
2018年 8月 9日（木）に岡山県庁にて発刊報告・贈呈式を開催 

別冊「防災タウンページ」（岡山県各版）を「タウンページ」または「タウンページ＆ハローページ」 

とセットで岡山県内の全住戸・全事業所を対象にお届けしました。 

 

2018 年 8 月 8 日 

西日本電信電話株式会社 岡山支店 

 NTT タウンページ株式会社 中国営業本部 

 
 
この度の西日本豪雨災害により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の皆さまにお悔

やみを申し上げます。また、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。今なお避難されている皆さま、復旧作

業に従事されている皆さまのご安全を心よりお祈り申し上げます。 

 

 

西日本電信電話株式会社（岡山支店長：西谷紀彦、以下、NTT 西日本）と、NTT タウンページ株式会社

（中国営業本部長：梅本祐和、以下、NTT タウンページ）は、岡山県エリア「タウンページ」、「タウンページ＆ハローペ

ージ」（※1）（※2）（※3）と、防災・減災に役立つコンテンツを掲載した別冊「防災タウンページ」（岡山県各版、

以下、防災タウンページ）（※4）を制作し、2018 年 7 月 4 日から 7 月 31 日にかけて岡山県内の全住戸・全事業

所を対象にポスティングによりお届けいたしました。（※5） 

「タウンページ」、「タウンページ＆ハローページ」および別冊「防災タウンページ」の発行について多くの皆さまに知っていた

だきたく、岡山県への発刊報告・贈呈式を 2018 年 8 月 9 日（木）に執り行う運びとなりましたのでお知らせします。 

 

懸命の復旧作業等が行われている中ではございますが、「防災タウンページ」に掲載している災害への対処法や、安

否確認の方法、生活再建に向けての情報、避難所&公衆電話マップ等は、県民の皆さまのお役に立つ情報であり、今

後起こりうる災害への防災・減災にも有益な情報となると考え、岡山県さまとも調整のうえ、開催させていただくこととなり

ました。 

（※1）「タウンページ」、「タウンページ＆ハローページ」は、NTT 東日本・NTT 西日本が発行する電話帳です。 

（※2）NTT タウンページが企画、編集、生産、配達をしております。 

（※3）岡山県エリア「タウンページ」とは、おかやま版、くらしき版、岡山県倉敷市・浅口市・玉野市・総社市地方版、岡山県東部・北部

地方版です。「タウンページ＆ハローページ」とは、岡山県笠岡市・井原市地方版、岡山市新見市・高梁市地方版です。 

（※4）別冊「防災タウンページ」（岡山県各版）とは、岡山市北区版、岡山市中区版、岡山市東区版、岡山市南区版、倉敷市版、

岡山県浅口市・玉野市・総社市地方版、岡山県東部・北部地方版(東部地方エリア)、岡山県東部・北部地方版(北部地方

エリア)、岡山県笠岡市・井原市地方版、岡山県新見市・高梁市地方版です。 

（※5）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. 発刊報告・贈呈式の概要 

（1）日時・場所 

2018 年 8 月 9 日（木） 午後 1:30～ 

岡山県庁 3階特別応接室 (岡山県岡山市北区内山下2丁目4番6号) 



（2）出席者 

【岡山県】 

伊原木 隆太 知事 他 

【NTT 西日本】 

岡山支店長 西谷 紀彦 

【NTT タウンページ】 

代表取締役社長 酒井 紀雄 他   

 

 

2. 「タウンページ」、「タウンページ＆ハローページ」の主なポイント 

（1） 岡山県内では、別冊「防災タウンページ」とともに全住戸・全事業所を対象としたお届けを岡山市・倉敷市の 2 エ

リアで実施してきましたが、今回から岡山県内の全住戸・全事業所を対象にお届けしました。発行部数は前回

の約 85 万部から約 94 万 4 千部へ増加、より多くの皆さまにご利用いただけるようになりました。 

（2） 表紙デザインは地元の方々になじみの深い、烏城彫・倉敷ガラス・備前焼などの工芸品を採用いたしました。 

（3）「タウンページ」、「タウンページ＆ハローページ」の巻頭には、スペシャルインタビューとして岡山県知事 伊原木隆

太氏へ「地域の暮らしに役立つために、タウンページができること」を題材にしたインタビュー記事を掲載しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おかやま版                     くらしき版            倉敷市・浅口市・玉野市・総社市地方版 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  

