
長野県中南信エリア「タウンページ」および 

別冊「防災・防犯タウンページ」を 2月中旬よりお届け開始 

～長野県、中南信エリア全域で、全住戸・全事業所を対象にお届け～ 

 

2019 年 2 月 13 日 

NTT タウンページ株式会社 信越営業本部 

 

NTT タウンページ株式会社（信越営業本部長：松永 浩、以下「NTT タウンページ」）は、長野県中南信エリアの

「タウンページ」（※1）（※2）（※3）および防災・減災・防犯に役立つコンテンツを掲載した別冊「防災・防犯タウ

ページ」（※4）の製作・編集を行い、このたび完成しましたので、2019 年 2 月中旬よりお届けを開始しました。 

「タウンページ」と別冊「防災・防犯タウンページ」をセットで、中南信エリア各市町村の全住戸、全事業所を対象にポ

スティングによりお届けいたします。（※5） 

NTT タウンページは今後も皆さまのお役に立つ、「地域とくらしのメディア」をめざし、さらなる変革を進めてまいります。 

 

（※1）「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。 

（※2）NTT タウンページが企画、編集、生産、配達をしています。 

（※3）長野県中南信エリアの「タウンページ」とは長野県中信版、長野県松本市版、長野県安曇野市版、長野県塩尻市版、長野県

上伊那・飯伊地域版、長野県諏訪地域版、長野県飯田市版、長野県伊那市版、「タウンページ＆ハローページ」長野県木曽

版の 9 版です。 

（※4）別冊「防災・防犯タウンページ」は長野県中信版、長野県松本市版、長野県安曇野市版、長野県塩尻市版、長野県駒ケ根

市・上伊那郡・下伊那郡版、長野県諏訪地域版、長野県飯田市版、長野県伊那市版、長野県木曽版の 9 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. 中南信エリア各版「タウンページ」の概要 

（1）表紙 

2018年は長野県歌「信濃の国」が制定されてから50周年の記念すべき年にあたるため、「信濃の国」をコンセプ

トとした各地域の風景画像と「信濃の国」の歌詞で各版の表紙を飾りました。地域の皆さまに親しみを持っていただ

くとともに、興味をもって開いていただけると幸いです。 

    
「タウンページ」 

長野県中信版 

「タウンページ」 

長野県松本市版 

「タウンページ」 

長野県安曇野市版 

「タウンページ」 

長野県塩尻市版 



 

 

 

（2）地域防災で活躍する女性との意見交換会 

長野県と協力し、中島副知事をファシリテータにお迎えして、県内で地域の防災リーダーとして活躍している女性

の皆さんとの意見交換の模様を掲載しました。 

（3）長野県からの防災のお知らせ 

長野県にご協力をいただき、「地震が起きる前にできること」ならびに「想定しよう発災後の暮らし方」を掲載。「地

震が起きる前にできること」では我が家の耐震化、家具の固定、地震保険・共済への加入について、を掲載。「想

定しよう発災後の暮らし方」では、在宅避難と避難所、自分たちの健康を守る、避難所防犯の注意のポイントなど

を掲載しました。 

（4）行政情報 

市民の皆さまから市役所に寄せられるお問い合せの多い項目を中心に、お問い合せ窓口、各種手続きなど

Q&A 方式などで掲載し、利便性の向上を図りました。（松本市版・安曇野市版・塩尻市版・飯田市版・伊那市

版） 

（5）防災特集（下記 2.の別冊「防災・防犯タウンページ」と連動）（木曽版を除く） 

防災グッズの詳細や活用方法を紹介するとともに、災害への準備や遭遇した時の対応などについて掲載しまし

た。 

（6）セカンドライフ特集（木曽版を除く） 

シニア世代の関心ごと、困りごとをカテゴリーに分類して解決方法をわかりやすく紹介しました。 

 

 

 

