
◆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。 

●タウンページお届け等 

２０１8 

６月 
 NTTタウンページ社の2018年6月の活動 

（予定）をご紹介します。 

June 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 

●1~9 （タウンページお届け等） 

□11,12（タウンページ贈呈式、発刊式等） 

★27 （キャンペーン情報） 

※タウンページは、日本電信電話(株)の登録商標です。 

※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。  
 

1 

愛知県エリア各版タウンページお届け開始 
期間：6月上旬～6月30日（土） 
お届け対象：愛知県内＜名古屋市を除く＞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2,223,600部 

2 

愛知県エリア各版防災×医療タウンページお届け開始 
期間：6月上旬～6月30日（土） 
お届け対象：愛知県内＜名古屋市を除く＞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2,243,300部 

3 

愛媛県中予版タウンページお届け開始 
期間：6月上旬～6月30日（土） 
お届け対象：愛媛県中予エリア＜松山市を除く＞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66,100部 

4 

愛媛県松山市版タウンページお届け開始 
期間：6月上旬～6月30日（土） 
お届け対象：愛媛県松山市の全住戸・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259,300部 

5 

愛媛県東予版タウンページお届け開始 
期間：6月上旬～6月30日（土） 
お届け対象：愛媛県今治市・越智郡上島町の全住戸・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89,900部 

6 

愛媛県東予版西条市タウンページお届け開始 
期間：6月上旬～6月30日（土） 
お届け対象：愛媛県西条市の全住戸・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55,300部 

7 

愛媛県東予版新居浜市タウンページお届け開始 
期間：6月上旬～6月30日（土） 
お届け対象：愛媛県新居浜市の全住戸・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62,600部 

8 

愛媛県東予版四国中央市タウンページお届け開始 
期間：6月上旬～6月30日（土） 
お届け対象：愛媛県四国中央市の全住戸・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41,900部 

9 

愛媛県南予版タウンページお届け開始 
期間：6月上旬～6月30日（土） 
お届け対象：愛媛県南予エリアの全住戸・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136,600部 

- 

（社外とのコラボレーション） ◎29 

 （※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。  

□24 □13、14 

□16~18 

10 

埼玉県との「防災啓発情報等に関する協定」締結式 
日時：平成30年6月7日（木）16時~ 
場所：埼玉県庁 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１５－１    
https://itp.ne.jp/info/112413814200000899/ 

11 

愛媛県各版タウンページ贈呈式 
日時：平成30年6月11日（月）13時30分～ 
場所：愛媛県庁 愛媛県松山市一番町４丁目４－２       
https://itp.ne.jp/info/381380046400000899/ 

12 

愛媛県松山市版タウンページ贈呈式 
日時：平成30年6月11日（月）15時～ 
場所：松山市役所 愛媛県松山市二番町４丁目７－２    
https://itp.ne.jp/info/386192346400000899/ 

13 

安城市防災タウンページ発刊式 
日時：平成30年6月12日（火）11時～ 
場所：安城市役所 愛知県安城市桜町１８－２３       
https://itp.ne.jp/info/230578539200000899/ 

14 

刈谷市防災タウンページ発刊式 
日時：平成30年6月12日（火）14時～ 
場所：刈谷市役所 愛知県刈谷市東陽町１丁目１       
https://itp.ne.jp/info/236232729200000899/ 

15 

福島県との「防災啓発情報等に関する協定」締結式 
日時：平成30年6月13日（水）13時30分~（予定） 
場所：福島県庁 福島県福島市杉妻町２－１６    
https://itp.ne.jp/info/075044795000000899/ 

□タウンページ贈呈式・発刊式 等  

□25、26 

□20、21 

□22、23 

▲28（イベント情報）  

□15 

□19 

＜次ページに続きます＞ 
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27 

道北エリアアンケートプレゼントキャンペーン 
内容：アンケートに答えて旅行券5,000円分、JCBギフトカード3,000円 
        分をプレゼント（抽選で36名様） 
期間：4月2日（月）～6月30日（土） 
https://ssl.itp.ne.jp/benri/enq01000/ 

