
免責・注意事項

弊社の配布サービスに関する免責・注意事項をまとめました。

別紙の「利用規約」「クレーム対応についての資料」と合わせて、

ご発注の前に必ずご一読ください。

※弊社配布サービスをご発注の方は以下の内容を確認済みと判断いたします。

ご発注から配布完了までの流れ

①配布エリア選択

②発注書の作成

③発注

④納品

⑤配布開始

⑥配布完了



■弊社が定める配布エリアの中からご選択ください

【配布エリア選択時の注意】

★町丁目単位での配布指示(○○の△丁目のみの配布)は原則受け付けておりません

★枚数を調整する場合は、複数エリアに分割せず必ず1エリアで行ってください

(複数エリアで行われていた場合、弊社で1エリアにまとめる場合があります)

■弊社作成の発注書にご記入ください

【発注書作成時の注意】

■配布物の内容・サイズ・厚さを必ずご確認ください

【チラシの内容についての注意】

★主に宗教・政治・ギャンブル等に関わる配布物は情報紙とは同配布できません

【サイズ・チラシの厚みについての注意】

★チラシサイズはB4以内とし、それ以上はそうなるように折り加工願います

★四六判110kg以上の配布物は厚紙となり、割増料金となります

※詳しくは、後記する配布料金表にてご確認ください

■連合広告においては通常の2倍の料金で配布いたします

※連合広告とは、一つの企画に対して複数の広告主を掲載する広告の事です

※上記例以外にも配布不可と判断する場合がございますので、詳しくは、弊社までご確認ください

★貴社名、折り込むチラシ名等の各情報はお間違えのないよう、必ず全ての項目をご記入ください

①配布エリア選択

②発注書の作成



■弊社が定める発注期限までに作成いただいた発注書をお送りください

※発注期限につきましては別紙「配布スケジュール」をご確認ください

【発注書送付先】

MAIL: info@s-joho.com

FAX: 0258-28-3277

★担当営業員に直接お渡しいただいても結構です

■最低発注数量につきまして

弊社設定の1エリアからが最低発注数となります

※令和4年9月より、適正利益確保のため最低発注数量を設定いたします

■弊社が定める納品期限までに配布物を納品してください

※納品期限につきましては別紙「配布スケジュール」をご確認ください

【納品場所】

　〒940-2121

新潟県長岡市喜多町386番地　バーツプロダクション ポスティング部

【納品についての注意】

★総数の2％か200枚のうち少ない方を必ず予備として同封ください

※予備が無い場合は、指示通りの配布が出来ない場合があります

★納品が遅れた場合は原則キャンセル扱いとさせていただきます

※やむを得ず遅れる場合は前もって弊社までご一報ください

■金曜日の午前中は引き渡し業務のためチラシの受け入れができません。

③発注

④納品



★情報誌同配布

■発行日1週間前の金曜日から翌木曜日の間に配布を行います

※詳細な配布期間につきましては別紙「配布スケジュール」をご確認ください

★チラシのみの合同配布

■毎月第2と最終金曜日から翌木曜日の間に配布を行います

※詳細な配布期間につきましては別紙「配布スケジュール」をご確認ください

【キャンセル・配布エリアの変更についての注意】

★発注期限を超過してのキャンセル・エリアの変更は原則認めておりません

※やむを得ずキャンセルをご希望する場合は、必ず弊社または営業担当まで申し出てください

★弊社に無断でのキャンセル、配布開始4営業日前のキャンセルについては

　最大100％の配布料金をキャンセル料金として請求する場合がございます

■完了報告についてはご依頼があれば作成いたします

★必要な場合は、ご発注の際に申し付けてください

★貴社報告用のフォーマットがある場合は前もってご提示ください

■余った配布物について

★原則的に1週間は弊社にて保存いたしますが、以降は処分いたします

【余った配布物についての注意点】

納品後のキャンセル指示等で、大量の配布物が弊社に残るような状況になったとき

別途処分費をお見積りのうえご請求する場合がございますのでご了承下さい

⑤配布

⑥配布完了

★返却をご希望する場合は発注時に連絡のうえ、引き取りに来ていただく場合のみご対応いたします



【配布物に関する注意】

★この表に無いサイズ(冊子等)は別途お見積させていただきます

★ホチキス止め、情報誌に対し極端に小さかったり大きかったりする配布物はお受けできません

【特殊配布方法につきまして】

情報誌にチラシを挟まない、チラシの順番を変更したい

等の配布時に特別な配布方法をご希望の場合は作業費用の増額にてお受けいたします

詳細な内容はお問い合わせください

【各種セグメント関しまして】

現在の弊社配布サービスは軒並み配布に特化した形になっております

アパート限定、店舗限定などのセグメントに関しては別途お見積りとなります

B4まで 5円 5.9円

A3・B3 6.5円 8.2円

B2 11円 13円

ハガキ 7円

※税別料金

配布料金表

配布料金(1枚あたり) 厚紙(四六判110kg以上)



