
茨城県　日本電信電話公社電話帳リスト 検索方法：調べ方案内「電話帳」参照

請求記号 種別 内容現在 発行年 内容

　　　　　　備考（収録市町村等）
※市町村名の後ろに「（一部）」と表記のある市
町村は、当該電話帳で取り扱う電話局管轄の番
号のみ掲載のある市町村です。隣接する他の都
府県の電話帳に掲載されている場合がありま
す。
※収録市町村は原則、表紙、目次等の内容を記
載しています。

 Y69-茨城-1 50音別 昭42.01.14 1967 北部版

旭村、茨城町、岩瀬村、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、金砂郷村、北茨城市、北
浦村、御前山村、里美村、十王町、常北
町、水府村、大子町、大洋村、高萩市、
常澄村、東海村、友部町、那珂湊市、那
珂町、七会村、日立市、常陸太田市、鉾
田町、水戸市、美和村、山方町
福島県いわき市（一部）

 Y69-茨城-2 職業別 昭42.01.15 1967 （全県版） 茨城県全域

 Y69-茨城-3 50音別 昭42.02.04 1967 西部版

明野町、石下町、伊奈村、岩井町、岩瀬
町、協和町、古河市、五霞村、境町、猿
島町、下館市、下妻市、関城町、総和
村、千代川村、豊里町、真壁町、水海道
市、三和村、守谷町、八千代村、大和
村、谷和原村、結城市
埼玉県北川辺村、栃木県野木町
大穂町（一部）

 Y69-茨城-4 50音別 昭42.02.04 1967 南部版

阿見町、石岡市、岩間町、牛久町、江戸
崎町、大穂町、小川町、茎崎村、桜村、
桜川村、玉造町、玉里村、千代田村、筑
波町、土浦市、出島村、新治村、美野里
町、美浦村、八郷町、谷田部町
友部町（一部）、鉾田町（一部）、真壁町
（一部）

 Y69-茨城-5 50音別 昭42.02.15 1967 竜ヶ崎版
竜ケ崎市、藤代町、利根町、取手町、河
内村、新利根村
伊奈村（一部）

 Y69-茨城-6 50音別 昭42.02.15 1967 鹿行版
麻生町、鹿島町、潮来町、牛堀町、大野
村、東村、神栖村

 Y69-茨城-7 職業別 昭43.01.10 1968 （全県版） 茨城県全域

 Y69-茨城-8 50音別 昭43.01.22 1968 北部版

旭村、茨城町、岩瀬村、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、金砂郷村、北茨城市、北
浦村、御前山村、里美村、十王町、常北
町、水府村、大子町、大洋村、高萩市、
常澄村、東海村、友部町、那珂湊市、那
珂町、七会村、日立市、常陸太田市、鉾
田町、水戸市、美和村、山方町
福島県いわき市（一部）

 Y69-茨城-9 50音別 昭43.02.01 1968 西部版

明野町、石下町、伊奈村、岩井町、岩瀬
町、協和町、古河市、五霞村、境町、猿
島町、下館市、下妻市、関城町、総和
町、千代川村、豊里町、真壁町、水海道
市、三和村、守谷町、八千代村、大和
村、谷和原村、結城市
埼玉県北川辺村、栃木県野木町
大穂町（一部）

 Y69-茨城-10 50音別 昭43.02.01 1968 南部版

阿見町、石岡市、岩間町、牛久町、江戸
崎町、大穂町、小川町、茎崎村、桜村、
桜川村、玉造町、玉里村、千代田村、筑
波町、土浦市、出島村、新治村、美野里
町、美浦村、八郷町、谷田部町
友部町（一部）、鉾田町（一部）、真壁町
（一部）
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茨城県　日本電信電話公社電話帳リスト 検索方法：調べ方案内「電話帳」参照

請求記号 種別 内容現在 発行年 内容

　　　　　　備考（収録市町村等）
※市町村名の後ろに「（一部）」と表記のある市
町村は、当該電話帳で取り扱う電話局管轄の番
号のみ掲載のある市町村です。隣接する他の都
府県の電話帳に掲載されている場合がありま
す。
※収録市町村は原則、表紙、目次等の内容を記
載しています。

 Y69-茨城-11 50音別 昭43.02.01 1968 竜ヶ崎版
竜ケ崎市、藤代町、利根町、取手町、河
内村、新利根村
伊奈村（一部）

 Y69-茨城-12 50音別 昭43.02.01 1968 鹿行版
麻生町、鹿島町、潮来町、牛堀町、大野
村、東村、神栖村

 Y69-茨城-13 職業別 昭44.01.10 1969 （全県版） 茨城県全域

 Y69-茨城-14 50音別 昭44.02.01 1969 北部版

旭村、茨城町、岩瀬村、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、金砂郷村、北茨城市、北
浦村、御前山村、里美村、十王町、常北
町、水府村、大子町、大洋村、高萩市、
常澄村、東海村、友部町、那珂湊市、那
珂町、七会村、日立市、常陸太田市、鉾
田町、水戸市、美和村、山方町

