
紙とネットを繋ぐ、新たな地域とくらしのメディア 

「発見ｉタウン」サイトのリリースについて 
https://hakken.itp.ne.jp/yamaguchi/ 

 

2018年4月23日 

NTTタウンページ株式会社 

 

NTTタウンページ株式会社（代表取締役社長：岡田昭彦、本社：東京都港区虎ノ門、以下「NTTタウンページ」）

は、全住戸・全事業所を対象にお届けしているタウンページや防災タウンページ等、紙媒体で提供中の地域とくらしの情

報に加え、ワクワクするような街の情報をタイムリーに提供するネットメディア、「発見ｉタウン」を創設し、第一弾として山

口県版「発見ｉタウン山口」を限定コンテンツ拡充の上、同日本格運用を開始しました。 

 

1. 背景と狙い 

「発見ｉタウン」は、タウンページ（紙版）等で展開される注目の各種地域情報を、より詳しく最新の内容として当該

地域のご利用さまに加えて、地域外やネット利用が盛んなF1、M1*層のご利用者さまへ向けても発信するネットメディア

として創設しました。また、地域情報の提供を起点に、店舗検索機能中心のｉタウンページとも連携し、ご利用者さまの

各種検索ニーズにもお応えする利便性の高いメディアとして、山口県版の提供を皮切りに全国展開をはかってまいります。

（別紙1） 

 

2. サイト概要 

（1）コンテンツ構成 

SNS映え等昨今のインターネットユーザの動向を意識し、記事毎に写真で訴求するサイト構成とし、スマートフ

ォンからの利用・操作に適したデザイン・ユーザインターフェースを採用し、次の四つのカテゴリーで、各種地域情報を

記事として掲載します。（別紙2） 

 

【カテゴリー】 

① おでかけマップ ：地域内のおでかけスポットを記事とマップで紹介 

② 特集 ：注目度の高い情報を連載記事等で紹介 

③ 耳より情報 ：生活に役立つ情報や店舗等の紹介 

④ イベントカレンダー：地域内で開催される主なイベントの紹介 

 

（2）「発見ｉタウン山口」限定の特別コンテンツ 

① 「マイマイ新子と千年の魔法」 ロケ地ガイド17選（本日リリース） 

山口県防府市を舞台にした片渕須直監督が描くアニメーション映画「マイマイ新子と千年の魔法(*2)」の注

目シーンのロケ地17か所を紹介し、ロケ地までのナビゲーションもアシストします。（別紙3） 

なお、同コンテンツは、インバウンドで山口県や防府市を訪れる外国人アニメファン向けに英語版も合わせてリリ

ースします。 

 

https://hakken.itp.ne.jp/yamaguchi/


② SL「やまぐち号」でのJR新山口～JR津和野 SLの旅 

JR山口線を走る蒸気機関車SL「やまぐち号」での素敵で上質な約2時間の旅を、3つのステージに分けてご

紹介します。(*3) 

 

③ NTTタウンページ地元スタッフによる山口県観光情報紹介 

幕末明治維新に因んだ萩の史跡、長門・防府・周南等山口県下のSNS映えスポット紹介、パワースポット防

府天満宮情報、新設される道の駅、お薦めの酒造やレストラン等、地元に精通した弊社スタッフならではの注

目情報を随時紹介します。 

 

3. 今後の取り組み 

山口県版を皮切りに、次回は仙台版のリリースを予定しており、順次「発見ｉタウン」サイトの全国展開をすすめ、タウ

ンページ（紙版）と連動したNTTタウンページならではの地域とくらしの情報をご利用者の皆さまへお届けして参ります。 

 

(*1) マーケティング用語 若年購買層をさす。M1層＝男性 20～34歳、F1層＝女性 20～34歳 

(*2) コピーライト：©髙樹のぶ子・マガジンハウス/「マイマイ新子」製作委員会 

     公式サイト: http://www.mai-mai.jp/ 

(*3) 記事・写真提供：山口晋（やまぐちすすむ）https://f-agent.wixsite.com/fapro 

 

＊発見ｉタウンの利用者が情報を閲覧するためのご利用は無料です。 

＊発見ｉタウンのご利用には、インターネット接続に係る回線・プロバイダー等の契約及び料金が別途必要です。 

 

【本サービスに関するお問い合せ先】 

NTTタウンページ株式会社 サービス開発部 産業担当 

TEL：（03）5776-4097  E-mail：area-srv@ntt-tp.co.jp 

【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  E-mail：tp-pr@ntt-tp.co.jp 
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地域外ユーザ、F1/M1層リーチ 

