
 
 
 

2008年7月15日 
郵便局株式会社 近畿支社 

   

  
 

 
 
郵便局株式会社 近畿支社（中央区北浜東、専務執行役員 支社長 日高信行）は、下記のとお

りオリジナルフレーム切手を販売いたします。 
 このオリジナルフレーム切手は、関係する地域の郵便局において限定販売するものです。 
                        

記 
 
１ 切手の概要 
名 称 なら燈花会 The10th Anniversary 古都 奈良の夜を彩る夏の風物詩 2008

販 売 期 間 
平成２０年７月２２日（火） 

～平成２０年９月１９日（金） 
平成２０年７月２２日（火） 

～平成２０年９月２１日（日） 
販 売 部 数 ３，０００部 ２，０００部 

販 売 地 域 
奈良市を中心に奈良県内の郵便局 
（９２局）     別紙２のとおり 

奈良市を中心に奈良県内の郵便局 
（１９０局）    別紙３のとおり 

シート構成 １シート８０円切手×１０枚（縦２枚・横５枚） 
販 売 方 法 シート単位で販売します。 
販 売 価 格 １シート １，２００円 

 
２ 切手のデザイン 
  別紙１のとおり 
 
３ その他 
  通信販売は行っていませんので、販売地域の郵便局窓口でお買い求めください。 
 

以 上  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

オリジナルフレーム切手『なら燈花会 The10th Anniversary』 
       及び『古都 奈良の夜を彩る夏の風物詩 2008』の販売 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

 郵便局株式会社近畿支社企画部（広報担当） 

 電話：（直通）０６－６９４４－５４１９  

【お客様のお問い合わせ先】 

 郵便局株式会社近畿支社営業本部（郵便・物販担当）

電話：（直通）０６－６９４４－８１３８ 

奈良県政記者クラブ・逓信記者クラブ同時発表



 
                                        別紙１ 
 

 
 



 
別紙１ 

 

 