 Y69-茨城-15 50音別 昭44.02.01 1969 西部版

明野町、石下町、伊奈村、岩井町、岩瀬
町、協和町、古河市、五霞村、境町、猿
島町、三和町、下館市、下妻市、関城
町、総和町、千代川村、豊里町、真壁
町、水海道市、守谷町、八千代村、大和
村、谷和原村、結城市
北川辺村（埼玉県）、野木町（栃木県）
大穂町（一部）

 Y69-茨城-16 50音別 昭44.02.01 1969 南部版

阿見町、石岡市、岩間町、牛久町、江戸
崎町、大穂町、小川町、茎崎村、桜村、
桜川村、玉造町、玉里村、千代田村、筑
波町、土浦市、出島村、新治村、美野里
町、美浦村、八郷町、谷田部町
真壁町（一部）、谷和原村（一部）

 Y69-茨城-17 50音別 昭44.02.01 1969 竜ヶ崎版
竜ケ崎市、藤代町、利根町、取手町、河
内村、新利根村
伊奈村（一部）

 Y69-茨城-18 50音別 昭44.05.01 1969 鹿行版
麻生町、東村、潮来町、牛堀町、大野
村、鹿島町、神栖村、波崎町

 Y69-茨城-19 50音別 昭44.12.01 1970 南部版

東村、阿見町、石岡市、岩間町、牛久
町、江戸崎町、大穂町、小川町、茎崎
村、桜村、桜川村、玉造町、玉里村、千
代田村、筑波町、土浦市、出島村、新治
村、美野里町、美浦村、八郷町、谷田部
町

 Y69-茨城-20 職業別 昭45.01.10 1970 （全県版） 茨城県全域

 Y69-茨城-21 50音別 昭45.02.02 1970 北部版

旭村、茨城町、岩瀬町、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、金砂郷村、北茨城市、北
浦村、御前山村、里美村、十王町、常北
町、水府村、大子町、大洋村、高萩市、
常澄村、東海村、友部町、那珂湊市、那
珂町、七会村、日立市、常陸太田市、鉾
田町、水戸市、美和村、山方町

 Y69-茨城-22 50音別 昭45.02.02 1970 西部版

明野町、石下町、伊奈村、岩井町、岩瀬
町、協和町、古河市、五霞村、境町、猿
島町、三和町、下館市、下妻市、関城
町、総和町、千代川村、豊里町、真壁
町、水海道市、守谷町、八千代村、大和
村、谷和原村、結城市
北川辺村（埼玉県）、野木町（栃木県）
大穂町（一部）
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茨城県　日本電信電話公社電話帳リスト 検索方法：調べ方案内「電話帳」参照

請求記号 種別 内容現在 発行年 内容

　　　　　　備考（収録市町村等）
※市町村名の後ろに「（一部）」と表記のある市
町村は、当該電話帳で取り扱う電話局管轄の番
号のみ掲載のある市町村です。隣接する他の都
府県の電話帳に掲載されている場合がありま
す。
※収録市町村は原則、表紙、目次等の内容を記
載しています。

 Y69-茨城-23 50音別 昭45.02.02 1970 竜ヶ崎版
竜ケ崎市、藤代町、利根町、取手町、河
内村、新利根村
伊奈村（一部）

 Y69-茨城-24 50音別 昭45.02.02 1970 鹿行版
麻生町、東村、潮来町、牛堀町、大野
村、鹿島町、神栖村、波崎町

 Y69-茨城-25 50音別 昭46.01.20 1971 （全県版） 茨城県全域
 Y69-茨城-26 職業別 昭46.01.20 1971 （全県版） 茨城県全域
 Y69-茨城-27 職業別 昭47.01.17 1972 （全県版） 茨城県全域
 Y69-茨城-28 50音別 昭47.01.17 1972 （全県版） 茨城県全域

 Y69-茨城-29 50音別 昭48.01.16 1973 （全県版）
茨城県全域
栃木県小山市（一部）

 Y69-茨城-30 職業別 昭48.01.16 1973 （全県版） 茨城県全域
 Y69-茨城-31 職業別 昭48.01.16 1973 ダイヤルメモ 電電公社営業案内等

 Y69-茨城-32 50音別 昭49.01.14 1974 北部版

旭村、茨城町、岩瀬町、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、金砂郷村、北茨城市、北
浦村、御前山村、里美村、十王町、常北
町、水府村、大子町、大洋村、高萩市、
常澄村、東海村、友部町、那珂湊市、那
珂町、七会村、日立市、常陸太田市、鉾
田町、水戸市、美和村、山方町

