（報道発表資料）
2017 年 9 月 25 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

兵庫県下における「タウンページ」の全住戸・全事業所を対象としたお届けエリアの拡大と、
別冊「防災タウンページ」発行エリアの拡大
関西初！「健康タウンページ」の発行について
西日本電信電話株式会社 兵庫支店（支店長：上村 幸太郎、以下 ＮＴＴ西日本）と、ＮＴＴタウンページ株式会社 関西営
業本部（関西営業本部長：松尾 俊朗、以下 ＮＴＴタウンページ）は、兵庫県下における「タウンページ」（※1）（※2）（※3）の全
住戸・全事業所を対象としたお届け（※4）エリアの拡大および、「タウンページ」に同封してお届けする別冊「防災タウンペー
ジ」の発行エリアの拡大を行います。
また、関西では初となる別冊「健康タウンページ」を尼崎市において発行、別冊「防災タウンページ」と合わせて、兵庫県尼
崎市版「タウンページ」に同封し、全住戸・全事業所を対象にお届けいたします。
なお、兵庫県尼崎市版、兵庫県阪神南版「タウンページ」については、別冊「大阪新規開店マル得ガイド」も同封し、全住
戸・全事業所を対象にお届けいたします。
（※1）「タウンページ」は、ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本が発行する、職業別電話帳です。
（※2）ＮＴＴタウンページが企画、編集、生産、配達をしております。
（※3）兵庫県下における「タウンページ」とは、2017 年 10 月発行神戸市東部版、須磨・長田区版、北・兵庫区版、西部版「タウンページ」の 4 版、
および 2017 年 11 月発行兵庫県尼崎市版、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「タウンペ
ージ」の 9 版、但馬地方版、淡路地方版「タウンページ＆ハローページ」の 2 版です。
（※4）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。

1． 「タウンページ」のお届けエリアについて
(1)今回新たに全住戸・全事業所を対象にお届けを開始するエリア（順不同）
エリア

対象「タウンページ」

発行部数

尼崎市

兵庫県尼崎市版

273,000 部

西宮市

兵庫県阪神南版

芦屋市

兵庫県阪神南版

明石市

兵庫県明石市版

姫路市

兵庫県中播磨版

洲本市

兵庫県淡路地方版

南あわじ市

兵庫県淡路地方版

303,000 部
（西宮市お届け分：251,000 部）

303,000 部
（芦屋市お届け分：52,000 部）

150,000 部
285,000 部
（姫路市お届け分：255,000 部）

80,000 部
（洲本市お届け分：29,000 部）

80,000 部
（南あわじ市お届け分：25,000 部）

左から、兵庫県尼崎市版、阪神南版、明石市版、中播磨版、淡路地方版「タウンページ」などの各表紙

(2)既に全住戸・全事業所を対象にお届けしているエリア（順不同）
エリア

神戸市

対象「タウンページ」

神戸市東部版、北・兵庫区版、
須磨・長田区版、西部版

淡路市

兵庫県淡路地方版

発行部数

4 版 計 872,000 部
80,000 部
（淡路市お届け分：26,000 部）

左から、神戸市東部版、淡路地方版「タウンページ」などの各表紙

(3)上記以外のエリア
現状どおり、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．「防災タウンページ」の発行エリアについて
(1)今回新たに別冊「防災タウンページ」を発行するエリア（順不同）
エリア