■発注書の更新と有効期限について

★弊社では、効果の高い配布サービス提供と配布データを維持するため、毎年3，6，9，12月

　に配布エリアの分割や拡大、縮小を含めて全配布エリアの見直しを行っております

　※発注書の右上に有効期限が記載してありますので、最新のものか確認してください

【最新ではなかった場合】

★最新の発注書は下記の弊社HP、または情報誌のHPよりダウンロードできます

【バーツプロダクションHP】

URL:https://www.virts.jp/posting/

【まるごと生活情報HP】

URL:http://www.s-joho.com/baitai/posting.html

★古い発注書で発注された場合、配布出来なくなるエリアや枚数調整を行う場合があります

■アパート・マンションの配布について

★配布を完全に禁止している物件も多数あります

※NG物件については全て把握しておりますので、必要であればお答えいたします

　しかしながら、NGデータの貸し出し、開示等は行っておりませんのでご了承下さい

★管理会社、または管理人の都合で突然配布の可否が変わる物件がございます

※配布員が変更になったことがきっかけで配布出来なくなる物件もございます

■チラシ保管につきまして

チラシの保管をご希望する場合

①1～3か月の保管期間

②詳細な配布計画

③ご担当連絡先

以上を明確にしていただき、必ず弊社担当者までご提示ください

保管スペースが限られているため、基本的にはチラシ保管はいたしません

また、短期間の保管の予定の配布物が、連絡が無い状態で長期保管されている場合、

許可なく処分する場合がございますので、ご了承ください

■弊社サービスで配布できないチラシ

職業別組合や集合住宅の管理組合、地方自治体のルールに反している広告、

公序良俗に反する広告、著しく風紀を乱すような広告は配布できません。

※受注後、チラシが届いた時点でお断りする場合もあります。各代理店様は発注前にご注意ください。

その他の注意事項



■折り込むチラシの企業名 ■代理店名

■単価

■貴社ご住所 ■貴社ご連絡先 ■入荷予定日

■申込号 ■枚数 0 ■サイズ 　　

■チラシ納品・連絡先：新潟県長岡市喜多町386番地2F　㈱生活情報新聞社

TEL：0258-28-3328 FAX：0258-28-3277 mail: info@s-joho.com

◆長岡川東エリア1/2

エリア№ 町名 配布部数 枚数 エリア№ 町名 配布部数 枚数

東1-1 南町1～3 350 東10-1 住吉1～3 475

東1-2 柏町1～2 300 東10-2-1 末広1～3 270

東2-1
千歳1～3
宮原1～3 830 東10-2 曙1～3 270

東3-1
幸町1～3
千手1～3 720 東10-3 花園1～3 460

東4-1 西千手1～3 280 東10-4
花園東1～2
錦1～3 535

東4-1-2 草生津1～3 315 東10-5 花園南 300

東4-2 山田1～3 400 東10-6 旭岡 395

東5-1
台町1～2
弓町1～2 555 東11-1

大手通1～2
城内町1～3 435

東6-1 四郎丸1～4 600 東11-2
殿町1～3
旭町1～2 500

東7-1 学校町1 175 東11-3
東坂之上町1～3
坂之上町1～3 500

東7-2 学校町2 385 東12-1 表町1～2 150

東7-3 学校町3 355 東12-2
表町3～4
呉服町 170

東8-1 金房1～3 360 東13-1 本町2～3、渡里町 375

東8-2 土合1～3 325 東13-2
本町1、上田町、船江
町、柳原町 250

東8-3 土合4、5 300 東14-1 中島1～2 445

東9-1 前田1～3 300 東14-2 中島3～4 470

東9-1-2
美沢1
長倉西町 185 東15-1 中島5～7 530

東9-2
美沢2～4
四郎丸町(一部) 485 東16-1 日赤町、信濃、春日 655

東17-1 水道町1～5 565

