
（株）上越タイムス社　宛 ポスティング発注書

　　FAX　025-525-0061 TEL025-520-9619=（株）上越タイムス社

■期間 　　月　　～　　日■ 枚　　■サイズ

49,770 ）

NO 町名 まるごと 配布枚数 NO 町名 まるごと 配布枚数

西ヶ窪浜（旧道沿い） 安江、安江2.3
上1 夷浜（旧道沿い） 395 春日新田、松村新田

遊光寺浜（旧道沿い） 上15 下源入 725
下荒浜（旧道沿い） 国府2

黒井 中門前1.2.3
上2 高崎新田（市之町） 780 上16 大豆・大豆1 800

西ヶ窪浜（R8沿い） 五智国分

上3 夷浜・下荒浜（R8沿い） 175 国府3・加賀町

港町1.2 大豆1.2

川原町 上17 大豆1 1,145
上4 春日新田3 640 春日山町1.2

中央2.3.4.5 大豆1
上5 860 上18 1,520

中央1.2.5 春日山町3

住吉町 上19 955
上6 西本町1.3.4 850 春日野1.2

東町 上20 1,000
中央1 岩木

上7 西本町1、2、3 510 上21 530
石橋

新光町1、2、3
五智1.2.3.4.5.6 上22 1,060

上8 国府1 1,055 木田1.2
五智1.3 上23 1,145

上9 五智新町・国府1 700 下源入・上源入

国府1.3.4 上24 安江 1,060
国府2 塩屋新田

（新栄国府緑ヶ丘団地） 上25 下門前 1,235
上10 840

石橋1.2 上26 富岡・藤野新田 455
上11 栄町1.2 995 藤新田・大学前

上27 山屋敷町・岩木・藤巻・滝寺 1,240
上12 石橋1・東雲町1.2 830 木田3・木田新田1.2

春日新田1.5 上28 藤巻 515
上13 下源入・松村新田 1,020

春日新田2・佐内町 上29 土橋・新町 730
安江1 土橋

上14 三ツ屋町 1,315 上30 北本町1.2.3.4 585

上越・妙高　地域みっちゃく生活情報誌

まるごと上越！　　ポスティング発注書

■貴社名、住所、連絡先、チラシ名をご記入ください。 チラシ名：

住　所：

電　話：

チラシは配布担当　⇒　（株）バーツプロダクション　ポスティング部
（上越市高土町2-4-6-１F　025-530-7536）にA4以内のサイズで納品してください。

