
                                            

横浜市・川崎市エリア内全域で別冊「防災タウンページ」を 

発行いたします。 

～横浜市・川崎市エリア各版「タウンページ」と一緒に全住戸・全事業所を対象にお届け～ 

 

2019 年 9 月 30 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 酒井 紀雄、以下「NTT タウンページ」）は、横浜市・川崎市エリ

ア各版「タウンページ」（※1）（※2）（※3）の制作・編集を行い、このたび完成しましたので、2019 年 10 月上旬か

ら順次お届けを開始します。 

また、各版ともに横浜市及び川崎市からの協力を得て、横浜市・川崎市エリア内全域で昨年に引き続き、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」（※3）を発行し、「タウンページ」と一緒に全住戸・全事業所

を対象にお届けします（※4）。皆さまの日常生活、防災意識の向上の一助としてお役立ていただければ幸いです。 

 

（※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）横浜市・川崎市エリア各版とは、川崎市麻生区・多摩区版、川崎市高津区・宮前区・横浜市青葉区版、川崎市中原区・ 

横浜市港北区版、川崎市川崎区・幸区・横浜市鶴見区版、横浜市都筑区・緑区版、神奈川区・西区・保土ヶ谷区版、 

横浜市旭区・瀬谷区版、横浜市中区・南区版、横浜市磯子区・金沢区版、横浜市港南区・栄区版、横浜市泉区・戸塚 

区版の 11 版です。 

（※4）お届けできない場合もありますので、お届け希望の方は「お客様相談センター」までお問い合せください。 

 

 

1. 横浜市・川崎市エリア各版「タウンページ」の特徴 

（1） 表紙のデザイン 

表紙のデザインは各地域の象徴的な写真を掲載することで、地域密着のメディアであることをアピール、ご利

用者さまに親しみをもっていただけるように表現しました。 

 



                               

「川崎市麻生区・多摩区版」      「川崎市高津区・宮前区・横浜市青葉区版」    「川崎市中原区・横浜市港北区版」  

 

                             

「川崎市川崎区・幸区・横浜市鶴見区版」        「横浜市都筑区・緑区版」           「神奈川区・西区・保土ヶ谷区版」  

 

                            

「横浜市旭区・瀬谷区版」                「横浜市中区・南区版」                「横浜市磯子区・金沢区」   

 



                               

「横浜市港南区・栄区版」               「横浜市泉区・戸塚区版」  

 

（2） 沿線特集 

昨年に引き続き、巻頭特集に各鉄道会社とのコラボレーションによる「沿線特集」を掲載しました。 

各鉄道会社や地元情報を Web 展開している「はまれぽ.com」から提供頂いたコンテンツをタウンページからも

発信することで、沿線の街の多くの方へ情報をお届けします。 

 

           

                              「小田急ニュース」 

 

           

              「相鉄ニュース」                         「東急ニュース」 



             

        「横浜市交通局ニュース」                           「はまれぽ.com」 

 

2. 別冊「防災タウンページ」の特徴 

横浜市及び川崎市からの協力を得て、「いざ！」という時に備えてお役に立てていただけるように、別冊「防災タウ

ンページ」を発行します。 

日々の備えから発災後のサポート情報等を掲載し、避難所マップでは、各避難所だけではなく、携帯電話・スマ

ートフォンの電源が切れた場合を想定し、公衆電話の設置場所等を掲載（情報提供：NTT 東日本 2019 年 4 月

現在）するなど、充実したつくりとしています。 

 

                                   

       《参考》 表紙（横浜市中区版）             《参考》 記事               《参考》 避難所マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. お届け予定部数・規格 

横浜市・川崎市エリア各版（11 版）  総数：約 2,656,000 部 

版名 媒体名 発行部数 規格 

川崎市麻生区・多摩区版 
タウンページ 

約 191,000 部 
A4 判、フルカラー、156 頁 

防災タウンページ（各区版） B5 判、フルカラー、16 頁 

川崎市高津区・宮前区 

・横浜市青葉区版 

タウンページ 
約 364,000 部 

A4 判、フルカラー、244 頁 

防災タウンページ（各区版） B5 判、フルカラー、16 頁 

川崎市中原区・横浜市 

港北区版 

タウンページ 
約 315,000 部 

A4 判、フルカラー、236 頁 

防災タウンページ（各区版） B5 判、フルカラー、16 頁 

川崎市川崎区・幸区 

・横浜市鶴見区版 

タウンページ 
約 371,000 部 

A4 判、フルカラー、244 頁 

防災タウンページ（各区版） B5 判、フルカラー、16 頁 

横浜市都筑区・緑区版 
タウンページ 

約 178,000 部 
A4 判、フルカラー、188 頁 

防災タウンページ（各区版） B5 判、フルカラー、16 頁 

横浜市神奈川区・西区 

・保土ヶ谷区版 

タウンページ 
約 301,000 部 

A4 判、フルカラー、260 頁 

防災タウンページ（各区版） B5 判、フルカラー、16 頁 

横浜市旭区・瀬谷区版 
タウンページ 

約 178,000 部 
A4 判、フルカラー、180 頁 

防災タウンページ（各区版） B5 判、フルカラー、16 頁 

横浜市中区・南区版 
タウンページ 

約 213,000 部 
A4 判、フルカラー、236 頁 

防災タウンページ（各区版） B5 判、フルカラー、16 頁 

横浜市磯子区・金沢区版 
タウンページ 

約 182,000 部 
A4 判、フルカラー、188 頁 

防災タウンページ（各区版） B5 判、フルカラー、16 頁 

横浜市港南区・栄区版 
タウンページ 

約 162,000 部 
A4 判、フルカラー、180 頁 

防災タウンページ（各区版） B5 判、フルカラー、16 頁 

横浜市泉区・戸塚区版 
タウンページ 

約 201,000 部 
A4 判、フルカラー、188 頁 

防災タウンページ（各区版） B5 判、フルカラー、16 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. お届けについて 

（1）お届け先・お届け方法 

横浜市・川崎市エリア内の全住戸・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「お客様相談センター」までお問い合せください。 

  （2）お届け期間 

2019 年 10 月上旬～2019 年 10 月 31 日（木） 

（3）お届けに関するお客さまからのお問い合せ先 

お客様相談センター 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. Web サイトへの掲載  

今回発行の横浜市・川崎市エリア各版「タウンページ」および別冊「防災タウンページ」は、2019 年 11 月より以下

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）」(※5) 

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）」(※6) 

URL：https://bosai.itp.ne.jp/ 

(※5)  ・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・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。 

(※6)  ・「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 

料金が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.denwacho.ne.jp/
https://bosai.itp.ne.jp/


【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 

TEL：（03）6275-6901 

※電話番号をお確かめのうえ、お間違い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。 
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https://www.ntt-tp.co.jp/