      岡山県東部・北部地方版          岡山県笠岡市・井原市地方版         岡山県新見市・高梁市地方版 



3. 「防災タウンページ」の主なポイント 

（1）2017 年 12 月 22 日、岡山県と NTT タウンページが締結した「防災啓発情報等の発信に関する協定」に基づ

き、岡山県民の防災意識向上のためのメディアとして別冊「防災タウンページ」を制作し、「タウンページ」または

「タウンページ＆ハローページ」と共に、岡山県内の全住戸・全事業所を対象お届けいたしました。災害発生時

でも持出し易いよう、軽量でコンパクトな B5 判としました。岡山県からのお知らせとして、災害から身を守るために

知っておくべき防災情報の入手方法を掲載。また、発災時に通話規制などで携帯電話が使用できないときなどの

ための通信手段として、お子さまなどが普段使い慣れていない公衆電話の使い方なども掲載しました。 

 

                                       

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

   岡山県からのお知らせ        公衆電話の使い方                 避難場所&公衆電話マップ 

 

 

4. 発行部数・規格 

（1）「タウンページ」、「タウンページ＆ハローページ」 

     

岡山市北区版 倉敷市版 岡山県東部 

・北部地方版 

岡山県笠岡市 

・井原市地方版 

岡山県新見市 

・高梁市地方版 

版名 発行部数 規格 

おかやま版（タウンページ） 364,900 部   A4 判、フルカラー、484 頁 

くらしき版（タウンページ） 222,800 部   A4 判、フルカラー、372 頁 



 

（2）別冊「防災タウンページ」 

版名 発行部数 規格 

岡山県岡山市北区版 176,400 部   B5 判、フルカラー、20 頁 

岡山県岡山市中区版 67,200 部   B5 判、フルカラー、20 頁 

岡山県岡山市東区版 39,600 部   B5 判、フルカラー、20 頁 

岡山県岡山市南区版 81,700 部   B5 判、フルカラー、20 頁 

岡山県倉敷市版 222,800 部   B5 判、フルカラー、24 頁 

岡山県浅口市・玉野市・総社市地方版 84,600 部   B5 判、フルカラー、20 頁 

岡山県東部・北部地方版(東部地方エリア) 77,200 部   B5 判、フルカラー、20 頁 

岡山県東部・北部地方版(北部地方エリア) 97,700 部   B5 判、フルカラー、20 頁 

岡山県笠岡市・井原市地方版 56,700 部   B5 判、フルカラー、20 頁 

岡山県新見市・高梁市地方版 40,200 部   B5 判、フルカラー、20 頁 

 

 

5. お届けについて 

（1）お届け先・お届け方法 

「タウンページ」または「タウンページ＆ハローページ」と「防災タウンページ」をセットで、2018年7月に岡山県

内の全住戸・全事業所を対象にポスティングによりお届けしました。 

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

※また、この度の西日本豪雨災害により、被災等の理由により一部地域におきましてお届けが困難なエリアが

ございました。これらのエリアにつきましては、お近くの避難所に電話帳をお届けするとともに、今後の復旧状況

等を見ながら、どのような対処が最善かを検討していくこととしています。 

 

岡山県倉敷市・浅口市・玉野市・総社市地方版

（タウンページ） 
84,600 部   A4 判、フルカラー、396 頁 

岡山県東部・北部地方版（タウンページ） 174,900 部   A4 判、フルカラー、308 頁 

岡山県笠岡市・井原市地方版 

（タウンページ&ハローページ） 
56,700 部   A4 判、フルカラー、228 頁 

岡山県新見市・高梁市地方版 

（タウンページ&ハローページ） 
40,200 部   A4 判、フルカラー、164 頁 



（2）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。 

 

 

6. Webサイトでの閲覧について 

今回発行の「タウンページ」、「タウンページ＆ハローページ」、別冊「防災タウンページ」は、2018年8月1日（水）

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】【タウンページ＆ハローページ】【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。ご利用にあたって情報閲覧は無料ですが、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別途必要です。 

・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。 

（※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別途必要です。 

 

 

本件の内容に関するお問い合せ先 

NTT タウンページ株式会社 中国営業本部 営業企画部 編集・企画担当 

TEL：（082）501-6705 

※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。 

 

【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 W18-00733 

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