別紙２
郵便番号 郵便局名 住所
630-8207 奈良今小路 奈良県奈良市今小路町１１
630-8233 奈良小川町 奈良県奈良市小川町１
630-8332 奈良元興寺 奈良県奈良市元興寺町１２－２
630-8244 奈良三条 奈良県奈良市三条町６０６
630-8114 奈良船橋 奈良県奈良市芝辻町１４－８
630-8365 奈良下御門 奈良県奈良市下御門町３３
630-8301 奈良高畑 奈良県奈良市高畑町９１１
630-8213 奈良県庁内 奈良県奈良市登大路町３０
630-8214 奈良東向 奈良県奈良市東向北町２４
630-8113 奈良法蓮 奈良県奈良市法蓮町１２１７
630-8101 奈良青山 奈良県奈良市青山４丁目２－２
630-8106 平城山駅前 奈良県奈良市佐保台西町１０８
630-8035 奈良赤膚 奈良県奈良市赤膚町１０３５
630-8444 奈良帯解 奈良県奈良市今市町２５１－１
630-8799 奈良中央 奈良県奈良市大宮町５丁目３番３号
630-8322 奈良京終 奈良県奈良市北京終町５７
630-8451 奈良北之庄 奈良県奈良市北之庄町６２－３
630-8306 奈良紀寺 奈良県奈良市紀寺町５５９－５
630-8441 奈良神殿 奈良県奈良市神殿町比谷１５５－７
630-8453 辰市 奈良県奈良市西九条町２－１－１
630-8126 奈良大宮 奈良県奈良市三条栄町４－１
630-8042 奈良西ノ京 奈良県奈良市西ノ京町４０４
630-8012 奈良市役所内 奈良県奈良市二条大路南１－１－１
630-8424 奈良古市 奈良県奈良市古市町２２３６－７
630-8001 奈良法華寺 奈良県奈良市法華寺町１２０６－１
630-8141 奈良大安寺 奈良県奈良市南京終町２－１２０１－１８
631-0813 奈良秋篠 奈良県奈良市秋篠新町３６１－３
631-0014 奈良朝日 奈良県奈良市朝日町２－１－１３
631-0033 奈良あやめ池 奈良県奈良市あやめ池南１－３－９
631-0805 奈良右京 奈良県奈良市右京１－３－１
631-8799 奈良西 奈良県奈良市学園北２丁目３番２号
631-0041 奈良学園大和 奈良県奈良市学園大和町３－４０－１
631-0821 奈良ファミリー内 奈良県奈良市西大寺東町２－４－１
631-0824 奈良西大寺 奈良県奈良市西大寺南町１－２８
631-0806 奈良朱雀 奈良県奈良市朱雀６－９－４
631-0064 奈良帝塚山南 奈良県奈良市帝塚山南４－１１－１
631-0078 奈良富雄 奈良県奈良市富雄元町２－６－３３
631-0004 奈良登美ケ丘 奈良県奈良市登美ケ丘３－２－１２
631-0065 奈良鳥見 奈良県奈良市鳥見町３－１１－１
631-0052 奈良中町 奈良県奈良市中町２２７－２
631-0006 奈良登美ケ丘西 奈良県奈良市西登美ケ丘４－２－１
631-0803 奈良平城 奈良県奈良市山陵町１０７８－１０
631-0845 奈良宝来 奈良県奈良市宝来１－６－５
630-1242 大柳生 奈良県奈良市大柳生町４５５７－１
630-1199 須川 奈良県奈良市須川町８９２－５
630-2199 茗荷 奈良県奈良市茗荷町１０４６
630-1299 柳生 奈良県奈良市柳生下町２３８
630-2302 月ヶ瀬 奈良県奈良市月ヶ瀬尾山２７６３－３
632-0241 都介野 奈良県奈良市都祁南之庄町１０１４－３
632-0199 針ケ別所 奈良県奈良市針ヶ別所町１００４
632-0251 針 奈良県奈良市針町２２０７－１
630-2399 波多野 奈良県山辺郡山添村中之庄１２２－２
630-2223 豊原 奈良県山辺郡山添村三ケ谷６４２
630-2299 東山 奈良県山辺郡山添村峰寺１０５－１２
632-0004 天理櫟本 奈良県天理市櫟本町７９４－１
632-8799 天理 奈良県天理市川原城町２９６－５
632-0046 天理三昧田 奈良県天理市三昧田町４７２－１
632-0078 天理前栽 奈良県天理市杉本町３５３－１
632-0034 天理丹波市 奈良県天理市丹波市町１７
632-0088 二階堂 奈良県天理市二階堂北菅田町１７６
632-0122 天理福住 奈良県天理市福住町２０９５－４
632-0018 天理別所 奈良県天理市別所町３０４－１



別紙２
郵便番号 郵便局名 住所
632-0015 天理親里館 奈良県天理市三島町５６３－２
632-0052 柳本 奈良県天理市柳本町７９６
632-0063 天理朝和 奈良県天理市西長柄町８９－２
630-0133 生駒あすか野 奈良県生駒市あすか野南２－１－１３
630-0223 南生駒 奈良県生駒市小瀬町５５２－４
630-0131 高山 奈良県生駒市上町３４１０－２
630-0113 生駒鹿ノ台 奈良県生駒市鹿ノ台南２－３－１
630-0299 生駒 奈良県生駒市谷田町１２３４－１
630-0243 生駒台 奈良県生駒市俵口町１１１３－７
630-0263 生駒中菜畑 奈良県生駒市中菜畑２－１１５０－１
630-0213 東生駒 奈良県生駒市東生駒１－１０
630-0256 生駒本町 奈良県生駒市本町９－１６
630-0121 生駒北大和 奈良県生駒市北大和２丁目２－２０
630-0224 生駒萩の台 奈良県生駒市萩の台１－７－６
639-1013 近鉄郡山駅前 奈良県大和郡山市朝日町２３９－１３
639-1001 大和郡山九条 奈良県大和郡山市九条町８１０－２
639-1042 大和郡山小泉 奈良県大和郡山市小泉町９４４－１
639-1054 大和郡山西田中 奈良県大和郡山市新町２３４－２
639-1199 大和郡山 奈良県大和郡山市杉町２５０－２
639-1133 大和郡山高田 奈良県大和郡山市高田口町１４９－２
639-1123 大和郡山筒井 奈良県大和郡山市筒井町７２８－１
639-1123 奈良県中央卸売市場内 奈良県大和郡山市筒井町９５７－１
639-1037 昭和 奈良県大和郡山市額田部北町６０７－４
639-1151 大和郡山本町 奈良県大和郡山市本町１０
639-1103 平和 奈良県大和郡山市美濃庄町２３３－１０
639-1058 大和郡山矢田 奈良県大和郡山市矢田町５３０６－４
636-0123 斑鳩興留 奈良県生駒郡斑鳩町興留６－１－１０
636-0153 竜田 奈良県生駒郡斑鳩町龍田南３－３－３８
636-0116 法隆寺 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺２－１２－５２
639-1061 安堵 奈良県生駒郡安堵町東安堵９６４－２