別紙１ 当サイトの背景と狙い 

“ワクワクする街の情報” “地域の役立ち・安心情報”を提供するサイト「発見iタウン」を各地域毎にリ
リースし、「iタウンページ（ネット）」「タウンページ（紙）」と連携したメディア展開を進めています。 

⇒当該地域の皆様に加え、ネットの利点を活用し、地域外のご利用者さまにも情報発信 

⇒紙の基盤に加え、ネットの特性を利用したタイムリーな記事展開でメディアミックス推進 

⇒ネット利用が盛んなF1、M1層*にもリーチ 

【 iタウンページ 】店舗検索 【 発見iタウン 山口】 メディアミックス 

当該地域のご利用者さま 

2億35百万PV 

地域のワクワク・気付き情報 

おでかけマップ 
特集 
耳より情報 
イベントカレンダー 

【 タウンページ（紙）】 
全住戸・全事業所を対象にお届け 

約6,400万部発行予定 

【 周遊マップ等】 

 *若年購買層をさすマーケティング用語、M1層＝男性20～34歳、F1層＝女性20～34歳 
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別紙２. サイト＆コンテンツ構成・全体遷移イメージ 

Topページ 

記事ページ 

コンテンツ構成 

１）おでかけマップ 
２）特集 
３）耳より情報（店舗紹介） 

４）イベントカレンダー 

• SNS映え等を意識した写真で訴求する全体構成 

• スマホからの操作を意識したデザイン・ユーザインターフェース 

• 各種情報を記事として投稿⇒検索エンジンによるindex・DB化 

• Google map*と連携し、地図表示・ナビゲーションへも遷移 

Google map＊ 

ナビゲーションは 
おまかせ！ 

Google map＊ 

地図表示に対応！ 

＊「Google マップ」、「 Google マップ」ロゴはGoogle Inc.の商標です。  
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？ 

別紙３ 「マイマイ新子と千年の魔法」 ロケ地ガイド17選（スマホ/PC対応） 

3 

地図アプリ起動！ 

マイマイ新子の 
ロケ地に行きたい 

？ 
・・・けど、 
どうやって 
行くの？ 

♪ ♪ 

4 

夢にまで見た 
佐波神社の石段！ 

 
 

NTTタウンページよりリリースされる 地域情報サイト 

                        にて提供！ 

訪日外国人向けに、英語版コンテンツも同時リリース！ 

©髙樹のぶ子・マガジンハウス/「マイマイ新子」製作委員会 
＊「Google マップ」、「 Google マップ」ロゴはGoogle Inc.の商標です。 

1 2 
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©髙樹のぶ子・マガジンハウス/「マイマイ新子」製作委員会 

（参考）「マイマイ新子と千年の魔法」 ご紹介 

「この世界の片隅に」の片渕須直監督作品。 

山口県防府市出身の芥川賞受賞作家髙樹のぶ子の自伝的小説を原作とし、 
すべての人の心の中にある懐かしい風景と色褪せることのない切ない想い出を、昭和30年代の山口県防府市を舞台に、
徹底した情報収集と緻密な作画でアニメ化。 
 
2009年11月21日に新宿ピカデリーをメイン館として全国でロードショー公開されました。 
公開後、クチコミが広がりラピュタ阿佐ヶ谷では延べ50日間（約7週間）の異例のロングラン上映され、同劇場支配人
からも「レイトショーでこれほど満席が続く事は私が知る限り初めての現象」とコメントされ話題を呼びました。 
 
さらにネットの中で話題は拡大、上映の存続を求める署名運動、市民自ら映画館へ交渉して上映が決まる 
“市民発信上映”が全国的な活動となり、東京・埼玉・静岡・新潟・北海道などで上映が実現。 
ファン自ら立ち上げたサイトや自主作成したポスターの配布、交流掲示板、海外映画祭での上映や受賞など、 
「マイマイ現象」として多くのファンの皆様に支えられ、公開から10年を過ぎた今現在も上映会等が催されています。 
 
また、そのマイマイ熱が映画『この世界の片隅に』の大ヒットに引き継がれたことは言うまでもありません。 

第20回シネ・ジュニア映画祭 

観客賞 

第29回ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ･ｱﾆﾒｰｼｮﾝ映画祭 

大人向け観客賞・BETV作品賞 

2009オタワ国際ｱﾆﾒｰｼｮﾝ映画祭 

長編コンペ部門正式上映 
アヌシー国際ｱﾆﾒｰｼｮﾝ映画祭 

長編映画部門正式上映 

◆受賞 



"Mai Mai Miracle" Location Guide 17spots! 

https://hakken.itp.ne.jp/yamaguchi/odekake/2183/ 

April 23rd, 2018 

 

NTT TownPage Corporation (Representative Director and President: Akihiko Okada, 

Main Office: Tokyo Minato-ku Toranomon, hereafter "NTT TownPage") is focused on 

both the print form of TownPage and online regional information distribution. NTT 

