ひばりが丘(185号棟) 西東京市ひばりが丘3他 24
ひばりが丘パークヒルズ 東久留米市ひばりが丘団地49-18他 1504
ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ田無向台 西東京市向台町5-4-1 126
新柳沢 西東京市柳沢3-4 513
ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ武蔵境通り 西東京市新町1-4-4 761
ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ東伏見 西東京市富士町1-7他 841
ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞひばりが丘南 西東京市谷戸町1-22-1 495
羽村 羽村市富士見平1-18他 840
滝山 東久留米市滝山6-1 1060
滝山東 東久留米市滝山6-1-2 36
グリーンヒルズ東久留米 東久留米市上の原一丁目333-8他 1016
南台 東村山市富士見町1-14 168
富士見台 東村山市富士見町1-2-54 244
南台第二 東村山市富士見町1-14 21
ｴｽﾃｰﾄ富士見台 東村山市富士見町1-8-8 54
ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ美住一番街 東村山市美住町1-4 945
車返 府中市白糸台5-25-1他 602
ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ車返南 府中市押立町1-16 33
府中ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 府中市晴見町1-28 568
福生 福生市南田園2-7他 864
三鷹駅前第二 三鷹市下連雀3-28-21 22
三鷹駅前第一 三鷹市下連雀3-28-23 50
三鷹駅前第三 三鷹市下連雀3-28-20 80
新川･島屋敷通り 三鷹市新川4-25他 986
ｼﾃｨｺｰﾄ下連雀 三鷹市下連雀5-8 295
シティハイツ吉祥寺通り 三鷹市下連雀5丁目943-12番 204
三鷹台 三鷹市牟礼二丁目1086-1他 788
牟礼 三鷹市牟礼六丁目1978番11 271
ｴｽﾃｰﾄ大南公園 武蔵村山市大南4-21-1 213
武蔵野緑町ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ 武蔵野市緑町2-3 855
ｻﾝｳﾞｧﾘｴ桜堤 武蔵野市桜堤1-1他 1120
志村一丁目 板橋区志村1-1-2 65
高島平 板橋区高島平二･三丁目 8287
成増二丁目 板橋区成増2-9-5 104
舟渡二丁目 板橋区舟渡2-16 36
光が丘ﾊﾟｰｸﾀｳﾝゆりの木通り北 板橋区赤塚新町3-32 341
ｴｽﾃｰﾄ西台 板橋区西台4-8-20 73
坂下けやき台ﾊｲﾂ 板橋区坂下2-1 299
ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ加賀 板橋区加賀1-10-14 160
ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ大山西 板橋区大山西町3-10 14
ｴｽﾃｰﾄ前野町 板橋区前野町2-1 115
ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌゆりの木通り東 板橋区赤塚新町3-34 151
新蓮根 板橋区蓮根2-30他 702
ｱﾐﾃｨ大山西町 板橋区大山西町17-8 54
板橋ﾋﾞｭｰﾀﾜｰ 板橋区板橋1-53-12 451
光が丘ﾊﾟｰｸﾀｳﾝゆりの木通り33番街 板橋区赤塚新町三丁目2-92 127
シャレール西ヶ原 北  区西ヶ原1-31-26 68
豊島五丁目 北  区豊島5-4他 4959
王子五丁目 北  区王子5-2 2221
赤羽北二丁目 北  区赤羽北2-15 521
赤羽南一丁目 北  区赤羽南1-16 268
浮間三丁目ｴｽﾃｰﾄ 北  区浮間3-1 190
赤羽北二丁目ﾊｲﾂ 北  区赤羽北2-22-10 245
神谷堀公園ﾊｲﾂ 北  区北区神谷1-3 637
赤羽ｱﾎﾞｰﾄﾞⅡ 北  区赤羽西1-6-1 64
ｱｰﾍﾞｲﾝ神谷 北  区神谷3-11-1 228
ﾌﾚｰｼｪﾙ王子神谷 北  区豊島8-27 553
ヌーヴェル赤羽台 北  区赤羽台二丁目3 2114
目白 豊島区目白2-27-13 206
南池袋一丁目 豊島区南池袋1-13-21 56
東池袋三丁目 豊島区東池袋3-23-23 40
東池袋五丁目 豊島区東池袋5-2-1 91
東池袋四丁目 豊島区東池袋4-6-3 54
北大塚二丁目 豊島区北大塚2-24-20 116
ﾄﾚｰﾌﾙ東池袋 豊島区東池袋5-26-8 12
ヴァンガードタワー 豊島区東池袋三丁目3277-66他 414
練馬北町一丁目 練馬区北町1-11-12 176
むつみ台 練馬区光が丘1-1他 1261
光が丘ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ公園南 練馬区光が丘5-6 104
光が丘ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ大通り南 練馬区光が丘7-7他 1258
光が丘ﾊﾟｰｸﾀｳﾝいちょう通り八番街 練馬区光が丘3-8 409
光が丘ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ四季の香弐番街 練馬区光が丘5-2他 354
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光が丘ﾊﾟｰｸﾀｳﾝﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ十番街 練馬区光が丘2-10他 624
光が丘ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ大通り中央 練馬区光が丘3-9他 793
ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ高松 練馬区高松4-27-3 70
ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ石神井 練馬区石神井台3-18他 393
