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日本郵便株式会社 
  

 

 

 

日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 衣川 和秀）は、さまざまな機会で郵便に

よるごあいさつにご利用いただけるよう、2021 年 7 月 7日(水)にグリーティング切手「ポケモン」を

発行します。 

また、2021 年 8 月 25 日(水)に販売品「ポケモン切手 BOX～ポケモンカードゲーム 見返り美人・ 

月に雁セット～」を発売します。 

 

1 グリーティング切手「ポケモン」  

【発行概要】 

・発 行 日  2021 年 7月 7 日(水) 

・販 売 場 所  全国の郵便局などで販売します。 

       「郵便局のネットショップ」のほか、銀座郵便局の郵便振替による通信販売も 

行います。 

・販 売 種 類  2 種類(63 円郵便切手および 84 円郵便切手) 

・販 売 価 格  63 円郵便切手 1シート：630 円 

        84 円郵便切手 1 シート：840 円 

 ※シート構成など詳細は別紙 1のとおり。 

 

2 販売品「ポケモン切手 BOX～ポケモンカードゲーム 見返り美人・月に雁セット～」  

【商品概要】 

・発 売 日  2021 年 8月 25 日(水) 

・販 売 場 所  全国の中央郵便局、「郵便局のネットショップ」などで販売します。 

・販 売 価 格  4,000 円(税込) 

・当初発売部数  80,000 部 

※販売状況等により追加販売を行う場合があります。 

※商品構成など詳細は別紙 2のとおり。 

※郵便窓口で販売する郵便局は別紙 3のとおり。 

※銀座郵便局の郵便振替による通信販売は実施しません。 

 

以 上 

グリーティング切手「ポケモン」の発行および 

販売品「ポケモン切手BOX～ポケモンカードゲーム 見返り美人・月に雁セット」の発売 



 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 
 日本郵便株式会社 

広報室 報道担当 
電話：03-3477-0546  

 

【お客さまのお問い合わせ先】 

日本郵便株式会社 

お客様サービス相談センター 

0120-2328-86(フリーコール) 

携帯電話から 0570-046-666(有料) 

＜受付時間 平日 8：00～21：00 

       土・日・休日 9：00～21：00＞ 



  別紙 1 

●グリーティング切手「ポケモン」 

 

1 発行する郵便切手の内容  
 

名 称 ポケモン 

発 行 日 2021 年 7月 7 日(水) 

種 類 63 円郵便切手(シール式) 84 円郵便切手(シール式) 

シ ー ト 

構成・意匠 

 

 
 

(1) ピカチュウ  

(2) イーブイ 

(3) バタフリー 

(4) エースバーン 

(5) コイキング 

(6) ポケモンカード 

(7) ミュウツー 

(8) ルカリオ 

(9) レパルダス 

(10) ジラーチ 

 

 

 
 

(1) ポケモン よーいどん！ 

(2) ポケモン 桜の中でかくれんぼ 

(3) ポケモン わんぱくざかり 

(4) ポケモン ともだちと雨やどり 

(5) ポケモン 海あそび 

(6) ポケモン おなかペコペコ 

(7) ポケモン みんなでお昼寝 

(8) ポケモン いい湯だな！ 

(9) ポケモン もみじでドッキリ！ 

(10)ポケモン 寒いけどあったかい 

 

売 価 630 円(シート単位で販売します。） 840 円(シート単位で販売します。） 

小切・印面 

寸 法 
縦 32.0 ㎜×横 23.0 ㎜ 

（1）（3）（5）（7）（8） 

縦 27.0 ㎜×横 25.5 ㎜ 

（2）縦 30.0 ㎜×横 28.5 ㎜ 

（4）縦 25.5 ㎜×横 25.5 ㎜ 

（6）縦 28.5 ㎜×横 25.5 ㎜ 

（9）縦 27.4 ㎜×横 25.5 ㎜ 

（10）縦 26.0 ㎜×横 26.5 ㎜ 

シート寸法 縦 86.0 ㎜×横 187.0 ㎜ 縦 127.0 ㎜×横 187.0 ㎜ 

デザイン著作 株式会社ポケモン 

切手デザイン 楠田 祐士(切手デザイナー）  

デザイン協力 株式会社クリーチャーズ - 

版 式 刷 色 オフセット 6色 

発 行 枚 数 1,000 万枚(100 万シート） 2,500 万枚(250 万シート） 

販 売 場 所 

・全国の郵便局など 

・「郵便局のネットショップ」（注） 

・銀座郵便局での郵便振替による通信販売 

（注）｢郵便局のネットショップ｣への掲載は、2021 年 7月 7日（水）の予定です。 

 

