
【別紙】 平成 20 年 夏のおたより郵便葉書“かもめ～る”の概要

1. 販売商品

(1) 「カーボンオフセットはがき(地球温暖化防止はがき) 」
（発行枚数：200 万枚 1枚 55 円(寄附金 5円を含む)

平成 20 年用年賀はがきで初めて実施した、地球温暖化防止に貢献す
る寄附金付きの「カーボンオフセットはがき（地球温暖化防止はがき）」
を“かもめ～る”でも販売いたします。

発行枚数は 200 万枚、販売価格は 55 円で、そのうちの 5 円が寄附金
となります。この寄附金(5 円)は、地球温暖化防止を推進するプロジェ
クトを支援し、京都議定書で定められた日本の温室効果ガス排出削減目
標であるマイナス 6％の達成に貢献します。

なお、お寄せいただいた寄附金の配分については、来年度に実施いた
します。

また、販売に当たっては、全国の郵便局・支店でお買い求めいただけ
ますが、一部の郵便局ではご予約の上、お取り寄せ後の販売となります
ので、ご了承ください。

(2) 絵入り葉書（4種類）

①「あさがお」(発行枚数:3,000 万枚 1枚 50 円)

朝顔はどこか懐かしさを感じさせてくれます。

日本人の好みに合った朝顔は古くから観賞用として親しまれ、また、

絵画や染織などにも描かれてきました。その朝顔を題材にし、青を中

心に、やさしい色合いの花を描きました。

上部には涼しげなすだれを淡い色で配し、日本の夏のイメージを表

現しています。

②「夏の海」(発行枚数:3,000 万枚 1枚 50 円)

青く澄んだ海と空、白い砂浜と夏の雲。

青と白のコントラストで構成された景色は夏のさわやかさを演出し

ます。

シンプルな色合いの中にも、波のきらめきや涼しい潮風、空の広が

りを感じられるようなデザインです。

③「野良時計」(発行枚数:1,200 万枚 1枚 50 円)

５月２日（金）発行の原田泰治が描くふるさと切手「ふるさと心の

風景」と連動して、「ふるさと心の風景<第１集>」に採用されたデザイ

ンを絵入り葉書にしました。

町の中ではなく、のどかに広がる田園の中に時を刻む野良時計は、

せせこましい現代の中で人の心を穏やかにする不思議な感じにさせて

くれます。



④「ラジオ体操」(発行枚数:300 万枚 1枚 50 円)

ラジオ体操は、昭和３年に、昭和天皇の御即位の大礼を記念して初

めて制定されたものです。

その後、国民の皆さまの健康増進に大きく貢献してきたラジオ体操

も、今年で制定「８０周年」をむかえ、夏休みの朝にラジオ体操をす

る光景は今や夏の風物詩となっています。

ラジオ体操のキャラクター「ラジオ体操坊や」のデザインは、朝の

すがすがしい気持にさせてくれます。

(3) 無地

①「単面無地」(発行枚数:3,980 万枚 1枚 50 円)

②「四面連刷」(発行枚数:1,500 万枚(375 万部) 1 部 200 円)

③ 「四面連刷（オリジナル用）」(発行枚数:68 万枚(17 万部) （注）

④「インクジェット紙」(発行枚数:8,000 万枚 1枚 50 円)

⑤「インクジェット紙（オリジナル用）」(発行枚数: 32 万枚 1枚 50 円) （注）

⑥「くぼみ入り」(発行枚数:20 万枚 1枚 50 円)

注：四面連刷（オリジナル用）、インクジェット紙（オリジナル用）については注文販売の

ため、6 月 2 日（月）以降に申込受付を行い、申込受付後に約１週間程度でお渡しし

ます。

2. 販売概要

(1) 販売期間

平成 20 年 6 月 2 日（月）から平成 20 年 8 月 22 日（金）まで

(2) 四面連刷（オリジナル用）、インクジェット紙（オリジナル用）の申込受付期間

平成 20年 6 月 2日（月）から平成 20年 8 月 15 日（金）まで

(3) 販売郵便局等

ア カーボンオフセットはがき

郵便事業会社の支店及びその支店に併設する郵便局

上記以外の郵便局ではお取り寄せとなります。

イ その他のはがき

郵便事業株式会社支店、全国の郵便局等

単面無地

四面連刷

インクジェット紙

くぼみ入り

四面連刷

（オリジナル用）

インクジェット紙

（オリジナル用）



(4) 通信販売

インターネットによる通信販売をゆうびんホームページの以下のアドレスよりお申込みいただ

けます。 http://kitte-shop.post.japanpost.jp/goods/index.html

※ご注文から商品発送までの期間は、クレジットカード払いの場合はお申込み後１週間程度です。

※夏のおたより郵便はがき“かもめ～る”のインターネットによる通信販売の支払方法はクレジ

ットカード払いに限ります。

※発行日前にお申込みいただきましたご注文については、発行日以降に上記期間により発送いた

します。

※丸の内支店における一般の通信販売は実施しません。

3. 発行枚数内訳 （単位：千枚、％）

種 類
東 北 全 国

２０年 １９年 前年比 ２０年 １９年 前年比

無

地

単面無地 2,076 2,472 84.0 39,800 40,800 97.5

四面連刷 424 444 95.5 15,000 15,000 100.0

ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ紙 4,108 4,228 97.2 80,000 73,000 109.6

