
配布日　水・木・金曜日　
お申し込みはエリア単位（1,000部から）でお願いします。
お 申 込 締 切／折込週月曜10時
集荷・搬入締切／折込週月曜16時
※月曜日が祝日の場合は変更になります
搬入先住所
一力運送商（いちりきうんそうしょう）配送センター
〒791-2113 伊予郡砥部町拾町175
☎089-956-9210
折込申込み用紙・選別配布部数表は
弊社ホームページよりダウンロードできます。

■
■
■
■

■

■

●お申し込み、お問い合わせは

他、有力広告会社まで
TEL 089-931-7001
FAX 089-932-7301

リビング新聞配布エリア内の
「60歳以上の方が住んでいる家庭」
46,530世帯だけに効率よく
御社の配布物をお届けする
システムをご案内します。
ぜひご活用ください！

拡大する高齢者市場にダイレクトにアプローチできます！

60歳以上の方が
住んでいる家庭

●カタログ・封書配布

◇原則として、リビング新聞と同時配布です。
◇７５g以上の配布は別途料金を申し受けます。
◇封入作業は１枚につき２円増

配布物の内容がリビング新聞の発行趣旨に相反しないことを原則とし、
次の項目に該当するものは扱いません。

●折り込み・カタログ・封書等宅配基準

広告主の所在地・事業所名または責任者の記載がなく、広告の内容がは
っきりしないもの。
虚意誇大な表現により、読者に不利益を与えるおそれのあるもの。
せん情的な文言や写真、図案等を利用したもので、青少年に有害とみら
れるもの。
その他社会通念上不適当と判断されるもの。

1.

2.
3.

4.

～25g ～50g ～75g

20円 30円 40円

○ハガキつきは１枚につき１円増　　　　　　　　  ※厚紙は四六版110kg以上
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厚紙～変形
選別配布料金

円 5 2 6 64
円 8円 15円 25円 6円 10 円

選別配布のご案内

他にも●一戸建て・集合住宅 ●分譲マンション、賃貸、公営・社宅 ●犬猫のいる家庭の各選別配布も可能です！



ブロック 配布数 配 布 町 丁

八坂2

番町1

雄郡3

新玉4

東雲5

素鵞6

●花園町、南堀端町、一番町3～4丁目、二番町3～4
丁目、三番町3～5丁目、湊町3～5丁目、大街道1～2
丁目、柳井町1～3丁目、千舟町3～5丁目、●河原町

湯渡町、築山町、永木町1～2丁目、千舟町1～2
丁目、新立町、北立花町、湊町1～2丁目、●勝山
町1丁目、●河原町、錦町、●旭町、此花町

泉町、末広町、竹原町1丁目、竹原2～4丁目、春日
町、雄郡1～2丁目、藤原町、藤原1～2丁目、北藤原
町、小栗1～7丁目、室町、室町1～2丁目、土橋町、
●空港通1丁目、真砂町、永代町、和泉北1～3丁目

南江戸1～6丁目、宮田町、竹原町、大手町1～2
丁目、本町1丁目、松前町1丁目、湊町6～8丁目、
●三番町6丁目、三番町7～8丁目、萱町1丁目、
●千舟町6丁目、千舟町7～8丁目、●味酒1丁
目、●生石町、●花園町

南持田町、北持田町、東一万町、西一万町、中一万
町、喜与町1～2丁目、歩行町1～2丁目、東雲町、
●旭町、御宝町、昭和町、大街道3丁目、●勝山町1
丁目、勝山町2丁目、持田町2～4丁目、平和通1丁目

日之出町、祗園町、枝松1～6丁目、小坂1～5丁目、
中村1～5丁目、立花1～6丁目、拓川町、●天山町

樽味1～4丁目、束本町1丁目、畑寺1～2丁目、畑
寺町の一部、桑原1～6丁目、東野1～6丁目、正
円寺1～4丁目

桑原7

六軒家町、愛光町、朝美1～2丁目、美沢1～2丁目、
朝日ヶ丘1～2丁目、衣山1～5丁目、松前町2～5丁
目、本町2～5丁目、●本町6丁目、●味酒2～3丁
目、●萱町2丁目、萱町3～5丁目、●萱町6丁目、
●平和通5丁目、平和通6丁目、●木屋町1～2丁
目、宮西1～3丁目、●辻町、若草町、堀之内

味酒8

山越1～6丁目、姫原1～3丁目、清水町1～4丁
目、鉄砲町、山越町、御幸1～2丁目、中央1～2丁
目、本町6～7丁目、平和通2～4丁目、●平和通5
丁目、緑町1～2丁目、●木屋町1丁目、●木屋町
2丁目、木屋町3～4丁目、高砂町1～4丁目、●萱
町6丁目、●問屋町

