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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、郵便創業 150 年を記念し

て、「郵便創業 150 年切手帳（通常版）」および「郵便創業 150 年切手帳（特別版）」を発売します。 

切手帳に収められている切手は、世界初の和紙シール切手用紙を使用したものです。 

 

1 発売する切手帳の内容  

名 称 郵便創業 150 年切手帳 

発 売 日 2021 年 8 月 25 日（水） 

種 類 通常版 特別版 

シ ー ト   

構成 ・意匠 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）「見返り美人」菱川師宣
ひしかわもろのぶ

 画 

（2）「月に雁」歌川広重 画 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート① 

（1）「当世美人合
とうせいびじんあわせ

こしゃく娘 

（手紙を読む娘）」歌川国貞
うたがわくにさだ

 画 

（2）・余白 

「横浜郵便局開業之図 

（郵便報知新聞第 557 号）」 

シート② 

（1）前島密（赤）（2）前島密（緑） 

（3）前島密（青）（4）前島密（紫） 

（5）前島密（桃）（6）前島密（黄） 

売 価 
1,500 円（税込） 

（500 円切手×2 枚＝1,000 円分含む） 

5,000 円（税込） 

（500 円切手×8 枚＝4,000 円分含む） 

寸 法 縦 237.0 ㎜×横 160.0mm（注 1） 縦 297.0 ㎜×横 210.0mm（注 1） 

小 切 寸 法 （1）（2）縦 53.0 ㎜×横 30.0 ㎜ 

シート① 

（1）縦 53.0 ㎜×横 36.0 ㎜ 

（2）縦 38.5 ㎜×横 53.0 ㎜ 

シート② 

（1）～（6）縦 38.25 ㎜×横 32.25 ㎜ 

印 面 寸 法 （1）（2）縦 50.0 ㎜×横 27.0 ㎜ 

シート① 

（1）縦 50.0 ㎜×横 33.0 ㎜ 

（2）縦 35.5 ㎜×横 50.0 ㎜ 

シート② 

（1）～（6）縦 33.75 ㎜×横 27.75 ㎜ 

「郵便創業 150 年切手帳」の発売 

(1) (2)

(1) (2) (4)

(2)

(5) (6)

(3)(1)

シート② シート① 



 

シ ー ト 寸 法 縦 112.2 ㎜×横 135.0 ㎜ 
シート①縦 135.0 ㎜×横 112.2 ㎜ 

シート②縦 112.2 ㎜×横 135.0 ㎜ 

所蔵・収蔵元 
東京国立博物館 所蔵 

Image: TNM Image Archives 
郵政博物館 収蔵 

切手デザイン 貝淵 純子（切手デザイナー） 

版 式 刷 色 グラビア 6 色 

発 行 部 数 6 万部（6万シート） 2 万部（各 2万シート） 

販 売 場 所 

・全国の郵便局など 

・「郵便局のネットショップ」（注 2） 

・銀座郵便局での郵便振替による通信販売 

 

2 発売する切手帳について 

(1) 通常版 

  世界で初めての「和紙切手シート(シール式)」を使用した切手で、特殊切手の代表作である「見

返り美人」と「月に雁」を題材に使用しました。 

  切手台紙には、和紙加工を施し手触りも和紙のようなあたたかな風合いを感じていただけます。 

  また、二つ折りのクリアファイルで、切手シートやはがきを収納できるポケットがついていま

す。 

(2) 特別版 

  世界で初めての「和紙切手シート(シール式)」を使用した切手が 2 シート封入された切手帳で

す。 

  <シート①> 

   日本国際切手展 2021 のシンボルマークに使用した「当世美人合こしゃく娘」と「横浜郵便局

開業之図」を題材に使用しました。 

  <シート②> 

   近代郵便制度を創設し、日本近代郵便の父と呼ばれている「前島密」を各 6 色で表現しまし

た。 

   また、シートには郵便創業 150 年を記念し、シリアルナンバーが入っています。 

※「和紙切手シート（シール式）」の原材料には、岐阜県美濃市にある製紙会社が抄造した

「美濃機械すき和紙」を使用しています。 

「美濃手すき和紙」の源流といえる『本美濃紙』の技術は、2014 年『和紙：日本の手漉和紙

技術』としてユネスコ無形文化遺産に登録されました。 

 

3 その他  

(1) 通信販売などの販売概要は、弊社 Web サイトでお知らせします。 

  なお、押印サービスは、実施しません。 

(2) シリアルナンバーの指定等は承っておりません。 

 

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。 

→郵便振替による通信販売の詳細は別紙をご参照ください。 

 

【注釈】 

（注 1）寸法は若干変更となる場合があります。 

（注 2）｢郵便局のネットショップ｣への掲載は、2021 年 8 月 25 日（水）の予定です。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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 9 月 27 日（月）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 8 月 11 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 8 月 12 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・本商品の発行が中止または延期された場合の返金： 

申込締め切り後にご注文をいただいた場合や本商品の発行が中止または延期された場合

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 

【お客さまのお問い合わせ先】 

お客様サービス相談センター 

＜電話番号＞ 

0 1 2 0
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ

－23
フミ

-28
ニハ

－86
ﾊﾛｰ

 

携帯電話からご利用のお客さま 

0570－046－666 

  （通話料はお客さま負担です。） 

＜ご案内時間＞ 

平日：8:00～21:00 

土・日・休日：9:00～21:00 

※おかけ間違いのないようにご注意ください。 



別紙

種　　類 申込略称 申込限度 申込締切日 種　　類 申込略称 申込限度 申込締切日 種　　類 申込略称 申込限度 申込締切日

郵便創業150年
切手帳（通常版）

郵便創業
通常版切手帳

4部 2021年9月27日（月）
郵便創業150年
切手帳（特別版）

郵便創業
特別版切手帳

4部 2021年9月27日（月）

郵便創業150年
切手帳（通常版）
＋郵便創業150年
切手帳（特別版）

郵便創業
切手帳セット

2セット 2021年9月27日（月）

申込数量別送金額は下表のとおりです。

申込数量
（部）

切手帳代金
(円）

送　料
(円）

合　計
(円）

申込数量
（部）

切手帳代金
(円）

送　料
(円）

合　計
(円）

申込数量
（部）

切手帳代金
(円）

送　料
(円）

合　計
(円）

1 1,500 520 2,020 1 5,000 520 5,520 1 6,500 520 7,020

2 3,000 520 3,520 2 10,000 520 10,520 2 13,000 520 13,520

3 4,500 520 5,020 3 15,000 520 15,520

4 6,000 520 6,520 4 20,000 520 20,520

通信販売の実施

〈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、お申し込みいただく切手等の名称（申込
略称）、注文数及び送金額（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。



別添

■販売局一覧(※※※局)
都道府県 局名 郵便番号 住所
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 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 旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通6-28-1
北海道 釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町13-2-1
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 川崎中央郵便局 210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町1-2
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
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

「郵便創業150年切手帳（特別版）」を発売日に郵便窓口で販売する郵便局

　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。

※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、