　◎希望する「配布枚数」に○印又は枚数を書いて、ＦＡＸにてお申込みください。

◆旧上越市エリア（合計

　　　　　　　　　　　様



（株）上越タイムス社　宛 ポスティング発注書

NO 町名 まるごと 配布枚数 NO 町名 まるごと 配布枚数

土橋 大日

上31 高土町1.2.3・東本町3 540 下稲田・寺

高土町2 上稲田・稲田2、3、4
上32 東本町3.4.5 745 平岡・中々村新田

栄町 上53 上島 750
上33 幸町・東本町1、2・本町7 715 稲田1.2.4

昭和町1.2・寺町3 上54 鴨島1 650
上34 御殿山町 1,350 鴨島

子安新田

上35 寺町3・仲町6 470 上55 鴨島1.2.3 1,130
飯 子安

塚田新田（まなびが丘団地） 新南町・とよば

上36 滝寺 305 上56 下新町・桜町・上新町 970
上昭和町 四ヶ所

上37 御殿山町 780 平成町

大貫（平山） 戸野目

大貫（大貫） 上57 上野田・長面 770
大貫（神山） 中田原・向橋

上38 大貫（金谷） 990 中通町

寺町1.2 上58 上中田 995
青木・地頭方

上39 900 上59 大和5.6 455
仲町3.4.5.6 南本町1

上40 本町4.5.6.7 820 島田下新田

仲町1.2.3 上60 大和1.2.3.4 990
上41 本町1.2.3 970 石沢

南高田町 上61 寺町・西田中 365
南新町 福田・三ツ橋新田

三ツ橋・小猿屋新田

上42 南本町3 790 上62 安江・松村新田 450
大町5、西城町3.4 三ツ橋・三ツ橋新田

上43 東本町2 470 田園・荒屋・虫川

大町1.2.3.4 三田新田・三田

上44 635 上63 小猿屋 350
大手町 茨沢・藤塚

上45 西城町1.2 290 上64 新保古新田・本新保 235
大手町 福橋・上千原

上46 南城町1.3 375 東中島

西城町1 上65 上千原 385
北城町1.2.3.4 戸野目古新田・門田新田

上47 855 市野江・桐原・本道・下野田

本城町 駒林・四辻町・米岡

東城町2.3 北新保・南新保・上真砂

上48 655 高森・諏訪

東城町2.3 上66 北田中・東原・鶴町 420
上49 南城町4 450 向橋・中田原・灰塚

南城町1.2.3 黒田・朝日・下馬場

小滝・上門前

上50 東城町 685 稲荷

南本町2 上67 地頭方 350
上51 東城町1・丸山新田 625

富岡

上52 425
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旧上越エリア 49,770 
旧上越エリア　配布合計



（株）上越タイムス社　宛 ポスティング発注書

5,935 ） ◆　頚城区エリア（合計 1,110 ）
NO 町名 まるごと 配布枚数 NO 町名 まるごと 配布枚数

飛田 西福島

新1 岡崎新田・柳井田 285 上吉・下吉

柳井田・栗原 松本

新2 610 下三分一

大崎町

石塚町

下町

新3 白山町・東雲町 770 ◆　大潟区エリア（合計 460 ）
広島 NO 町名 まるごと 配布枚数

上百々 渋柿浜

月岡 大1 犀潟 460
新4 国賀 600

中川

高柳

関川町 ◆　三和区エリア（合計 300 ）
新5 工団町・諏訪町 900 NO 町名 まるごと 配布枚数

諏訪町・関川町 三1 日和町・神明町・番町 300
朝日町

新6 美守 470
田町・中央町・小出雲

白山町・学校町 ◆　板倉区エリア（合計 275 ）
新7 中町・栄町・上町・朝日町 720 NO 町名 まるごと 配布枚数

白山町 板1 稲増・青葉・緑ヶ丘・桜ヶ丘 275
新8 550

末広町・錦町

新9 学校町・渋江町 510
小出雲・経塚町 ◆　清里区エリア（合計 180 ）
美守・広田町 NO 町名 まるごと 配布枚数

新10 渋江町 520 清1 平成・弥生・みらい 180

※消費税は別途となります。

※展開サイズがB3までなら、4つ折り加工済で5円です。※展開Ｂ2サイズ以上は8円～。

※1,000枚以下の配布は折込料金に加え、折込管理料2,000円をいただきます。

※お申し込み枚数はエリア単位で承ります。※変形サイズ・厚紙は別料金となります、お問い合わせください。

●チラシの仕上がりサイズはA4以内とし、それ以上の場合は必ず折った状態でご納品ください。

●変形のもの、変形の折り方をしたもの、厚紙を使用したもの（B版２２０kg以上）、極端に大きいもの（B2以上）、

　小さいもの（ハガキサイズ未満）などは配布できません。●厚紙は割増料金になります。詳しくはお問い合わせください。

●キャンセル・エリア変更はお受けできませんが、特別な事情の場合は事務手数料をいただきます。

●チラシの内容や業種によってはお受けできない場合がございます。あらかじめ当社にご確認ください。

●連合広告は通常料金の2倍いただきます。連合広告の規定についてはお問い合わせください。

●折込チラシが多数の場合はお断りする場合がございます。●配布エリアは予告なく変更する場合があります。
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 ◆　旧新井市エリア（合計

頚城区エリア 1,110
頚城区エリア　　配布合計

大潟区エリア 460
大潟区エリア　　配布合計

三和区エリア 300
三和区エリア　配布合計

板倉区エリア 275
板倉区エリア　　配布合計

清里区エリア 180
　旧新井エリア 5,935 清里区エリア　　配布合計

旧新井エリア　配布合計

まるごと上越！総数 58,030
配布　総枚数

折　込　費　 チラシサイズ 折込料金（税別）

 A4サイズ（折り加工済み） ５円

　　　展開サイズＢ2以上 ８円～

【お願い】チラシを当社にご納品の際は、500部もしくは1,000部単位で梱包してください。

    また、その旨を印刷所へご指示ください。

Ｋ1 1,110