    
「タウンページ」 

長野県上伊那・飯伊地域版 

「タウンページ」 

長野県諏訪地域版 

「タウンページ」 

長野県飯田市版 

「タウンページ」 

長野県伊那市版 

 
「タウンページ＆ハローページ」 

長野県木曽版 



2. 別冊「防災・防犯タウンページ」の概要 

「いざ！という時に力強く生き延びる」をコンセプトに、日頃の準備から災害直後まで活用できるように「安否確認」「応

急手当」の方法や「公衆電話」「災害時用公衆電話（特設公衆電話）」（情報提供：NTT 東日本）「避難所」を

明記した地図などの情報を掲載。安曇野市版には「安曇野市の防災として主な災害とその特徴」、塩尻市版には「塩

尻市の防災として塩尻市において特に注意が必要な断層」、飯田市版には「飯田市の防災として飯田市の地質と災

害」、伊那市版には「伊那市地域安心安全メール」などを収録しました。 

大きさを B5 判サイズとし、保管も持ち運びもしやすい 1 冊といたしました。 

また、長野県警察にご協力をいただき「長野県警察から防犯のお知らせ」を全版へ掲載し、「振り込め詐欺」、「架空

請求詐欺」、「還付金等詐欺」などの事例と防止対策を収録しました。 

 

     

長野県中信版 長野県松本市版 長野県安曇野市版 長野県塩尻市版 長野県駒ヶ根市・上伊

那郡・下伊那郡版 

    

 

長野県諏訪地域版 長野県飯田市版 長野県伊那市版 長野県木曽版  

 

 

3. 規格・発行部数 

長野県各版名 規格 発行部数 

中信版 
タウンページ A4 判、フルカラー、412 頁 37,700 部 

別冊「防災・防犯タウンページ」 B5 判、フルカラー、 24 頁 35,400 部 

松本市版 
タウンページ A4 判、フルカラー、356 頁 109,900 部 

別冊「防災・防犯タウンページ」 B5 判、フルカラー、 32 頁 105,100 部 

安曇野市版 
タウンページ A4 判、フルカラー、380 頁 39,400 部 

別冊「防災・防犯タウンページ」 B5 判、フルカラー、 36 頁 38,000 部 

塩尻市版 
タウンページ A4 判、フルカラー、372 頁 27,200 部 

別冊「防災・防犯タウンページ」 B5 判、フルカラー、 32 頁 26,000 部 

上伊那・飯伊地域版 タウンページ A4 判、フルカラー、396 頁 66,900 部 

駒ヶ根市・上伊那郡・

下伊那郡版 
別冊「防災・防犯タウンページ」 B5 判、フルカラー、 32 頁 64,200 部 



諏訪地域版 
タウンページ A4 判、フルカラー、356 頁 84,400 部 

別冊「防災・防犯タウンページ」 B5 判、フルカラー、 24 頁 79,400 部 

飯田市版 
タウンページ A4 判、フルカラー、332 頁 42,500 部 

別冊「防災・防犯タウンページ」 B5 判、フルカラー、 32 頁 40,200 部 

伊那市版 
タウンページ A4 判、フルカラー、316 頁 28,600 部 

別冊「防災・防犯タウンページ」 B5 判、フルカラー、 24 頁 27,200 部 

木曽版 
タウンページ＆ハローページ A4 判、フルカラー、116 頁 14,800 部 

別冊「防災・防犯タウンページ」 B5 判、フルカラー、 24 頁 14,000 部 

計 
タウンページ  451,400 部 

別冊「防災・防犯タウンページ」  429,500 部 

 

4. お届けについて 

（1）お届け先・お届け方法  

各市町村の全住戸、全事業所を対象にポスティングによりお届けします。 

※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。 

（2）お届け期間 

   2019 年 2 月中旬～2019 年 2 月 28 日 

（3）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 時～午後 5 時 

                  定休日/土・日・休日、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。 

 

 

5. 今後の展開 

NTT タウンページは、困った時に役に立つ便利さという強みをいかし、皆さまのお役に立つ、「地域とくらしの安心メデ

ィア」となることをめざしています。 

 そのため、全国全域において、「タウンページ」を、全住戸・全事業所を対象にお届けするとともに、エリア内の避難所

や公衆電話マップをわかりやすく記載した別冊「防災タウンページ」を制作し、セットでお届けする取り組みを行っていきま

す。 

 

 

6. Web サイトでの閲覧について 

今回発行の長野県中南信エリアの各版は、2019 年 3 月 1 日（金）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・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/ 

 

http://www.denwacho.ne.jp/
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。 

・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。 

・「タウンページライブラリー」の情報は「タウンページ」・「タウンページ&ハローページ」・「ハローページ」企業名編の発行月にあわせて

順次更新いたします。 

・「タウンページライブラリー」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。 

（※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 信越営業本部 営業企画部 営業企画担当 

TEL：(026)291-1511 

※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」等の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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP18-715 号  

※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場

合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。 

https://www.ntt-tp.co.jp/