- 

★キャンペーン情報 

上記予定は2018年5月31日時点のものです。 

H30広表第132号 

29 

RNB南海放送「夏井いつきの一句一遊」句会ライブ！ 
日時：平成30年6月3日（日）13時～15時30分（受付12時～） 
場所：宝厳寺 愛媛県松山市道後湯月町5-4       
http://www.rnb.co.jp/event/node/002393.php 
内容：2018年7月発行愛媛県各版タウンページの表紙を飾った天の句・ 
     優秀句のパネル授与を行います。 

- 

◎社外とのコラボレーション 

16 

愛媛県東予版新居浜市タウンページ贈呈式 
日時：平成30年6月20日（水）11時~ 
場所：新居浜市役所 愛媛県新居浜市一宮町１丁目５－１    
https://itp.ne.jp/info/384058096400000899/ 

17 

愛媛県東予版四国中央市タウンページ贈呈式 
日時：平成30年6月20日（水）13時30分~ 
場所：四国中央市役所 愛媛県四国中央市三島宮川４丁目６-55    
https://itp.ne.jp/info/380920540105730280/ 

18 

愛媛県東予版西条市タウンページ贈呈式 
日時：平成30年6月20日（水）15時30分~ 
場所：西条市役所 愛媛県西条市明屋敷１６４    
https://itp.ne.jp/info/380920540105730280/ 

19 

愛媛県東予版タウンページ贈呈式（八幡浜市） 
日時：平成30年6月21日（木）15時~ 
場所：八幡浜市役所 愛媛県八幡浜市北浜１丁目１－１    
https://itp.ne.jp/info/388305566400000899/ 

20 

愛媛県南予版タウンページ贈呈式（宇和島市） 
日時：平成30年6月22日（金）13時~ 
場所：宇和島市役所 愛媛県宇和島市曙町１    
https://itp.ne.jp/info/385350276400000899/ 

21 

愛媛県南予版タウンページ贈呈式（西予市） 
日時：平成30年6月22日（金）15時~ 
場所：西予市役所 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目４３４－１    
https://itp.ne.jp/info/386346866400000899/ 

22 

愛媛県中予版タウンページ贈呈式（伊予市） 
日時：平成30年6月25日（月）11時~ 
場所：伊予市役所 愛媛県伊予市米湊８２０    
https://itp.ne.jp/info/380825656400000899/ 

23 

愛媛県中予版タウンページ贈呈式（東温市） 
日時：平成30年6月25日（月）14時~ 
場所：東温市役所 愛媛県東温市見奈良５３０－１    
https://itp.ne.jp/info/386117846400000899/ 

24 

愛媛県中予版タウンページ贈呈式（久万高原町） 
日時：平成30年6月27日（水）14時~ 
場所：久万高原町役場 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２１２    
https://itp.ne.jp/info/380459066400000899/ 

25 

愛媛県東予版タウンページ贈呈式（今治市） 
日時：平成30年6月28日（木）10時30分~ 
場所：今治市役所 愛媛県今治市別宮町１丁目４－１    
https://itp.ne.jp/info/380072696400000899/ 

26 

愛媛県東予版タウンページ贈呈式（上島町） 
日時：平成30年6月28日（木）14時30分~ 
場所：上島町役場 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削２１０    
https://itp.ne.jp/info/386136196400000899/ 

- 

28 

西武福井店 アンケートイベント 
日時：平成30年6月23日（土）～24日（日）10時～ 
場所：西武百貨店 福井店 福井県福井市中央１丁目８－１       
https://itp.ne.jp/info/187523009300000899/ 
内容：「タウンページ」、別冊「防災タウンページ」、別冊福井市タウンペー  
    ジ「kokekobook」のＰＲおよび利用状況に関するアンケートを実 
    施。アンケートに回答いただいた方へ粗品を進呈。 

- 

▲イベント情報  
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