 

(1) 
(2) 

(3) (4) (5) (6) 

(7) (8) (9) (10) (1) (2) (3) (5) (4) 

(6) (7) (8) (9) (10) 



2 発行する郵便切手のデザインについて  

世界中で人気の「ポケモン」を切手のデザインとしました。 

63 円郵便切手シートは、「ポケモンカードゲーム」をテーマとし、個性豊かなポケモンカードの 

デザインを切手にしました。 

84 円郵便切手シートは、四季をテーマとしており、一年を楽しく過ごすポケモンたちの様子を 

描きおろしイラストでデザインしています。 

 

3 その他 

「郵趣のための押印サービス」については別添 1をご参照ください。 

 

日本郵便株式会社銀座郵便局において、通信販売を行います。 

→銀座郵便局通信販売の詳細は別添 2をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■販売業者：販売業者名 日本郵便株式会社 

      代表者氏名 衣川 和秀 

      住所    〒100-8792  

東京都千代田区大手町二丁目 3番 1号 大手町プレイスウエストタワー 

受付窓口  お客様サービス相談センター  電話番号：0120-23-28-86 

受付時間 平日 8:00～21:00 / 土・日・休日 9:00～21:00 

■支払方法：ゆうちょ銀行の「振替払込書」の払込みによってお支払いただきます。 

■申込期限：2021 年 8月 10 日（火）まで。 

      なお、申込期限前であっても、販売状況により早期に締め切る場合があります。 

通信販売のお申込みを早期に締め切る場合は、弊社 Web サイトでお知らせします。 

■商品の引渡し時期： 

2021 年 6月 23 日（水）までにお申込みの場合は、発行日から順次送付します。 

      2021 年 6 月 24 日（木）以降にお申込みの場合は、商品到着までに、入金の確認後から 

おおむね 3週間かかる場合があります。 

■返品に関する特約： 

お届けした切手に瑕疵
か し

があった場合は、到着後、上記受付窓口にご連絡ください。 

なお切手の瑕疵
か し

以外での返品には応じかねます。 

■申込締め切り後のご注文に関する返金： 

申込締め切り後にご注文をいただいた場合には、商品代金と送料を現金書留郵便物に 

より返金いたします。お申込み時にお支払いいただいた郵便振替手数料につきましては、 

返金いたしかねますので、ご了承ください。 

 通信販売についてのお知らせ 



 別紙 2 

 

●販売品「ポケモン切手 BOX～ポケモンカードゲーム 見返り美人・月に雁セット～」 

 

1 発売する販売品の内容  
名 称 販売品「ポケモン切手 BOX～ポケモンカードゲーム 見返り美人・月に雁セット～」 

発 売 日 2021 年 8月 25 日(水) 

販 売 価 格 4,000 円(税込) 

商 品 構 成 

（A）郵便切手（注 1） 

   1 シート(84 円×8枚、120 円×2枚)(シール式) 

意 匠 

 

 

 

(1) フシギバナ 

(2) リザードン 

(3) カメックス 

(4) ヒバニー 

(5) ワンパチ 

(6) ホシガリス 

(7) ザシアン 

(8) ザマゼンタ 

(9) ピカチュウ 

(10) ウッウ 

シート寸法 縦 127.0 ㎜×横 187.0 ㎜ 

小 切 寸 法 

（1）～(3) 縦 42.0mm×横 30.0mm 

（4）～(8) 縦 32.0mm×横 23.0mm 

（9）、(10) 縦 50.0mm×横 27.5mm 

印 面 寸 法 

（1）～(3) 縦 42.0mm×横 30.0mm 

（4）～(8) 縦 32.0mm×横 23.0mm 

（9）、(10) 縦 47.0mm×横 24.5mm 

切手デザイン 楠田 祐士(切手デザイナー） 

デザイン協力 株式会社クリーチャーズ 

デザイン著作 株式会社ポケモン 

版 式 刷 色 オフセット 6色・トランスタバック加工 

（B）変形カード 3 種×各 1枚 

（C）ポケモンカードゲーム ソード&シールド 

   いつでもどこでもファミリーポケモンカードゲーム 1 点（注 2） 

（D）ポケモンカードゲーム プロモカード 2種（ピカチュウ・ウッウ）×各 1枚 

制 作 協 力 株式会社ポケモン 

当初発売部数 80,000 部（注 3） 

販 売 場 所 
・全国の中央郵便局など（注 4） 

・「郵便局のネットショップ」（注 5） 

 

