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MESSAGE

人名別や職業別に電話番号が掲載された「電話帳」、毎月の請求情報をお知らせする「請求書」。
それらを印刷し、各家庭・各事業所へお届けしてきたのが、私たちNTT印刷です。
半世紀以上の歩みの中で培ってきた技術とDNAは今も脈々と受け継がれ、
時代とともに変化しながら、より先進的なソリューションをご提供しています。
伝えるべき情報を伝えるべき人へ確実に“届ける”こと―そのミッションを、
これからもお客様企業のご希望に合わせたさまざまなメディアでお届けいたします。

お客様企業とともに考え、
ご満足を実現する会社です。

　ＮＴＴ印刷は、日本の情報通信産業を担うＮＴＴグループ
唯一の総合印刷会社として、2019年4月1日に設立50周年を
迎えました。これもひとえに、お客様企業及びパートナー企
業の皆様のご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。
　これまで、電話帳印刷・製本、カタログ・パンフレットな
どの商業印刷、請求書・DMなどのデータプリント（可変印刷）
を中心としたサービスをお客様企業に提供してまいりました。
　そして、昨今は、デジタル化や ICT技術の発展により、社
会全体を取り巻く環境が大きく変化し、お客様企業のニーズ
も多様化しており、これらのニーズにお応えするため、“紙”
にとらわれない印刷周辺サービスへと提供範囲を拡大してま
いりました。
　さらに、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サー
ビスとして、「まるごと電子化（プリドキュ）」の提供を開始し、
文書のスキャニングからデータの利活用まで、まるごとサ
ポートすることにより、お客様企業の業務改善・効率化・業
務負荷低減に貢献しています。
　今後も、ＮＴＴグループの総合力を最大限活用できる当社
ならではの「印刷ソリューション」を提案し、印刷の視点か
らお客様企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を
支援してまいります。
　また、企業の社会的責任を果たすため、社員一人ひとりが
高い倫理観を持ちながら法令順守や環境活動に努め、個人情
報保護、情報セキュリティの面でも安心・安全なサービスを
提供することで、良きパートナー企業としてお客様企業から
より一層ご信頼をいただけるよう、引き続き全社一丸となっ
て取り組んでまいります。
　今後とも、私どもＮＴＴ印刷をどうぞよろしくお願いいた
します。

代表取締役社長

“届ける” を支えてきたDNAが
伝統を受け継ぎ、今を表現します。
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Our BUSINESS
お客様企業の課題をトータルソリューションで解決

ペーパーメディアはもちろん、デジタルメディア、その他のあらゆる印刷関連サービスを取り扱い、
それらを企画からアフターフォローまで一貫してご提供できるのがNTT印刷の強みです。
お客様企業の課題解決に向け、ニーズに合わせた多角的なプランニングを行い、
販売促進・業務支援等の最適なソリューションサービスをご提供いたします。
これからもあらゆる企業活動をサポートし、お客様企業にとってのベストパートナーを目指します。

ニー
ズの分析・企画提案

配
送
・
ア
フ
タ
ー
フ
ォロー

生
産
・
製
造

お客様企業からのヒアリングをもとに課
題を抽出し、その解決策として、業務改
善・効率化・業務負荷低減を可能とする
間接業務・顧客対応業務のアウトソーシ
ングサービスをご提供いたします。 

●BPOサービス
〈ＮＴＴ印刷のトータルソリューション〉

利便性と環境保全の観点から、今や必要
不可欠なデジタルメディア。NTT印刷は
電子帳票や動画パンフレットなど、さま
ざまなデジタルメディアにおいて、高品
質なサービスをご提供いたします。もち
ろん、ご要望に合わせてペーパーメディ
アとの連携も可能です。

●デジタルメディア

ペーパー
メディア

デジタル
メディア

BPOサービス
電話帳と請求書で培ったオフセットと
データプリント、それぞれの印刷技術を
さまざまな商業印刷物に活用。また、そ
れらの技術を融合することで、お客様企
業のご要望に応じた最適な製品・サービ
スをご提案いたします。

●ペーパーメディア
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●BPOサービス

さまざまなお客様企業の印刷業務をお手伝いする中で蓄積したノウハウによる文書管理・業務改善・帳票デザイン等に関す
るコンサルティングを通じ、スキャニングから文書保管・廃棄、さらにAI-OCRや RPAを活用した業務効率化ソリューショ
ンをまるごと提供することで、働き方改革を推進したいお客様企業の生産性向上、コスト削減をお手伝いします。