東18-1 昭和1～2 440

東18-2 松葉1～2 385

　　　月　　　日～　　　月　　　日配布

※配布希望エリアと上記太枠内全てをご記入いただいたうえで、メールまたはFAXにてお申込みください。

㈱生活情報新聞社 R5年5月26日配布開始～R5年7月27日配布終了まで有効

チラシのみの配布　ポスティング発注書

本サービスは、まるごと生活情報未配布の期間（毎月第1、最終金曜日から翌木曜日）に
チラシのみをまとめて配布するサービスとなります。
まるごと生活情報の配布エリアとは配布範囲・折込枚数が異なりますのでご注意ください。

■弊社担当

※代理店様が仲介している場合はお名前をご記入ください



■折り込むチラシの企業名 ■代理店名

■単価

■貴社ご住所 ■貴社ご連絡先 ■入荷予定日

■申込号 ■枚数 0 ■サイズ 　　　　　月　　　日～　　　月　　　日配布

※配布希望エリアと上記太枠内全てをご記入いただいたうえで、メールまたはFAXにてお申込みください。

㈱生活情報新聞社 R5年5月26日配布開始～R5年7月27日配布終了まで有効

チラシのみの配布　ポスティング発注書

本サービスは、まるごと生活情報未配布の期間（毎月第1、最終金曜日から翌木曜日）に
チラシのみをまとめて配布するサービスとなります。
まるごと生活情報の配布エリアとは配布範囲・折込枚数が異なりますのでご注意ください。

■弊社担当

※代理店様が仲介している場合はお名前をご記入ください

◆長岡川東エリア2/2

エリア№ 町名 配布部数 枚数 エリア№ 町名 配布部数 枚数

東19-1
西神田町1～2
西神田町 280 東31-1 宮内1～2 370

東19-2
石内1～2
泉1～2 420 東31-2 宮内3～4 385

東20-1
長町1～2
稽古町 500 東32-1 宮内5～6 300

東20-2
神田1～3
袋町1～3、関東町 350 東32-2 宮内7～8 355

東21-1 福住1～3 480 東33-1
沢田1～2、笹崎1～3
東宮内町 690

東21-2
東神田1～3
愛宕1～3 635 東38-1 宮栄1～3 530

東22-1 干場1～2 250 東39-1
三和、三和町
左近、左近町、宮内町 900

東22-2 地蔵1～2 250 東44-1 大町1～3、大町、城南 360

東23-1 今朝白1 390 東44-2 土合、上条、豊田 375

東23-2 今朝白2 150 東49-3-1 原町、宝 390

東23-3 今朝白3 445 東52-1 美園 220

東24-1 川崎1(一部) 295 東52-2 豊 235

東24-2 川崎1～2 540 東52-3 新保1 285

東25-1 川崎3 340 東53-1 新保2～3 530

東25-2 川崎町(一部) 480 東53-2 新保4～6 540

東26-1 川崎4～5 590 東54-1 堀金1～3 580

東28-1
新町1～2
東新町1～3 660 東54-2

永田1～4
永田町(一部) 505

東28-2
東栄1～3
琴平1～3 620

東29-1 西新町1～2
東蔵王2～3 445

東29-2 蔵王1～2 300

東29-3 西蔵王1～3 180

東30-1 寿1～3 600

長岡川東エリア合計 32,545

長岡川東エリア折込合計 0



■折り込むチラシの企業名 ■代理店名

■単価

■貴社ご住所 ■貴社ご連絡先 ■入荷予定日

■申込号 ■枚数 0 ■サイズ 　　　　　月　　　日～　　　月　　　日配布

※配布希望エリアと上記太枠内全てをご記入いただいたうえで、メールまたはFAXにてお申込みください。

㈱生活情報新聞社 R5年5月26日配布開始～R5年7月27日配布終了まで有効

チラシのみの配布　ポスティング発注書

本サービスは、まるごと生活情報未配布の期間（毎月第1、最終金曜日から翌木曜日）に
チラシのみをまとめて配布するサービスとなります。
まるごと生活情報の配布エリアとは配布範囲・折込枚数が異なりますのでご注意ください。

