
1

岩手県各版「タウンページ」および別冊「防災タウンページ」お届け開始

期間：12月上旬～12月31日（月）

お届け対象：岩手県全域の全住戸・全事業所(※1)

発行部数：タウンページ 約551,000部

防災タウンページ 約523,400部

2

福井県越前市版「タウンページ」・別冊「防災タウンページ」（丹南地区
版）のお届け開始

期間：12月上旬～12月31日（月）

お届け対象：越前市

発行部数：約32,900部

3

福井県嶺南版「タウンページ」・別冊「防災タウンページ」（嶺南版）の
お届け開始

期間：12月上旬～12月31日（月）

お届け対象：敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町

発行部数：約66,800部

4

福井県嶺北版「タウンページ」・別冊「防災タウンページ」（丹南地区
版）のお届け開始

期間：12月上旬～12月31日（月）

お届け対象：鯖江市、越前町、池田町、南越前町

発行部数：約33,700部

5

福井県嶺北版「タウンページ」・別冊「防災タウンページ」（坂井・奥越・
永平寺地区版）のお届け開始

期間：12月上旬～12月31日（月）

お届け対象：坂井市、あわら市、永平寺町、大野市、勝山市

発行部数：約82,500部

6

福井県福井市「タウンページ」・別冊「防災タウンページ」（福井市版）
のお届け開始

期間：12月上旬～12月31日（月）

お届け対象：福井市

発行部数：約120,200部

7

大阪府堺地区版「タウンページ」、堺市各区版別冊「防災タウンページ」
および別冊「健康タウンページ」のお届け開始

期間：12月上旬～12月31日（月）

お届け対象：堺市、高石市

発行部数：タウンページ 約450,000部

防災タウンページ 約450,000部

健康タウンページ 約420,000部

8

広島県東部エリア各版「タウンページ」及び別冊「防災タウンページ」お届
け開始

期間：12月上旬～12月31日（月）

お届け対象：広島県東部エリア（呉市・江田島市・竹原市版、福山市・

府中市版、ふくやまタウンページ版、尾道市・三原市版、お

のみちタウンページ版、三次市・庄原市・安芸高田市版）

発行部数：約120,200部

9

熊本県各版「タウンページ」及び別冊「防災タウンページ」のお届け開始

期間：12月上旬～12月31日（月）

お届け対象：熊本県全域

発行部数：約789,000部

10

広告主様への事前お届け（2019.1徳島）

期間：12月10日（月）～11日（火）
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◆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

12月
NTTタウンページ社の2018年12月の活動

（予定）をご紹介します。

December

●1～9（タウンページお届け等）

※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。

□17

（※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。

▲29（イベント情報）

□11～12（タウンページ贈呈式、発刊式等）

●10

□タウンページ贈呈式・発刊式等

11

札幌市版タウンページ発行報告会

日時：12月3日（月）11:00～

場所：札幌市役所
https://itp.ne.jp/info/014156100000000899/

12

大阪府堺地区版「タウンページ」、堺市各区版別冊「防災タウンページ」
および別冊「健康タウンページ」の贈呈式

日時：12月3日（月）14:30～

場所：堺市役所
https://itp.ne.jp/info/276511393300000899/

★27～28（キャンペーン情報）

□13 □14 □16 □18～21

□22～25

□15

□26

https://itp.ne.jp/info/014156100000000899/
https://itp.ne.jp/info/276511393300000899/