にしき平和台 練馬区錦2-5他 330
大泉学園ゆめりあタワー 練馬区東大泉5-43-1 173
本郷真砂ｱｰﾊﾞﾝﾊｲﾂ 文京区本郷4-8-3 130
ｴﾙｱｰｼﾞｭ小石川 文京区小石川1-17-1 240
シャレール本駒込 文京区本駒込二丁目242-5 89
多摩NTﾘﾍﾞﾚ向陽台 稲城市向陽台5-10 380
多摩NTﾋﾞｭｰﾌﾟﾗｻﾞ向陽台 稲城市向陽台4-4-2 214
多摩NTﾋﾞｽﾀﾉｰﾚ向陽台 稲城市向陽台6-11 188
多摩NT長峰杜の一番街 稲城市長峰3-2 401
多摩NTﾋﾞｭｰｺｰﾄ若葉台 稲城市若葉台4-33 219
多摩NTｸﾞﾘｰﾝﾒｿﾞﾝ諏訪-2 多摩市諏訪3 74
多摩NT諏訪 多摩市諏訪2 534
多摩NT永山 多摩市永山3､4 3022
多摩NT永山二丁目 多摩市永山2-3 281
多摩NT貝取 多摩市貝取2､4､5 434
多摩NTｸﾞﾘｰﾝﾒｿﾞﾝ豊ヶ丘-6 多摩市豊ヶ丘6-3 176
多摩NT豊ヶ丘 多摩市豊ヶ丘2､4､5､6 721
多摩NTｴｽﾃｰﾄ鶴牧-5 多摩市鶴牧5-1-1 28
多摩NTｴｽﾃｰﾄ貝取 多摩市貝取1-45 18
多摩NT落合六丁目ﾊｲﾂ 多摩市落合6-1 54
多摩NTｴｽﾃｰﾄ聖ヶ丘-2 多摩市聖ヶ丘2-25 48
多摩NT諏訪一丁目ﾊｲﾂ 多摩市諏訪1-66 143
多摩NTﾒｿﾞﾝ聖ヶ丘-1 多摩市聖ヶ丘1-13 119
多摩NTｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ豊ヶ丘-1･2 多摩市豊ヶ丘1-40他 167
多摩NTﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ豊ヶ丘 多摩市豊ヶ丘1-58 39
多摩NTﾌﾟﾗｻﾞ永山 多摩市永山1-3-3 134
多摩NTｴｽﾃｰﾄ愛宕 多摩市愛宕4-35-1 29
多摩NTｽﾃﾗ聖ヶ丘 多摩市聖ヶ丘1-26-1 34
聖蹟桜ヶ丘ﾋﾞｭｰﾀﾜｰ 多摩市関戸4-72 144
館ヶ丘 八王子市館町1097 2397
多摩NT松が谷 八王子市松が谷27､30 404
南原台 八王子市大和田1-2 316
ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ寺田 八王子市寺田町432 550
多摩NTｼﾃｨﾊｲﾂ南大沢 八王子市南大沢4-10 384
八王子ﾊﾟｰｸﾋﾙ宇津木台 八王子市久保山町1､2 318
多摩NTﾍﾞﾙｺﾘｰﾇ南大沢 八王子市南大沢5-3他 385
多摩NTｺﾘﾅｽ長池 八王子市別所2-12他 588
ﾄﾜｺｰﾄ西八王子 八王子市台町3-21 130
多摩NT長池公園せせらぎ通り北 八王子市別所2-42 142
多摩NT南大沢学園二番街 八王子市上柚木3-5 410
多摩NT蓮生寺公園通り二番街 八王子市別所1-31 84
多摩NT長池公園せせらぎ通り南 八王子市別所2-46 146
多摩NT南大沢学園四番街 八王子市上柚木3-10 155
ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ八王子南 八王子市子安町3-35-22 62
八王子みなみ野ｼﾃｨ ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｰﾙみなみ野西 八王子市みなみ野1-11-4 118
多摩NT南大沢絹の道一番街 八王子市鑓水2-81 230
八王子みなみ野ｼﾃｨ  ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｰﾙふれあい通り 八王子市みなみ野1-9 151
多摩NTｸﾞﾗﾝﾋﾟｱ南大沢 八王子市上柚木2-63 426
多摩NTﾋﾞｭｰｺｰﾄ別所 八王子市別所1-38 160
ビュータワー八王子 八王子市八日町8-1 313
豊田駅前第二 日野市多摩平2-3-3 33
百草 日野市百草999他 2028
高幡台 日野市程久保650 945
日野大久保 日野市大坂上4-10-1 184
ｼﾃｨﾊｲﾂ日野旭が丘 日野市旭が丘4-7-5 607
多摩平の森 日野市多摩平4-6他 1528
鶴川 町田市鶴川5,6 1682
町田山崎 町田市山崎町2200-3-20 3920
藤の台 町田市本町田3486 2227
成瀬駅前ﾊｲﾂ 町田市南成瀬1-2-1 315
小山田桜台 町田市小山田桜台2-4他 487
町田もみじ台 町田市図師町730-1 30
調布千鳥町 大田区千鳥2-34-15 60
南六郷二丁目 大田区南六郷2-35 1118
大森中二丁目 大田区大森中2-2-1 142
南六郷一丁目 大田区南六郷1-29 300
蒲田本町一丁目 大田区蒲田本町1-1 624
蒲田駅前ﾊｲﾂ 大田区蒲田5-13-26 90
大森南二丁目ﾊｲﾂ 大田区大森南2-1-5 168
ﾊﾟﾃｨｵ新蒲田三丁目 大田区新蒲田3-7-6 48
ｼｬﾚｰﾙ糀谷 大田区西糀谷3-23-8 69
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配布先名 住所 部数
ｼｬﾚｰﾙ新蒲田 大田区新蒲田2-12-18 95
ｱﾐﾃｨ大森東 大田区大森東1-27-1他 53
ｱﾐﾃｨ南六郷 大田区南六郷3-18-1 126
北品川二丁目 品川区北品川2-28-15 15
平塚二丁目 品川区平塚2-3-4 53
大井六丁目 品川区大井6-9-32 75
東品川一丁目 品川区東品川1-5-2 60
品川八潮PT潮路北第二ﾊｲﾂ 品川区八潮5-3 450
品川八潮PT潮路南第一ﾊｲﾂ 品川区八潮5-6 530
品川八潮PT潮路中央ﾊｲﾂ 品川区八潮5-5 312
渋谷並木橋 渋谷区渋谷3-12-5 30
笹塚駅前 渋谷区笹塚1-48-19 168
戸塚三丁目 新宿区高田馬場3-3-8 30
四谷三丁目 新宿区四谷3-11 5
哲学堂公園ﾊｲﾂ 新宿区西落合2-20-1他 163
ｴｽﾃｰﾄ北新宿 新宿区北新宿3-27-3 62
コーポレート新宿百人町一丁目 新宿区百人町1-78-1 31
阿佐ヶ谷南二丁目 杉並区阿佐ヶ谷南2-14-3 10
プロムナード荻窪 杉並区桃井三丁目17－23他 331
シャレール荻窪 杉並区荻窪3-7 411
上野毛 世田谷区上野毛1-17-6 10
希望ヶ丘 世田谷区船橋6-26-1 1826
上馬二丁目 世田谷区上馬2-26-20 180
