ひょうごツーリズム協会、甲南大学と作成した
兵庫県各版「タウンページ」の贈呈式について
～兵庫県の温泉を学生たちが紹介。イベント情報を盛り込んだカレンダーなど、
地域活性化につながる情報が満載～

2016 年 10 月 14 日
西日本電信電話株式会社 兵庫支店
ＮＴＴタウンページ株式会社 関西営業本部

西日本電信電話株式会社 兵庫支店（支店長： 鈴木勝男、以下「ＮＴＴ西日本」）と、ＮＴＴタウンページ株式会社 関西営業
本部（取締役関西営業本部長：吉松康夫、以下「ＮＴＴタウンページ」）は、公益社団法人ひょうごツーリズム協会および甲南
大学マネジメント創造学部教授 佐藤治正氏の協力を得て作成した、兵庫県各版の「タウンページ」および「タウンページ＆
ハローページ」（※1）（※2）を発刊しました。
ついては、兵庫県各版の「タウンページ」、「タウンページ＆ハローページ」の贈呈式を、2016 年 10 月 17 日（月）に行いま
す。
今回発行の「タウンページ」、「タウンページ＆ハローページ」は、神戸市エリア、阪神エリア、播磨エリア、淡路エリアでそ
れぞれテーマを設け、神戸市エリアでは“子育て”、阪神エリアでは“地元スイーツ”、播磨エリアでは“セカンドライフ”、淡路
エリアでは“文枝 100 選”を特集掲載、また全てのエリアの共通情報として、“甲南大生がオススメするひょうご温泉・観光・グ
ルメ特集”や、兵庫県各地のイベントをカレンダーにした“暮らしの応援カレンダー”を掲載するなど、ご利用の皆さまが、より
楽しく便利にお使いいただけるよう工夫しました。
（※1）
・「タウンページ」は、ＮＴＴ西日本・ＮＴＴ東日本が発行する、職業別電話帳です。
・「ハローページ」は、ＮＴＴ西日本・ＮＴＴ東日本が発行する、50 音別電話帳です。
（※2）
・兵庫県各版「タウンページ」、「タウンページ＆ハローページ」とは、2016 年 10 月発行「タウンページ」神戸市東部版、須磨・長田区版、北・兵庫区
版、西部版の 4 版、および 2016 年 11 月発行「タウンページ」兵庫県尼崎市版、阪神南版、阪神北版、明石市版、東播磨版、中播磨版、西播磨版
、北播磨版、丹波版の 9 版、「タウンページ＆ハローページ」但馬地方版、淡路地方版の 2 版です。

贈呈式の概要
（1）日時・場所
2016 年 10 月 17 日（月）午後 3：00～3：30
兵庫県庁 1 号館 6 階 産業労働部長室 （兵庫県神戸市中央区下山手通 5 丁目 10 番 1 号）
（2） 出席者
【兵庫県】
産業労働部長

片山安孝

【ＮＴＴ西日本】
兵庫支店長

鈴木勝男

【ＮＴＴタウンページ】
代表取締役社長

岡田昭彦

他

※「タウンページ」のキャラクター「タウンページ君」も登場します。

（参考）
１．ひょうごツーリズム協会、甲南大学と作成した兵庫県各版「タウンページ」の概要
（1）兵庫県の温泉・観光情報を掲載
公益社団法人ひょうごツーリズム協会協力のもと、兵庫県を代表する“宝塚”“有馬”“城崎”“湯村”“赤穂”“洲
本”“南あわじ”の各温泉、グルメ、観光情報を甲南大生達が現地取材。それぞれが発見した地元の情報を紹介
し、皆さまが楽しめる内容にしました。

神戸市東部版「タウンページ」 ひょうご温泉・観光・グルメ特集ページの一部

（2）兵庫県のイベントを「暮らしの応援カレンダー」として掲載
兵庫県各地のイベントとともに、成人式や花粉症など、その月の暮らしの準備について掲載。日々の生活にお
役立ていただけるページを掲載しました。

神戸市東部版「タウンページ」暮らしの応援カレンダーページ

２．巻頭特集の充実
今回発行の兵庫県各版「タウンページ」、「タウンページ＆ハローページ」は上記の他、エリアごとに趣向を凝らした特集
ページを作成、巻頭へ掲載しました。
【神戸市エリア（神戸市東部版、須磨・長田区版、北・兵庫区版、西部版）】
妊娠から産後ケアまで、助産師さんによるアドバイスの他、子どもとのお出かけスポットなど、『ママお役立ち情報』
を特集掲載。
【阪神エリア（兵庫県尼崎市版、阪神南版、阪神北版）】
甲南大生達がおすすめのお店のスイーツをピックアップした『スイーツ特集』の他、尼崎市版では市制 100 周年を記念
し『知れば知るほど“あまがすき”特集』を掲載。

【播磨エリア（兵庫県明石市版、東播磨版、中播磨版、西播磨版、北播磨版、丹波版、但馬地方版）】
セカンドライフ特集として、60 代からの資産運用、生涯学習など趣味の充実の他、毎日放送「プレバト！！」に出演し
ている絵手紙作家 花城裕子氏による記事『絵手紙を出してみませんか？』を掲載。
【淡路エリア（兵庫県淡路地方版）】
淡路島名誉大使の桂文枝氏が選ぶ、島のイイところ、『淡路島文枝 100 選特集』の他、割引情報でおトクにおでかけ
『とくとく徳島』を掲載。