 Y69-茨城-33 50音別 昭49.01.14 1974 南部版

明野町、東村、麻生町、阿見町、石岡
市、石下町、潮来町、伊奈村、岩井市、
岩間町、牛久町、牛堀町、江戸崎町、大
野村、大穂町、小川町、鹿島町、神栖
町、河内村、協和町、茎崎村、古河市、
五霞村、境町、桜村、桜川村、猿島町、
三和町、下館市、下妻市、新利根村、関
城町、総和町、玉造町、玉里村、千代川
村、千代田村、筑波町、土浦市、出島
村、利根町、豊里町、取手市、新治村、
波崎町、藤代町、真壁町、水海道市、美
野里町、美浦村、守谷町、八郷町、谷田
部町、八千代町、大和村、谷和原村、結
城市、竜ケ崎市

 Y69-茨城-34 職業別 昭49.01.14 1974 （全県版） 茨城県全域

 Y69-茨城-35 50音別 昭49.12.16 1975 北部版

旭村、茨城町、岩瀬町、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、金砂郷村、北茨城市、北
浦村、御前山村、里美村、十王町、常北
町、水府村、大子町、大洋村、高萩市、
常澄村、東海村、友部町、那珂湊市、那
珂町、七会村、日立市、常陸太田市、鉾
田町、水戸市、美和村、山方町
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茨城県　日本電信電話公社電話帳リスト 検索方法：調べ方案内「電話帳」参照

請求記号 種別 内容現在 発行年 内容

　　　　　　備考（収録市町村等）
※市町村名の後ろに「（一部）」と表記のある市
町村は、当該電話帳で取り扱う電話局管轄の番
号のみ掲載のある市町村です。隣接する他の都
府県の電話帳に掲載されている場合がありま
す。
※収録市町村は原則、表紙、目次等の内容を記
載しています。

 Y69-茨城-36 50音別 昭49.12.16 1975 南部版

明野町、東村、麻生町、阿見町、石岡
市、石下町、潮来町、伊奈村、岩井市、
岩間町、牛久町、牛堀町、江戸崎町、大
野村、大穂町、小川町、鹿島町、神栖
町、河内村、協和町、茎崎村、古河市、
五霞村、境町、桜村、桜川村、猿島町、
三和町、下館市、下妻市、新利根村、関
城町、総和町、玉造町、玉里村、千代川
村、千代田村、筑波町、土浦市、出島
村、利根町、豊里町、取手市、新治村、
波崎町、藤代町、真壁町、水海道市、美
野里町、美浦村、守谷町、八郷町、谷田
部町、八千代町、大和村、谷和原村、結
城市、竜ケ崎市

 Y69-茨城-37 職業別 昭49.12.16 1975 北部版

旭村、茨城町、岩瀬村、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、金砂郷村、北茨城市、北
浦村、御前山村、里美村、十王町、常北
町、水府村、大子町、大洋村、高萩市、
常澄村、東海村、友部町、那珂湊市、那
珂町、七会村、日立市、常陸太田市、鉾
田町、水戸市、美和村、山方町

 Y69-茨城-38 職業別 昭49.12.16 1975 南部版

明野町、東村、麻生町、阿見町、石岡
市、石下町、潮来町、伊奈村、岩井市、
岩間町、牛久町、牛堀町、江戸崎町、大
野村、大穂町、小川町、鹿島町、神栖
町、河内村、協和町、茎崎村、古河市、
五霞村、境町、桜村、桜川村、猿島町、
三和町、下館市、下妻市、新利根村、関
城町、総和町、玉造町、玉里村、千代川
村、千代田村、筑波町、土浦市、出島
村、利根町、豊里町、取手市、新治村、
波崎町、藤代町、真壁町、水海道市、美
野里町、美浦村、守谷町、八郷町、谷田
部町、八千代町、大和村、谷和原村、結
城市、竜ケ崎市

 Y69-茨城-39 職業別 昭49.12.16 1975 (全県版)　テレホンガイド 公共機関等電話帳

 Y69-茨城-40 50音別 昭51.03.12 1976 北部版

旭村、茨城町、岩瀬町、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、金砂郷村、北茨城市、北
浦村、御前山村、里美村、十王町、常北
町、水府村、大子町、大洋村、高萩市、
常澄村、東海村、友部町、那珂湊市、那
珂町、七会村、日立市、常陸太田市、鉾
田町、水戸市、美和村、山方町
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茨城県　日本電信電話公社電話帳リスト 検索方法：調べ方案内「電話帳」参照

請求記号 種別 内容現在 発行年 内容

　　　　　　備考（収録市町村等）
※市町村名の後ろに「（一部）」と表記のある市
町村は、当該電話帳で取り扱う電話局管轄の番
号のみ掲載のある市町村です。隣接する他の都
府県の電話帳に掲載されている場合がありま
す。
※収録市町村は原則、表紙、目次等の内容を記
載しています。

