
愛知県内50市町村の全住戸・全事業所を対象に愛知県各版「タウンページ」と 

別冊「防災×医療タウンページ」をお届けします！ 

～愛知県内 50市町村で６月上旬から、名古屋市・あま市・清須市・大治町は７月からお届け開始～ 

2019年５月29日 

西日本電信電話株式会社 名古屋支店 

NTTタウンページ株式会社 中部営業本部 

西日本電信電話株式会社名古屋支店（取締役名古屋支店長：山本尚樹、以下「NTT西日本」）と、NTTタウンページ

株式会社（取締役中部営業本部長：岩田 智、以下「NTTタウンページ」）は、愛知県各版「タウンページ」（※1）（※2）

（※3）の制作・編集を行い、このたび完成しましたので、2019年６月上旬から順次お届けを開始します。（※4） 

愛知県各版「タウンページ」に、愛知県各版別冊「防災×医療タウンページ」（※5）を同梱し、2016年9月に愛知県と締結

した「防災啓発情報等の発信に関する協定」に基づき、愛知県からご提供いただいた、「風水害対策」に関するコンテンツと、各

市町村からご提供いただいた避難所情報と公衆電話の設置場所を示した「避難所・公衆電話マップ」を掲載しております。皆さ

まの安心・安全のお役にたち、日常生活、災害に対する備え・防災意識の向上へ活用していただければ幸いです。 

また社会問題となっている「空き家問題」について取りあげたチラシや、地域のお得情報が掲載された「クーポン」も一部エリアの

「タウンページ」に同梱してお届けします。 

（※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、配達しています。 

（※3）愛知県各版「タウンページ」とは、愛知県一宮版、愛知県一宮市版、愛知県稲沢市版、愛知県津島版、愛知県春日井版、愛知県小牧

市版、愛知県瀬戸版、愛知県瀬戸市版、愛知県知多版、愛知県東海市版、愛知県半田市版、愛知県豊橋版、愛知県豊川市版、愛

知県岡崎版、愛知県安城・西尾・刈谷版、愛知県安城市版、愛知県西尾市版、愛知県刈谷市版、愛知県豊田版、愛知県岡崎市版

及び愛知県豊橋市版です。 

（※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「タウンページセンタ」までお問い合せください。 

（※5）愛知県各版別冊「防災タウンページ」とは、一宮市版、稲沢市版、江南市・岩倉市・大口町・扶桑町版、春日井市版、小牧市版、北名

古屋市・豊山町版、犬山市版、瀬戸市・尾張旭市版、日進市・長久手市・東郷町版、津島市・愛西市版、弥富市・蟹江町・飛島村版、

幸田町版、岡崎市版、豊橋市版、豊川市版、蒲郡市版、田原市版、新城市・設楽町・東栄町・豊根村版、豊田市版、みよし市版、安

城市版、西尾市版、刈谷市版、碧南市版、知立市版、高浜市版、東海市・大府市・豊明市版、半田市版、知多市・東浦町・阿久比町

版、常滑市版及び武豊町・南知多町・美浜町版です。 

  イメージ（例） 

愛知県豊橋市版タウンページ 別冊「防災×医療タウンページ」 空き家対策チラシ クーポン 



1. 愛知県各版 「タウンページ」の概要

（1）表紙 

各行政機関と連携し、地域住民ならご存知の観光スポットや名所、地元キャラクター等を掲載し、県民の皆さまに親しみ

を持っていただき、ご利用いただけるように企画・編集しました。 

●尾張エリア

愛知県一宮版タウンページ 愛知県一宮市版タウンページ 愛知県稲沢市版タウンページ 

愛知県春日井市版タウンページ 愛知県春日井版タウンページ 

愛知県津島版タウンページ 

愛知県小牧市版タウンページ 

愛知県瀬戸版タウンページ 愛知県瀬戸市版タウンページ 



●三河エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●知多エリア  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県豊橋版タウンページ 愛知県豊橋市版タウンページ 

