静岡県内全35市町の全住戸・全事業所を対象に静岡県各版「タウンページ」と
静岡県各版別冊「防災タウンページ」をお届けします！
～静岡県全域で 2 月上旬からお届け開始します～
2 0 1 9 年

2 月

1 3 日

西日本電信電話株式会社 静岡支店
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静岡支店（静岡支店長：片山 義生、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、静岡県各版「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2月上旬から順次お届けを開始します。静岡県全域の35市町の全住
戸・全事業所を対象に、「タウンページ」をポスティングによりお届けする（※4）取り組みは今回初となります。
静岡県各版「タウンページ」には、静岡県各版別冊「防災タウンページ」（※5）を同梱し、2017年2月に静岡県と締結した
「防災啓発情報等の発信に関する協定」に基づき、静岡県からご提供いただいた、「防災・減災」や「災害時での医療」に関する
コンテンツと、各市町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」、少子高齢化や価値観の多様化により注目されている「終活」、地域のお得情報が
掲載された「クーポン」の各種チラシも一部エリアの「タウンページ」に同梱してお届けします。
NTTタウンページは今後も「地域とくらしの安心メディア」をめざし、さらなる変革を進めて参ります。
（※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）静岡県各版「タウンページ」とは、静岡県沼津版、静岡県富士版、静岡県伊東・熱海版、静岡市葵区版、静岡市駿河区版、静岡市清
水区版、静岡県藤枝・焼津版、静岡県浜松版、静岡県磐田・掛川版、静岡県沼津市版、静岡県御殿場市版、静岡県裾野市版、静
岡県三島市版、静岡県伊東市版、静岡県下田市版、静岡県藤枝市版、静岡県焼津市版、静岡県島田市版、静岡県浜松市版及び
静岡県磐田市版です。
（※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）静岡県各版別冊「防災タウンページ」とは、沼津市版、三島市版、御殿場市・小山町版、裾野市・長泉町・清水町版、伊豆市版、伊豆の
国市・函南町版、富士市版、富士宮市版、伊東市版、熱海市版、下田市・東伊豆町・河津町版、西伊豆町・松崎町・南伊豆町版、静
岡市葵区版、静岡市駿河区版、静岡市清水区版、藤枝市版、焼津市版、島田市・川根本町版、牧之原市・吉田町版、浜松市中区
版、浜松市東区版、浜松市西区版、浜松市南区版、浜松市北区版、浜松市浜北区版、浜松市天竜区版、湖西市版、磐田市版、掛
川市・森町版、袋井市版及び菊川市・御前崎市版です。

イメージ（例）

静岡県三島市版タウンページ

別冊「防災タウンページ」

空き家対策チラシ

終活チラシ

クーポン

1. 静岡県各版 「タウンページ」の概要
（1）表紙
各行政機関と連携し、地元キャラクターとタウンページ君が地域住民に人気のスポットに登場し、県民の皆さまが親しみを
持っていただき手に取っていただける表紙を、企画・編集しました。
●東部エリア

静岡県沼津版タウンページ

静岡県富士版タウンページ
（富士市）

静岡県富士版タウンページ
（富士宮市）

静岡県沼津市版タウンページ

静岡県御殿場市版タウンページ

静岡県三島市版タウンページ

静岡県伊東市版タウンページ

静岡県伊東・熱海版タウンページ

静岡県裾野市版タウンページ

静岡県下田市版タウンページ

●中部エリア

静岡市葵区版タウンページ

静岡県藤枝・焼津版タウンページ

静岡市駿河区版タウンページ

静岡市清水区版タウンページ

静岡県藤枝市版タウンページ

静岡県焼津市版タウンページ

静岡県島田市版タウンページ

静岡県磐田市版タウンページ

静岡県浜松版タウンページ

静岡県浜松市版タウンページ

●西部エリア

静岡県磐田・掛川版タウンページ

（2）「静岡県各地の魅力を再発見！」をコンセプトとした特集記事
静岡県各版「タウンページ」の発行直後である2019年4月から開催される「静岡デスティネーションキャンペーン」を参考に、
静岡県出身である編集長が静岡県にお住いの皆さまに静岡県をもっと知っていただきたいという思いで、自らがおススメする
各地域の情報を県内相互に紹介しています。

