
【【【【別紙別紙別紙別紙】】】】平成平成平成平成 21212121 年年年年    夏夏夏夏のおたよりのおたよりのおたよりのおたより郵便葉書郵便葉書郵便葉書郵便葉書““““かもめかもめかもめかもめ～～～～るるるる””””    のののの概要概要概要概要    

1.1.1.1.    販売商品販売商品販売商品販売商品    

(1) (1) (1) (1) 【【【【新商品新商品新商品新商品】】】】「「「「いろどりいろどりいろどりいろどり（（（（そらそらそらそら））））」（」（」（」（インクジェットインクジェットインクジェットインクジェット紙紙紙紙））））    
（発行枚数：2,500 万枚/1 枚 50 円）  

昨年発売の年賀葉書でご好評をいただきました葉書本体に色の

ついた「いろどり年賀」をモチーフに、涼しげな淡い「そらいろ

の」色つき葉書をかもめ～るでも販売いたします。 

かもめ～るでは涼しさを表現した「そらいろ」になっていると

ともに料額印面部は、「風鈴と朝顔」をやさしい色合いでデザイン

し、「和」のテイストで仕上げています。 

1 枚 50 円（インクジェット紙）で販売します。 

    

((((2222) ) ) ) 「「「「カーボンオフセットカーボンオフセットカーボンオフセットカーボンオフセットはがきはがきはがきはがき（（（（((((地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止はがきはがきはがきはがき))))インクジェットインクジェットインクジェットインクジェット紙紙紙紙    ））））」」」」    
（発行枚数：200 万枚/1枚 55 円(寄附金 5 円を含む。)）  

  昨年に引き続き寄附金付きの「カーボンオフセットはがき

（地球温暖化防止はがき）」を販売いたします。 

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、一部の郵便局ではお取り寄せ後の販売となりますので、

ご了承ください。 

  ※葉書の宛名面下部に印刷されたＱＲコードから専用サイト

へアクセスしアンケートにお答えいただいた方を対象にオリ

ジナル携帯電話待受画面をプレゼントいたします。 

(3(3(3(3))))    絵入絵入絵入絵入りりりり葉書葉書葉書葉書（（（（2222 種類種類種類種類））））    

①「朝つゆ」(発行枚数:3,600 万枚/1 枚 50 円) 

昨年好評をいただいた朝顔を題材に、更に涼

しげなブルーを基調に仕上げました。朝露をイ

メージする、さわやかな夏の朝の風物です。 

 

 

②「夏の日」(発行枚数:3,600 万枚/1 枚 50 円) 

夏の定番、海の風景をモチーフに、青い海と

空に白い雲、砂浜の白いパラソルが夏らしさを

演出しています 

 

 



 

(4(4(4(4))))    無地無地無地無地    

①「単面無地」(発行枚数:3,500 万枚/1 枚 50 円) 

②「四面連刷」(発行枚数:1,516.4 万枚(379.1 万部) /1 部 200 円)  

③ 「四面連刷（オリジナル用）」(発行枚数:70 万枚(17.5 万部)/1 部 200 円) （注）  

④「インクジェット紙」(発行枚数:6,240 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: 30 万枚/1 枚 50 円) （注） 

⑥「くぼみ入り」(発行枚数:25.6 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 1 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2222....    販売販売販売販売概要概要概要概要    

  (1) 販売期間 

     平成 21 年 6月 1 日（月）から平成 21 年 8 月 21 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 21 年 6 月 1日（月）から平成 21年 8 月 14 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         

(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 
※お支払方法はクレジットカード払いに限ります。 
 なお、ご注文から商品発送までの期間は約１週間程度です。 
※発行日前にお申込みいただきましたご注文については、発行日以降に約１週間程度に

より発送いたします。 

     ※銀座支店における一般の通信販売は実施しません。 

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） 

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


3.3.3.3.    発行枚数発行枚数発行枚数発行枚数内訳内訳内訳内訳（（（（参考参考参考参考：：：：昨年昨年昨年昨年のののの発行枚数発行枚数発行枚数発行枚数はははは 2222 億億億億 1,5301,5301,5301,530 万枚万枚万枚万枚））））    

  

4.4.4.4.    意匠意匠意匠意匠（（（（デザインデザインデザインデザイン））））内容等内容等内容等内容等    

(1) 料額印面（表） 

種類 無地 
絵入り 

(朝つゆ) 

絵入り 

(夏の日) 

