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2月

◆報道機関からのお問い合せ先◆
NTTタウンページ株式会社
経営企画部 広報宣伝室
TEL：（03）5776-4104
内容等については、お気軽にお問い合せください。

NTTタウンページ社の2018年2月の活動
（予定）をご紹介します。

Feｂｒuary

※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。
※ NTTタウンページが企画、編集、生産、配達をしています。
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●タウンページお届け等

1

茨城県水戸市版「タウンページ」及び「防災タウンページ」のお届け開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：水戸市内の全住戸・全事業所を対象にポスティングにて
お届け(※1)
発行部数：約146,000部

3

長野県飯田市版「タウンページ」及び「防災タウンページ」のお届け開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：飯田市内の全住戸・全事業所を対象にポスティングにて
お届け(※1)
発行部数：約48,000部

5

長野県安曇野市版「タウンページ」及び「防災タウンページ」のお届け
開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：安曇野市内の全住戸・全事業所を対象にポスティングにて
お届け(※1)
発行部数：約44,000部
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9

11
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長野県伊那市版「タウンページ」及び「防災タウンページ」のお届け開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：伊那市内の全住戸・全事業所を対象にポスティングにて
お届け(※1)
発行部数：約33,000部

静岡県エリア各版タウンページのお届け開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：静岡県内全域（静岡市、浜松市、熱海市、伊東市、
下田市、沼津市、島田市、焼津市、藤枝市、三島市、
御殿場市、裾野市を除く）
発行部数：約322,000部
香川県東部版タウンページお届け開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：香川県東部エリア全域（高松市を除く）の全住戸・全事
業所を対象にポスティングにてお届け(※1)
発行部数：約75,000部
沖縄県エリア各版「タウンページ」のお届け開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：沖縄県の那覇市・沖縄市・浦添市・宜野湾市以外のエリア
発行部数：約171,000部
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茨城県エリア各版「タウンページ」のお届け開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：茨城県の水戸市以外のエリア
発行部数：約647,000部
長野県松本市版「タウンページ」及び「防災タウンページ」のお届け開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：松本市内の全住戸・全事業所を対象にポスティングにて
お届け(※1)
発行部数：約120,000部
長野県塩尻市版「タウンページ」及び「防災タウンページ」のお届け開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：塩尻市内の全住戸・全事業所を対象にポスティングにて
お届け(※1)
発行部数：約31,000部
静岡県エリア各版タウンページ、防災×医療タウンページのお届け開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：静岡市（葵区・清水区・駿河区）、浜松市、熱海市、
伊東市、下田市、沼津市、島田市、焼津市、藤枝市、
三島市、御殿場市、裾野市の全住戸・全事業所を対象
にポスティングにてお届け(※1)
発行部数：約1,232,000部
香川県高松市版タウンページお届け開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：高松市内の全住戸・全事業所を対象にポスティングにて
お届け（※1）
発行部数：約210,000部

12

香川県西部版タウンページお届け開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：香川県西部エリア全域の全住戸・全事業所を対象に
ポスティングにてお届け（※1）
発行部数：約177,000部

14

沖縄県宜野湾市版「タウンページ」及び「防災タウンページ」「子育てタウ
ンページ」のお届け開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：宜野湾市内の全住戸・全事業所を対象にポスティングにて
お届け(※1)
発行部数：約44,000部

（※1）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（0120-506309）」までお問い合せください。

（次ページへ続きます）
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17

沖縄県浦添市版「タウンページ」及び「防災タウンページ」「子育てタウン
ページ」のお届け開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：浦添市内の全住戸・全事業所を対象にポスティングにて
お届け(※1)
発行部数：約51,000部
沖縄県那覇市版「タウンページ」及び「防災タウンページ」「子育てタウン
ページ」のお届け開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：那覇市内の全住戸・全事業所を対象にポスティングにて
お届け(※1)
発行部数：約162,000部

16

沖縄県沖縄市版「タウンページ」及び「防災タウンページ」「子育てタウン
ページ」のお届け開始
期間：2月上旬～2月28日（水）
お届け対象：沖縄市内の全住戸・全事業所を対象にポスティングにて
お届け(※1)
発行部数：約64,000部

-

（※1）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（0120-506309）」までお問い合せください。