東部エリアへの静岡旅ノススメ

中部エリアへの静岡旅ノススメ

西部エリアへの静岡旅ノススメ

癒しのスポット日本平特集

竜洋昆虫自然観察公園特集

癒しのスポット日本平特集

深海魚の聖地 HEDA 特集

深海魚の聖地 HEDA 特集

深海魚の聖地 HEDA 特集

(3)お届け予定部数
版名

エリア
沼津版

沼津市版
御殿場市版
裾野市版
東部

三島市版
富士版
富士版

（富士市）
（富士宮市）

伊東・熱海版
伊東市版
下田市版
静岡市葵区版
静岡市駿河区版
静岡市清水区版
中部

藤枝・焼津版
藤枝市版
焼津市版
島田市版
浜松版
浜松市版

西部

磐田・掛川版
磐田市版

収録エリア
沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、
伊豆の国市、伊豆市、駿東郡（小山町・
清水町・長泉町）、田方郡（函南町）
沼津市、三島市、駿東郡（清水町・長泉町）
沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、
駿東郡（小山町・清水町・長泉町）
沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、
駿東郡（小山町・清水町・長泉町）
沼津市、三島市、伊豆の国市、伊豆市、
駿東郡（清水町・長泉町）、田方郡（函南町）
富士市・富士宮市
富士市・富士宮市
伊東市、熱海市、下田市、賀茂郡（河津町・
西伊豆町・東伊豆町・松崎町・南伊豆町）
伊東市、熱海市、賀茂郡（河津町・東伊豆町）
下田市、賀茂郡（河津町・西伊豆町・松崎町・
南伊豆町）
静岡市葵区
静岡市駿河区
静岡市清水区
藤枝市、焼津市、島田市、牧之原市、
榛原郡（川根本町・吉田町）
藤枝市、焼津市、島田市
藤枝市、焼津市
藤枝市、島田市、牧之原市、
榛原郡（川根本町・吉田町）
浜松市・湖西市
浜松市
磐田市、掛川市、袋井市、菊川市、御前崎市、
周智郡（森町）
磐田市・袋井市

発行部数

規格

94,100部 A4判、フルカラー、388ページ
97,400部 A4判、フルカラー、340ページ
38,300部 A4判、フルカラー、356ページ
22,300部 A4判、フルカラー、356ページ
50,900部 A4判、フルカラー、356ページ
111,500部 A4判、フルカラー、252ページ
56,800部 A4判、フルカラー、252ページ
56,000部 A4判、フルカラー、180ページ
45,800部 A4判、フルカラー、180ページ
15,400部 A4判、フルカラー、164ページ
127,500部 A4判、フルカラー、316ページ
105,400部 A4判、フルカラー、300ページ
110,300部 A4判、フルカラー、244ページ
35,400部 A4判、フルカラー、324ページ
61,400部 A4判、フルカラー、316ページ
60,700部 A4判、フルカラー、276ページ
38,800部 A4判、フルカラー、284ページ
26,800部 A4判、フルカラー、500ページ
347,900部 A4判、フルカラー、508ページ
120,700部 A4判、フルカラー、300ページ
67,800部 A4判、フルカラー、252ページ

2. 静岡県各版別冊「防災タウンページ」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「安否確認」及び「応急手当」
の方法、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。
県内すべての市町の全住戸・全事業所を対象にお届けする事を機に、静岡県危機管理部と連携し、静岡県ならではの災
害対策「プロジェクト TOUKAI-0」や推奨する備蓄品等の紹介とともに県内全ての自治体（35 市町）の避難所マップを掲
載しています。また、静岡市葵区版、静岡市駿河区版、静岡市清水区版では、静岡市静岡歯科医師会から歯科にまつわ
る医療記事を提供いただき歯科予防の呼びかけをしております。
※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。

