キ タ 版
北区・福島区・西区・中央区

あの

にも

タ ワ ー マ ン ション

※タワーマンション／ 20 階以上、高さが 60ｍを超える超高層マンションを指してます。

✓ 高所得者層にもしっかりと見てもらいたい
✓ 一般紙折込やポスティングでは効果がない
✓ 近隣にセキュリティの厳しいマンションが
多く、チラシを配れない

なぜ週刊大阪日日新聞は
タワマンに配れるの？
週刊大阪日日新聞はゲリラ的に配布するのではなく、配布や設置
をするマンションには、管理会社や住民理事会より新聞の内容を見
ていただいた上で承諾をいただいております。配ることで、住民サー
ビスに繋がる新聞「求められる新聞」だから、配布ができるのです。

配布しているタワマン一覧
※2022 年 8 月 1 日現在

北 区
◎ピアスタワー
○パークタワー梅田
○グランフロント大阪オーナーズタワー
◎ローレルタワーサンクタス梅田
○ジーニス大阪ウェスト・イースト棟
◎ジオグランデ梅田
◎ザ・梅田タワー
○キングマンション天神橋１
◎キングマンション天神橋２
◎ジオタワー天六
○ＯＡＰレジデンスタワー東館
●ＯＡＰレジデンスタワー西館
○堂島ザ・レジデンスマークタワー
◎ファミール扇町アーバンステージ
●ウェリス・ジオ梅田レジデンス
◎レジデンス梅田ローレルタワー
○ザ・セントラルマークタワー
◎グランスイート中之島タワー
○№４ ＴＯＷＥＲ
○ヴィークタワー大阪
○ロジュマンタワー梅田
○ローレルタワー梅田
○シティタワー大阪天満リバー＆マークス
◎アデニウムタワー梅田 イーストコア
○ローレルコート与力町エルグレース

は、

◎ファインクォーターシティ
◎パークナード中之島公園ロジュマン
◎シティタワー梅田イースト
○イトーピア西天満ソアーズタワー
○エルグレースタワー大阪同心
○シティタワー梅田東
○ザ・パークハウス中之島タワー
◎ジオ天六ツインタワーズ
○グランドメゾン新梅田タワー
◎ザ・ファインタワー梅田豊崎
○ブランズタワー梅田 North
◎UR 都市機構ぷらら天満天満市場
◎ファミール天神橋グリーンアベニュー
◎エルヴェ東天満
○ロジュマンタワー OSAKA
○ロジュマンタワー大阪天満橋
◎ユニハイム与力町公園
○シティタワー東梅田パークフロント
○HF 梅田レジデンスタワー
◎ローレルタワー南森町ル・サンク
○グランドメゾン新梅田タワー
◎ジオタワー南森町
福島区
◎福島ガーデンズタワー
○シティタワー大阪福島
○キングマンション堂島川

○リバーガーデン福島 north
○ザ・タワー大阪レジデンス
●クレヴィアタワー中之島
●大阪福島タワー
◎ベリスタタワー福島
○ラグザ大阪レジデンス
○シティタワー西梅田
◎大阪ウエストゲートタワー
◎ローレルタワー梅田ウエスト
◎ジオ福島野田 The Marks
◎リバーレジデンス堂島
◎リバーガーデン福島木漏れ日の丘 C・D・E・F棟
○リバーサイドタワー中之島
◎福島リバーガーデン
西 区
○D' グラフォート大阪 N.Y. タワー HIGOBASHI
○阿波座ライズタワーズマーク 20
◎シティタワー堀江
◎ジオ北堀江
◎グランドメゾン京町堀タワー
○大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー
○サンクタスタワー心斎橋
●ライオンズマンション大阪スカイタワー
○ジオ新町
●パークタワー大阪中之島フロント
○エルザグレース堀江タワー

お届けしています。
無料新聞で各戸のポストに配布する週刊大阪日日新聞は、セキュリティの厳しいタワーマン
ションにも配布しています。紙面には、経済、不動産、教育など、タワマン読者層に読ま