■紙媒体のデータ化による業務改善をまるごとサポート

イベントの企画や展示会ブースの設営、サンプリングに必要なノベルティの手配やスタッフの準備、キャンペーンの
Webサイト制作・運営、申込書・アンケートなどの集計業務、お問い合わせセンターの運営など、トータルでサポート
いたします。

■イベント企画・事務局運営

毎月の電話料金、公共料金など、各社にまたがる煩雑な支払処理を当社で1つにまとめて、お客様企業の請求書管理業務を
効率化します。また、通信会社別、地域別など、ご要望に応じたレポートの提供が可能です。

■請求書の取りまとめ・支払代行で経理業務を効率化

各種サービスを組み合わせてご要望にそったBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）
の実現とDX（デジタルトランスフォーメーション）の推進を支援します。

サービスイメージ

サービスイメージ

お
客
様
企
業

請求書

請求書

請求書

請求書

NTT印刷

アカウント
サポート
サービス

レポート

固定電話会社
Ａ社

携帯電話会社
Ｂ社

インターネット
プロバイダー
Ｃ社

PDF

CSVAI
OCR

各種コンサル
ティング

・ 文書管理コンサルティング
・ 業務改善コンサルティング
・ 帳票デザインコンサルティング

原稿の整理 スキャニング

AI-OCR テキストデータ

文書の電子化

紙文書

テキストデータ抽出

RPA お客様
基幹システム

データの利活用

クラウド保存

または

文書管理
システム

電子化文書の保存・管理

または

文書の保管 文書の廃棄

紙文書の保管・廃棄
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●デジタルメディア

紙媒体のパンフレットに極薄の液晶ディスプレイを搭載し、動画視聴を可
能にした動画パンフレット。紙媒体に、美しく分かりやすい映像・音声な
どの付加価値をプラスいたします。セールスツールやプロモーションツー
ルとして、紙媒体以上の情報量をカバーしたいお客様企業にお勧めしてい
ます。

■ペーパーメディアに付加価値を与える動画パンフレット

請求情報のWeb上での閲覧や、紙の請求書とまったく同じデザイン・内容の
PDF版請求書のご提供を可能とする電子帳票サービス。お客様企業のユー
ザー様へのご提供はもちろん、コールセンター業務支援など、さまざまな
シーンでの活用が可能です。

■請求書の電子化でコールセンター業務等を支援

ビジネスを効果的にサポートするペーパーメディアからデジタルメディアまで、
幅広いサービスラインアップをご紹介します。
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請求データは、顧客サイドでもCSV形式による
ダウンロードが可能　※ブラウザ表示の場合のみ

請求書やご利用明細書、ダイレクトメールなど、各種帳票の設計から印刷・
封筒生産・封入封緘・発送・アフターフォローまでワンストップでご提供し、
お客様企業の業務効率化とコスト削減に貢献します。A4～ A3 サイズの用
紙やハガキなど、いずれの形態にも一人ひとり異なる情報を印刷する「パー
ソナルプリント」が可能です。属性に合わせた通知や広告、クーポンなど
で 1to1マーケティングを実現し、お客様企業の営業活動をサポートいたし
ます。

■各種帳票発行に関するサービスをワンストップでご提供

年間10,000アイテム以上の製品化実績があるペーパーメディア。商品やサー
ビスを効果的に訴求するチラシ・ポスター・カタログ・パンフレットなどの
販売促進用ツールを、企画・デザインからご提案し、お客様企業の多様なプ
ロモーション活動をサポートいたします。環境保全の意識が高いお客様企業
のご要望に合わせて、生産時のCO2排出量を削減したノンヒート・エコロ
ジー印刷などもご用意。さまざまな印刷技術で多岐にわたる製品をお届けす
ることで、訴求力のあるオリジナルの製品・サービスをご提供しています。

■印刷で多様なプロモーション活動をサポート

●ペーパーメディア

紙だけでは伝わらない情報を動画で 面倒な設定が不要なので
お客様企業の作業効率化を実現

紙の請求書と同じ内容でPDFを表示できるから、
顧客からの問い合わせ対応もスムーズ

問合せ

オペレーター

顧客

○○○○様
ご利用明細

123,456円
年 月 日

・・・・・・・

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

○○○○様 〒

ご利用明細
123,456円

年 月 日
・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

シンプルな機能で簡単操作 手軽に持ち運べ、情報漏えいのリスクも少ない

〈受注商材例〉 〈受注商材例〉



HISTORY
私たちNTT印刷のバックボーンは2つ。
皆様の暮らしに寄り添ってきた「電話帳」と「請求書」という印刷サービスです。
時間をかけて積み上げてきた実績と、研鑽を重ねて得た技術が、お客様企業との信頼関係を支えてきました。
これまでの歩みがあるからこその、安心で高品質なサービスを、
お客様企業の新たなビジネス創出にお役立てください。