表紙

記事

公衆電話・避難所マップ

(1)お届け予定部数
エリア

東部

版名（収録エリア）

93,500部 B5判、フルカラー、16ページ

三島市版

53,800部 B5判、フルカラー、16ページ

御殿場市・小山町版

45,400部 B5判、フルカラー、16ページ

裾野市・長泉町・清水町版

54,300部 B5判、フルカラー、16ページ

伊豆市版

14,600部 B5判、フルカラー、16ページ

伊豆の国市・函南町版

38,300部 B5判、フルカラー、16ページ

富士市版

108,000部 B5判、フルカラー、16ページ

富士宮市版

57,000部 B5判、フルカラー、16ページ

伊東市版

43,700部 B5判、フルカラー、16ページ

熱海市版

29,600部 B5判、フルカラー、16ページ

下田市・東伊豆町・河津町版

26,600部 B5判、フルカラー、16ページ

静岡市葵区版

14,000部 B5判、フルカラー、16ページ
119,100部 B5判、フルカラー、20ページ

静岡市駿河区版

98,500部 B5判、フルカラー、20ページ

静岡市清水区版

104,000部 B5判、フルカラー、20ページ

藤枝市版

60,000部 B5判、フルカラー、16ページ

焼津市版

59,500部 B5判、フルカラー、16ページ

島田市・川根本町版

42,100部 B5判、フルカラー、16ページ

牧之原市・吉田町版

西部

規格

沼津市版

西伊豆町・松崎町・南伊豆町版

中部

発行部数

29,800部 B5判、フルカラー、16ページ

浜松市中区版

113,000部 B5判、フルカラー、20ページ

浜松市東区版

55,200部 B5判、フルカラー、20ページ

浜松市西区版

44,300部 B5判、フルカラー、20ページ

浜松市南区版

43,400部 B5判、フルカラー、20ページ

浜松市北区版

37,000部 B5判、フルカラー、20ページ

浜松市浜北区版

36,900部 B5判、フルカラー、20ページ

浜松市天竜区版

13,600部 B5判、フルカラー、20ページ

湖西市版

24,400部 B5判、フルカラー、20ページ

磐田市版

67,900部 B5判、フルカラー、16ページ

掛川市・森町版

52,500部 B5判、フルカラー、16ページ

袋井市版

34,800部 B5判、フルカラー、16ページ

菊川市・御前崎市版

30,700部 B5判、フルカラー、16ページ

3. クーポンチラシ（静岡市）・空き家対策チラシ（沼津市、静岡市、藤枝市、焼津市、浜松市）
終活チラシ（沼津市、浜松市）
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「クーポンチラシ」や、地域でも深刻な問題となっ
ている空き家事情について、行政と連携をし、利活用を呼びかける「空き家対策チラシ」、終活にかかわるお役立ちガイド「終活
チラシ」を発行しました。
イメージ（例）

「クーポンチラシ」

「空き家対策チラシ」（表紙）

「終活チラシ」

(1)お届け予定部数
種類
クーポンチラシ

空き家対策チラシ

終活チラシ

封入市町

発行部数

規格

静岡市

約314,000部 A4判、フルカラー、両面

静岡市

約314,000部 A3判、フルカラー、両面

浜松市

約334,000部 A3判、フルカラー、両面

沼津市

約91,100部 A3判、フルカラー、両面

藤枝市

約57,000部 A3判、フルカラー、両面

焼津市
浜松市

約57,900部 A3判、フルカラー、両面
約334,000部 A4判、フルカラー、両面

沼津市

約91,100部 A4判、フルカラー、両面

4. お届けについて
(1)お届け先・お届け方法
①静岡県各版 「タウンページ」及び静岡県各版別冊「防災タウンページ」を全住戸・全事業所を対象にポスティングにより
お届けします。
② 「クーポンチラシ」、「空き家対策チラシ」、「終活チラシ」を発行市の全住戸・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2月上旬～2019年2月28日（木）
（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。

5. Webサイトへの掲載
今回発行の静岡県各版「タウンページ」及び静岡県各版別冊「防災タウンページ」は、2019年3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18-2164-1