ｴｽﾃｰﾄ千歳希望ヶ丘 世田谷区船橋7-8-4 20
成城通りﾊﾟｰｸｳｴｽﾄ 世田谷区上祖師谷4-2 390
経堂赤堤通り 世田谷区桜上水1-1 351
ｼﾃｨﾊｲﾂ烏山 世田谷区北烏山9-21-10 122
世田谷通りｼﾃｨﾊｲﾂ若林 世田谷区若林3-10-1 83
ﾌﾚｰﾙ西経堂 世田谷区船橋5-17 717
ｽｸｴｱｰ世田谷桜丘 世田谷区桜丘1-2-20 151
ｼﾃｨｺｰﾄ世田谷給田 世田谷区給田5-8-5 352
アクティ三軒茶屋 世田谷区野沢1-35 523
シティコート上馬 世田谷区上馬1-1-2 38
シティコート二子玉川 世田谷区玉川四丁目13 253
芦花公園 世田谷区南烏山二丁目30番 511
シャレール成城 世田谷区祖師谷3-8-3 16
アクティ芦花公園 世田谷区南烏山2-37-7 102
晴海四丁目 中央区晴海4-1-1 90
月島一丁目 中央区月島1-27-9 120
晴海ｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱ  ﾋﾞｭｰﾌﾟﾗｻﾞ 中央区晴海1-6 225
晴海ｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ 中央区晴海1-7 290
ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ月島駅前ｲｰｽﾄ 中央区月島2-12-10 138
晴海ｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱｱｰﾊﾞﾝﾀﾜｰ 中央区晴海1-75 314
ムーンアイランドタワー 中央区中央区月島2-1001 350
ラ・ヴェール明石町 中央区明石町145番1 199
ベイシティ晴海スカイリンクタワー 中央区晴海3-6-8 366
勝どきビュータワー 中央区勝どき1-8-1 204
西神田二丁目 千代田区西神田2-4-1 15
神田小川町ﾊｲﾂ 千代田区神田小川町1-7 23
野方 中野区野方5-7 92
弥生町五丁目 中野区弥生町5-26-9 40
北青山三丁目 港  区北青山3-3-7 90
南青山三丁目 港  区南青山3-8-40 40
田町駅前 港  区芝5-34-2 202
北青山三丁目第二 港  区北青山3-5-7 20
芝浦二丁目 港  区芝浦2-17-9 96
ｺﾗﾑ南青山 港  区南青山7-1-5 54
ﾃﾞｭﾌﾟﾚ芝浦 港  区芝浦4-7-5 132
下目黒二丁目 目黒区下目黒2-21-23 42
恵比寿ﾋﾞｭｰﾀﾜｰ 目黒区三田1-4-4 520
中目黒ゲートタウンハイツ 目黒区目黒区上目黒2-1 64
中目黒アトラスタワー 目黒区目黒区上目黒1-26-1 196
シャレール恵比寿 渋谷区恵比寿西2-8-1 63
花畑 足立区花畑5-6他 1605
竹の塚第一 足立区竹の塚3-11他 1399
竹の塚第一 足立区竹の塚3-11 123
竹の塚第二 足立区竹の塚1-20 736
竹の塚第二 足立区竹の塚1-5 47
竹の塚第三 足立区竹の塚6-4 404
竹の塚第三 足立区竹の塚6-4 280
竹の塚第三 足立区竹の塚1-38 44
栗原 足立区栗原2-5 706
日の出町 足立区日の出町27 764
江北六丁目 足立区江北6-30 860
新田二丁目 足立区新田2-3-16 114
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大谷田一丁目 足立区大谷田1-1 1374
ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ桜木 足立区千住桜木2-17-1 198
ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ西新井 足立区西新井栄町3-1-1 188
ﾌﾚｰﾙ西新井第一 足立区西新井1-33 286
フレール西新井第二 足立区西新井2-5他 397
コーポレート五反野 足立区足立一丁目77-6 116
ハートアイランド新田一番街 足立区新田三丁目16-12 360
ハートアイランド新田二番街 足立区新田三丁目16-12 206
ハートアイランド新田三番街 足立区新田三丁目19-37 215
ハートアイランド新田四番街 足立区新田三丁目35 273
パークタウン東綾瀬 足立区東綾瀬二丁目8,7,6,5 962
フレール西新井中央公園 足立区西新井三丁目16番、19番 518
南千住七丁目ﾊｲﾂ 荒川区南千住7-31-3 254
ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ宮地 荒川区荒川3-76-6 30
ﾘﾊﾞｰﾊｰﾌﾟﾀﾜｰ南千住 荒川区南千住4-9-1他 585
リバーハープコート南千住 荒川区南千住三丁目194番1他 521
サンマークシティ日暮里ステーションポートタワー 荒川区西日暮里二丁目20 104
金町三丁目 葛飾区金町3-49-2 88
金町駅前 葛飾区東金町1-36 1417
東四つ木二丁目 葛飾区東四つ木2-8-12 120
東四つ木二丁目第二 葛飾区東四つ木2-4-3 44
青戸第三 葛飾区青戸3-11 225
金町第二 葛飾区南水元3-6 535
青戸第四 葛飾区青戸4-25 55
金町五丁目 葛飾区金町5-3 146
青戸第五 葛飾区青戸3-9-1 172
西新小岩ﾘﾊﾞｰﾊｲﾂ 葛飾区西新小岩2-1 339
ｴｽﾃｰﾄ東新小岩 葛飾区東新小岩2-9 220
ｴｽﾃｰﾄ堀切 葛飾区堀切7-19-13 40
ｴｽﾃｰﾄ東堀切 葛飾区東堀切2-21-10 30
ﾒｿﾞﾝ堀切七丁目 葛飾区堀切7-22-23 39
ﾒｿﾞﾝ堀切八丁目 葛飾区堀切8-3-20 38
すまいる亀有 葛飾区亀有1-10 622
青戸第一 葛飾区青戸3-15他 1119
ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ東新小岩 葛飾区東新小岩3-8 594
ｱｸｼｽ東四つ木 葛飾区東四つ木2-22-12他 281
金町第一 葛飾区東金町2-24他 312
青戸第二 葛飾区青戸四丁目27番1 287
ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟしたや 台東区下谷3-14-3 21
ｱｸｼｽ台東 台東区台東1-25-12 104
コンフォール根岸 台東区根岸3-12-23 22
コンフォール町屋 荒川区荒川2-49-7 16