いろどり 

(そら) 
ｵﾘｼﾞﾅﾙ用 

ｶｰﾎﾞﾝ 

ｵﾌｾｯﾄ 

意  匠 灯台 すいか かもめ 風鈴 夏の夜空 
ｶｰﾎﾞﾝｵﾌｾｯﾄ 

ﾏｰｸ 

縦 24.9mm 24.9mm 24.9mm 50.0mm 26.2mm 26.1mm 
寸法 

横 21.3mm 20.0mm 20.0mm 24.2mm 22.5mm 20.0mm 

版式刷色 
ｵﾌｾｯﾄ 
２色 

ｵﾌｾｯﾄ 
２色 

ｵﾌｾｯﾄ 
２色 

ｵﾌｾｯﾄ 
２色 

ｵﾌｾｯﾄ 
２色 

ｵﾌｾｯﾄ 
４色 

原画作者 郵便事業会社 切手デザイナー 

 

(2) 絵入り裏面意匠等（裏面） 

 

 

 

 

 

 

  (3) その他 

    デザインは、1.販売商品のとおり 

    

総数 ２億１，２８２万枚 

無地  １億１，２８２万枚 

単面無地（1枚 50 円） ３,５００万枚 

四面連刷(1 部 200 円) 
１,５１６.４万枚 

(３７９.１万部) 

インクジェット紙（1枚 50円） ６，２４０万枚 

無地種類（売価） 

くぼみ入り（1枚 50 円） ２５.６万枚 

絵入り ７，２００万枚 

朝つゆ（1枚 50 円） ３，６００万枚 
絵入り種類（売価） 

夏の日（1枚 50 円） ３，６００万枚 

いろどり そら（インクジェット紙）（1枚 50 円） ２，５００万枚 

オリジナル用 １００万枚 

インクジェット紙（1枚 50円） ３０万枚 オリジナル用種類

（売価） 四面連刷(1 部 200 円) ７０万枚 

寄附金付（売価） 
カーボンオフセット 

（インクジェット紙）（1枚 55 円） 
２００万枚 

種類 絵入り 絵入り 

意匠 朝
あさ

つゆ 夏
なつ

の日
ひ

 

原画作者 
郵便事業会社 

切手デザイナー 北島
きたじま

 清隆
きよたか

 



5555....    くじくじくじくじ賞品等賞品等賞品等賞品等    
    くじ賞品はＡ賞とカーボンオフセット限定賞に初めて「現金」をご用意しました。 

また、Ｂ賞には特殊切手シートをご用意しています。 

(1) くじ抽せん日 

     平成 21 年 9月 1 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 21 年 9月 2 日（水）から平成 22 年 3 月 1 日（月）まで 

  

6.6.6.6.    初日押印初日押印初日押印初日押印サービスサービスサービスサービスのののの実施実施実施実施    

         初日押印サービスを次のとおり実施します。 

   なおなおなおなお、、、、インクジェットインクジェットインクジェットインクジェット紙紙紙紙（（（（オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル用用用用））））及及及及びびびび四面連刷四面連刷四面連刷四面連刷（（（（オリオリオリオリジナルジナルジナルジナル用用用用））））はははは６６６６月月月月１１１１日日日日（（（（月月月月））））
におにおにおにお申申申申込込込込みみみみ受付受付受付受付をををを開始開始開始開始しししし、、、、おおおお渡渡渡渡しはおしはおしはおしはお申申申申込込込込みみみみ受付後受付後受付後受付後、、、、約約約約１１１１週間後週間後週間後週間後となることからとなることからとなることからとなることから初日押印初日押印初日押印初日押印（（（（郵郵郵郵
頼含頼含頼含頼含むむむむ。）。）。）。）はははは行行行行いませんいませんいませんいません。。。。    

  (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。 

    なおなおなおなお、、、、郵頼郵頼郵頼郵頼によるによるによるによるおおおお申申申申しししし込込込込みのみのみのみの場合場合場合場合はははは記念押印記念押印記念押印記念押印のみをのみをのみをのみを行行行行いいいい、、、、引受消印引受消印引受消印引受消印はははは行行行行いませんいませんいませんいません。。。。    

   ア 記念押印 

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

     なお、申込封筒の表面に、「２１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 

郵便局 

株式会社 

〒100-8994 東京都中央区八重洲１－５－３ 

      東京中央郵便局 

      「２１夏葉書」郵頼担当係 

郵便事業 

株式会社 

〒103-8799 東京都中央区日本橋１－１８－１ 

      日本橋支店 

      「２１夏葉書」郵頼担当係 

申込期限 平成２１年５月１８日（月）当日消印有効 

等 級 内  容  当せん本数 当せん割合 

Ａ賞 現金２０万円 639 本 100 万本に３本 

Ｂ賞 特殊切手シート 212,820 本 1,000 本に１本 

ｶｰﾎﾞﾝｵﾌｾｯﾄ限定賞 現金１万円 200 本 1 万本に１本 

http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2009/0420_02_c03.html