27

広島県版1月発行ふくやまタウンページ アンケートプレゼントキャンペー

ン

期間：2018年12月1日（土）～ 2019年3月31日（日）23:59

応募条件：2019年1月に発行の広島県ふくやま版タウンページをお持ち

の方（対象外版※呉市・江田島市・竹原市版、福山市・府

中市部版、尾道市・三原市版、三次市・庄原市・安芸高田

市版、おのみち版）

抽選で100名様にクオカード500円分＆次回車検までエンジ

ンオイル無料交換券（4回分）を差し上げます（※エンジン

オイル無料交換は、普通車.軽自動車に限ります）

28

広島県版1月発行タウンページ 答えて当てよう！読者アンケート＆プレ

ゼントキャンペーン

期間：2018年12月1日（土）～2019年3月31日（日）23:59

応募条件：2019年1月に発行の広島県版タウンページをお持ちの方

（対象版：呉市・江田島市・竹原市版、福山市・府中市部

版、尾道市・三原市版、三次市・庄原市・安芸高田市版

おのみち版）

防災ラジオを10名様にプレゼント！！インターネットでご応募

ください！

13

広島県版「タウンページ」及び別冊「防災タウンページ 広島県各版」の
発刊式

日時：12月6日（木）13:00～13:20

場所：広島県庁
https://itp.ne.jp/info/341365141400000899/

内容：NTTタウンページ株式会社 酒井社長及び梅本中国営業本長ら
が広島市役所を訪れ、広島市版「タウンページ」・別冊「防災タウン
ページ 広島市各版」の発刊式を行う予定。

14

徳島県版タウンページ贈呈式

日時：12月10日（月）13:30～

場所：徳島県庁
https://itp.ne.jp/info/361210455400000899/

15

岩手県版タウンページ・別冊防災タウンページ発刊式

日時：12月11日（火）13:40～

場所：岩手県庁
https://itp.ne.jp/info/035330245148721220/

内容：NTTタウンページ 吉松常務取締役と伊藤東北営業本部長らが
岩手県庁を訪れ、達増県知事に岩手県版「タウンページ」および
別冊「防災タウンページ」の発行報告を行う予定。

16

福井市越前市版「タウンページ」・別冊「防災タウンページ」（丹南地区
版）贈呈式

日時：12月12日（水）13:00～

場所：越前市役所
https://itp.ne.jp/info/186253925195240360/

内容：NTTタウンページ岩田取締役中部営業本部長らが越前市役所を
訪れ、福井県越前市版「タウンページ」と別冊「防災タウンページ」
（丹南地区版）を贈呈する予定。

17

福井県福井市版「タウンページ」・別冊「防災タウンページ」（福井市
版）・別冊「福井市タウンページkokekobook」贈呈式

日時：12月17日（月）11:00～

場所：福井市役所
https://itp.ne.jp/info/184554598300000899/

内容：NTTタウンページ岩田取締役中部営業本部長らが福井市役所を
訪れ、福井県福井市版「タウンページ」と別冊「防災タウンページ」
(福井市版）と別冊「福井市タウンページkokekobook」を贈呈
する予定。

18

徳島県版タウンページ贈呈式

日時：12月18日（火）10:30～

場所：三好市役所
https://itp.ne.jp/info/369471116400000899/

19

徳島県版タウンページ贈呈式

日時：12月18日（火）13:00～

場所：美馬市役所
https://itp.ne.jp/info/362691858085821030/

20

徳島県版タウンページ贈呈式

日時：12月18日（火）14:30～

場所：鳴門市役所
https://itp.ne.jp/info/364729965400000899/

21

徳島県徳島市版タウンページ贈呈式

日時：12月18日（火）16:00～

場所：徳島市役所
https://itp.ne.jp/info/366580455400000899/

22

徳島県版タウンページ贈呈式

日時：12月19日（水）9:30～

場所：吉野川市役所
https://itp.ne.jp/info/363239406400000899/

23

徳島県版タウンページ贈呈式

日時：12月19日（水）11:30～

場所：小松島市役所
https://itp.ne.jp/info/369882801119031320/

24

徳島県版タウンページ贈呈式

日時：12月19日（水）14:30～

場所：阿南市役所
https://itp.ne.jp/info/362684316400000899/

25

徳島県版タウンページ贈呈式

日時：12月19日（水）16:30～

場所：阿波市役所
https://itp.ne.jp/info/366355810142971360/ 26

福井県版別冊「防災タウンページ」贈呈式

日時：12月21日（金）14:00～

場所：福井県庁
https://itp.ne.jp/info/184554598300000899/

内容：NTTタウンページ岩田取締役中部営業本部長らが福井県庁を訪

れ、別冊「防災タウンページ」を贈呈する予定。

★キャンペーン情報
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上記予定は2018年11月30日時点のものです。

TP18-586号

29

安全・安心フェスタ まつさか

日時：2018年12月2日（日）10:30～13:00

場所：クラギ文化ホール

https://itp.ne.jp/info/243805761300000899/

農業屋コミュニティ文化センター

https://itp.ne.jp/info/244891611123531010/

▲イベント情報

https://itp.ne.jp/info/243805761300000899/
https://itp.ne.jp/info/244891611123531010/