（1） （2） （3） 

（4） （5） （6） （7） （8） 

（9） （10） 



（注1） 郵便切手のみの販売は行いません。 

（注2） 商品名：ポケモンカードゲーム ソード＆シールド  

      いつでもどこでもファミリーポケモンカードゲーム 

希望小売価格：1,210 円（税込） 

内容物：「エースバーン V」デッキ（カード 60枚） 1 個 

「ピカチュウ V」デッキ（カード 60 枚） 1 個 

ダメカン/マーカー 1シート 

ハーフプレイマット 2枚 

ポケモンコイン 1 枚 

おかたづけデッキケース 2 個 

発売日：2021 年 7 月 9日（金） 

（注3） 販売状況等により追加販売を行う場合があります。 

（注4） 郵便窓口で販売する郵便局は別紙 3のとおりです。 

また、お一人につき、ご購入いただける部数を限定させていただく場合があります 

のであらかじめご了承ください。 

 なお、本商品は、日本国際切手展 2021※会場内においても販売します。 

 ※日本国際切手展 2021(https://www.japan2021.jp/） 

開催場所：パシフィコ横浜 展示ホール(B/C) 

〒220－0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1 

（注5） ｢郵便局のネットショップ｣での販売受付開始は、2021 年 7月 26 日(月) 9 時の予定です。 

また、ご注文いただいた商品は、8月 25 日(水)以降発送準備が整い次第、順次発送いたし 

ます。 

なお、お一人につき、ご購入いただける部数を限定させていただく場合がありますので、 

あらかじめご了承ください。 

 

2 発売する切手帳について 

販売品「ポケモン切手 BOX～ポケモンカードゲーム 見返り美人・月に雁セット～」は、切手   

シート 1種類、変形カード3種（各1枚）、「ポケモンカードゲーム ソード&シールド いつでもどこでも

ファミリーポケモンカードゲーム」1点および「ポケモンカードゲーム プロモカード」2種（各1枚）を、

モンスターボールをデザインしたオリジナルボックスに収納した商品です。 

郵便切手シートは、ポケモンカードをデザインした 8 種と「見返り美人図」・「月に雁」をテーマ

にポケモンカードゲームのピカチュウとウッウで特別に描き起こした 2種で構成されています。 

また、変形カードは、ピカチュウ、イーブイおよびリザードンをデザインしています。 

その他、本販売品には、株式会社ポケモンが 7月 9日に発売する「ポケモンカードゲーム ソード&

シールド いつでもどこでもファミリーポケモンカードゲーム」と、郵便切手シートの「ピカチュウ」、

「ウッウ」とおそろいのデザインの「ポケモンカードゲーム プロモカード」を収納しています。 

 

3 ポケモンカードゲームについて 

ポケモンカードゲームとは、ゲームソフト『ポケットモンスター』シリーズの世界をテーマに    

したトレーディングカードゲームです。たくさんあるカードを集めたり、対戦したり、全国で開催

されているイベントに参加したり、いろいろな楽しみ方があります。 

 

4 その他 

日本郵便株式会社銀座郵便局における通信販売は行いません。 

 
 

https://www.japan2021.jp/


別紙3

■販売局一覧(54局)
都道府県 局名 郵便番号 住所
北海道 札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東１－２－１
北海道 釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町１３－２－１
北海道 函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町１－６
北海道 旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通６－２８－１
青森 青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町１－７－２４
岩手 盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通１－１３－４５
宮城 仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町１－７
秋田 秋田中央郵便局 010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１
山形 山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町１－７－２４
福島 福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町１０－３０
茨城 水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸１－４－２９
栃木 宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町４－１７
群馬 前橋中央郵便局 371-8799 群馬県前橋市城東町１－６－５
埼玉 さいたま中央郵便局 336-8799 埼玉県さいたま市南区別所７－１－１２
千葉 千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１
東京 東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内２－７－２
神奈川 横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２
神奈川 川崎中央郵便局 210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町１－２

横浜港郵便局 231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通５－３
横浜桜木郵便局 231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町１－１