 Y69-茨城-41 50音別 昭51.03.12 1976 南部版

明野町、東村、麻生町、阿見町、石岡
市、石下町、潮来町、伊奈村、岩井市、
岩間町、牛久町、牛堀町、江戸崎町、大
野村、大穂町、小川町、鹿島町、神栖
町、河内村、協和町、茎崎村、古河市、
五霞村、境町、桜村、桜川村、猿島町、
三和町、下館市、下妻市、新利根村、関
城町、総和町、玉造町、玉里村、千代川
村、千代田村、筑波町、土浦市、出島
村、利根町、豊里町、取手市、新治村、
波崎町、藤代町、真壁町、水海道市、美
野里町、美浦村、守谷町、八郷町、谷田
部町、八千代町、大和村、谷和原村、結
城市、竜ケ崎市

 Y69-茨城-42 職業別 昭51.03.12 1976 北部版

旭村、茨城町、岩瀬村、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、金砂郷村、北茨城市、北
浦村、御前山村、里美村、十王町、常北
町、水府村、大子町、大洋村、高萩市、
常澄村、東海村、友部町、那珂湊市、那
珂町、七会村、日立市、常陸太田市、鉾
田町、水戸市、美和村、山方町

 Y69-茨城-43 職業別 昭51.03.12 1976 南部版

明野町、東村、麻生町、阿見町、石岡
市、石下町、潮来町、伊奈村、岩井市、
岩間町、牛久町、牛堀町、江戸崎町、大
野村、大穂町、小川町、鹿島町、神栖
町、河内村、協和町、茎崎村、古河市、
五霞村、境町、桜村、桜川村、猿島町、
三和町、下館市、下妻市、新利根村、関
城町、総和町、玉造町、玉里村、千代川
村、千代田村、筑波町、土浦市、出島
村、利根町、豊里町、取手市、新治村、
波崎町、藤代町、真壁町、水海道市、美
野里町、美浦村、守谷町、八郷町、谷田
部町、八千代町、大和村、谷和原村、結
城市、竜ケ崎市

 Y69-茨城-44 職業別 昭51.03.12 1976 (全県版)　テレホンガイド 公共機関等電話帳

 Y69-茨城-45 50音別 昭52.05.02 1977 中部版

旭村、茨城町、岩瀬町、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、北浦村、御前山村、常北
町、大洋村、常澄村、東海村、友部町、
那珂湊市、那珂町、七会村、鉾田町、水
戸市、美和村、山方町

 Y69-茨城-46 50音別 昭52.05.02 1977 南部版

東村、麻生町、阿見町、石岡市、潮来
町、岩間町、牛久町、牛堀町、江戸崎
町、大野村、大穂町、小川町、鹿島町、
神栖町、河内村、茎崎村、桜村、桜川
村、新利根村、玉造町、玉里村、千代田
村、筑波町、土浦市、出島村、利根町、
豊里町、取手市、新治村、波崎町、藤代
町、美野里町、美浦村、守谷町、八郷
町、竜ケ崎市

5/11 国立国会図書館



茨城県　日本電信電話公社電話帳リスト 検索方法：調べ方案内「電話帳」参照

請求記号 種別 内容現在 発行年 内容

　　　　　　備考（収録市町村等）
※市町村名の後ろに「（一部）」と表記のある市
町村は、当該電話帳で取り扱う電話局管轄の番
号のみ掲載のある市町村です。隣接する他の都
府県の電話帳に掲載されている場合がありま
す。
※収録市町村は原則、表紙、目次等の内容を記
載しています。

 Y69-茨城-47 50音別 昭52.05.02 1977 西部版

明野町、石下町、伊奈村、岩井市、協和
町、古河市、五霞村、境町、猿島町、下
館市、下妻市、関城町、総和町、千代川
村、豊里町、真壁町、水海道市、守谷
町、谷田部町、八千代町、大和村、谷和
原村

 Y69-茨城-48 50音別 昭52.05.02 1977 北部版

金砂郷村、北茨城市、里美村、十王町、
水府村、大子町、高萩市、日立市、常陸
太田市
東海村（一部）

 Y69-茨城-49 職業別 昭52.05.02 1977 西部版

明野町、石下町、伊奈村、岩井市、協和
町、古河市、五霞村、境町、猿島町、三
和町、下館市、下妻市、関城町、総和
町、千代川村、豊里町、真壁町、守谷
町、谷田部町、八千代町、大和村、谷和
原村、結城市

 Y69-茨城-50 職業別 昭52.05.02 1977 南部版

東村、麻生町、阿見町、石岡市、潮来
町、岩間町、牛久町、牛堀町、江戸崎
町、大野村、大穂町、小川町、鹿島町、
神栖町、河内村、茎崎村、桜村、桜川
村、新利根村、玉造町、玉里村、千代田
村、筑波町、土浦市、出島村、利根町、
取手市、新治村、波崎町、藤代町、美野
里町、美浦村、八郷町、竜ケ崎市