３．継続施策「つながるタウンページアプリ」（※3）
昨年に引き続き、広告画像認識サービス「つながるタウンページアプリ」を導入しています。スマートフォンにアプリをダ
ウンロードし、「タウンページ」のディスプレイ広告にスマートフォンのカメラをかざすことにより、該当のお店・会社の詳細情
報（電話番号・地図・i タウンページ広告・メールアドレス・ホームページ・お得な情報・利用可能なクレジットカード）（※4）に
アクセスできます。
（※3）
・「つながるタウンページアプリ」のご利用には、インターネット接続に係る回線などの契約および通信料、電話をかける場合には通話料など
の料金が別途必要です。情報を閲覧するためのご利用は無料です。
・スマートフォンの機種や通信状況、タウンページ紙面の印刷状況などにより正常に動作しない場合があります。
（※4）
・広告によっては、一部の情報が表示されない場合があります。また、一部アプリ非対応の広告があります。

４．発行部数・規格
「タウンページ」、「タウンページ＆ハローページ」 全 1,784,000 部
版名

冊名

発行部数

規格

神戸市東部版

タウンページ

309,000 部

Ａ4 判、フルカラー、496 頁

神戸市須磨・長田区版

タウンページ

150,000 部

Ａ4 判、フルカラー、352 頁

神戸市北・兵庫区版

タウンページ

179,000 部

Ａ4 判、フルカラー、376 頁

神戸市西部版

タウンページ

228,000 部

Ａ4 判、フルカラー、400 頁

兵庫県尼崎市版

タウンページ

96,000 部

Ａ4 判、フルカラー、312 頁

兵庫県阪神南版

タウンページ

124,000 部

Ａ4 判、フルカラー、400 頁

兵庫県阪神北版

タウンページ

112,000 部

Ａ4 判、フルカラー、344 頁

兵庫県明石市版

タウンページ

66,000 部

Ａ4 判、フルカラー、288 頁

兵庫県東播磨版

タウンページ

91,000 部

Ａ4 判、フルカラー、352 頁

兵庫県中播磨版

タウンページ

129,000 部

Ａ4 判、フルカラー、416 頁

兵庫県西播磨版

タウンページ

71,000 部

Ａ4 判、フルカラー、264 頁

兵庫県北播磨版

タウンページ

65,000 部

Ａ4 判、フルカラー、280 頁

兵庫県丹波版

タウンページ

49,000 部

Ａ4 判、フルカラー、240 頁

兵庫県但馬地方版

タウンページ＆ハローページ

53,000 部

Ａ4 判、フルカラー、344 頁

タウンページ＆ハローページ

26,000 部

Ａ4 判、フルカラー、360 頁

タウンページ＆ハローページ

36,000 部

Ａ4 判、フルカラー、344 頁

兵庫県淡路地方版
（淡路市行政情報収録）
兵庫県淡路地方版

５．お届けについて
（1） お届け先・お届け方法
①神戸市、淡路市にお住まいの方
各市内の全住戸・全事業所を対象に、ポスティングによりお届けします（※5）。
（※5）
・お届けできない場合もありますので、お届け希望の方は下記「タウンページセンタ」までお問い合せください。

②上記以外の兵庫県内の市町村へお住まいの方
ＮＴＴ西日本の契約回線をお持ちのご家庭・事業所へ、ポスティングによりお届けします。
（2) お届けに関するお客さまからのお問い合せ先
タウンページセンタ

0120-506309
受付時間/平日 午前 9：00～午後 5：00
定休日/土・日・祝日・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
※携帯電話・PHS からもご利用いただけます。
電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いします。

６．今後の展開
ＮＴＴ西日本およびＮＴＴタウンページは、兵庫県各版の「タウンページ」「タウンページ＆ハローページ」の発行後も引き
続き、ご利用の皆さまの利便性向上に向け、さらなる「タウンページ」「タウンページ＆ハローページ」の改善に努めてまい
ります。

７．Web サイト「タウンページライブラリー （タウンページ・ハローページ企業名編の Web 閲覧）（※6）」への掲載
今回発行の兵庫県各版の「タウンページ」「タウンページ＆ハローページ」は、神戸市 4 版は 2016 年 10 月 1 日（土）、
神戸市以外の兵庫県各版は 2016 年 11 月 1 日（火）より以下の Web サイトからもご覧いただけます。
「タウンページライブラリー（タウンページ・ハローページ企業名編の Web 閲覧）」
URL：http://www.denwacho.ne.jp/

（※6）
・「タウンページライブラリー」は、NTT 西日本・NTT 東日本が提供しています。
・パソコン・ブラウザーなどの環境・設定により、正常に表示や動作がされない場合があります。
・「タウンページライブラリー」の情報は「タウンページ」「タウンページ&ハローページ」「ハローページ企業名編」の発行月にあわせて
順次更新いたします。
・「タウンページライブラリー」のご利用は無料です。ただし、インターネット接続にかかる回線・プロバイダーなどの契約および料金が
別途必要です。

【本件の内容に関するお問い合せ先】
ＮＴＴタウンページ株式会社 関西営業本部 ソリューション営業部
TEL：（06）6135-0750
※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにお願いします。

【ＮＴＴタウンページ株式会社】 http://www.ntt-tp.co.jp
ＮＴＴ西日本およびＮＴＴ東日本が発行する「タウンページ」「ハローページ」の電話帳の発行等に係る受託業務、「電話番
号案内」等の受託業務、店舗・企業情報および付加価値情報が検索できる独自事業の地域情報検索サイト「ｉタウンページ」
サービス、その他電話番号情報およびこれに関連する各種情報の収集、各種データベース・システム構築等の事業を行っ
ています。

※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。 現時点では、発表日時点での情報
と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

審査 16-1421-1

