
小ロット可能・毎日配布！地元商圏に効く販促ツール 

かんたん 新聞オリコミ

大量・広域配布だけが新聞折込ではありません。 

地元の商圏を深く理解した新聞販売店と直接相談しながら、最適な配布エリア・枚数で小ロットから配布できます。 
ぜひお気軽に、新聞折込チラシをあなたの販促活動にお役立てください。

まずはお問い合わせください

星野新聞堂　広告・マーケティングチーム

0545-52-0376 （月～土）9:00～17:30 「チラシ配布の件」とお伝えください。

小ロットOK！ 
1部から 

お受けします

お茶の間まで 
確実に届く 
高いリーチ

新聞の信頼性で 
消費者も安心！

毎日配布可能で 
バツグンの 
使い勝手
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【おまかせ配布】

枚数　　　　　　　　　　　　　　　枚
エリア　　例）「お店を中心に」「○○地区周辺に」など

【配布指定】
エリア 枚数 / 最大配布可能枚数

A.富士駅北 枚/ 3,350 枚

B.富士駅南 枚/ 3,450 枚

C.伝法・吉原 枚/ 2,800 枚

D.今泉・原田 枚/ 2,200 枚

E.広見・大淵 枚/ 1,900 枚

F.富士見台 枚/ 1,300 枚

G.鈴川 枚/ 1,700 枚

H.中里 枚/ 1,700 枚

I.沼津市原 枚/ 1,100 枚

合計 枚/19,500枚

貴社名（店名）

ご担当者名

住所

電話番号

メール

配布希望日　　　　　　　　　用紙サイズ

新聞オリコミご注文シート

FAX : 0545-52-9757

新富士病院

１枚 
3.0 円 
A5~B4版

（税

最小 
1枚から 
配布可能

いつでも
配布可能 
※新聞休刊日をのぞく

搬入は 
配布希望日の 
１営業日前まで 

※午前11時まで

大淵ゴルフセンター

バロー

新富士 I C

富士 I C

龍厳淵

岩本山公園

旧国一

東海道
本線

国道一
号バイ

パス富
士
川

富士高
竪堀駅

柚木駅

富士駅

新富士駅

イオンタウン
富士南

潤井川

潤
井
川 ナフコ

富士市役所

アピタ

吉原商店街

ラウンドワン
ジャトコ

イエローハット

岳南鉄道

富士市立高

吉原三中原田公園吉原高

岳陽中

カインズ

身延線

新東名高速道路

大富士ゴルフ場

吉原北中

富士東高

青葉台小

広見商店街

総合運動公園

須津駅 岳南江尾駅

吉原駅

東田子の浦駅

ピアゴ

富士マリンプール

浮島ヶ原
自然公園

沼川

東部市民プラザ
沼津市原

2022年2月1日現在
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A5・B5・A4・B4サイズ   ……1枚 3.0円（税抜） 
B3二つ折り（仕上がりB4）……1枚 5.0円（税抜） 
B2四つ折り（仕上がりB4）……1枚 10.0円（税抜）

料 金

※搬入時のサイズはB4以内に収まるように折りを入れてください。 
※上記以外のサイズや変形物は別途ご相談ください。

配布エリア

静岡県富士市・沼津市原 
旧鷹岡町（天間・入山瀬・久沢・厚原の一部など）、旧富士川町（岩渕・松野など）、
および比奈と大淵の一部などはサービス対象エリア外です。 

各エリア境界線は目安です。 

新聞配達区域設定の都合上、境界線をまたいで届く場合があります。 

※エリア別配布枚数は1頁MAPをご覧ください。

お支払い
※お支払い前に必ずお問い合わせください。

現金でのお支払い 
…搬入時に受付窓口まで

オリコミチラシ搬入について

配布希望日の１営業日前 午前11時 まで
※土曜日を含む

※年末年始・お盆・GW期間中は特別搬入スケジュールになります。

かんたん ✌ 新聞オリコミ

星野新聞堂本社1F　折込部 
〒417-0049　富士市緑町1-28 
TEL 0545-53-2122（直） 
 0545-52-0376（代）

【搬入可能時間】月～土 9:00～17:30 
（日・祝・お盆・年末年始はお休みです）

配布日・配布ターゲット

ご希望の日付の新聞朝刊にてチラシを配布いたします。 
地域指定は当社の新聞配達区域（約300軒）ごとに可能です。 

※新聞銘柄の指定はできません。他のチラシとセット配布です。

銀行振込でのお支払い 
…搬入締切日の前営業日の正午まで

搬入締切日

搬入場所 ※4頁の受付窓口地図をご覧ください
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1. お問い合わせ
まずは 電話 / メール / FAX（ご注文シート）にてお問い合わせください。