 Y69-茨城-51 職業別 昭52.05.02 1977 北部版

金砂郷村、北茨城市、里美村、十王町、
水府村、大子町、高萩市、日立市、常陸
太田市
東海村（一部）

 Y69-茨城-52 職業別 昭52.05.02 1977 中部版

旭村、茨城町、岩瀬町、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、北浦村、御前山村、常北
町、大洋村、常澄村、東海村、友部町、
那珂湊市、那珂町、七会村、鉾田町、水
戸市、美和村、山方町

 Y69-茨城-53 職業別 昭52.05.02 1977 中部版　テレホンガイド　 公共機関等電話帳

 Y69-茨城-54 50音別 昭53.10.11 1979 北部版

金砂郷村、北茨城市、里美村、十王町、
水府村、大子町、高萩市、日立市、常陸
太田市
東海村（一部）

 Y69-茨城-55 50音別 昭53.10.11 1979 中部版

旭村、茨城町、岩瀬町、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、北浦村、御前山村、常北
町、大洋村、常澄村、東海村、友部町、
那珂湊市、那珂町、七会村、鉾田町、水
戸市、美和村、山方町

 Y69-茨城-56 50音別 昭53.10.11 1979 西部版

明野町、石下町、伊奈村、岩井市、協和
町、古河市、五霞村、境町、猿島町、三
和町、下館市、下妻市、関城町、総和
町、千代川村、豊里町、真壁町、水海道
市、守谷町、谷田部町、八千代町、大和
村、谷和原村、結城市
栃木県小山市（一部）
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茨城県　日本電信電話公社電話帳リスト 検索方法：調べ方案内「電話帳」参照

請求記号 種別 内容現在 発行年 内容

　　　　　　備考（収録市町村等）
※市町村名の後ろに「（一部）」と表記のある市
町村は、当該電話帳で取り扱う電話局管轄の番
号のみ掲載のある市町村です。隣接する他の都
府県の電話帳に掲載されている場合がありま
す。
※収録市町村は原則、表紙、目次等の内容を記
載しています。

 Y69-茨城-57 50音別 昭53.10.11 1979 南部版

東村、麻生町、阿見町、石岡市、潮来
町、岩間町、牛久町、牛堀町、江戸崎
町、大野村、大穂町、小川町、鹿島町、
神栖町、河内村、茎崎村、桜村、桜川
村、新利根村、玉造町、玉里村、千代田
村、筑波町、土浦市、出島村、利根町、
取手市、新治村、波崎町、藤代町、美野
里町、美浦村、八郷町、竜ケ崎市
谷田部町（一部）

 Y69-茨城-58 職業別 昭53.10.11 1979 北部版

金砂郷村、北茨城市、里美村、十王町、
水府村、大子町、高萩市、日立市、常陸
太田市
東海村（一部）

 Y69-茨城-59 職業別 昭53.10.11 1979 中部版

旭村、茨城町、岩瀬村、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、北浦村、御前山村、常北
町、大洋村、常澄村、東海村、友部町、
那珂湊市、那珂町、七会村、鉾田町、水
戸市、美和村、山方町

 Y69-茨城-60 職業別 昭53.10.11 1979 西部版

明野町、石下町、伊奈村、岩井市、協和
町、古河市、五霞村、境町、猿島町、三
和町、下館市、下妻市、関城町、総和
町、千代川村、豊里町、真壁町、水海道
市、守谷町、谷田部町、八千代町、大和
村、谷和原村、結城市
栃木県小山市（一部）

 Y69-茨城-61 職業別 昭53.10.11 1979 南部版

東村、麻生町、阿見町、石岡市、潮来
町、岩間町、牛久町、牛堀町、江戸崎
町、大野村、大穂町、小川町、鹿島町、
神栖町、河内村、茎崎村、桜村、桜川
村、新利根村、玉造町、玉里村、千代田
村、筑波町、土浦市、出島村、利根町、
取手市、新治村、波崎町、藤代町、美野
里町、美浦村、八郷町、竜ケ崎市

 Y69-茨城-62 職業別 昭53.10.11 1979 北部版　テレホンガイド　 官公署抜すい電話帳

 Y69-茨城-63 50音別 昭55.04.07 1980 北部版

金砂郷村、北茨城市、里美村、十王町、
水府村、大子町、高萩市、日立市、常陸
太田市
東海村（一部）

 Y69-茨城-64 50音別 昭55.04.07 1980 中部版

旭村、茨城町、岩瀬村、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、北浦村、御前山村、常北
町、大洋村、常澄村、東海村、友部町、
那珂湊市、那珂町、七会村、鉾田町、水
戸市、美和村、山方町