愛知県豊川市版タウンページ 

愛知県東海市版タウンページ 

愛知県安城・西尾・刈谷版タウンページ 愛知県安城市版タウンページ 愛知県西尾市版タウンページ 

愛知県半田市版タウンページ 愛知県知多版タウンページ 

愛知県刈谷市版タウンページ 

愛知県岡崎市版タウンページ 

愛知県豊田版タウンページ 

愛知県岡崎版タウンページ 



（2）「身を守る」をコンセプトとした特集記事と地域特集 

暮らしの中で起こるさまざまな事故や困りごと、知っておくと便利なことをまとめた「身を守る特集」を昨年に引き続き掲載し

ます。今回は、初めて愛知県警に協力いただき、大切な命や環境を守るための安心・安全マニュアルを紹介した記事も掲

載し、利用者の皆さまが「身を守る」ことを意識していただくような内容となっております。 

また豊橋市版では、豊橋市から今話題のスポットである豊橋市自然史博物館の集客を目的に記事提供をいただき、表

紙と連動した地域密着特集を掲載しました。 

(3)お届け予定部数 

エリア 版名 収録エリア 発行部数 規格

一宮版
一宮市、稲沢市、江南市、岩倉市、

丹羽郡（大口町、扶桑町）
89,100 A4判、フルカラー、356ページ

一宮市版 一宮市 168,700 A4判、フルカラー、292ページ

稲沢市版 稲沢市 56,400 A4判、フルカラー、293ページ

津島版
津島市、愛西市、弥富市、海部郡

（蟹江町、飛島村）
93,800 A4判、フルカラー、294ページ

春日井版
春日井市、小牧市、北名古屋市、

犬山市、西春日井郡豊山町
85,800 A4判、フルカラー、295ページ

春日井市版 春日井市 134,800 A4判、フルカラー、296ページ

小牧市版 小牧市 67,800 A4判、フルカラー、297ページ

瀬戸版
瀬戸市、日進市、尾張旭市、長久

手市、愛知郡東郷町
117,200 A4判、フルカラー、298ページ

瀬戸市版 瀬戸市 56,400 A4判、フルカラー、299ページ

岡崎版 岡崎市、額田郡幸田町 20,000 A4判、フルカラー、300ページ

岡崎市版 岡崎市 162,100 A4判、フルカラー、301ページ

豊橋版

豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、

新城市、北設楽郡（設楽町、東栄

町、豊根村）

82,900 A4判、フルカラー、302ページ

豊橋市版 豊橋市 158,700 A4判、フルカラー、303ページ

豊川市版 豊川市 80,200 A4判、フルカラー、304ページ

豊田版 豊田市、みよし市 210,400 A4判、フルカラー、305ページ

安城・西尾・刈谷版
安城市、西尾市、刈谷市、碧南市、

知立市、高浜市
83,800 A4判、フルカラー、306ページ

安城市版 安城市 77,100 A4判、フルカラー、307ページ

西尾市版 西尾市 68,000 A4判、フルカラー、308ページ

刈谷市版 刈谷市 66,800 A4判、フルカラー、309ページ

知多版

東海市、大府市、知多市、知多郡

東浦町、豊明市、半田市、常滑市、

知多郡（阿久比町、武豊町、南知

多町、美浜町）

199,600 A4判、フルカラー、310ページ

東海市版 東海市 51,600 A4判、フルカラー、311ページ

半田市版 半田市 53,200 A4判、フルカラー、312ページ
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多

身を守る特集（財産を守る編） 身を守る特集（愛知県警ページ） 豊橋特集 



2. 愛知県各版別冊「防災×医療タウンページ」の概要 

「いざ！という時に生き延びる」をコンセプトに、日頃の準備から災害直後にも活用できるよう「災害に備える」及び「避難所で

の健康管理」、並びに「公衆電話」（情報提供：NTT西日本）及び「避難所」の場所を明記した地図などの情報を収録、

B5判サイズで保管も持ち運びもしやすい仕様としています。 

今回は愛知県防災安全局と連携し、今年伊勢湾台風から 60年の節目の年を意識し、愛知県の過去の風水害を振り返

り風水害対策を再認識していただくよう呼びかけた記事を掲載しております。また、名古屋市及びあま市、清須市、大治町を

除く県内全ての自治体にご協力いただき避難所マップを掲載しています。 

※お届けできない場合もありますので、お届け希望の方は「タウンページセンタ」までお問い合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)お届け予定部数 

 

 