千草台 千葉市稲毛区千草台一丁目 2094
あやめ台 千葉市稲毛区あやめ台 1538
花見川 千葉市花見川区花見川 5742
千葉幸町 千葉市美浜区幸町二丁目 4287
稲毛駅前 千葉市稲毛区小仲台二丁目6-1 80
千葉弁天町 千葉市中央区弁天2丁目23-1 128
千葉出洲港 千葉市中央区出洲港7 193
検見川町三丁目 千葉市花見川区検見川町3丁目304-1 65
さつきが丘 千葉市花見川区さつきが丘 2200
高洲第一 千葉市美浜区高洲二丁目 4689
真砂第一 千葉市美浜区真砂四丁目 2044
真砂第二 千葉市美浜区真砂三丁目13 548
高洲第二 千葉市美浜区高洲四丁目 1776
みつわ台 千葉市若葉区みつわ台3-4 300
成田ニュータウン加良部一丁目 成田市加良部一丁目7 184
成田ニュータウン加良部四丁目 成田市加良部四丁目 362
成田ニュータウン加良部五丁目 成田市加良部五丁目3 760
成田ニュータウン橋賀台 成田市橋賀台一丁目1 1332
成田ニュータウン吾妻南 成田市吾妻二丁目1 310
サニータウンにれの木台 千葉市花見川区朝日ケ丘二丁目 374
幕張四丁目 千葉市花見川区幕張町四丁目544-14 220
エステート登戸 千葉市中央区登戸一丁目18-25 40
クレール志津 佐倉市西志津三丁目1 192
幕張ベイタウンパティオス７番街 千葉市美浜区打瀬一丁目5 120
稲毛海岸駅前プラザ 千葉市美浜区高洲三丁目6 510
幕張ベイタウンミラリオ 千葉市美浜区打瀬二丁目22 445
コーポレート稲毛海岸 千葉市美浜区高洲三丁目10-4 143
稲毛海岸駅前プラザボナージュ稲毛海岸 千葉市美浜区高洲三丁目5 60
幕張ベイタウンパティオス１５番街 千葉市美浜区打瀬二丁目10 126
グリーンプラザ幕張 千葉市花見川区幕張町五丁目417-6 306
ウィンズタウン稲毛海岸 千葉市美浜区高浜一丁目14 574
幕張ベイタウンパティオス２０番街 千葉市美浜区打瀬三丁目4 189
幕張ベイタウンミラマール 千葉市美浜区打瀬三丁目6 260
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配布先名 住所 部数
幕張ベイタウンパティオス２２番街 千葉市美浜区打瀬三丁目9 220
グリーンプラザ園生 千葉市稲毛区園生町1107-1 226
ｺﾝﾌｫｰﾙ稲毛小仲台 千葉市稲毛区小仲台3-14 180
高根台 船橋市高根台二丁目3 1877
習志野台 船橋市習志野台三丁目 1820
袖ヶ浦 習志野市袖ケ浦 2990
習志野台（市） 船橋市習志野台三丁目2 223
前原西二丁目 船橋市前原西二丁目39-8 60
若松二丁目 船橋市若松二丁目 1333
米本 八千代市米本1359 3020
金杉台 船橋市金杉台一丁目 440
高津 八千代市大和田新田15 3013
行田 船橋市行田三丁目1 1485
行田第二 船橋市行田三丁目2 39
村上 八千代市村上1113-1 2489
芝山 船橋市芝山一丁目 1642
浦安ニューシティ美浜西エステート 浦安市美浜二丁目 910
習志野海浜秋津 習志野市秋津二丁目 576
ハイタウン塩浜 市川市塩浜四丁目3 1323
ハイタウン塩浜第二 市川市塩浜四丁目2 88
エステート市川大洲 市川市大洲三丁目16-13 50
谷津パークタウン壱番街 習志野市谷津三丁目1 593
浦安マリナイースト２１フォーラム海風の街 浦安市日の出一丁目3 387
谷津パークタウン弐番街 習志野市谷津三丁目1 175
谷津パークタウン参番街 習志野市谷津三丁目1 864
八千代ゆりのき台ライフタワー 八千代市ゆりのき台四丁目5-2 185
大久保 習志野市本大久保二丁目4 392
浦安マリナイースト２１望海の街 浦安市明海4-2 850
浦安マリナイースト２１潮音の街 浦安市高洲6-1 200
八千代ゆりのき台パークシティ 八千代市ゆりのき台三丁目7-1 776
浦安マリナイースト２１海園の街 浦安市明海三丁目2 500
コンフォール浦安弁天 浦安市弁天一丁目21 199
アルビス前原 船橋市前原西六丁目1 759
ヴェルディール市川南 市川市市川南二丁目6 506
アミティ八千代台 八千代市八千代台西六丁目2 65
アートヒル高根台 船橋市高根台二丁目2 1111
I-linkﾀｳﾝいちかわ ｻﾞ ﾀﾜｰｽﾞ ｲｰｽﾄ 市川市市川南1-1-1 398
常盤平 松戸市常盤平二丁目 4822
常盤平駅前 松戸市常盤平三丁目1-1 115
豊四季台※ 柏市豊四季台三丁目1 1240
小金原 松戸市小金原六丁目 2064
湖北台 我孫子市湖北台七丁目 2421
常盤平中央 松戸市常盤平三丁目30-2 210
常盤平一丁目 松戸市常盤平一丁目29-3 96
梨香台 松戸市高塚新田512-10 959
野菊野 松戸市野菊野一丁目 746
牧の原 松戸市牧の原435-1 1630
大津ヶ丘 柏市大津ケ丘三丁目1 354
千葉ニュータウン清水口 白井市清水口二丁目4 470
千葉ニュータウン堀込 白井市堀込一丁目5 170
千葉ニュータウン堀込第二 白井市堀込一丁目2-4 40
千葉ニュータウン小室ハイランド 船橋市小室町906 401
北柏ライフタウン松葉町一丁目 柏市松葉町一丁目12 60
千葉ニュータウン内野 印西市内野二丁目5 731
常盤平セントラルハイツ 松戸市常盤平三丁目27-2 79
大津ヶ丘第二 柏市大津ケ丘三丁目17 230
エステート江戸川台 流山市江戸川台西三丁目31-1 180
常盤平けやき通り住宅 松戸市常盤平七丁目20-3 50
千葉ニュータウン原山 印西市原山三丁目8 390
千葉ニュータウン高花 印西市高花一丁目6 345
豊四季台第二 柏市豊四季台二丁目1 90
小金原けやき通り 松戸市小金原九丁目1-1 43
千葉ニュータウン原山第二 印西市原山一丁目3 425
千葉ニュータウンファーストアベニュー小倉台 印西市小倉台一丁目4 304
アクティ北松戸 松戸市上本郷364-3 296
千葉ニュータウンプロムナード桜台３番街 白井市桜台二丁目3 150
ピコティ北小金 松戸市小金1 124
千葉ニュータウンプラザ西白井二番街 白井市けやき台二丁目2 196
プロムナード北松戸 松戸市新作134-5 601
グリーンタウン光ヶ丘 柏市光ケ丘団地3 621
千葉ニュータウンアバンドーネ原四番街 印西市原四丁目4 180
パークサイド鎌ヶ谷 鎌ケ谷市東中沢二丁目21 752