新潟 新潟中央郵便局 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通２－６－２６
富山 富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り６－６
石川 金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町１－１
福井 福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手３－１－２８
山梨 甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町６－１０
長野 長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南県町１０８５－４
岐阜 岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町１－３－２
静岡 静岡中央郵便局 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町１－９
愛知 名古屋中央郵便局 450-8998 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－１
三重 津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央１－１
滋賀 大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜１－４
京都 京都中央郵便局 600-8799 京都府京都市下京区東塩小路町８４３－１２
大阪 大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－３－１
兵庫 神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１
奈良 奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町５－３－３
和歌山 和歌山中央郵便局 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁４
鳥取 鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町１０１
島根 松江中央郵便局 690-8799 島根県松江市東朝日町１３８
岡山 岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下２－１－１
広島 広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町１－４－１
山口 山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央１－１－１
徳島 徳島中央郵便局 770-8799 徳島県徳島市八百屋町１－２
香川 高松中央郵便局 760-8799 香川県高松市内町１－１５
愛媛 松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町３－５－２
高知 高知中央郵便局 780-8799 高知県高知市北本町１－１０－１８
福岡 北九州中央郵便局 802-8799 福岡県北九州市小倉北区萩崎町２－１
福岡 福岡中央郵便局 810-8799 福岡県福岡市中央区天神４－３－１
佐賀 佐賀中央郵便局 840-8799 佐賀県佐賀市松原２－１－３５
長崎 長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町１－１
熊本 熊本中央郵便局 860-8799 熊本県熊本市中央区新町２－１－１
大分 大分中央郵便局 870-8799 大分県大分市府内町３－４－１８
宮崎 宮崎中央郵便局 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通１－１－３４
鹿児島 鹿児島中央郵便局 890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町１－２
沖縄 那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壺川３－３－８

販売品「ポケモン切手BOX～ポケモンカードゲーム　見返り美人・月に雁セット」を発売日に郵便窓口で販売する郵便局

※下表の郵便局においても、品切れの場合はお取り寄せとなる場合があること、また、発売部数が限られるため、
　売り切れる場合もございますので、これらの点をあらかじめご了承ください。



 

グリーティング切手「ポケモン」 

「郵趣のための押印サービス」 

 

 

 

 

 

 

 

郵趣のための押印サービス 

 押印には、台紙等に切手を貼付して押印する「記念押印」と、実際に差し出される郵便物に切手を  

貼付して押印する「引受消印」があります。 

 記念押印は 3mm～5mm、引受消印は 10mm 程度印面にかかるように押印します。 

 

押印サービスの実施方法 

 「郵便窓口」で行うものと郵便により申し込む「郵頼」の二つの方法があり、詳細は次のとおりです。 

 

１ 郵便窓口での押印 

種類 絵入り（押印機） 絵入り（手押し） 黒活（和文ハト印） 黒活（機械ハト印） 黒活（欧文ハト印） 

使用期間 

 

取扱郵便局 

2021 年 7 月 7日（水） 

のみ 

2021 年 7 月 7日（水）

のみ 
2021 年 7 月 7日（水）のみ 

9:00～19:00 9:00～19:00 9:00～12:00 

 

 

別表１ 

 

  

記念押印・引受消印 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

別表２ 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

別表３ 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

  

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

（注１）「絵入り」とは、絵入りハト印のことです。また、「黒活」とは、和文ハト印、欧文ハト印      

および機械ハト印の総称です。 

  （注２）「引受消印」のうち、欧文ハト印および機械ハト印については、外国宛てとする郵便物に対する

ものに限ります。 

（注３）押印見本（イメージ画像）の局名表示、年月日は、それぞれの使用局名、使用年月日に読み    

替えます。 

別添 1 

◎ 新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、「郵趣のための押印サービス」については、  

郵便により依頼いただく「郵頼」を、可能な限りご利用いただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

◎ 押印の時間については、郵便局の営業時間よりも短縮して行うこと、また、特設会場での

押印を中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

  



 

２ 郵頼による押印 

(1) 郵頼の意匠等 

種類 絵入り 黒活 

取扱郵便局 押印方法 
お申込期限 

2021 年 6 月 23 日（水）（当日消印有効） 

東京中央郵便局 

日本橋郵便局 

 

押印機 

 
記念押印 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

手押し 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

（注１）「絵入り」とは、絵入りハト印のことです。また、「黒活」とは、和文ハト印、欧文ハト印およ

び機械ハト印の総称です。 

  （注２）「引受消印」のうち、機械ハト印については、外国宛てとする郵便物に対するものに限ります。 

（注３）押印見本（イメージ画像）の局名表示、年月日は、それぞれの使用局名、使用年月日に読み    

替えます。 

 

