
2019年12月発行三重県各版タウンページの表紙には、 
「三重とこわか国体」「三重とこわか大会」マスコットキャラクター「とこまる」と 

地元キャラクターが登場! 
～全29市町の全住戸・全事業所を対象に三重県各版「タウンページ」と 

別冊「防災×医療タウンページ」を11月上旬からお届け開始～  
 2019年11月11日 

西日本電信電話株式会社 三重支店 
NTTタウンページ株式会社 ソリューション営業部 中部営業支店 

 
 

西日本電信電話株式会社三重支店（三重支店⾧:杉本 渉、以下「NTT西日本」）と、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、三重県各版「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11月上旬から順次お届けを開始します。（※4） 

また、各版「タウンページ」には、別冊「防災×医療タウンページ」（※5）を同梱してお届けしており、三重県からご提供いただい

た、５段階に整理された防災気象情報の警戒レベルや、情報収集に関するコンテンツ、各市町からご提供いただいた避難所情

報と公衆電話の設置場所を示した「避難所・公衆電話マップ」を掲載しております。皆さまの安心・安全のお役に立ち、日常生

活、災害に対する備え・防災意識の向上へ活用していただければ幸いです。 

なお、社会問題となっている空き家に対する「空き家対策チラシ」、地域のお得情報が掲載された「クーポンチラシ」も一部エリア

の「タウンページ」に同梱してお届けします。 

 
（※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、配達しています。 

（※3）三重県各版「タウンページ」とは、北勢北部版、北勢南部版、四日市市版、桑名市版、中南勢版、津市版、伊勢・志摩版、伊勢市版、

伊賀版及び東紀州版です。 

（※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「NTTタウンページ㈱ お客様相談センター」までお問い合せください。 

（※5）三重県各版別冊「防災×医療タウンページ」とは、四日市市版、桑名市・朝日町・川越町・木曽岬町版、鈴鹿市版、亀山市版、いなべ

市・東員町・菰野町版、津市版、松阪市版、大台町・多気町・大紀町版、伊勢市版、志摩市・鳥羽市版、明和町・玉城町・南伊勢町・

度会町版、伊賀市版、名張市版、尾鷲市・紀北町版及び熊野市・紀宝町・御浜町版です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イメージ（例） 

三重県東紀州版「タウンページ」 別冊「防災×医療タウンページ」 「空き家対策チラシ」鈴鹿市版 「クーポンチラシ」四日市市版 



子育てするなら四日市市 津市「久居誕生 350 年」事業 三重県で活躍している人々をご紹介 

1. 三重県各版 「タウンページ」の概要 

（1）表紙 

各行政機関と連携し、地域住民ならご存じの観光スポットや名所で地元キャラクターとタウンページ君に加え、2021 年に

開催する「三重とこわか国体」「三重とこわか大会」のマスコットキャラクターである「とこまる」も撮影に参加し、多くの県民の皆

さまに親しみを持ちご利用いただけるように企画・編集しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）「地元をより深く知ってもらおう!」をコンセプトとした特集記事 

編集⾧が選んだ地域密着のコアな情報や、各自治体から発信される役立つ情報を掲載しています。また、ＡＬＬ三重

として活動するチーム「伊賀ＦＣくノ一三重」を三重県で活躍している人々として紹介しました。 

※2020年シーズンからチーム名を「伊賀ＦＣくノ一三重」に変更。 

 

 

 

 

 

 

 

三重県中南勢版 三重県津市版 三重県伊勢・志摩版 三重県伊勢市版 

三重県北勢北部版 三重県北勢南部版 三重県四日市市版 三重県桑名市版 

三重県伊賀版 三重県東紀州版 



(3)お届け予定部数 

 

 

 

2. 三重県各版別冊「防災×医療タウンページ」の概要 

「いざ!という時に生き延びる」をコンセプトに、日頃の準備から災害直後にも活用できるよう「災害に備える」、「避難所での

健康管理」、並びに「公衆電話」（情報提供:NTT 西日本）及び「避難所」の場所を明記した地図などの情報を収録、

B5 サイズで保管も持ち運びもしやすい仕様としています。 

三重県からご提供いただいた、2019 年より用いられている警戒レベルと避難のタイミングを認識していただくような記事を掲

載し、今年は伊勢湾台風から 60 年となることからも、日頃から災害に備えることが必要であることを呼びかけています。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア 版名 収録エリア 発行部数

北勢北部版
いなべ市、員弁郡東員町、桑名郡木曽岬町、
三重郡（朝日町・川越町・菰野町）

61,300部 A4判、フルカラー、 340頁

北勢南部版 鈴鹿市、亀山市 108,400部 A4判、フルカラー、 348頁
四日市市版 四日市市 143,400部 A4判、フルカラー、 372頁
桑名市版 桑名市 61,500部 A4判、フルカラー、 340頁