orikomi@shinbundo.com
※チラシ配布の件と明記の上、以下の事柄を記載してください 

　・ご希望の配布方法（新聞オリコミ／ポスティング／両方／未定） 

　・お客様の社名（店名）　・ご担当者　・住所　・電話番号 

　・ご希望の連絡方法（電話／メール／どちらでも）

FAX   0545–52-9757

　以下は決まっている範囲でお知らせください。 

・チラシのサイズ・配布したいエリア、配布枚数もしくはご予算 
・配布希望月・チラシ現物の有/無

2. 配布プラン相談、チラシの準備
問合せの時点でチラシの現物がなくてもOKです。 

チラシの企画から原稿作成・印刷までの制作をすべて当社にお任せいただくこともできま
す。 

当社配布プランナーが、チラシのおおまかな内容（目的）・配布したいエリア・枚
数・日程を確認いたします。 

「どこにどのくらい撒いたらいいのかわからない」というお客様には、ご予算に合わせて最
適な配布方法やエリア・枚数を提案いたします。

3. 内容の審査
チラシの内容やお客様の業種によっては、 新聞折込広告基準などにもとづいた審査が必要
となりますので、事前に原稿のご送付をお願いする場合がございます。

4 -1. お支払いとチラシの搬入

• 現金…チラシ搬入時もしくはそれ以前に、星野新聞堂1F折込部にてお支払い 
• 銀行振込…搬入締切日の前営業日正午まで

法令や新聞広告基準に基づき、内容によって受託できない場合がございます。 
銀行振込でのお支払いをご希望の場合は必ず事前にお問合せください。

配布までの流れ

※1頁の「ご注文シート」にてお問い合わせください。

※搬入口をお確かめください

※以下の場合は、事前のお問い合わせを省略して受付窓口に直接お持ち込みいた
だくことも可能です。

1. 配布エリアがある程度決まっている 
2. 現金払い

チラシの搬入…搬入締切日の午前11時まで

星野新聞堂　広告・マーケティングチーム 

　　0545-52-0376 
　　受付時間（月～土）9:00～17:30

※「チラシ配布の件」とお伝え下さい。
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ポスティングと新聞オリコミを組み合わせて、リーチをアップ！

【搬入可能時間】 
　月～土 9:00～17:30 
（日・祝・お盆・年末年始はお休みです）

配布までの流れ

4 -2.チラシ受付窓口のご案内

※13時～15時は新聞の搬入があるため、ビル前駐車場にトラック・バンが多く出
入りします。その際は、恐れ入りますが西側隣の駐車場をご利用ください。

オプション・サービス

キャッチコピー作成・原稿作成・デザイン・撮影・イラスト作成、そして印刷まで、経験豊
かなクリエイター陣による高品質なチラシの制作サービスを提供しています。

配るものがまだ何もなくてもＯＫ！私たちが全部作ります！

制作 
デザイン

チラシはとにかくたくさん撒けばいい？いえいえ、見た人の気をグッと引きつける中身がな
いと、撒くだけムダ。今使っているチラシやこれから作る計画があるなら、ぜひ相談に来て
ください。キャッチコピー、デザイン、セールスポイントなどを多面的に診断して、あなた
のチラシ販促を生まれ変わらせます。

あなたのチラシをパワーアップさせる、無料の相談窓口

販促相談

富士地域でのチラシポスティングを承ります。主に新聞を購読していない層を中心に、一戸 
建てと集合住宅のポストへ投函。地域を知り尽くしているうえ身元が確かで接客意識の高い
新聞配達スタッフが配るから、きめ細かく確実・丁寧・安心です。  

ポスティング
ポスティング
新聞屋さんの

富士・富士宮で文化活動・芸術活動・社会貢献活動・まちおこし活動などを行う人々にフォー
カスした月刊新聞。趣味を楽しんでいる読者、地元愛やコミュニティ意識の強い読者、新し
い情報探しに積極的な「アンテナの高い」読者が多く、こういった層への訴求効果は抜群で
す。個人事業者様にとってご利用しやすい広告料金体系で提供しています。

文化的感度の高い層にリーチできる、フリーペーパーの広告枠

フリー 
ペーパー

星野新聞堂本社1F　折込部 
〒417-0049　富士市緑町1-28 
TEL  　0545-53-2122（直） 
 0545-52-0376（代）
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新聞オリコミ・ポスティング注意事項 1/2

