
フリーペーパーHoo-JA! 折込明細表 サイズ 2021/0/0 発行日

地区ＮＯ. 住所 件数 折込 地区ＮＯ. 住所 件数 折込 地区ＮＯ. 住所 件数 折込 地区ＮＯ. 件数 折込

上部　１ 坂井町3 520 川西　１ 港町 430 川東 １ 東雲町1,3 460 西条　１ 610

上部　２ 中村松木1,2、土橋1 730 川西　２ 若水町1、2 460 川東 ２ 東雲町2 460 西条　２ 490

上部　３ 土橋2 340 川西　３ 徳常町、繁本町 580 川東 ３ 桜木町 720 西条　３ 400

上部　４ 本郷1 410 川西　４ 宮西町、泉宮町 500 川東 ４ 南小松原町 520 西条　４ 890

上部　５ 本郷2,3 440 川西　５ 泉池町、西町 410 川東 ５ 清水町 400 西条　５ 640

上部　６ 中萩町 550 川西　６ 中須賀町1、2 650 川東 ６ 松の木町 460 西条　６ 720

上部　７ 中村1,2 640 川西　７ 西原町1,2,3 390 川東 ７ 沢津町1,2 420 西条　７ 510

上部　８ 中村3 420 川西　８ 政枝町1,2,3 700 川東 ８ 沢津町3、宇高町3、4 620 西条　８ 300

上部　９ 中村4 560 川西　９ 高木町、久保田町3 760 川東 ９ 高津町 530 西条　９ 440

上部　１０ 上原1,2,3 600 川西　１０ 久保田町2 590 川東 １０ 宇高町1,2 560 西条　１０ 330

上部　１１ 上原4、御蔵、山田 330 川西　１１ 久保田町1、庄内町1 650 川東 １１ 宇高町5、高田町1,2 590 西条　１１ 670

上部　１２ 西連寺1 350 川西　１２ 一宮町1、2 450 川東 １２ 郷1,2,5 680 西条　１２ 430

上部　１３ 西連寺2、篠場町 530 川西　１３ 滝の宮町、西の土居町1 400 川東 １３ 郷3,4、清住町 530 西条　１３ 720

上部　１４ 中西町、中筋町1 600 川西　１４ 西の土居町2 510 川東 １４ 又野1,2、落神町、神郷1,2 530 西条　１４ 430

上部　１５ 中筋町2、山根町 260 川西　１５ 河内町 560 川東 １５ 田ノ上町1,4 570 西条　１５ 980

上部　１６ 西泉町　宮原町 450 川西　１６ 江口町 390 川東 １６ 田ノ上2,3 620 西条　１６ 330

上部　１７ 北内町1,4 580 川西　１７ 北新町、前田町 480 川東 １７ 松神子1,2 320 西条　１７ 960

上部　１８ 北内町2,3 460 川西　１８ 磯浦町、星越町 480 川東 １８ 松神子2,3,4、長岩町 480 西条　１８ 900

上部　１９ 吉岡町、上泉町 550 川西　１９ 王子町、新田町2 450 川東 １９ 八幡1 620 西条　１９ 910

上部　２０ 角野新田1,2,3角野、種子川 340 川西　２０ 新田町1、惣開町 460 川東 ２０ 八幡2,3 470 西条　２０ 480

上部　２１ 外山町、星原町 560 川西　２１ 田所町、平形町 530 川東 ２１ 垣生1,2 540 西条　２１ 350

上部　２２ 寿町、瀬戸町 540 川西　２２ 八雲町 340 川東 ２２ 垣生3,4 370 西条　２２ 340

上部　２３ 岸ノ上町1,2 300 川西　２３ 新須賀町1,2 590 川東 ２３ 垣生5,6 440 西条　２３ 730

上部　２４ 下泉町1,2 560 川西　２４ 新須賀町3,4菊本町1,2 580 川東 ２４ 又野、楠崎 300 西条　２４ 550