発行部数

仕様

尼崎市

264,000 部

Ｂ5 判、フルカラー、24 頁

西宮市

241,000 部

Ｂ5 判、フルカラー、28 頁

芦屋市

50,000 部

Ｂ5 判、フルカラー、16 頁

明石市

142,000 部

Ｂ5 判、フルカラー、24 頁

姫路市

256,000 部

Ｂ5 判、フルカラー、36 頁

洲本市

24,000 部

Ｂ5 判、フルカラー、カレンダー型

南あわじ市

23,000 部

Ｂ5 判、フルカラー、カレンダー型

左から、尼崎市版、西宮市、芦屋市、明石市、姫路市の別冊「防災タウンページ」各表紙

左から、洲本市、南あわじ市カレンダー型の別冊「防災タウンページ」各表紙

(2)既に別冊「防災タウンページ」を発行しているエリア（順不同）
エリア

発行部数

仕様

神戸市 各区

各区 9 版 計 810,000 部

Ｂ5 判、フルカラー、カレンダー型

淡路市

23,000 部

Ｂ5 判、フルカラー、カレンダー型

左から、神戸市中央区、淡路市カレンダー型の別冊「防災タウンページ」各表紙

3．関西初！別冊「健康タウンページ」を発行するエリア

左から、別冊「健康タウンページ」表紙および紙面の一部

エリア

発行部数

仕様

尼崎市

264,000 部

Ｂ5 判、フルカラー、17 頁

4．大阪新規開店マル得ガイド
ＪＲ、阪神、阪急の各電鉄路線が走る、尼崎市、西宮市、芦屋市については、沿線にお住まいの方のお出かけ意欲促
進を目的に、大阪市北部エリアを中心に新規開店やリニューアルオープンなどしたお店のイチオシ情報や、クーポンを
集めた冊子、「大阪新規開店マル得ガイド」を、「タウンページ」尼崎市版、阪神南版に同封。全住戸・全事業所を対象に
お届けします。

左から、「大阪新規開店マル得ガイド」表紙および紙面の一部

エリア

発行部数

仕様

尼崎市、西宮市、芦屋市

555,000 部

Ａ5 判、フルカラー、8 頁

5．「タウンページ」のお届けについて
（1）お届け先・お届け方法
①全住戸・全事業所を対象にお届けするエリアは、別冊「防災タウンページ」を同封し、ポスティングによりお届けし
ます（※5）。
②尼崎市については、別冊「防災タウンページ」のほか、別冊「健康タウンページ」および「大阪新規開店マル得ガ
イド」を同封し、ポスティングによりお届けします（※5）。

③西宮市、芦屋市については、別冊「防災タウンページ」のほか、「大阪新規開店マル得ガイド」を同封し、ポスティ
ングによりお届けします（※5）。
④上記以外のエリアは、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。
（※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) 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. Web サイトへの掲載
（1） 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「タウンページ」「タウンページ＆ハローページ」は、神戸市については 2017 年 10 月より、
神戸市以外のエリアについては 2017 年 11 月より、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 東日本・NTT 西日本が提供しています。ご利用にあたって情報閲覧は無料ですが、インターネッ
ト接続に係る回線・プロバイダー等の契約および料金が別途必要です。
・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・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。

（2） 「Ｍake a BOSAI Japan」（※7）への掲載
今回発行の兵庫県各別冊「防災タウンページ」は、神戸市については 2017 年 10 月より、神戸市以外のエリアに
ついては 2017 年 11 月より、以下の Web サイトからダウンロードいただけます。
「Ｍake a BOSAI Japan」
URL：http://www.ntt-tp.co.jp/bousai/
（※7）
・「Ｍake a BOSAI Japan」は、ＮＴＴタウンページが提供しています。
・「Ｍake a BOSAI Japan」.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。
・「Ｍake a BOSAI Japan」は、全国各地ならではのまちの取り組みや防災情報、また「防災タウンページ」を Web で閲覧することが可能です。

7．各行政への贈呈式
「タウンページ」、別冊「防災タウンページ」、別冊「健康タウンページ」の作成にご協力いただいた、各行政様への贈呈
式を予定しています。詳細は調整中のため、決定次第報道発表いたします。

8．今後の展開
ＮＴＴ西日本とＮＴＴタウンページは、引き続きご利用の皆さまの利便性向上に向け、「タウンページ」「タウンページ＆ハ
ローページ」、別冊「防災タウンページ」、別冊「健康タウンページ」のさらなる改善に努めてまいります。
また、既に全住戸・全事業所を対象にお届けしている地域以外の地域も、準備が整い次第、「タウンページ」の全住戸・
全事業所を対象としたお届けを開始するとともに、別冊「防災タウンページ」、別冊「健康タウンページ」を作成、セットでお
届けする取り組みを行っていく予定です。

【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東日本およびＮＴＴ西日本が発行する「タウンページ」等の電話帳の発行等に係る受託業務、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 17-1127-1