かんたん新聞オリコミ 新聞屋さんのポスティング
チラシ搬入について

指定搬入締切日
原則として 
配布希望日の1営業日前の午前11時まで。

原則として 
配布開始の前週の土曜日午後５時まで（祝日を挟まない場合）。

チラシ搬入場所
星野新聞堂本社1F　折込部 受付窓口 
〒417-0049　富士市緑町1-28　TEL 0545-53-2122（直）

駐車場の入り口をご確認ください。※別ページ参照

搬入可能時間 【月～土】  9:00～17:30　（※日・祝・お盆・年末年始は搬入できません）

連絡先
星野新聞堂（代表）0545-52-0376

折込部      　（直）0545-53-2122　（月～土  9:00～17:30）

搬入についての 
注意事項

• 祝日・GW・お盆・年末年始等により搬入締切日は変わる場合がございますので、受付窓口までお問い合わせください。  
• 郵送・宅配便・印刷所からの直送等により、お客様以外の方がチラシを搬入する場合は、必ず事前にご一報ください。  
• 保管スペースに限りがございますので、チラシのお取り置きは数量や保管期間を制限させていただいております。保管期間を過ぎたチラシは着払いにてお客様に
返却または処分させていただく場合がございます。  

• チラシ搬入後のキャンセルはできません。特に丁合作業後は配布の中止が不可能となりますので、チラシの内容には十分ご注意ください。  
• 印刷所での梱包誤差や発注ミスにより、ご依頼枚数と実際に搬入された現物枚数に差異が出る場合がございますが、ご請求はご依頼枚数にもとづいて行わせてい
ただきます。ご依頼枚数よりも現物が多かった場合は、余剰分は当社の判断にて破棄もしくは着払いにて返却いたします。ご依頼枚数よりも現物が少なかった場
合、差異分の返金はいたしません。(ただし、差異が誤差の範囲を超えて大幅に食い違う場合には連絡いたします。) 

チラシ内容の審査

• 配布するチラシには、事前の内容審査があります。法令・新聞折込広告基準等に照らし合わせたうえで、広告の内容・商材・表現等によっては配布をお断り
する場合がございます。チラシ現物、原稿段階、もしくは口頭での審査により広告基準に抵触しないことを確認したうえでのお引き受けとなります。 

• 著作権法・薬事法・景品表示法・不正競争防止法・個人情報保護法・公職選挙法等の関係法令には特にご注意ください。 
• 審査の合否にかかわらず、配布したチラシの内容について当社は一切の責任を負いません。

配布日について

配布日
ご希望の日付の新聞朝刊にてチラシを配布いたします。あらかじめ定められた新
聞休刊日(月1回)には配布を行ないません。また、国政選挙の翌日など臨時で配
布を行わない日があります。

原則として第2水曜日から土曜日までの４日間を配布期間とします。

天候不順の場合 雨天が複数日続く場合はポストの中でチラシが濡れてしまうため、連絡の上配布
期間を延長する場合がございます。

台風・その他 
災害時の場合

台風その他の災害等による警報発令時等、配達が大幅に遅れる場合があります。 
影響が長続きする場合、お客様とご相談のうえで大幅に配布日を延期もしくは中止する場合がございます。
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新聞オリコミ・ポスティング注意事項 2/2

かんたん新聞オリコミ 新聞屋さんのポスティング
配布方法ついて

配布形式 配布は他のチラシとのセット配布になります。セットの順番は選べません。

新聞販売店 星野新聞堂が行ないます。

配布は、各地区を担当する新聞販売店が行います。※配布後、配布終了報告書を
提出いたします。 
• 星野新聞堂(富士市緑町1-28) 
• 植草新聞店(富士市中央町2-5-26) 
• 鈴木新聞店(富士市御幸町11-34)

配布先
新聞朝刊(業界紙・専門紙等を除く)の折込として購読者向けに配布します。 
新聞銘柄の指定はできません。

新聞無購読層を中心とした一戸建ておよび集合住宅世帯に配布いたします。ポス
ティング禁止のアパート・マンションについては、把握している範囲で配布いた
しません。

お支払いについて

現金／銀行振込

• 前述の事前審査により配布のお引き受けをお断りする可能性がございますので、お支払いの前に事前に当社までお問い合わせください。  
• お支払いは現金もしくは銀行振込にてお願いいたします。 
• 現金の場合は、チラシの搬入時もしくはそれ以前に、星野新聞堂1F 折込部にてお支払いください。 
• 銀行振込の場合は、チラシ搬入締切の前営業日の正午までに当社指定の口座にお振り込みください。
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［本社］〒417-0049　静岡県富士市緑町1-28 
TEL：0545-52-0376 
FAX：0545-52-9757 

Mail：orikomi@shinbundo.com 
https://shinbundo.com
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