TownPage presently operates "Japan Tips (*2)" (Tokyo 23 Wards English ver.) as an 

informational site for foreigners living and visiting Japan. Now, in order to meet the 

sightseeing needs of those visiting Japan and heading out into the countryside to 

visit locations shown in anime, NTT TownPage has released an English version of the  

Location Guide 17spots for the anime film "Mai Mai Miracle. (*1) " 

 

1. Background & Objective 

NTT TownPage simultaneously launched "Hakken iTown Yamaguchi" as the first 

part of an online media platform to focus on the special traits of regions around the 

country. Additionally, an English version of the location guide for a popular anime 

film that took place in Hofu, Yamaguchi Prefecture has been released as its main 

content. It is intended to be a convenient source of information for tourists visiting 

Japan and to tie into regional revitalization efforts and aid local businesses. 

 

2. Content Overview 

Details 17 locations from major scenes in director Sunao Katabuchi's anime film "Mai 

Mai Miracle" and assists in navigating to the locations. (Attachment 1, 2) 

 

(*1)Copyright: ©Nobuko Takagi/MAGAZINE HOUSE/"MAIMAISHINKO" Film 

Committee 

   Official Site: http://www.mai-mai.jp/ 

(*2) Japan tips: https://jptips.itp.ne.jp/ 

 

*The "Mai Mai Miracle (*1)" Location Guide 17spots English Version is available to view for free for 

users of Hakken iTown. 

*All contracts and fees for lines, providers, etc. needed for an internet connection to view this 

guide are required separately. 

 

 

http://www.mai-mai.jp/
https://jptips.itp.ne.jp/


[For inquires about this service] 

NTT TownPage Corporation   

TEL：03-5776-4097  E-mail：area-srv@ntt-tp.co.jp 

[For inquiries from the news media] 

NTT TownPage Corporation 

TEL：（03）5776-4104 E-mail：tp-pr@ntt-tp.co.jp 

 

H30 広表第 39 号 

mailto:area-srv@ntt-tp.co.jp
mailto:tp-pr@ntt-tp.co.jp
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？ 

Attachment 1 ”Mai Mai Miracle” Location Guide 17spots! 

3 

Launches the 

map app! 

I want to visit 
the scenes from 
Mai Mai Miracle! 

？ 

But wait... 
How do I 
get there? 

♪ ♪ 

4 2 

The stone stairs at 
Saba Shrine are just 

like I’d imagined! 

for release via  
NTT TownPage’s Regional Information Site 

Hakken   Town Yamaguchi  

English content aimed at tourists visiting Japan will be released simultaneously! 

 ©Nobuko Takagi/MAGAZINE HOUSE/"MAIMAISHINKO" Film Committee 
Google Maps is a registered trademark of Google Inc. 

1 
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Directed by Sunao Katabuchi, director of the 2016 movie "In This Corner of the World“ 
 
 An elaborately crafted and heavily researched work set in Yamaguchi Prefecture's Hofu City in the 1950s, that deftly captures 
scenery that all can find nostalgic and the sort of bittersweet memories that never fade, bringing it to life through animation. 
 
This film premiered in the Shinjuku Piccadilly Theater on November 11th, 2009 and was shown in theaters across Japan. After its 
release, word spread about the film's popularity, and it was shown at the Laputa Asagaya Theater for an extended run that went on 
for an unusually long 50 days (approx. 7 weeks), with the theater owner commenting on how it was the only film in memory that 
could pack a theater during late night showings for so long. Its success was also picked up online, with petitions taking off for 
extended showings, and efforts by local residents throughout Japan working to strike deals with local theaters to show the film for 
the communities, and successfully doing so in Tokyo, Saitama, Shizuoka, Niigata, and Hokkaido. The fans worked to promote this 
"Mai Mai passion," with fan-run websites, the distribution of self-made posters, and fan forums, and the film went on to earn 
awards at overseas film festivals. Even to this day, 10 years after its release, there are still ongoing showings of the film being held. 
 
And it goes without saying that the success of the film "In This Corner of the World" was helped in part by this passion for Mai Mai. 

（Reference）Introducing ”Mai Mai Miracle”  

 ©Nobuko Takagi/MAGAZINE HOUSE/"MAIMAISHINKO" Film Committee 

-Ottawa International Animation Festival - Prize Winning in Feature Film Competition (2009) 
-29th Brussels Animation Film Festival - Anima 2010 BETV/Audience Awards for Feature Film Competition (2010) 
-the 20th Cine Junior International Film Festival - the Audience Award 
-Annecy International Animated Film Festival and Market-run officially 
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