千葉ニュータウングリーンプラザ滝野 印旛郡本埜村滝野三丁目7 100
千葉ニュータウンプロムナード桜台１２番街 白井市桜台2-12 91
エステート荒工山 柏市東二丁目2 79
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配布先名 住所 部数
千葉ニュータウンアバンドーネ原一番街 印西市原四丁目1 94
ｺﾝﾌｫｰﾙ柏豊四季台 千葉県柏市豊四季台二丁目１番地　２６号棟 1789
ｴｽｶｰﾄﾞ牛久駅前ﾊｲﾂ 牛久市牛久町280 79
竹園 つくば市竹園3-21-1 136
つくば並木四丁目 つくば市並木 94
竹園第二 つくば市竹園3-24-1 39
つくばさくら つくば市竹園1 159
つくば吾妻一丁目 つくば市吾妻1-4-3 80
つくば松代三丁目 つくば市松代3-25 115
つくば二の宮 つくば市二の宮4-8-3 312
つくば二の宮第二 つくば市二の宮4-13-1 89
つくば春日 つくば市春日2-37他 134
つくば松代四丁目 つくば市松代4-22 59
つくば松代四丁目第二 つくば市松代4-15-2 39
取手井野 取手市井野団地3-20 2166
戸頭 取手市戸頭7-7-18 1089
取手井野第二 取手市井野団地3-20 110
ｱｸﾃｨ佐貫 竜ヶ崎市佐貫町740 207
海岸通四丁目 横浜市中区海岸通4-23-1 144
本郷町 横浜市中区本郷町2-50 45
ベイサイト本牧-Ⅰ 横浜市中区本牧和田34-1ほか 94
ベイサイト本牧-Ⅱ 横浜市中区本牧原11-2ほか 103
新山下ベイシティ 横浜市中区新山下3-15-1 466
ビューコート小港 横浜市中区小港町1-1-2 730
ベイサイト本牧-Ⅲ 横浜市中区本牧和田33-8 70
コンフォール滝ノ上 横浜市中区滝ノ上120 104
ベイシティ本牧南 横浜市中区本牧原21 572
プロムナード本牧 横浜市中区本牧宮原6 237
シティコート山下公園 横浜市中区山下町24-7 40
アクティ横浜山下町 横浜市中区山下町73 108
福富町 横浜市中区福富町仲通1-10 46
福富町西通 横浜市中区福富町西通52 48
末吉町四丁目 横浜市中区末吉町4-74 104
峰沢町 横浜市保土ヶ谷区峰沢町35-1 45
南神大寺 横浜市神奈川区神大寺2-9 1429
モアレ山田町 横浜市中区山田町8-2 169
アルテ横浜 横浜市神奈川区大野町1-8 171
ヨコハマポートサイドロア弐番館 横浜市神奈川区栄町6-1 86
アーベインルネス長者町 横浜市中区不老町3-15-1 106
コンフォール高島台 横浜市神奈川区高島台8-1 121
リーデンスフォート横浜 横浜市神奈川区東神奈川1-12-5 40
アミティ横浜 横浜市神奈川区栄町16-1 169
新丸子 川崎市中原区新丸子町699-3 50
小杉町 川崎市中原区小杉町3-1-8（武蔵小杉名店会館） 51
武蔵中原 川崎市中原区上小田中6-27-5（花菱ビル） 70
新城第二 川崎市中原区新城1-3-1（第二サンコービル） 60
子母口 川崎市高津区子母口458-3 164
かわさきテクノピア堀川町ハイツ 川崎市幸区堀川町66-13 143
小杉御殿 川崎市中原区小杉御殿町2-47 232
木月住吉 川崎市中原区木月住吉町23 292
アーバンハイツみぞのくち 川崎市高津区下作延4-22-12 55
サンヴァリエ日吉 横浜市港北区下田町4-1ほか 625
シティコート元住吉 川崎市中原区木月4-49-1ほか 182
アーベインビオ川崎 川崎市幸区大宮町26-3-1 574
コンフォール南日吉 横浜市港北区日吉本町4-986ほか 1023
菊名池 横浜市港北区菊名1-8-12 21
下末吉町 横浜市鶴見区下末吉3-8-1 40
堀之内 川崎市川崎区榎町9-21 66
大師中町 川崎市川崎区大師駅前1-8-2 84
西菅田 横浜市神奈川区菅田町488ほか 1350
川崎日進 川崎市川崎区日進町23-1 195
サンスクエア川崎 川崎市川崎区日進町1 279
川崎旭町ハイツ 川崎市川崎区旭町1-2-5 154
コンフォール西寺尾 横浜市神奈川区西寺尾2-26 240
オルトヨコハマビュータワー 横浜市神奈川区新子安1-2-3 384
青葉台 横浜市青葉区青葉台1-7-5ほか 385
西ひかりが丘 横浜市旭区上白根町891 961
くぬぎ台 横浜市保土ヶ谷区川島町1404 984
くぬぎ台-Ⅱ 横浜市保土ヶ谷区川島町1374-13 49
霧が丘グリーンタウン 横浜市緑区霧ヶ丘3-22-5ほか 848
蒔田 横浜市南区蒔田町伊勢山841-1 260
睦町 横浜市南区睦町1-15-15 65
港北ニュータウンさるびあ第一 横浜市都筑区荏田南1-6 15
港北ニュータウンさるびあ第二 横浜市都筑区荏田南1-2 12
港北ニュータウンろべりあハイツ 横浜市都筑区荏田東3-13-23 18
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配布先名 住所 部数
コンフォール北原 横浜市神奈川区六角橋6-24 258
コンフォール篠原 横浜市港北区篠原町72-2 72
井土ヶ谷 横浜市南区南太田4-1-1 80
井土ヶ谷東 横浜市南区井土ヶ谷下町215-1 825
南太田 横浜市南区南太田3-18-1 54
南永田 横浜市南区永田みなみ台2 1215
南永田第二 横浜市南区永田みなみ台3 210
保土ヶ谷駅前ハイツ 横浜市保土ヶ谷区岩井町123-2 250
西久保町公園ハイツ 横浜市保土ヶ谷区西久保町1-4 746
コンフォール永田東 横浜市南区永田東3-1-3 129
コンフォール清水ヶ丘 横浜市南区清水ヶ丘238-1 131
左近山（第一） 横浜市旭区左近山16-1ほか 981
左近山(第二) 横浜市旭区左近山16-1ほか 1121
天王町 横浜市保土ヶ谷区天王町2-42-2 825
ビューコート仏向 横浜市保土ヶ谷区仏向町1037-1ほか 171
左近山第三 横浜市旭区左近山1010-1 30
アーバンドエル瀬谷 横浜市瀬谷区橋戸1-35-1 452
コンフォール明神台 横浜市保土ヶ谷区明神台1 1039
コンフォール仏向町 横浜市保土ヶ谷区仏向町845-1 346
コンフォール川崎富士見 川崎市川崎区富士見1-6-11 493
鶴見町 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-9 119
鶴見町第二 横浜市鶴見区鶴見中央2-10 395