上部　２５ 松原 660 川西　２５ 庄内町2 440 川東 ２５ 阿島 320 西条　２５ 550

上部　２６ 喜光地町1,2 590 川西　２６ 庄内町3 440 川東 ２６ 阿島、黒島 470 西条　２６ 640

上部　２７ 西喜光地町、松木町 300 川西　２７ 庄内町4、坂井町1 760 川東 ２７ 多喜浜 800 西条　２７ 870

上部　２８ 東田2、美しが丘 520 川西　２８ 庄内町5、坂井町2 600 計 13,800 0 西条　２８ 760

上部　２９ 東田1.3、観音原町、光明寺1,2 410 川西　２９ 庄内町6、城下町 570 西条　２９ 650

上部　３０ 船木1（長野、大久保、道面） 370 計 15,150 0 西条　３０ 630

上部　３１ 船木2（元船木） 350 西条　３１ 470

上部　３２ 船木3（高祖、元船木） 420 西条　３２ 310

上部　３３ 船木4（池田） 470 チラシ種類 単価 西条　３３ 320

上部　３４ 船木5（国領） 760 Ｂ４まで 3.00 サイズ 単価 重さ 単価 西条　３４ 380

上部　３５ 大生院1（喜来、岸影） 470 Ｂ４まで ３円 ２５ｇまで １０円 西条　３５ 410

上部　３６ 大生院2（戸屋之鼻・栗林など） 550 消費税 0 Ｂ３まで ４円 ５０ｇまで １５円 計 20,100 0

上部　３７ 大生院3（下本郷・上本郷） 500 合計 Ｂ２まで ７５ｇまで ２０円

上部　３８ 萩生1（岸ノ下、萩ノ台） 330 Ｂ１まで

上部　３９ 萩生2（馬渕） 280 ハガキ ５円

上部　４０ 萩生3（萩生西・治良丸） 810

上部　４１ 萩生４（旦ノ上、コープタウン） 650 50,900 0 ※B4サイズ以上（A3、B3等）は、B4サイズ以内に折りたたみください。

上部　４２ 萩生５（治良丸・東川） 430 20,100 0 ※枚数が10,000枚以下の場合は小ロット手数料 2,000円（税別）が別途必要です。

上部　４３ 萩生６（萩生東） 690 500 ※上記料金に別途消費税（10％）が必要となります。 担当

上部　４４ 七宝台 480 71,500 0 ※当社配布明細表の折込件数から、枚数を差し引いた折込はできません。

上部　４５ 横水 290 ご希望地区にフル枚数指定の上、端数を1地区にて調整してください。

計 21,950 0

店頭設置（新居浜市・西条市）

大町

大町、福武甲、新田

福武甲、明神木、大町

上記以外もお気軽に
お問い合わせください

カタログ扱い

西条市（加茂川以東） ポスティング

0

¥0

チラシ１枚につき カタログ･封筒

折込料金　（税別）料金

古川甲、樋之口

樋之口

樋之口、喜多川、明屋敷

樋之口、喜多川、港

合計

合計枚数

新居浜市 ポスティング

金額

株式会社ホージャクリエイト

玉津、下島山甲、下島山乙

飯岡

大町

朔日市

明屋敷、神拝乙

神拝乙、新田

大町

西条市（加茂川以東）

住所

古川甲

樋之口、喜多川

新居浜市／川東地区

納品締切 2021/0/0

新居浜市／上部地区

2021年（令和3年）4月現在

広告名ご請求先

新居浜市／川西地区

大町、明神木

喜多川、神拝甲

神拝甲

樋之口、明屋敷

朔日市、新田、大町

朔日市、玉津、大町、新田、明神木

飯岡

飯岡、大浜

飯岡西原

飯岡ファミリーハイツ

オレンジハイツ

福武甲

船屋甲、玉津

玉津、下島山甲

明屋敷

明屋敷、朔日市、本町、栄町、東町

神拝甲、喜多川

神拝甲、大町

大町、神拝甲