 Y69-茨城-65 50音別 昭55.04.07 1980 西部版

明野町、石下町、伊奈村、岩井市、協和
町、古河市、五霞村、境町、猿島町、三
和町、下館市、下妻市、関城町、総和
町、千代川村、豊里町、真壁町、水海道
市、守谷町、谷田部町、八千代町、大和
村、谷和原村、結城市
栃木県小山市（一部）
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茨城県　日本電信電話公社電話帳リスト 検索方法：調べ方案内「電話帳」参照

請求記号 種別 内容現在 発行年 内容

　　　　　　備考（収録市町村等）
※市町村名の後ろに「（一部）」と表記のある市
町村は、当該電話帳で取り扱う電話局管轄の番
号のみ掲載のある市町村です。隣接する他の都
府県の電話帳に掲載されている場合がありま
す。
※収録市町村は原則、表紙、目次等の内容を記
載しています。

 Y69-茨城-66 50音別 昭55.04.07 1980 南部版

東村、麻生町、阿見町、石岡市、潮来
町、岩間町、牛久町、牛堀町、江戸崎
町、大野村、大穂町、小川町、鹿島町、
神栖町、河内村、茎崎村、桜村、桜川
村、新利根村、玉造町、玉里村、千代田
村、筑波町、土浦市、出島村、利根町、
取手市、新治村、波崎町、藤代町、美野
里町、美浦村、八郷町、竜ケ崎市
豊里町（一部）、谷田部町（一部）

 Y69-茨城-67 職業別 昭55.04.07 1980 北部版

金砂郷村、北茨城市、里美村、十王町、
水府村、大子町、高萩市、日立市、常陸
太田市
東海村（一部）

 Y69-茨城-68 職業別 昭55.04.07 1980 中部版

旭村、茨城町、岩瀬町、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、北浦村、御前山村、常北
町、大洋村、常澄村、東海村、友部町、
那珂湊市、那珂町、七会村、鉾田町、水
戸市、美和村、山方町

 Y69-茨城-69 職業別 昭55.04.07 1980 西部版

明野町、石下町、伊奈村、岩井市、協和
町、古河市、五霞村、境町、猿島町、三
和町、下館市、下妻市、関城町、総和
町、千代川村、豊里町、真壁町、水海道
市、守谷町、谷田部町、八千代町、大和
村、谷和原村、結城市
栃木県小山市（一部）

 Y69-茨城-70 職業別 昭55.04.07 1980 南部版

東村、麻生町、阿見町、石岡市、潮来
町、岩間町、牛久町、牛堀町、江戸崎
町、大野村、大穂町、小川町、鹿島町、
神栖町、河内村、茎崎村、桜村、桜川
村、新利根村、玉造町、玉里村、千代田
村、筑波町、土浦市、出島村、利根町、
取手市、新治村、波崎町、藤代町、美野
里町、美浦村、八郷町、竜ケ崎市
豊里町（一部）

 Y69-茨城-71 職業別 昭55.04.07 1980 北部版　テレホンガイド　 公共機関等電話帳
 Y69-茨城-72 職業別 昭55.04.07 1980 中部版　テレホンガイド　 公共機関等電話帳
 Y69-茨城-73 職業別 昭55.04.07 1980 西部版　テレホンガイド　 公共機関等電話帳
 Y69-茨城-74 職業別 昭55.04.07 1980 南部版　テレホンガイド　 公共機関等電話帳

 Y69-茨城-75 50音別 昭56.10.15 1982 北部版

金砂郷村、北茨城市、里美村、十王町、
水府村、大子町、高萩市、日立市、常陸
太田市
東海村（一部）

 Y69-茨城-76 50音別 昭56.10.15 1982 中部版

旭村、茨城町、岩瀬町、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、北浦村、御前山村、常北
町、大洋村、常澄村、東海村、友部町、
那珂湊市、那珂町、七会村、鉾田町、水
戸市、美和村、山方町

 Y69-茨城-77 50音別 昭56.10.15 1982 西部版

明野町、石下町、伊奈村、岩井市、協和
町、古河市、五霞村、境町、猿島町、三
和町、下館市、下妻市、関城町、総和
町、千代川村、豊里町、真壁町、水海道
市、守谷町、谷田部町、八千代町、大和
村、谷和原村、結城市
栃木県小山市（一部）
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茨城県　日本電信電話公社電話帳リスト 検索方法：調べ方案内「電話帳」参照

請求記号 種別 内容現在 発行年 内容

　　　　　　備考（収録市町村等）
※市町村名の後ろに「（一部）」と表記のある市
町村は、当該電話帳で取り扱う電話局管轄の番
号のみ掲載のある市町村です。隣接する他の都
府県の電話帳に掲載されている場合がありま
す。
※収録市町村は原則、表紙、目次等の内容を記
載しています。