 港北ニュータウンプロムナード仲町台 横浜市都筑区仲町台5-7 219
ステラ月見ヶ丘 横浜市鶴見区豊岡町11 131

 港北ニュータウンコンフォール仲町台 横浜市都筑区勝田南2-2-24 59
ミラリオ鶴見小野 横浜市鶴見区小野町6‐5 139
コンフォール鴨池公園 横浜市都筑区大丸15 83
港北ニュータウンメゾンふじのき台 横浜市都筑区茅ヶ崎南4-12 456

 港北ニュータウンサントゥール中川 横浜市都筑区中川2-9 346
 港北ニュータウンビュープラザセンター北 横浜市都筑区南山田1-3 372
 港北ニュータウンコンフォール東山田 横浜市都筑区東山田4-5 195
 港北ニュータウン山田富士公園ハイツ 横浜市都筑区北山田3-27 338
 港北ニュータウンコンフォールセンター南 横浜市都筑区茅ヶ崎東3-5 415
 港北ニュータウンコンフォール城山の丘 横浜市都筑区東山田3-23 322

ミラリオ大師河原 川崎市川崎区大師河原1-1-11 240
中山駅前ハイツ 横浜市緑区中山町329-1 348

 十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場五番街 横浜市緑区十日市場町1258-5 68
 十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場七番街 横浜市緑区十日市場町1258 77
 十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場六番街 横浜市緑区十日市場町1358-48 65
 十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場十四番街 横浜市緑区十日市場町1501-1 153
 十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場九番街 横浜市緑区十日市場町1258 62
 十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場十一番街 横浜市緑区十日市場町1501 124

シャレール海岸通 横浜市中区海岸通5-25-2 214
奈良北 横浜市青葉区奈良町2913 1556
星が丘パークランドつぐみ台 川崎市多摩区菅仙谷3-1 166
星が丘パークランドひよどり台 川崎市多摩区菅北浦5-7 220
星が丘パークランドほおじろ台 川崎市多摩区菅北浦4-15 114
サンラフレ百合ヶ丘 川崎市麻生区百合丘1-16ほか 960
コンフォール菅仙谷 川崎市多摩区菅仙谷2-9-1 170
百合ヶ丘みずき街 川崎市麻生区百合丘3-21 349
虹ヶ丘 川崎市麻生区虹ヶ丘2-2ほか 1578
アーバンハイツ菅 生 ヶ 丘 川崎市宮前区菅生ヶ丘34-1ほか 57
コンフォール生 田 菅 生 ヶ 丘 川崎市宮前区菅生ヶ丘24 33
相模台 相模原市南区相模台団地 850
プラザシティ相 模 大 野 相模原市南区相模大野6-23 965
鶴ヶ丘 相模原市南区南台5-2 476
コンフォールさがみ南 相模原市南区相南1-24 661
コンフォール相模上原 相模原市南区文京2-8 97
鶴が台 茅ヶ崎市鶴が台 2353
鶴が台第二 茅ヶ崎市鶴が台9 68
鳶尾 厚木市鳶尾2ほか 579
えびな 海老名市中新田2-7 250
ライトタウン茅ヶ崎 茅ヶ崎市香川1-10 100
辻堂 藤沢市辻堂西海岸2 1311
ロビーシティ相模大野五番街 相模原市南区相模大野4-5 385
さがみ野さくら 座間市東原5-1 270
辻堂駅前ハイツ 藤沢市辻堂新町1-2-9 67
コーポレート中 央 林 間 大和市下鶴間1608-1 165
善行 藤沢市善行団地1-1ほか 2268
善行第二 藤沢市善行団地4-10 35
善行第三 藤沢市善行団地3 114
善行第四 藤沢市善行団地2-17 55
上和田 大和市上和田2412 1318
浜見平 茅ヶ崎市浜見平6-2ほか 570
湘南ライフタウンパークサイド駒寄 藤沢市大庭5682-6ほか 239
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配布先名 住所 部数
レーベンスガルテン山崎 鎌倉市山崎1390 408
下大槻 秦野市下大槻410 1494
平塚高村 平塚市高村203 517
サニーメゾン平塚 平塚市田村2-9 140
テラス長谷 厚木市長谷381-1 77
コンフォール平塚 平塚市浅間町11-1 302
コンフォール藤沢 藤沢市藤が岡1-1ほか 683
すすき野 横浜市青葉区すすき野3-6-1 324
橋本四丁目 相模原市緑区橋本4-11 364
グリーンスクエア大 野 台 相模原市南区大野台6-5 115
グリーンヒル鴨志田中央 横浜市青葉区鴨志田町539-3 90
あおば山の手台ヴェルディール奈良 横浜市青葉区奈良4-4-1 140
アーベイン相 模 原 駅 前 相模原市中央区相模原1-1ほか 243
コンフォール相模原共和 相模原市中央区共和1-3-33 118
コンフォール鶴間ライラック通り 大和市下鶴間2777-5 357
コンフォール茅ヶ崎浜見平 茅ヶ崎市浜見平442-1 1413
洋光台北 横浜市磯子区洋光台2-1ほか 1703
洋光台中央 横浜市磯子区洋光台3-13ほか 1264
磯子三丁目 横浜市磯子区磯子3-6 671
洋光台西 横浜市磯子区洋光台5-19 274
前田町 横浜市戸塚区前田町67-3 87
グリーンメゾン平戸 横浜市戸塚区平戸1-2 121
東戸塚ビューハイツ 横浜市戸塚区名瀬町799-2 84
コーポレート東戸塚 横浜市戸塚区品濃町1835-29 112
公田町 横浜市栄区公田町740 1160
本郷台駅前 横浜市栄区小菅ヶ谷1-4 860
コンフォール上倉田 横浜市戸塚区上倉田町259 516
プロムナード矢部 横浜市戸塚区矢部町321 827
コンフォール小松ヶ丘 横浜市戸塚区下倉田町615-1ほか 166
飯島 横浜市栄区飯島町527 1150
金沢文庫第一 横浜市金沢区泥亀2-5-1 213
金沢文庫第四 横浜市金沢区泥亀1-25-4 99