(2) お申込み方法 

切手の発行ごとに、お申込郵便局を指定させていただきます。所要の郵便切手代金（「普通為替」

又は「定額小為替」によること。）を添え、次の要領で「記念押印」、「引受消印」、「手押し」又は

「押印機」の各別にお申込みください。シート単位での販売のため、必要となるシート数の代金を

添えてお申込みいただく必要がありますので、ご注意ください。 

なお、既に発行済みの郵便切手、郵便はがき等を送付し、その郵便切手、郵便はがき等に対して

の本件の特殊通信日付印、黒活の郵頼は、受付いたしません。 

また、黒活（機械ハト印）による押印において、切手の貼付位置は、印影のかかる位置になる   

よう指定してください（以下の図参照）。 

 



 

  ア 記念押印 

    郵便切手を貼る位置、郵便切手の意匠（種類）および押印箇所等を指定した封筒、若しくは  

台紙又はこれに類するもので、材質が紙であるもの（１枚の大きさが 23.5 ㎝×12.0 ㎝以内の  

もの。ただし、切手シートのまま押印を希望される場合は、22.9cm×16.2cm 以上、33.2cm×24.0cm

以内のものとしてください｡）および返信用封筒(返送先を明記し、必要な郵便切手を貼り付けた

もの)を送付してください。 

今回はシール式のため、1シートの重さは 63 円シートが 4ｇ、84 円シートが 6ｇです。返信用

封筒の郵便料金にご注意ください。 

    押印機による押印については、押印箇所が光沢紙などのように表面に特殊加工がされていない

材質の紙とするようにしてください。 

    なお、お申込封筒の表面左横には、それぞれ次のとおり朱書きしてください。 

(ｱ) 手押しによる押印(東京中央郵便局のもの)…「ポケモン・手押し（東京中央局）」 

(ｲ) 押印機による押印(東京中央郵便局のもの)…「ポケモン・押印機（東京中央局）」 

(ｳ) 手押しによる押印(日本橋郵便局のもの)…「ポケモン・手押し（日本橋局）」 

(ｴ) 押印機による押印(日本橋郵便局のもの)…「ポケモン・押印機（日本橋局)」 

イ 引受消印 

    郵便切手の意匠(種類)を指定の上、宛名を明記した定形郵便物の大きさの封筒又は私製葉書を

送付してください。 

    なお、残りの切手シートは返送しますので、返信用封筒（返送先を明記し、必要な郵便切手を

貼り付けたもの）を同封してください。（1シートの重さは 63 円シートが 4ｇ、84 円シートが 

6ｇです。） 

また、お申込み封筒の表面左横には、それぞれ次のとおり朱書きしてください。 

(ｱ) 東京中央郵便局のもの…「ポケモン・引受(東京中央局)」 

(ｲ) 日本橋郵便局のもの……「ポケモン・引受(日本橋局)」 

ウ お申込先(郵頼指定局) 

取扱郵便局 押印方法 申込先 

東京中央郵便局 

手押し 

〒100-8994 東京都千代田区丸の内 2-7-2 

東京中央郵便局 

「ポケモン・手押し（東京中央局）」郵頼担当係 

押印機 

〒100-8994 東京都千代田区丸の内 2-7-2 

 東京中央郵便局 

「ポケモン・押印機（東京中央局）」郵頼担当係 

日本橋郵便局 

手押し 

【日本橋郵便局名によるもの】 

〒100-8799 東京都中央区銀座 8-20-26 

銀座郵便局気付 日本橋郵便局 

「ポケモン・手押し（日本橋局）」郵頼担当係 

押印機 

【日本橋郵便局名によるもの】 

〒100-8799 東京都中央区銀座 8-20-26 

 銀座郵便局気付 日本橋郵便局 

「ポケモン・押印機（日本橋局）」郵頼担当係 

エ お申込期限 

    2021 年 6月 23 日（水）（当日消印有効） 

 

オ ご連絡先の記載 

   郵頼に関する確認のご連絡をさせていただく場合がございますので、お申込封筒にご連絡先の

電話番号を記載してください。 

 

 



 

別表１ 絵入りハト印(手押し、押印機とも)、和文ハト印および機械ハト印 

地方別 郵 便 局 名             

北海道 札幌中央 

東 北 仙台中央 

南関東 横浜中央 

東 京 東京中央（注１）、日本橋（注２） 

信 越 長野中央 

東 海 名古屋中央（注３） 

近 畿 大阪中央 

九 州 福岡中央 

（注１）切手発行日の東京中央郵便局における押印は、東京中央郵便局窓口等では行わず京橋郵便局内に 

東京中央郵便局の記念押印特設会場を開設して実施します（局名表示は「東京中央」です。）。 

（注２）日本橋局で使用する絵入りハト印（手押し、押印機とも）の局名表示は「日本橋」です。 

（注３）切手発行日の名古屋中央郵便局における押印は、名古屋中央郵便局窓口等では行わず名古屋柳橋 

郵便局隣接の会議施設において名古屋中央郵便局の記念押印特設会場を開設して実施します。 

 