エリア 版名（収録エリア） 発行部数 規格

一宮市版 166,200 B5判、フルカラー、16ページ

稲沢市版 55,900 B5判、フルカラー、16ページ

江南市、岩倉市、大口町、扶桑町版 87,100 B5判、フルカラー、16ページ

春日井市版 132,700 B5判、フルカラー、16ページ

小牧市版 66,900 B5判、フルカラー、16ページ

北名古屋市、豊山町版 47,800 B5判、フルカラー、16ページ

犬山市版 36,200 B5判、フルカラー、16ページ

瀬戸市、尾張旭市版 92,200 B5判、フルカラー、16ページ

日進市、長久手市、東郷町版 77,500 B5判、フルカラー、16ページ

津島市、愛西市版 52,300 B5判、フルカラー、16ページ

弥富市、蟹江町、飛島村版 38,500 B5判、フルカラー、16ページ

幸田町版 16,000 B5判、フルカラー、16ページ

岡崎市版 157,000 B5判、フルカラー、16ページ

豊橋市版 155,500 B5判、フルカラー、16ページ

豊川市版 77,300 B5判、フルカラー、16ページ

蒲郡市版 33,700 B5判、フルカラー、16ページ

田原市版 23,500 B5判、フルカラー、16ページ

新城市、設楽町、東栄町、豊根村版 23,400 B5判、フルカラー、16ページ

豊田市版 180,800 B5判、フルカラー、16ページ

みよし市版 24,700 B5判、フルカラー、16ページ

安城市版 78,700 B5判、フルカラー、16ページ

西尾市版 66,800 B5判、フルカラー、16ページ

刈谷市版 69,700 B5判、フルカラー、24ページ

碧南市版 29,700 B5判、フルカラー、16ページ

知立市版 32,200 B5判、フルカラー、16ページ

高浜市版 20,200 B5判、フルカラー、16ページ

東海市、大府市、豊明市版 119,000 B5判、フルカラー、16ページ

半田市版 52,200 B5判、フルカラー、16ページ

知多市、東浦町、阿久比町版 65,000 B5判、フルカラー、16ページ

常滑市版 26,700 B5判、フルカラー、16ページ

武豊町、南知多町、美浜町版 35,400 B5判、フルカラー、16ページ
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公衆電話・避難所マップ 記事 
表紙 



3. クーポン（一宮市、春日井市、知多エリア）・空き家対策チラシ（一宮市、春日井市、岡崎市、豊橋市）

の概要

昨年に引き続き、グルメ、ショッピング、娯楽に関連するお得な情報を掲載した地域密着型の「クーポン」に加え、今回新たに、

地域でも深刻な問題となっている空き家事情について行政と連携し、利活用を呼びかける「空き家対策チラシ」を該当エリアの

タウンページに同梱してお届けします。 

    

(1) お届け予定部数 

4. お届けについて

(1)お届け先・お届け方法 

①愛知県各版 「タウンページ」及び愛知県各版別冊「防災×医療タウンページ」を該当エリアの全住戸・全事業所を対象

にポスティングによりお届けします。

② 「クーポン」、「空き家対策チラシ」を発行市の該当エリアの全住戸・全事業所を対象にポスティングによりお届けします。

※お届けできない場合もありますので、お届け希望の方は「タウンページセンタ」までお問い合せください。 

（2）お届け期間 （予定） 

2019年６月上旬～2019年６月30日（日） 

（3）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） 

※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。 

種類 封入市町 発行部数 規格

一宮市 約143,500部 A4判、フルカラー、両面

春日井市 約123,800部 A4判、フルカラー、両面

東海市・大府市・知多市・

半田市・常滑市
約109,400部 A4判、フルカラー、両面

一宮市 約143,500部 A4判、フルカラー、両面

春日井市 約123,800部 A3判、フルカラー、両面

岡崎市 約144,300部 A4判、フルカラー、両面

豊橋市 約143,100部 A4判、フルカラー、両面

空き家対策チラシ

クーポン

「空き家対策チラシ」（春日井市）

委）

「クーポン」 

イメージ（例） 



5. Webサイトへの掲載

今回発行の愛知県各版「タウンページ」及び愛知県各版別冊「防災×医療タウンページ」は、2019年7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）」(※6) 

URL：http://www.denwacho.ne.jp/ 

「防災タウンページ（防災タウンページのWeb閲覧）」(※7) 

URL：https://bosai.itp.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。  

・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。  

・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必要です。 

(※7)  

・「防災タウンページ（Web版）」は、2018年4月11日に新たにリリースした防災情報発信のWebサイトです。  

・「防災タウンページ」は、PC・スマートフォンで利用可能です。  

・「防災タウンページ」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必要です。  

【NTTタウンページ株式会社】https://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。 

審査19-219-1 

http://www.denwacho.ne.jp/
https://bosai.itp.ne.jp/
https://www.ntt-tp.co.jp/
https://www.ntt-tp.co.jp