 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一 横浜市金沢区並木1 1065
 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二 横浜市金沢区並木1 340
 金沢シーサイドタウン並木二丁目 横浜市金沢区並木2 564
 金沢シーサイドタウン並木三丁目 横浜市金沢区並木3 100

金沢シーサイドタウン柴 横浜市金沢区柴町367 90
港南台ちどり 横浜市港南区港南台2-2 984
港南台かもめ 横浜市港南区港南台2-1 1497
ビーコンヒル能見台ウエストヒル 横浜市金沢区能見台東8 260
ビーコンヒル能見台サウスヒル 横浜市金沢区能見台東11 893
ビーコンヒル能見台イーストプラザ 横浜市金沢区能見台東1-1 82
磯子杉田台 横浜市磯子区杉田坪呑2ほか 249
コンフォール横須賀本町 横須賀市本町2-1-22 176
磯子杉田台Ⅱ 横浜市磯子区杉田坪呑1-4 23
ウェルシティ横 須 賀 ポートバレーヌ4番館 横須賀市東逸見町1-1-62-4 99
ベイスクエアよこすか三番館 横須賀市本町3-33 111
武里                                              春日部市大枝８９                                                                 4941
武里第二                                          春日部市大枝８９                                                                 100
草加旭町                                          草加市旭町３‐３‐１                                                               78
八潮                                              八潮市八条１５６７                                                                941
幸手                                              幸手市栄                                                                           3022
吉川                                              吉川市吉川団地                                                                 1914
みさと                                            三郷市彦成４                                                                      6730
春日部小渕                                        春日部市小渕４９３－１                                                         230
せんげん台パークタウン四番街                      越谷市千間台西３－４                                                          345
せんげん台パークタウン三番街                      越谷市千間台西三丁目３番                                                  395
三郷早稲田パークハイツ                            三郷市早稲田                                                                     487
ペアハイツ  越谷                                  越谷市赤山町５丁目７番４７号                                               156
グリーンアベニュー谷塚                            草加市谷塚町７３１－１                                                         230
三郷早稲田パークハイツ第二                        三郷市早稲田４－５－１                                                        85
ハーモネスタワー松原                              草加市松原１－１－６                                                           363
コンフォール草加                                  草加市中央２－５                                                                 549
コンフォール松原 草加市松原一丁目 3050
川口仲町                                          川口市西川口５‐２‐１                                                           81
戸田笹目通                                        戸田市下前１‐８‐２０                                                            45
川口並木町                                        川口市並木２‐３‐６                                                               39
川口青木町                                        川口市青木１‐６‐１                                                               133
田島                                              さいたま市桜区田島６                                                           1906
川口本町                                          川口市本町１‐１７‐１                                                            84
原市                                              上尾市原市３３３６                                                                1582
尾山台                                            上尾市大字瓦葺２７１６番地                                                   1759
川口朝日町                                        川口市朝日２‐１６‐５                                                            64
西上尾第一                                        上尾市小敷谷８４５－１                                                         3202
西上尾第二                                        上尾市小敷谷７７－１                                                           2984
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配布先名 住所 部数
北園                                              川口市北園町１１‐１                                                             132
川口芝                                            川口市芝３９０５                                                                   98
北本                                              北本市栄７                                                                         2095
わし宮                                            北葛飾郡鷲宮町上内４７８                                                     2516
川口栄町第二                                      川口市栄町一丁目１９‐１５                                                    210
川口前川町                                        川口市南前川２‐１５‐２                                                         75
浦和白幡                                          さいたま市南区白幡四丁目１３‐２４ 337
久喜青葉                                          久喜市青葉１                                                                      1549
北大宮                                            さいたま市北区植竹町１‐６０‐１                                              30
川口芝園                                          川口市芝園町３                                                                   2454
大宮公園駅前ハイツ                                さいたま市大宮区寿能町一丁目３１番地 127
久喜中央ハイツ                                    久喜市久喜中央一丁目９番                                                  200
パークシティ鴻巣駅前プラザ                        鴻巣市赤見台２－２                                                             385
パークタウン若宮                                  桶川市若宮一丁目８番                                                         356
アーバンハイツ南前川                              川口市南前川二丁目２１番１０                                               43
エルハイツ末広                                    川口市末広三丁目６番１２                                                     50
大宮大和田                                        さいたま市見沼区大和田町２－２３５ 30
パークハイツ中青木                                川口市中青木二丁目９番５                                                   54
浦和別所ハイツ                                    さいたま市南区別所２－３８ 203
パークシティ鴻巣駅前プラザ第二                    鴻巣市赤見台２－２                                                             400
南浦和第二                                        さいたま市南区南浦和３－４９－５３ 59
西上尾第二団地－２                                上尾市小敷谷７７－１                                                           40
南浦和第三                                        さいたま市南区南浦和３－４２                                                40
うらわイーストシティけやき街                      さいたま市南区大谷口５４１３                                                 324
武蔵浦和駅前ハイツ                                さいたま市南区別所７－１－３３                                              94
飯塚四丁目ハイツ                                  川口市飯塚４－４－３１                                                         30
うらわイーストシティ  かえで街                    さいたま市緑区東浦和２－７３－１ 140
アーバンみらい東大宮東一番街                      さいたま市見沼区春野１－５                                                  520
リプレ川口二番街                                  川口市川口三丁目３番１                                                       213
うらわイーストシティ  ひのき街                    さいたま市南区大谷口字明花５７３３番地 30
パークシティ  鴻巣  駅前プラザ第三  鴻巣市赤見台１－１３                                                           166
アーバンハイツ  飯塚三丁目                        川口市飯塚３－２－１                                                           154
アーバンみらい東大宮西一番街                      さいたま市見沼区春野２－４                                                  195
アーバンハイツ与野                                さいたま市中央区下落合１００６（アーバンハイツ与野） 142
ビュータワーおけがわ                              桶川市若宮１丁目４番３０号                                                   256