わが国の電話開業当時から行ってきた電話帳印刷。
大量の電話帳印刷を可能にする巨大なタワー型オフセット印刷機をはじめ、
製本等の後加工まで充実の生産体制です。
日本全国の電話帳は今も私たちがお届けしています。

「電話帳」と「請求書」から始まった私たちの歩み

■電話帳印刷

一人ひとりに異なる情報を、大量・高速に印刷する請求書。
プライバシーマークはもちろん、請求書を生産するすべての工場で
ISO27001を取得するなど、高いセキュリティも強みの一つです。
お客様企業のニーズにお応えできるノウハウが、私たちにはあります。

■請求書印刷
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1961年
・共済会が広島電話印刷株式会社を設立、
　以降近畿、東北、九州、四国、東海と各通信局
　館内に順次番号簿会社を設立

1969年
・東京都豊島区に日本電話番号簿株式会社を設立

1982年
・「コンピュータ方式」の採用に伴う
　電話帳編集システムの導入

1983年
・4色カラー印刷（菊全判4色平台印刷機）の
　導入、一般カラー印刷への進出

1986年
・タウンページ広告2色カラー化に
　よる2色オフセット輪転機の導入

1991年
・64頁出し輪転印刷機１号機導入、
　商印用機械増設「４色輪転印刷機」導入

1993年
・ＮＴＴプリンティングテクノロジー株式会社を
　ＮＴＴプリンテック株式会社に改称、
　64頁出し輪転印刷機２号機導入

1997年
・電話帳４色スポット広告導入

1998年
・電話帳生産量をカバーする大型設備（Ａヨコ４倍判輪転印刷機）導入

2000年
・電話帳本文に白い用紙を起用
　（黄色い紙の廃止、クローズドループリサイクル対応）

2001年
・ＮＴＴ東北テレプリント株式会社と合併
・株式会社ＮＴＴクオリスに社名変更

2002年
・ＮＴＴ中部電話帳株式会社、株式会社ハロー・デンイン、
　ＮＴＴ九州テレプリンティング株式会社と合併
・電話帳フルカラー対応

2003年
・ＮＴＴプリコム株式会社と合併

2013年
・クオリス製本株式会社、
　クオリスフォームズ株式会社と合併

1954年
・東京・大阪電信電話料金局発足

1962年
・料金計算システム導入

1971年
・請求書のハガキ化

1984年
・15料金局体制確立

1990年
・請求書の封書化

1975年
・料金収納
　消込システム導入

1986年
・料金業務総合システム（料総）の導入
　（※料金計算システムと料金収納・消込システムの機能統合）

1994年
・顧客サービス統合システム
　（CUSTOM）導入

1996年
・センター構築完了
　（建物・全施設の据付完了）

2003年
・郵便配送システム等、特許出願
・電子帳票業務開始

2000年
・ビジネスフォーム事業部の会社化
　（平成13年4月営業開始）
・NTTコムウェア・ビリングソリューション設立

2002年
・オンデマンド3色印刷広告

1997年
・5センターの運用開始
　（※15センターから5センターに）
　首都圏BFセンター
　中日本BFセンター
　関西BFセンター
　西日本BFセンター
　北日本BFセンター

2009年
・高速高精細インクジェットフルカラー
　印刷装置1号機導入（首都圏センター）

2007年
・新東京センター開所

1990年
・日本電話番号簿株式会社が
　NTTプリンティングテクノロジー株式会社に改称

2014年
・株式会社NTTクオリスと
　NTTコムウェア・ビリング
　ソリューション株式会社が
　合併
・NTT印刷株式会社に
　社名変更

2012年
・全国工場において
　グリーンプリンティング工場認定を取得
・NTT印刷グループとしてNTTコムウェア・
　ビリングソリューション株式会社と
　協働事業開始　



C S R
NTT印刷のCSRへの取り組み

お互いに影響を与え合う「品質」「環境」「情報セキュリティ」。
それら3つのマネジメントシステムの実効性をさらに高めるため、NTT印刷では共通部分を統合して運用する