清水9

新石手、石手白石、石手1～5丁目、上市1～2丁
目、岩崎町1～2丁目、道後姫塚、持田町1丁目、南
町1～2丁目、●紅葉町

道後10

道後湯之町、道後喜多町、道後鷺谷町、道後多幸
町、道後湯月町、道後緑台、道後北代、祝谷1～5
丁目、道後1～2丁目、道後樋又、道後一万、祝谷
東町、道後今市

湯築11

三津浜
神田町、梅田町、元町、須賀町、若葉町、松江町、
三津1～3丁目、住吉1～2丁目

●天山町、今在家町、●越智町、●北土居町、土居
町、●東石井町、星岡町、●北久米町、●来住町

●天山町、朝生田町、●和泉、●古川北1丁目、
●西石井町●東石井町

三杉町、会津町、内浜町、古三津1～6丁目、吉野
町、ひばりヶ丘、北山町、東山町、高山町、祓川1～
2丁目、辰己町、春美町、中須賀1～3丁目

新浜町、石風呂町、梅津寺町、港山町、松ノ木1～
2丁目

山西町、●北斉院町、●別府町、清住1～2丁目、
大可賀1～2丁目

高木町、●安城寺町、久万ノ台、西長戸町、●鴨川1
～3丁目、東長戸1～4丁目、東長戸町、●問屋町

堀江町、内宮町、福角町

馬木町、勝岡町、●安城寺町、和気1～2丁目、太
山寺団地と周辺、三光団地、●みどりヶ丘団地

東垣生町、西垣生町

余戸南1～4丁目、余戸東1～5丁目、保免町、
●余戸中2～3丁目

久米窪田町、●北久米町、●南久米町、高井町、
南土居町、鷹ノ子町、●来住町、●平井町

束本2丁目、桑原7丁目、松末1～2丁目、三町1
～3丁目、畑寺3～4丁目、福音寺町、●北久米町、
●南久米町

●北土居町、●西石井町、●東石井町、●北井門
町、居相町、●越智町

12

宮前13

高浜14

味生15

和気21

垣生22

余土23

久米24

北久米25

石井26

石井東27

石井北28

北梅本町、南梅本町、水泥町、●平井町

南高井町、井門町、森松町、●土居町

●生石町、●針田町、土居田町、●空港通1丁目、
●南斉院町

余戸中1～6丁目、余戸西1～6丁目、余戸南5～
6丁目、富久町、●南斉院町、空港通2丁目、●針
田町

古川町、古川北、西、南、●和泉団地、市坪北、南

向陽ハイツ、伊台グリーンハイランド、瀬戸風ハイツ、
白水台、道後平

溝辺町、高野町、グリーンハイツ湯山

牛渕団地周辺、田窪、見奈良、横河原駅周辺、志
津川、樋口の一部、野田１～３丁目、グリーンタウン

砥部団地、原町、高尾田、上原町、宮内、大南団地
と周辺、北川毛、砥部町庁周辺

下吾川、湊町、灘町、浜、南旭町、安広、栄町、浜
田、米湊、尾崎

北条地区（新町、胡子町、北本町、浜町、新立日之
出、栄町、本町、辻北、上辻、朝養、辻町、片町、新
玉、港通り、鹿島、大町、土手内、三穂町、新開、新
開団地、南町）、粟井地区（小川の一部、光洋台）

北川原、西高柳、上高柳、昌農内、西古泉、恵久
美、義農通、筒井、北黒田、浜、北伊予駅周辺、永
田、東古泉、大溝、南黒田

小野29

浮穴30

たちばな31

さくら32

椿33

伊台34

湯山35

荏原36

東温市37

砥部38

松前39

伊予40

北条
（松山市）

41

上野町、恵原町の一部

ブロック 配布数 配 布 町 丁

●北斉院町、●南斉院町、●別府町

吉藤1～5丁目、平田町、谷町、志津川町、●鴨川
1～3丁目

味生第二16

高岡町、久保田町、南吉田町、北吉田町生石
小 計 18,730

小 計

合 計

27,800

46,53017

潮見18

久枝19

堀江20

2020.9

●印は２ブロック以上にまたがる町名

　　　　　　選別配布〝60歳以上の方が〞住んでいる家庭

290

785

1,540

760

560

1,380

1,355

1,895

1,820

1,050

850

410

1,580

930

775

820

1,930

1,150

1,480

2,520

915

1,545

400

640

680

1,100

1,530

915

135

1,450

885

1,540

1,120

1,630

1,850

1,090

920

900

1,270

1,110

1,025