中南勢版
松阪市、多気郡（大台町・多気町）、
度会郡大紀町、奈良県宇陀郡御杖村

94,900部 A4判、フルカラー、 276頁

津市版 津市 130,400部 A4判、フルカラー、 284頁

伊勢・志摩版
志摩市、鳥羽市、多気郡明和町、
度会郡（玉城町・南伊勢町・度会町）

61,200部 A4判、フルカラー、 188頁

伊勢市版 伊勢市 61,000部 A4判、フルカラー、 188頁
伊賀 伊賀版 伊賀市、名張市 79,100部 A4判、フルカラー、 188頁

東紀州 東紀州版
尾鷲市、熊野市、北牟婁郡紀北町、南牟婁郡（紀宝町・御浜町）、
和歌山県新宮市、和歌山県東牟婁郡北山村

41,100部 A4判、フルカラー、 116頁

規格

北勢

中南勢

伊勢志摩

合計 842,300部

表紙 避難所・公衆電話マップ 三重県からのお知らせ



「空き家対策チラシ」鈴鹿市版 「クーポンチラシ」四日市市版 「空き家対策チラシ」四日市市版 

 

(1) お届け予定部数 

 
 

 

3. 「空き家対策チラシ」と「クーポンチラシ」の概要 
地域でも深刻な問題となっている空き家事情について、昨年発行した四日市市版、津市版からエリアを広げ、桑名市

版、鈴鹿市版、松阪市版も新たに作成し、利活用を呼びかける「空き家対策チラシ」として該当エリアのタウンページに同梱

してお届けします。 

 また、暮らしのお困りごと解決や、グルメに関するお得情報を掲載した地域密着型のクーポンチラシも発行しました。 

 

 

 

(1) お届け予定部数 

 

エリア 版名及び収録エリア 発行部数
四日市市版 140,700部 Ｂ5判、フルカラー、 16頁
桑名市・朝日町・川越町・木曽岬町版 73,500部 Ｂ5判、フルカラー、 16頁
鈴鹿市版 85,500部 Ｂ5判、フルカラー、 16頁
亀山市版 21,700部 Ｂ5判、フルカラー、 16頁
いなべ市・東員町・菰野町版 45,100部 Ｂ5判、フルカラー、 16頁
津市版 126,400部 Ｂ5判、フルカラー、 16頁
松阪市版 75,000部 Ｂ5判、フルカラー、 16頁
大台町・多気町・大紀町版 14,800部 Ｂ5判、フルカラー、 16頁
伊勢市版 57,100部 Ｂ5判、フルカラー、 16頁
志摩市・鳥羽市版 32,700部 Ｂ5判、フルカラー、 16頁
明和町・玉城町・南伊勢町・度会町版 24,300部 Ｂ5判、フルカラー、 16頁
伊賀市版 41,400部 Ｂ5判、フルカラー、 16頁
名張市版 34,300部 Ｂ5判、フルカラー、 16頁
尾鷲市・紀北町版 18,700部 Ｂ5判、フルカラー、 16頁
熊野市・紀宝町・御浜町版 19,100部 Ｂ5判、フルカラー、 16頁

810,300部合計

東紀州

規格

北勢

中南勢

伊勢志摩

伊賀

種類 封入市 配達部数 規格
四日市市 124,100部 Ａ3+A4判巻き折り、フルカラー、両面
津市 112,500部 Ａ3+A4判巻き折り、フルカラー、両面
桑名市 53,300部 Ａ3判２つ折り、フルカラー、両面
鈴鹿市 76,100部 Ａ3+A4判巻き折り、フルカラー、両面
松阪市 66,700部 Ａ3判２つ折り、フルカラー、両面

クーポンチラシ 四日市市 124,100部 Ａ4判1枚、フルカラー、両面

空き家対策チラシ

空き家対策チラシ　合計 432,700部

空き家対策チラシ・クーポンチラシ合計 556,800部



4. お届けについて 

(1) お届け先・お届け方法  

① 三重県各版 「タウンページ」及び三重県各版別冊「防災×医療タウンページ」は発行エリアの全住戸・全事業所を対

象にポスティングによりお届けします。 

② 「空き家対策チラシ」及び「クーポンチラシ」は封入市の全住戸・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「NTTタウンページ㈱ 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 （予定） 

2019年11月上旬～2019年11月30日（土） 

（3）お届けに関するお客さまからのお問い合せ先  

NTTタウンページ㈱ お客様相談センター 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。 

 

5. Webサイトへの掲載  

今回発行の三重県各版「タウンページ」及び三重県各版別冊「防災×医療タウンページ」は、2019年12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）」(※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。  

・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必要です。  

(※7)  

・「防災タウンページ（Web版）」は、2018年4月11日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 ソリューション営業部 中部営業支店 TEL:(052)589-2955 

※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。 

                                                           審査19-1435-1  