「統合マネジメントシステム（Integrated Management System／IMS）」を構築しています。
私たちに関わるすべての方々へ「安心」と「信頼」を感じていただけるように――
企業が果たすべき社会的責任に向き合い、全体最適の中で継続的改善活動を実施していきます。

定期的な内部研修や監査の実施、また工場内の各エリアに
作業ログ監視カメラを設置するなど、品質にこだわった製
品・サービスのご提供を第一に心がけています。品質にご満
足いただくことこそが、私たちの使命です。

NTTグループならではの、信頼ある高品質な
製品・サービスをお約束します

乾燥機（ヒート装置）を使用していない印刷機を使用するこ
とで、生産時のCO2排出量を削減したエコロジー印刷物の
ご提供が可能です。これにより、お客様企業の環境活動に
も貢献します。また、グリーンプリンティング工場認定の
取得や太陽光発電の導入など、NTT印刷全体でエコ活動に
取り組んでいます。

エコ活動を通じて、お客様企業に貢献します

お客様企業からお預かりした大切な個人情報を扱う私たち
は、妥協を許さない、徹底したセキュリティと監視体制を
敷いています。NTTの請求書発行で培った個人情報の取り
扱いに対する信頼と実績は、さまざまなお客様企業にご満
足いただいています。

■社会貢献への取り組み

地域とともに社会貢献活動に
積極的に参加し、継続的に実
施していくこと。より良い未
来を創造すること。こうした
取り組みにより、「良き企業市
民」として、社会に貢献して
います。

■職場環境への取り組み

企業の社会的責任を強く意識
するとともに、一人ひとりの
成長を目指し、企業倫理研修、
人権啓発研修を継続的に実施。
安全で働きやすい職場づくり
に努めています。

■ユニバーサルデザイン

高齢の方や色弱の方を含めた
すべての人に同等に情報が伝
わる方法・デザインを適用し、
「人に優しい」印刷物の提供を
目指しています。

高度なセキュリティで、個人情報を守ります
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NETWORK
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深い信頼をつなぐ全国の拠点ネットワーク

福岡工場（福岡県福岡市）

デジタルスマートファクトリー（入間工場（入間）内）

大阪工場（大阪府守口市）

扇町パークビル〈西日本営業拠点〉
（大阪府大阪市）

本社〈東日本営業拠点〉
（東京都中央区）

加古川工場（兵庫県加古川市）

加須工場（埼玉県加須市）

入間工場（入間）（埼玉県入間市） 入間工場（狭山台）（埼玉県入間市）

広島工場（広島県廿日市市）

熊本工場（玉名）（熊本県玉名市）

熊本工場（七城）（熊本県菊池市）

社名 NTT印刷株式会社
 （NTT Printing Corporation）
設立 1969年4月1日
本社所在地 〒１０４-００４２
 東京都中央区入船3-２-１０ アーバンネット入船ビル
事業内容 • 電話帳の編集・製版・印刷・製本・梱包及び発送
 • 請求書等の印刷・封入・封緘及び発送
 • 一般商業印刷物の企画・編集・製版・印刷・製本・

加工・封入・封緘・梱包・配送・発送及び販売
 • 封筒類の製造、印刷及び加工
 • 請求書等の印刷・封入・封緘・発送に関する料金

回収業務
 • 情報伝達媒体の企画・編集・制作・処理・加工・運営

及び販売
 • 情報通信・情報処理及び情報提供等の情報サー

ビス事業並びに情報通信機器及びソフトウェアの
開発・設計・制作及び販売

 • 印刷用機器及び材料・封入封緘機器・はがき化機
器・情報処理機器の販売及び保守

 • 郵便物及び宅配等の発送代行業務
 • テレマーケティング業務
 • 倉庫業
 • 自動車運送取扱業
 • 各種物品販売
 • その他前各号に付帯又は関連する一切の業務
資本金 1億円
出資者 東日本電信電話株式会社（40.5％）
 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社（39.3％）
 NTTタウンページ株式会社（20.2％）
従業員数 695名（2022年4月現在）

NTTグループ唯一の総合印刷会社である私たちは、全国に9カ所の生産拠点を保有。
そのネットワークを最大限に活かし、営業担当による総合的なヒアリングから企画のご提案、データ処理、
制作、生産、発送・配送までを一元的に行い、お客様企業のコミュニケーション活動を支援しています。
災害や事故など予期せぬ支障が発生した際も、他の拠点で速やかにバックアップやリカバリーが可能。
BCP（Business Continuity Planning／事業継続計画）への対応も万全です。