■弊社担当

※代理店様が仲介している場合はお名前をご記入ください

◆長岡川西エリア

エリア№ 町名 配布部数 枚数

西57-1 大島本町1～3 465

西57-2 大島本町4～5 305

西58-1 大島新町1～5 815

西59-1 緑町1 595

西59-2 緑町2～3 470

西60-1 大山1～3 510

西60-2-2 北山3,4 345

西62-1
希望が丘1
希望が丘南5～6 660

西62-2 希望が丘2～4 600

西63-1
三ツ郷屋1～2
三ツ郷屋町 655

西64-1
古正寺1～2
古正寺町 600

西64-2
千秋1～2、寺島町
古正寺3 600

西65-1
蓮潟1～2
雨池町 685

西65-2 蓮潟3～5 705

西70-1 喜多町 650

西71-1
福山町、七日町
石動南町(一部) 590

西71-2 南七日町 590

※この発注書はまるごと生活情報との同配布ではありません。ご注意ください。

長岡川西エリア合計 9,840

長岡川西エリア折込合計 0

エリア合計 42,385

エリア折込合計 0

※まるごと生活情報折込とチラシのみの配布で受注可能な枚数が異なる地域は、

配布物の投函を禁止しているが、情報誌の配布だけは特別に許可された集合住宅等が

ある地域です。



第1条 ポスティングサービスのご利用

第2条 サービスの利用規約

　下記項目に該当する場合、本サービスを利用する事ができません

1、 反社会勢力に属する者、又は関連がある場合

2、 社会通念上、過度と思われるサービス強要、言動、クレーム、謝罪、弁償を要求する者

3、 業務遂行上、支障をきたす連絡の遅延、不履行のある者

4、 当社の倫理規定に反した者

第3条 サービスの制限

　サービス提供中であっても下記のいずれかに該当する場合、中断、中止もしくは延期することができます

1、 悪天候、交通事故、天災、社会事変により業務遂行が困難な場合

2、 利用資格に該当する事由が発覚または生じた場合

3、 サービス、商品が違法な場合、又は行政からの指示があった場合

4、 サービス代金の延滞及びサービス提供に問題が生じた場合

第4条 サービスの保障、賠償責任

　過失又は不履行が生じた場合、下記の条件により賠償を行うものといたします

1、 当社はこの規定に従って引き受けた配布物が滅失又は棄損した場合に限り、その損害を賠償します

2、

①当該配布物の代替品の無償配布

②当該配布物の配布料金の返金

なお、責任を負う場合であっても本契約の受注金額を上限といたします

3、

株式会社 生活情報新聞社

〒940-2121　新潟県長岡市喜多町386番地

TEL:0258-28-3328
【配布担当】株式会社　バーツプロダクション

【本社】

〒943-0834　新潟県上越市西城町2-10-25　大島ビル3F

【長岡ポスティング部】

〒940-2121　新潟県長岡市喜多町386番地

TEL:0258-86-8773

ポスティング利用規約

　御発注書に署名を頂くこと、又は配布物が当社指定場所に納入完了した時点で、生活情報新聞社が配布を委
託した株式会社バーツプロダクションが提供するポスティングサービス締結並びに利用に関しての制限、保証、条
件を理解し同意したものといたします

