
本年の発行枚数 昨年の発行枚数 備考

3333,,,,687687687687,,,,000000000000千枚千枚千枚千枚 3333,,,,721721721721,,,,048048048048千枚千枚千枚千枚

単面無地 799,600千枚 818,024千枚

四面連刷 560,000千枚   559,152千枚 主として、大量加刷用に田型に４枚連刷した葉書です。

インクジェット紙 2,100,000千枚 2,100,000千枚

インクジェット紙(広告付き) 2,000千枚 16,000千枚 広告主別発行枚数、販売地域等については別添１のとおり

ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ写真用 100,000千枚   100,000千枚
デジタルカメラで撮影した写真の印刷に適した葉書でインク
ジェット葉書に比べ<光沢感が高く、鮮やかな発色が可能で
す。

くぼみ入り 400千枚     400千枚
目の不自由な方に、上下、裏面を容易に区別いただけるよ
う、表面左下に半円のくぼみが入った葉書です。

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｷｬﾗｸﾀｰ 年賀（ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ紙） 100,000千枚 くまのプーさんのデザインを葉書宛名面に盛り込みました。

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｷｬﾗｸﾀｰ 年賀（ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ写真用） 10,000千枚

くまのプーさんのデザインを葉書宛名面に盛り込みました。
メッセージ面については、デジタルカメラで撮影した写真の
印刷に適した葉書でインクジェット葉書に比べ<光沢感が高
く、鮮やかな発色が可能です。

デザイン年賀 -     10,500千枚

いろどり年賀（うぐいす／ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ紙） 7,500千枚 -

いろどり年賀（もも／ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ紙） 7,500千枚 -

オリジナル年賀 別途     26,972千枚

262262262262,,,,900900900900千枚千枚千枚千枚  300 300 300 300,,,,000000000000千枚千枚千枚千枚

絵入り(全国版・１種類) 91,500千枚   200,000千枚

絵入り(地方版・２９種類) 111,400千枚 -

地方独自のﾃﾞｻﾞｲﾝを盛り込みました。
販売地域等については別添２ー１のとおり
別添２－２の郵便局で、全２９種類を１枚ずつそろえた「全
国セット」を販売します。

ｶｰﾎﾞﾝｵﾌｾｯﾄ年賀（単面無地） 10,000千枚 100,000千枚

ｶｰﾎﾞﾝｵﾌｾｯﾄ年賀（ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ紙） 30,000千枚 -

ｶｰﾎﾞﾝｵﾌｾｯﾄ年賀（四面連刷） 20,000千枚 - 主として、大量加刷用に田型に４枚連刷した葉書です。

3333,,,,949949949949,,,,900900900900千枚千枚千枚千枚 4444,,,,021021021021,,,,048048048048千枚千枚千枚千枚

別紙１　

合　　　　計

種　　　　類

お年玉付郵便葉書

寄附金付お年玉付郵便葉書

おおおお年玉付郵便葉書及年玉付郵便葉書及年玉付郵便葉書及年玉付郵便葉書及びびびび寄附金付寄附金付寄附金付寄附金付おおおお年玉付郵便葉書年玉付郵便葉書年玉付郵便葉書年玉付郵便葉書のののの種類別内訳種類別内訳種類別内訳種類別内訳

「もも」と「うぐいす」の２種類の色を葉書自体に使用しま
した。

    90,000千枚

※　発行枚数は当初発行枚数です。オリジナル年賀葉書の発行枚数は含んでおりません。
　　 併せて発行枚数はお申し込み状況により増加する場合があります。
　　 発行枚数が増加する場合には別にお知らせいたします。



別添１

発行支社 広告主名 発行枚数 販売場所

東京
特定非営利活動法人東京オリン
ピック・パラリンピック招致委

員会
1,000 東京都内の郵便局等

信越 新潟県観光協会 1,000 新潟県内の郵便局等

2,000 合　　　計

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((((広告付広告付広告付広告付))))のののの発行発行発行発行・・・・販売等一覧販売等一覧販売等一覧販売等一覧