 Y69-茨城-78 50音別 昭56.10.15 1982 南部版

東村、麻生町、阿見町、石岡市、潮来
町、岩間町、牛久町、牛堀町、江戸崎
町、大野村、大穂町、小川町、鹿島町、
神栖町、河内村、茎崎村、桜村、桜川
村、新利根村、玉造町、玉里村、千代田
村、筑波町、土浦市、出島村、利根町、
取手市、新治村、波崎町、藤代町、美野
里町、美浦村、八郷町、竜ケ崎市
豊里町（一部）、谷田部町（一部）

 Y69-茨城-79 職業別 昭56.10.15 1982 北部版

金砂郷村、北茨城市、里美村、十王町、
水府村、大子町、高萩市、日立市、常陸
太田市
東海村（一部）

 Y69-茨城-80 職業別 昭56.10.15 1982 中部版

旭村、茨城町、岩瀬町、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、北浦村、御前山村、常北
町、大洋村、常澄村、東海村、友部町、
那珂湊市、那珂町、七会村、鉾田町、水
戸市、美和村、山方町

 Y69-茨城-81 職業別 昭56.10.15 1982 西部版

明野町、石下町、伊奈村、岩井市、協和
町、古河市、五霞村、境町、猿島町、三
和町、下館市、下妻市、関城町、総和
町、千代川村、豊里町、真壁町、水海道
市、守谷町、谷田部町、八千代町、大和
村、谷和原村、結城市
栃木県小山市（一部）

 Y69-茨城-82 職業別 昭56.10.15 1982 南部版

東村、麻生町、阿見町、石岡市、潮来
町、岩間町、牛久町、牛堀町、江戸崎
町、大野村、大穂町、小川町、鹿島町、
神栖町、河内村、茎崎村、桜村、桜川
村、新利根村、玉造町、玉里村、千代田
村、筑波町、土浦市、出島村、利根町、
取手市、新治村、波崎町、藤代町、美野
里町、美浦村、八郷町、竜ケ崎市
豊里町（一部）

 Y69-茨城-83 職業別 昭56.10.15 1982 北部版　テレホンガイド　 公共機関等電話帳
 Y69-茨城-84 職業別 昭56.10.15 1982 中部版　テレホンガイド　 公共機関等電話帳
 Y69-茨城-85 職業別 昭56.10.15 1982 西部版　テレホンガイド　 公共機関等電話帳
 Y69-茨城-86 職業別 昭56.10.15 1982 南部版　テレホンガイド　 公共機関等電話帳

 Y69-茨城-87 50音別 昭58.04.15 1983 北部版

金砂郷村、北茨城市、里美村、十王町、
水府村、大子町、高萩市、日立市、常陸
太田市
東海村（一部）

 Y69-茨城-88 50音別 昭58.04.15 1983 中部版

旭村、茨城町、岩瀬町、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、北浦村、御前山村、常北
町、大洋村、常澄村、東海村、友部町、
那珂湊市、那珂町、七会村、鉾田町、水
戸市、美和村、山方町

 Y69-茨城-89 50音別 昭58.04.15 1983 西部版

明野町、石下町、伊奈村、岩井市、協和
町、古河市、五霞村、境町、猿島町、三
和町、下館市、下妻市、関城町、総和
町、千代川村、豊里町、真壁町、水海道
市、守谷町、谷田部町、八千代町、大和
村、谷和原村、結城市
栃木県小山市（一部）
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茨城県　日本電信電話公社電話帳リスト 検索方法：調べ方案内「電話帳」参照

請求記号 種別 内容現在 発行年 内容

　　　　　　備考（収録市町村等）
※市町村名の後ろに「（一部）」と表記のある市
町村は、当該電話帳で取り扱う電話局管轄の番
号のみ掲載のある市町村です。隣接する他の都
府県の電話帳に掲載されている場合がありま
す。
※収録市町村は原則、表紙、目次等の内容を記
載しています。

 Y69-茨城-90 50音別 昭58.04.15 1983 南部版

東村、麻生町、阿見町、石岡市、潮来
町、岩間町、牛久町、牛堀町、江戸崎
町、大野村、大穂町、小川町、鹿島町、
神栖町、河内村、茎崎町、桜村、桜川
村、新利根村、玉造町、玉里村、千代田
村、筑波町、土浦市、出島村、利根町、
取手市、新治村、波崎町、藤代町、美野
里町、美浦村、八郷町、竜ケ崎市
豊里町（一部）、谷田部町（一部）

 Y69-茨城-91 職業別 昭58.04.15 1983 北部版

金砂郷村、北茨城市、里美村、十王町、
水府村、大子町、高萩市、日立市、常陸
太田市
東海村（一部）

 Y69-茨城-92 職業別 昭58.04.15 1983 中部版

旭村、茨城町、岩瀬町、内原町、瓜連
町、大洗町、大宮町、緒川村、笠間市、
勝田市、桂村、北浦村、御前山村、常北
町、大洋村、常澄村、東海村、友部町、
那珂湊市、那珂町、七会村、鉾田町、水
戸市、美和村、山方町