くぼみ入り 13 8 162.5 200 200 100.0

ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ写真用 － 504 － － 10,000 －

絵

入

り

夏の海 1,294

4,464 75.3

30,000

90,000 83.3
あさがお 1,294 30,000

野良時計 540 12,000

ラジオ体操 232 3,000

寄付金付（ｶｰﾎﾞﾝｵﾌｾｯﾄ） 71 － － 2,000 － －

オリジナル － － － 1,000 382 261.8

合 計 10,052 12,120 82.9 213,000 229,382 92.9

注：東北分は、当初納入枚数

4. 意匠（デザイン）内容等

(1) 料額印面（表）

種類 無地 ｵﾘｼﾞﾅﾙ用
絵入り ｶｰﾎﾞﾝ

ｵﾌｾｯﾄはがき
あさがお 夏の海 野良時計 ラジオ体操

意 匠 かもめ 金
きん

魚
ぎょ

朝顔
あさがお

南国
なんごく

の花
はな

野良
の ら

時計
どけい ラジオ体操坊

たいそうぼう

や

(通称:ラタ坊
ぼう

)

ｶｰﾎﾞﾝ
ｵﾌｾｯﾄﾏｰｸ

寸法
縦 24.6mm 26.2mm 26.9mm 24.6mm 24.6mm 24.6mm 26.1mm

横 20.5mm 22.5mm 24.7mm 20.0mm 20.0mm 20.0mm 20.0mm

原画作者等 郵便事業会社 デザイン担当部 原
はら

田
だ

泰
たい

治
じ

佃
つくだ

公彦
きみひこ 郵便事業会社

デザイン担当部

(2) 絵入り裏面意匠等（裏面）

種類 絵入り

意匠 あさがお 夏
なつ

の海
うみ

野良
の ら

時計
どけい

ラジオ体操
たいそう

原画作者
郵便事業会社

デザイン担当部

北島
きたじま

清隆
きよたか

（撮影）

原
はら

田
だ

泰
たい

治
じ

（画）

佃
つくだ

公彦
きみひこ

（ｷｬﾗｸﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝ）



5. くじ賞品等
かもめーるは、くじ付き郵便葉書となっており、くじ抽せん日、賞品等は以下のとおりです。

(1) くじ抽せん日

平成 20年 9 月 2日（火）

なお、抽せんについては厳正に行い、当せん番号は別にお知らせします。

(2) 賞品、当せん本数等

(3) 賞品の引換期間

平成 20年 9 月 3日（水）から平成 21年 3 月 2日（月）まで

6. 初日押印サービスの実施

初日押印サービスを次のとおり実施します。

なお、インクジェット紙（オリジナル用）及び四面連刷（オリジナル用）は６月２日（月）に

お申し込み受付開始し、お渡しはお申込み受付後約１週間後となることから初日押印（郵頼含む。）

は行いません。

(1) 初日用通信日付印の使用

「別表」をご参照ください。

(2) 郵頼による初日押印の申込要領

所要の葉書代金(「普通為替」又は「定額小為替」による。)を添え、次の要領でお申込みくだ

さい。

なお、郵頼によるお申し込みの場合は記念押印のみを行い、引受消印は行いません。

ア 記念押印

返信用封筒（返信先を明記し、必要な郵便切手を貼り付けたもの）を添え、送付してください。

なお、申込封筒の表面に、「２０年夏葉書記念」と朱書きしてください。

イ 申込先等

会社別 申 込 先

郵便事業

株式会社

〒104-8798 東京都中央区銀座８－２０－２６

郵便事業株式会社 銀座支店 気付

日本橋支店

「２０夏葉書」郵頼担当係

郵便局

株式会社

〒100-8799 東京都千代田区丸の内２－７－２

東京中央郵便局

「２０夏葉書」郵頼担当係

申込期限 平成２０年５月１９日（月）（当日消印有効）

等 級 内 容 当せん本数 当せん割合

Ａ賞 特産品ゆうパック１個 63,900 本 1 万本に３本

Ｂ賞
オリジナルフレーム切手１シート

（限定オリジナルバックシート(80 円切手×10 枚)）
213,000 本 1 千本に１本