コーポレート中浦和                                さいたま市桜区西堀１丁目１８番１１号 23
コーポレート北本駅前                              北本市北本１－３３                                                               44
コンフォール大宮植竹                              さいたま市北区植竹町一丁目３６２番 310
コンフォール与野本町西                            さいたま市中央区本町西四丁目１７番２５ 101
戸田     戸田市下前一丁目１０番                                                       445
コンフォール西本郷                                さいたま市北区本郷町１７番地の１ 491
コンフォール川口飯塚                              川口市飯塚二丁目３番３                                                       99
コンフォール南浦和                                さいたま市南区南浦和３－４９                                                1357
アーベイン大宮                                    さいたま市北区宮原町１－８５５－２ 588
コーポレート上戸田                                戸田市上戸田４丁目２番２７                                                   86
リバピア川口青木                                  川口市青木４－２１                                                               230
コンフォール本郷町                                さいたま市北区本郷町９７１                                                   138
コンフォール東鳩ヶ谷                              鳩ケ谷市桜町４－４                                                              401
シティコート川口                                  川口市川口１－１－２                                                           91
アーバンラフレ戸田                                蕨市錦町１－１２－４０                                                          233
コンフォール西鳩ヶ谷                              鳩ケ谷市大字里９５８－１                                                      105
コンフォール領家 さいたま市浦和区領家６－１１ 102
西大和                                            和光市西大和団地                                                              1316
新座                                              新座市新座３                                                                      1197
大和新倉                                          和光市本町１５‐５１                                                              112
こま川                                            日高市下鹿山４９４                                                               1900
入間黒須                                          入間市黒須１－１２                                                               204
朝霞膝折                                          朝霞市膝折町２‐９                                                               412
北坂戸                                            坂戸市溝端町                                                                     3125
狭山台                                            狭山市狭山台１－３１                                                           1843
朝霞浜崎                                          朝霞市朝志ヶ丘１－２                                                           975
鶴瀬市街地住宅                                    富士見市鶴瀬西２‐８‐２                                                        27
東坂戸                                            坂戸市東坂戸１                                                                   1411
入間豊岡                                          入間市豊岡１－８                                                                 194
所沢パークタウン駅前通り                          所沢市並木３－１                                                                 842
北坂戸駅前ハイツ                                  坂戸市薬師町１番地                                                            124
若葉駅前ハイツ                                    坂戸市千代田３－２１                                                           99
朝霞膝折第二                                      朝霞市膝折町二丁目８番                                                     96
所沢パークタウン公園通り                          所沢市並木二丁目３番地                                                     360
所沢パークタウン並木通り                          所沢市並木８－１                                                                 778
若葉台                                            鶴ケ島市富士見三丁目                                                        472
パールハイム若葉                                  鶴ケ島市富士見二丁目１９                                                    100
かわつるグリーンタウン新鶴                        鶴ケ島市南町２－１                                                              309
所沢パークタウン駅前プラザ                        所沢市並木２‐１                                                                  332
かわつるグリーンタウン  松ヶ丘                    鶴ケ島市松ヶ丘４－１                                                           570
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配布先名 住所 部数
入間駅前プラザ                                    入間市向陽台一丁目１番                                                     372
北坂戸駅前第二ハイツ                              坂戸市芦山町１番地                                                            82
新座ハイツ                                        新座市新座３－６－１３                                                         50
西大和第二団地                                    和光市西大和団地                                                              84
プラザシティ  新所沢  けやき通り                  所沢市緑町１－５                                                                 1046
デュプレ西大和                                    和光市西大和団地６ 67
アクティ上福岡                                    ふじみ野市新田２－３－２６（アクティ上福岡） 99
アクティ川越                                      川越市三光町３８番地１  アクティ川越                                     110
アルビス鶴瀬                                      富士見市鶴瀬西２－７                                                          384
プラザシティ  新所沢  緑町第二                    所沢市緑町２－１６                                                               102
コーポレート和光新倉                              和光市新倉３丁目３番１‐                                                      33
コーポレート清瀬駅南                              新座市新堀三丁目５番                                                         186
コンフォール霞ヶ丘                                ふじみ野市霞ケ丘１－４                                                        1204
川越いせはらリバーサイド弐番街                    川越市伊勢原町５丁目５番地１２                                            83
プラザシティ新所沢  けやき通り第二                所沢市緑町４－２９                                                               621
かわつるグリーンタウン  松ヶ丘第二                鶴ケ島市松ケ丘四丁目３番                                                   60
コンフォール若葉                                  鶴ケ島市富士見１丁目１４番３                                                90
プラザシティ新所沢  緑町第三                      所沢市緑町２－１１                                                               281
プラザシティ新所沢  けやき通り第三                所沢市緑町３丁目１０番                                                        271
コンフォール東朝霞                                朝霞市仲町２－４                                                                 485
コンフォール上野台                                ふじみ野市上野台１－１                                                       1042
ココネ上福岡                                      ふじみ野市霞ケ丘１－２－１２                                                237
プラザシティ新所沢駅前 所沢市緑町一丁目１６-９ 66
コンフォール鶴瀬 富士見市鶴瀬西２－８                                                          617
コンフォール和光西大和 和光市広沢１－２ 171
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別紙2

Yourらうんじ　投函不能住戸報告書 配布対象／　　　　　　　　月号

団地名 投函不能住戸 投函不能理由 備考

・投函物がいっぱいで入らない
・その他

・投函物がいっぱいで入らない
・その他

・投函物がいっぱいで入らない
・その他

・投函物がいっぱいで入らない
・その他

・投函物がいっぱいで入らない
・その他

・投函物がいっぱいで入らない
・その他

・投函物がいっぱいで入らない
・その他

・投函物がいっぱいで入らない
・その他

・投函物がいっぱいで入らない
・その他

・投函物がいっぱいで入らない
・その他

・投函物がいっぱいで入らない
・その他

・投函物がいっぱいで入らない
・その他

※配布業務仕様書４（５）⑦に基づく投函不能住戸について発注者及び管理サービス事務所（管理サービス事務所のない
団地については、管轄の住まいセンター）に報告する。
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