万が一、前項のような事態が起こった場合は、広告主様または依頼主様の指示のもと、下記①②のいず
れかの方法にて賠償を行います。

サービス不履行による損害は上項を全てとし、広告主様もしくは依頼主様が生じた副次的損害、その他い
かなる損害も請求できないものとする



【弊社クレーム対応】

・ クレーム発生が弊社営業日の場合には、原則即日対応いたします

・ クレーム発生が弊社休業日及び夜間の場合には、翌営業日に対応いたします

・

・

【クレーム発生時にご協力いただくこと】

① クレーム発生時にはクレーム主の情報を必ずご確認ください

※ 上記の情報が確認できない、間違えている場合には恐縮ではございますが弊社では対応不能となります

※

② クレーム内容(状況)をご確認ください

※ クレーム内容は多岐にわたりますが、内容によりその対応が異なります

③ 上記の①②の情報を弊社または当該営業担当者へお電話にて至急ご一報ください

※ クレーム主の情報を確認した際には、可能な限り迅速にご連絡ください

④ 弊社へ業務発注をご検討の際には上記の点を予めご了承いただきますようお願い申し上げます

※ 発注書提出又は配布物の納品をもって上記の内容に同意したものとさせていただきます。

株式会社 生活情報新聞社

〒940-2121　新潟県長岡市喜多町386番地

TEL:0258-28-3328

【配布担当】株式会社　バーツプロダクション

【本社】

〒943-0834　新潟県上越市西城町2-10-25　大島ビル3F

【長岡ポスティング部】

〒940-2121　新潟県長岡市喜多町386番地

TEL:0258-86-8773

※
上記の情報が確認できない、間違えている状態で同エリアに配布を続ける場合、クレーム再発の可能性が
あります

クレーム主が詳細な個人情報を公表しない場合がございますが、情報が曖昧な限り再発の可能性があり、
再発防止のためには詳細な情報が必要不可欠である旨をお伝えください

クレーム発生時の弊社対応とご協力のお願い

　ポスティング広告は受け取り手の意思を問わず、ある日突然に自宅ポストにチラシが届くという特性上、クレー
ム発生は不可避とも言えます。そのため、弊社ではクレーム発生時には、迅速な対応、処置をさせていただきま
す。

　ですが、全てのクレームは弊社ではなく、広告主さまの元へ連絡がある場合がございます。そのため、ご発注
の際は弊社のクレームをご理解の上、クレーム発生時には下記の通りご協力賜りますようお願い申し上げます。

広告主様へクレーム連絡が入った場合、クレーム主の情報を弊社にご報告いただき、その情報に基づき電
話もしくは現地確認の上、チラシ引き取り・謝罪・賠償(※注)等の適切な措置を請け負います

(※注)　　ここで言う「賠償」とは、投函作業によりクレーム主に不要の損害(ポスト破損等)を与えてしまった
場合の賠償のこと

クレーム主の情報が不明もしくは間違えていた場合、又、言動が曖昧であり、現物(クレーム元のチラシもし
くは情報誌)が確認できない場合には対応不能となります



1月 1月13日(金) ～ 1月19日(木)

1月27日(金) ～ 2月2日(木)

2月10日(金) ～ 2月16日(木)

2月24日(金) ～ 3月2日(木)

3月10日(金) ～ 3月16日(木)

4月7日(金) ～ 4月13日(木)

4月21日(金) ～ 4月27日(木)

5月 5月12日(金) ～ 5月18日(木)

5月26日(金) ～ 6月1日(木)

6月9日(金) ～ 6月15日(木)

6月23日(金) ～ 6月29日(木)

7月7日(金) ～ 7月13日(木)

7月21日(金) ～ 7月27日(木)

8月4日(金) ～ 8月10日(木)

8月25日(金) ～ 8月31日(木)

9月8日(金) ～ 9月14日(木)

9月22日(金) ～ 9月28日(木)

10月 10月13日(金) ～ 10月19日(木)

10月27日(金) ～ 11月2日(木)

11月10日(金) ～ 11月16日(木)

11月24日(金) ～ 11月30日(木)

12月 12月8日(金) ～ 12月14日(木)

★納品に際しまして･･･

※弊社作業の都合上、チラシの納品日を指定させていただいております。ご協力をお願いします。

※土、日、祝日は受付できません。

※総数の2％か200枚のどちらか少ない方を予備として必ずお付けください。

予備の無い場合は指示通りの配布が出来ない可能性があります。

※折込納品最終日を過ぎた場合、折り込みをお断りする場合があります。

11月30日(木)

★受注増加に伴い、申込・納品の締切が昨年より早くなっております。ご注意ください。

9月
8月31日(木)

9月14日(木)

10月5日(木)

11月

10月19日(木)

11月2日(木)

11月16日(木)

2
0
2
3
年

1月5日(木)

2月
1月19日(木)

2月2日(木)

3月

7月
6月29日(木)

7月13日(木)

8月
7月27日(木)

8月17日(木)

5月1日(月)

6月

5月18日(木)

6月1日(木)

6月15日(木)

2月16日(木)

3月2日(木)

4月
3月30日(木)

配布管理者

2023年 チラシ合同配布スケジュール

『まるごと生活情報との同配布』とは納品日や配布期間が異なりますので、お間違え無いようご確認ください。

配布期間 折込申込・納品締切

4月13日(木)