 Y69-茨城-93 職業別 昭58.04.15 1983 西部版

明野町、石下町、伊奈村、岩井市、協和
町、古河市、五霞村、境町、猿島町、三
和町、下館市、下妻市、関城町、総和
町、千代川村、豊里町、真壁町、水海道
市、守谷町、谷田部町、八千代町、大和
村、谷和原村、結城市
栃木県小山市（一部）

 Y69-茨城-94 職業別 昭58.04.15 1983 南部版

東村、麻生町、阿見町、石岡市、潮来
町、岩間町、牛久町、牛堀町、江戸崎
町、大野村、大穂町、小川町、鹿島町、
神栖町、河内村、茎崎村、桜村、桜川
村、新利根村、玉造町、玉里村、千代田
村、筑波町、土浦市、出島村、利根町、
取手市、新治村、波崎町、藤代町、美野
里町、美浦村、八郷町、竜ケ崎市
豊里町（一部）

 Y69-茨城-95 職業別 昭58.04.15 1983 中部版　テレホンガイド　 公共機関等電話帳

 Y69-茨城-96 50音別 昭59.11.01 1985 北部版

大宮町、緒川村、金砂郷村、北茨城市、
御前山村、里美村、十王町、水府村、大
子町、高萩市、日立市、常陸太田市、美
和村、山方町

 Y69-茨城-97 50音別 昭59.11.01 1985 中部版
茨城町、内原町、瓜連町、大洗町、勝田
市、桂村、常北町、常澄村、東海村、那
珂湊市、那珂町

 Y69-茨城-98 50音別 昭59.11.01 1985 西部版

明野町、岩瀬町、笠間市、協和町、古河
市、五霞村、境町、三和町、下館市、下
妻市、関城町、総和町、千代川村、友部
町、七会村、真壁町、八千代町、大和
村、結城市
栃木県小山市（一部）

 Y69-茨城-99 50音別 昭59.11.01 1985 南部版

阿見町、石下町、伊奈村、岩井市、牛久
町、江戸崎町、大穂町、河内村、茎崎
町、桜村、桜川村、猿島町、新利根村、
筑波町、土浦市、出島村、利根町、豊里
町、取手市、新治村、藤代町、水海道
市、美浦村、守谷町、谷田部町、谷和原
村、竜ケ崎市
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茨城県　日本電信電話公社電話帳リスト 検索方法：調べ方案内「電話帳」参照

請求記号 種別 内容現在 発行年 内容

　　　　　　備考（収録市町村等）
※市町村名の後ろに「（一部）」と表記のある市
町村は、当該電話帳で取り扱う電話局管轄の番
号のみ掲載のある市町村です。隣接する他の都
府県の電話帳に掲載されている場合がありま
す。
※収録市町村は原則、表紙、目次等の内容を記
載しています。

 Y69-茨城-100 50音別 昭59.11.01 1985 東部版

旭村、東村、麻生町、石岡市、潮来町、
岩間町、牛堀町、大野村、小川町、鹿島
町、神栖町、北浦村、大洋村、玉造町、
玉里村、千代田村、波崎町、鉾田町、美
野里町、八郷町

 Y69-茨城-101 職業別 昭59.11.01 1985 北部版

大宮町、緒川村、金砂郷村、北茨城市、
御前山村、里美村、十王町、水府村、大
子町、高萩市、日立市、常陸太田市、美
和村、山方町

 Y69-茨城-102 職業別 昭59.11.01 1985 中部版
茨城町、内原町、瓜連町、大洗町、勝田
市、桂村、常北町、常澄村、東海村、那
珂湊市、那珂町、水戸市

 Y69-茨城-103 職業別 昭59.11.01 1985 東部版

旭村、東村、麻生町、石岡市、潮来町、
岩間町、牛堀町、大野村、小川町、鹿島
町、神栖町、北浦村、大洋村、玉造町、
玉里村、千代田村、波崎町、鉾田町、美
野里町、八郷町

 Y69-茨城-104 職業別 昭59.11.01 1985 西部版

明野町、岩瀬町、笠間市、協和町、古河
市、五霞村、境町、三和町、下館市、下
妻市、関城町、総和町、千代川村、友部
町、七会村、真壁町、八千代町、大和
村、結城市
栃木県小山市（一部）

 Y69-茨城-105 職業別 昭59.11.01 1985 南部版

阿見町、石下町、伊奈村、岩井市、牛久
町、江戸崎町、大穂町、河内村、茎崎
村、桜村、桜川村、猿島町、新利根村、
筑波町、土浦市、出島村、利根町、豊里
町、取手市、新治村、藤代町、水海道
市、美浦村、守谷町、谷田部町、谷和原
村、竜ケ崎市

 Y69-茨城-106 職業別 昭59.11.01 1985 テレホンガイド 公共機関等電話帳
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