れる記事が掲載されているため、毎号楽しみにしている読者が多いのが特徴です。

タワマン読者の声

タワマン配布部数比較
エ リ ア

北

媒 体

週刊大阪日日新聞

タワマンポス専門業者

郵便局サービス

区

47 棟

4,451 部

36 棟

3,889 部

14 棟

2,690 部

福 島 区

17 棟

1,814 部

13 棟

1,972 部

7棟

1,786 部

西

区

23 棟

1,623 部

17 棟

1,936 部

17 棟

3,303 部

中 央 区

46 棟

2,754 部

32 棟

2,360 部

20 棟

3,591 部

133 棟 10,642 部

98 棟

10,157 部

58 棟

11,370 部

合

計

※週刊大阪日日新聞は、上記タワマン以外の物件にも配布しております。

合計配布部数／ 120,000 部

圧倒的なコストパフォーマンス
１部あたりの

広告料金

週刊大阪日日新聞
１部

0.5 円〜

※広告枠「記者のネタ帳」の場合

○ヴィークタワー南堀江
●阿波座ライズタワーズフラッグ 46
○ブランズタワー南堀江
◎ドゥーシェ南堀江
◎ジオタワー南堀江
○プレミストタワー大阪新町ローレルコート
◎ジオタワー京町堀
◎シティタワー北堀江
◎ベルファース大阪新町
◎アステリオ北堀江ザ・メトロタワー
◎樹樹ガーデン
◎カスタリアタワー肥後橋
中央区
○プラウドタワー安堂寺
○マストタワー安堂寺
●エスリード長堀タワー
◎ビオール大阪大手前タワー
○タワーザ・上町台
○Ｄʼ グランセ上町台ハイレジデンス
○シティタワー大阪
○キングマンション心斎橋東

タワマンポス専門業者

13 円〜

１部

郵便局サービス
１部

27 円〜

※A4 チラシの場合（製作費別） ※A4 チラシの場合（製作費別）

○パークタワー北浜
◎ファミールＫＯＵＺＵタワー
○The Kitahama
●ロイヤルタワー大阪谷町
○ロイヤル谷町タワー
○ザ・パークハウス谷町５丁目
○プラネ・ルネスプリングスタワー大阪
◎ジオ釣鐘町
○アップルタワー大阪谷町
●淀屋橋アップルタワーレジデンス
○クラッシィタワー南船場
◎プレミスト南船場
◎アーバンライフ御堂筋本町タワー
◎ブランズタワーウェリス心斎橋ＮＯＲＴＨ
◎ブランズタワーウェリス心斎橋 SOUTH
○クラッシータワー淀屋橋
○シャリエ松屋町タワーレジデンス
○ブランズタワー大阪備後町
○プレサンスレジェンド堺筋本町タワー
○ローレルタワー心斎橋
○クレヴィアタワー大阪本町

○北浜ミッドタワー
◎リーガルタワー大阪
◎グランメゾン上町台タワー
◎プラウドタワー北浜
○ライオンズタワー大阪三の丸森ノ宮レジデンス
◎メジンドヴィレ大阪大阪城公園前
◎グランメゾン大手前タワー
◎エグゼタワー道修町
○イトーピア北浜スウィートマーク
○リーガルタワー船場
○アルグラッドザ・タワー心斎橋
○グランドメゾン上町台レジデンスタワー
●松屋タワー
◎カスタリアタワー長堀橋
◎シエリア大阪上町台パークタワー
●ブランズタワー御堂筋本町
○MJR 堺筋本町タワー

◎…全戸配布

○…一部配布

●…設置

●ちょっと言わせてのコーナーがいつも楽しみです。
●記事が多く読み応えがありました。
●有難うございます。毎号楽しみにしています。
●ステイホームの毎日でモヤモヤしていますが、日日
新聞の記事はとても楽しみにしています。今回もと
ても良かったです。
●政治、経済、暮らしの情報はとても満足出来ますが、
日本人に欠落していると言われる遊び、投資の情報
が少ないと思います。私は今この二つの情報が一番
興味が有りますので宜しくお願いします。
●いつも、楽しい情報ありがとうございます。地元
ニュースは、ありがたいです。時事ニュースも、分
かりやすく助かります。
●これからもいろいろな情報を教えてください。
●地域密着型がいいですね。一般新聞より身近なニュー
スには、いつもなるほどと感心させられます。
●文字サイズ、色の濃さがはっきりしており大変読み
やすいです。
●いろいろなジャンルの情報が載っていて面白い。
●投資の記事に興味があり、参考になりました。
●いつも旬な記事、ありがとうございます！
●何が載ってるかなーーっていつも楽しみにしていま
す。記事を 参考に出かけたり、出かけたら「あっ載っ
てたやつ！」となり、日々の生活が楽しくなります。
●毎回楽しみに、隅から隅まで読んでいます
●カラーで見やすく、一面に話題が集約されていて詳
しく読みたいと興味をそそられます。
●今回も、すごーく良かった。気になっていた事や疑
問が解決できました。
●近場の地域の情報が知れて読み応えがあり、夫と「や
んややんや」と言いながら楽しく読みました。
●富の一極集中を検証、かなり読み込みました。あま
り喋らない大学生の息子と 2 人で孫さんの話で盛り
上がり、楽しかったです。投資もやってみようかなあ。
●地域の出来事は大手新聞より詳しくていいですね。

