
　　　　　　　　　　　２月１６日新聞折込（兵庫班）Ｂ３の印刷

１．印刷内容
  ⅰ印刷部数

兵庫版 450,000 部

計 450,000 部
（他に要刷り取り700部）

  ⅱ印刷仕様 チラシ Ｂ３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する。
※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
※本紙色校正は２回行うこと。
※本紙色校正は入稿翌日に別紙１「本紙校正提出発送先」へ提出又は発送すること

２．出稿日
平成31年1月23日（水）　１０：００

（担当）〈兵庫エリア経営部〉 企画課　原田

〈デザイン担当広告代理店〉 株式会社　アド電通大阪

３．納期
平成31年2月14日（木）ＡＭ

４．納入先 別途担当者より指示あり
(現地案内所15箇所、神戸営業センター１箇所、梅田営業センター１箇所、

兵庫エリア経営部企画課、折込指定センター1箇所程度へ納品）

・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。

　　　　　　　以　上

落札後下記担当者に確認のこと

時間は変更の可能性あり

※使用する用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」（最新）の判断基準を満たしていること。



納品先 現地案内所住所及びモデルルーム公開住戸等一覧表 H31.1.16

電話

兵庫区

ＵＲキャナルタウンエリア
現地案内所

キャナルタウンウエスト
２－２１４

[毎日営業：水曜日定休]

078-599-7604
(078-599-7603)

〒652-0897
神戸市兵庫区駅南通5丁目2
キャナルタウンウエスト団地2-214号室 ２０部

名谷
[毎日営業：水曜日定休]

078-792-0256 〒654-0154
神戸市須磨区中落合２-７

須磨パティオ健康館２階 ２０部

落合
３２０－１０８

078-791-7832 〒654-0151
神戸市須磨区北落合1丁目1番
落合団地320-108号室 ２０部

フレール須磨たかとり
集会所

[毎日営業：水曜日定休]

090-5907-5649
(078-733-9350)

〒654-0026 神戸市須磨区大池町5丁目５番 ２０部

西区
学園都市案内所

（アクティ学園西町団地７３５号棟１F）

（毎日営業：水曜日定休）

078-791-9018 〒651-2103
神戸市西区学園西町7-1
（アクティ学園西町団地７３５号棟１F）

学園都市募集案内所
２０部

多聞台
Ｃ３２－１０１

078-798-7514 〒655-0007
兵庫県神戸市垂水区多聞台三丁目18番
多聞台団地Ｃ３２-101号室 ２０部

新多聞
２５３－１０１

[毎日営業：水曜日定休]
078-782-2272 〒655-0006

神戸市垂水区本多聞4-1

新多聞団地253-101号室 ２０部

ＵＲ灘エリア現地案内所
ルネシティ脇浜町団地２-４０３

[毎日営業：水曜日定休]

078-862-9246
(078-862-9245)

〒651-0072
神戸市中央区脇浜町一丁目３番ﾙﾈｼﾃｨ脇浜町団地
2-403 ２０部

ＵＲ六甲エリア現地案内所
グリーンヒルズ六甲

１－１０１
[毎日営業：水曜日定休]

078-805-1217
(078-805-1181)

〒657-0013
神戸市灘区六甲台町9番
グリーンヒルズ六甲団地1-101号室 ２０部

花山東
２８－１０２

[毎日営業：水曜日定休]
078-581-8015 〒651-1204

神戸市北区花山東町3-28-102（施設）ミニコープ花山
よこ ２０部

鈴蘭台
鈴蘭台第４団地１－１０８
[毎日営業：水曜日定休]

078-592-9510 〒651-1132
神戸市北区南五葉1丁目1番
鈴蘭台第４団地1-108号室 ２０部

ひよどり台
１０６－１０３

078-741-6448 〒651-1123
神戸市北区ひよどり台3-1

ひよどり台団地106-103号室 ２０部

大久保東第三団地
４５-１０１

078-937-0235  〒674-0057 明石市大久保町高丘5丁目3番地の１ ２０部

明石舞子
Ｂ１－１０６

[毎日営業：水曜日定休]

078-919-6390
〒673-0862

明石市松が丘2-5

明石舞子団地Ｂ1-106号室 ２０部

長田区
ＵＲ賃貸ショップ長田

ルネタウン御船団地１階
[毎日営業：水曜日定休]

078-797-457１
（078-797-4570）

〒653-0832
神戸市長田区御船通四丁目８番地1
ルネタウン御船団地１階 ２０部

神戸営業センター 078-251-4020 〒651-0096 神戸市中央区雲井通５丁目３－１　サンパル４Ｆ １００部

梅田営業センター 06-6346-7752 〒530-0001
大阪市北区梅田2丁目2-22

ハービスエントオフィスタワー12F １００部

兵庫エリア経営部 078-242-6634 〒651-0094
神戸市中央区御幸通７丁目１番１５号　　三宮ビル南
館４階 ２００部

企業名 電話 住所 チラシ

納品先 ㈱読宣 078-857-4671
〒658-0031　神戸市東灘区向洋町東3-9
神戸配送センター
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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

須磨区

垂水区

灘区

北区

明石市



印刷スケジュール 別紙1

提出又は発送 2部
株式会社　電通

第15ビジネスプロデュース局
大森　義紀

〒105-7001
東京都港区東新橋1-8-1

03-6216-9526

提出 2部
都市再生機構

兵庫エリア経営部

〒651-0087
神戸市中央区御幸通7丁目1番15号

三宮ビル南館4階
078-242-6634

提出又は発送 1部
㈱アド電通大阪

第１アカウントプランニング局営業１部
山本　裕史

〒530-8228
大阪市北区中之島3-2-4

中之島フェスティバルタワー・ウエスト
06-6484-8812

本紙校正提出発送先

提出方法 部数 提出先 住所

2月14日 木 午前中着納品

電話番号

2月15日 金

2月16日 土 折込

2月11日 月

2月12日 火

印刷・出荷

校了下版

2月13日 水

2月9日 土

2月10日 日

2月7日 木 2回目色校正チェックバック

2月8日 金 2回目色校正データ入稿（AM中）

2月5日 火 事務所チェック

2月6日 水 事務所チェック

2月3日 日

2月4日 月 2回目色校正東京着

2月1日 金 2回目色校正発送

2月2日 土

1月30日 水 1回目色校正チェックバック

1月31日 木 1回目色校正データ入稿（AM中）

1月28日 月 事務所チェック

1月29日 火 事務所チェック

1月26日 土

1月27日 日

1月24日 木 1回目色校正発送

1月25日 金 1回目色校正東京着（AM中）

日 曜日

1月23日 水 初校データ印刷会社入稿（AM中）