別表２ 絵入りハト印(手押し)、和文ハト印および機械ハト印 

地方別 郵 便 局 名             

信 越 新潟中央 

北 陸 金沢中央 

東 海 岐阜中央 

近 畿 京都中央および神戸中央 

中 国 広島中央および岡山中央 

四 国 松山中央 

九 州 鹿児島中央 

沖 縄 那覇中央 

 

 



 

別表３ 絵入りハト印(手押し)、和文ハト印および欧文ハト印 

地方別 郵 便 局 名             

北海道 旭川中央、函館中央および釧路中央 

東 北 青森中央、盛岡中央、秋田中央、山形中央および福島中央 

関 東 水戸中央、宇都宮中央、前橋中央、さいたま中央および千葉中央 

南関東 甲府中央 

東 京 神田、京橋、芝、上野、渋谷および新宿 

北 陸 富山中央および福井中央 

東 海 静岡中央および津中央 

近 畿 大津中央、大阪東、奈良中央および和歌山中央 

中 国 鳥取中央、松江中央、福山および山口中央 

四 国 徳島中央、高松中央および高知中央 

九 州 北九州中央、長崎中央、佐賀中央、大分中央、熊本中央および宮崎中央 

 

 



種　　類 申込略称 申込限度 申込期限 種　　類 申込略称 申込限度 申込期限 種　　類 申込略称 申込限度 申込期限

ポケモン(63
円)

ポケモン・
63

シート単位で
20シートまで

2021年8月10
日（火）

ポケモン(84
円)

ポケモン・
84

シート単位で
20シートまで

2021年8月10
日（火）

ポケモン63円・
84円セット

ポケモン
セット

セット単位で
10セットまで

2021年8月10日
（火）

申込数量
（シート）

切手代金
(円）

送　料
(円）

合　計
(円）

申込数量
（シート）

切手代金
(円）

送　料
(円）

合　計
(円）

申込数量
（セット）

セット代
金
(円）

送　料
(円）

合　計
(円）

1 630 440 1,070 1 840 440 1,280 1 1,470 460 1,930

2 1,260 440 1,700 2 1,680 460 2,140 2 2,940 460 3,400

3 1,890 440 2,330 3 2,520 460 2,980 3 4,410 460 4,870

4 2,520 460 2,980 4 3,360 460 3,820 4 5,880 460 6,340

5 3,150 460 3,610 5 4,200 460 4,660 5 7,350 460 7,810

6 3,780 460 4,240 6 5,040 460 5,500 6 8,820 530 9,350

7 4,410 460 4,870 7 5,880 460 6,340 7 10,290 530 10,820

8 5,040 460 5,500 8 6,720 460 7,180 8 11,760 530 12,290

9 5,670 460 6,130 9 7,560 460 8,020 9 13,230 530 13,760

10 6,300 460 6,760 10 8,400 530 8,930 10 14,700 530 15,230

11 6,930 460 7,390 11 9,240 530 9,770

12 7,560 460 8,020 12 10,080 530 10,610

13 8,190 460 8,650 13 10,920 530 11,450

14 8,820 460 9,280 14 11,760 530 12,290

15 9,450 460 9,910 15 12,600 530 13,130

16 10,080 460 10,540 16 13,440 530 13,970

17 10,710 530 11,240 17 14,280 530 14,810

18 11,340 530 11,870 18 15,120 530 15,650

19 11,970 530 12,500 19 15,960 570 16,530

20 12,600 530 13,130 20 16,800 570 17,370

通信販売の実施

＊「ポケモン63円・84円セット」は各1シートのセット
です。

申込数量別送金額は下表のとおりです。 申込数量別送金額は下表のとおりです。 申込数量別送金額は下表のとおりです。

別添2

〈通信販売振込先〉

口座番号：００１４０－３－９５４７１ ／ 加入者名：一般通販係

※ 申込用紙には、住所・氏名・電話番号・お申し込み頂く切手等の名称（申込略称）・注文数・送金額（切手等代金＋郵送料）を明記ください。
※ 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。