□タウンページ贈呈式・発刊式 等

18

長野県飯田市版タウンページ・防災タウンページ贈呈式
日時：平成30年2月8日（木）14時00分～
場所：飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４
https://itp.ne.jp/shop/KN2000060600104598/

19

長野県伊那市版タウンページ・防災タウンページ贈呈式
日時：平成30年2月8日（木）16時30分～
場所：伊那市役所 長野県伊那市下新田３０５０
https://itp.ne.jp/shop/KN2000112500005864/

20

長野県安曇野市版タウンページ・防災タウンページ贈呈式
日時：平成30年2月13日（火）11時30分～
場所：安曇野市役所 長野県安曇野市豊科６０００
https://itp.ne.jp/shop/KN2000060600104598/

21

長野県中信版、南信版、木曽版タウンページ・防災タウンページ贈呈式
日時：平成30年2月15日（木）11時30分～
場所：長野県庁 長野県長野市大字南長野字幅下６９２－２
https://itp.ne.jp/shop/KN2012052500000081/

22

長野県塩尻市版タウンページ・防災タウンページ贈呈式
日時：平成30年2月22日（木）14時00分～
場所：塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３
https://itp.ne.jp/shop/KN2000060600171376/

23

御殿場市防災タウンページ贈呈式
日時：平成30年2月13日（火）10時00分～
場所：御殿場市役所 静岡県御殿場市萩原４８３
https://itp.ne.jp/shop/KN2203121200003784/

24

三島市防災タウンページ贈呈式
日時：平成30年2月13日（火）14時00分～
場所：三島市役所 静岡県三島市北田町４－４７
https://itp.ne.jp/shop/KN2209101000002109/

25

焼津市防災タウンページ贈呈式
日時：平成30年2月14日（水）13時00分～
場所：藤枝市役所 静岡県藤枝市岡出山１丁目１１－１
https://itp.ne.jp/shop/KN2200060700636013/

26

裾野市防災タウンページ贈呈式
日時：平成30年2月14日（水）15時00分～
場所：裾野市役所 静岡県裾野市佐野１０５９
https://itp.ne.jp/shop/KN2202121300001601/

27

島田市防災タウンページ贈呈式
日時：平成30年2月20日（火）10時00分～
場所：島田市役所 静岡県島田市中央町１－１
https://itp.ne.jp/shop/KN2202020800004236/

28

藤枝市防災タウンページ贈呈式
日時：平成30年2月20日（火）15時45分～
場所：藤枝市役所 静岡県藤枝市岡出山１丁目１１－１
https://itp.ne.jp/shop/KN2200060700636013/

29

香川県版タウンページ発刊式
日時：平成30年2月14日（水）11時00分～
場所：香川県庁 香川県高松市番町４丁目１－１０
https://itp.ne.jp/shop/KN3700060600033557/

30

香川県高松市版タウンページ発刊式
日時：平成30年2月14日（水）14時00分～
場所：高松市役所 香川県高松市番町１丁目８－１５
https://itp.ne.jp/shop/KN3700060600032482/

31

香川県西部版タウンページ贈呈式（観音寺市）
日時：平成30年2月19日（月）16時00分～
場所：観音寺市役所 香川県観音寺市坂本町１丁目１－１
https://itp.ne.jp/shop/KN3700060600064940/

32

香川県東部版タウンページ贈呈式（さぬき市）
日時：平成30年2月23日（金）11時30分～
場所：さぬき市役所 香川県さぬき市志度５３８５－８
https://itp.ne.jp/shop/DM3716041400000001/

33

香川県西部版タウンページ贈呈式（丸亀市）
日時：平成30年2月23日（金）14時30分～
場所：丸亀市役所 香川県丸亀市大手町２丁目３－１
https://itp.ne.jp/shop/KN3700060600047659/

★キャンペーン情報

34

つながるタウンページ2月キャンペーン
内容：つながるタウンページ会員向け抽選プレゼント
期間：2月1日（木）10時00分～3月1日（木）10時00分
https://itp.ne.jp/contents/member_about/pointuse.html

（次ページへ続きます）

◎社外とのコラボレーション

35

地域防災で活躍する女性との意見交換会
日時：平成30年2月13日（火）15：00～17：00
内容：長野県にご協力いただき、「地域防災で活躍する女性との意見
交換会」を実施します。
場所：長野県松本市内（調整中）

-

上記予定は2018年1月31日時点のものです。

H29広表第906号