単位：千枚



裏　面　原　画　作　者　等 発行枚数 販売場所

牧場の朝 北海道 西村　昌実 イラストレーター 2,100 北海道内の郵便局等

りんごの花 青森県 佐々木　洋子 イラストレーター 1,100 青森県内の郵便局等

キリ 岩手県 佐々木　洋子 イラストレーター 1,100 岩手県内の郵便局等

ミヤギノハギ 宮城県 佐々木　洋子 イラストレーター 1,600 宮城県内の郵便局等

ふきのとう 秋田県 佐々木　洋子 イラストレーター 1,100 秋田県内の郵便局等

べにばな 山形県 佐々木　洋子 イラストレーター 1,100 山形県内の郵便局等

ネモトシャクナゲ 福島県 佐々木　洋子 イラストレーター 1,600 福島県内の郵便局等

幕張メッセ、千葉マリンスタジアムと初日の出 千葉県 矢部　宏 日本画家本納絵馬５代目 1,100 千葉県内の郵便局等

みなと横浜と富士 神奈川県 森　日出夫 写真家 10,100 神奈川県内の郵便局等

早春の河口湖 山梨県 外川　昌宏 日本画家 1,100 山梨県内の郵便局等

江戸羽子板 東京版１ 金山　敏 イラストレーター 11,600

江戸独楽 東京版２ 金山　敏 イラストレーター 11,600

七福神 東京版３ 金山　敏 イラストレーター 11,600

雪割草 信越版１ 外山　康雄 画家 2,600

牛に引かれて善光寺参り 信越版２ 中沢　定幸 グラフィックデザイナー 3,600

立山 富山県 佐伯　教通 洋画家 1,100 富山県内の郵便局等

兼六園 石川県 山下　智久 加賀友禅作家 1,100 石川県内の郵便局等

越前海岸と水仙 福井県 北　進 日本画家 1,100 福井県内の郵便局等

雲海の富士と梅 東海版 田邊　智子 イラストレーター 8,100
岐阜県内、静岡県内、愛知県内
及び三重県内の郵便局等

春風の浮御堂 滋賀県 ながた みどり イラストレーター 1,100 滋賀県内の郵便局等

『源氏絵鑑帖』巻四十四 竹河 京都府 - - 2,100 京都府内の郵便局等

大阪天満宮『日の出牛』 大阪府 高谷 篁圃 イラストレーター 6,100 大阪府内の郵便局等

和紙ちぎり絵 こうのとりの夜明け 兵庫県 田中 悠子 ちぎり絵作家 4,100 兵庫県内の郵便局等

西ノ京大池より薬師寺を望む 奈良県 櫻井 泰雄 イラストレーター 1,100 奈良県内の郵便局等

おいおい、和歌山に七福神が来たど～っ！ 和歌山県 馬場 淳夫 イラストレーター 1,100 和歌山県内の郵便局等

世界遺産　石見銀山 中国版 ノト　ヤスヒロデザイナー 1,100
鳥取県内、島根県内、岡山県
内、広島県内及び山口県内の郵
便局等

『坂の上の雲』のまち 愛媛県 - - 1,100 愛媛県内の郵便局等

招福 九州版 張　佐和子 イラストレーター 17,100
福岡県内、佐賀県内、長崎県
内、熊本県内、大分県内、宮崎
県内、鹿児島県内の郵便局等

首里城 沖縄県 東　光二 イラストレーター 2,100 沖縄県内の郵便局等

111,400合　　　  計

裏　面　意　匠　等

寄附金付お年玉付郵便葉書（絵入り・地方版）の裏面意匠及び原画作者等

別添２－１

単位：千枚

東京都内の郵便局等

新潟県内及び長野県内の郵便局等



別添２－２ 

 

 寄附金付お年玉付郵便葉書（絵入り・地方版）を『全国セット』で販売する郵便局 

 

 支 社 『全国セット』販売局 

北海道 － 

東 北 － 

関 東 － 

南関東 － 

東 京 
東京中央郵便局、新宿郵便局 

渋谷郵便局、立川郵便局 

信 越 － 

北 陸 － 

東 海 － 

近 畿 大阪中央郵便局 

中 国 － 

四 国 － 

九 州 － 

沖 縄 － 

注：『全国セット』とは、全国の絵入り・地方版年賀葉書全２９種類を１枚ずつそ 

ろえてセットにしたものです。 

 