別紙３
郵便番号 郵便局名 住所
630-8207 奈良今小路 奈良県奈良市今小路町１１
630-8233 奈良小川町 奈良県奈良市小川町１
630-8332 奈良元興寺 奈良県奈良市元興寺町１２－２
630-8244 奈良三条 奈良県奈良市三条町６０６
630-8114 奈良船橋 奈良県奈良市芝辻町１４－８
630-8365 奈良下御門 奈良県奈良市下御門町３３
630-8301 奈良高畑 奈良県奈良市高畑町９１１
630-8213 奈良県庁内 奈良県奈良市登大路町３０
630-8214 奈良東向 奈良県奈良市東向北町２４
630-8113 奈良法蓮 奈良県奈良市法蓮町１２１７
630-8101 奈良青山 奈良県奈良市青山４丁目２－２
630-8106 平城山駅前 奈良県奈良市佐保台西町１０８
630-8035 奈良赤膚 奈良県奈良市赤膚町１０３５
630-8444 奈良帯解 奈良県奈良市今市町２５１－１
630-8799 奈良中央 奈良県奈良市大宮町５丁目３番３号
630-8322 奈良京終 奈良県奈良市北京終町５７
630-8451 奈良北之庄 奈良県奈良市北之庄町６２－３
630-8306 奈良紀寺 奈良県奈良市紀寺町５５９－５
630-8441 奈良神殿 奈良県奈良市神殿町比谷１５５－７
630-8453 辰市 奈良県奈良市西九条町２－１－１
630-8126 奈良大宮 奈良県奈良市三条栄町４－１
630-8042 奈良西ノ京 奈良県奈良市西ノ京町４０４
630-8012 奈良市役所内 奈良県奈良市二条大路南１－１－１
630-8424 奈良古市 奈良県奈良市古市町２２３６－７
630-8001 奈良法華寺 奈良県奈良市法華寺町１２０６－１
630-8141 奈良大安寺 奈良県奈良市南京終町２－１２０１－１８
631-0813 奈良秋篠 奈良県奈良市秋篠新町３６１－３
631-0014 奈良朝日 奈良県奈良市朝日町２－１－１３
631-0033 奈良あやめ池 奈良県奈良市あやめ池南１－３－９
631-0805 奈良右京 奈良県奈良市右京１－３－１
631-8799 奈良西 奈良県奈良市学園北２丁目３番２号
631-0041 奈良学園大和 奈良県奈良市学園大和町３－４０－１
631-0821 奈良ファミリー内 奈良県奈良市西大寺東町２－４－１
631-0824 奈良西大寺 奈良県奈良市西大寺南町１－２８
631-0806 奈良朱雀 奈良県奈良市朱雀６－９－４
631-0064 奈良帝塚山南 奈良県奈良市帝塚山南４－１１－１
631-0078 奈良富雄 奈良県奈良市富雄元町２－６－３３
631-0004 奈良登美ケ丘 奈良県奈良市登美ケ丘３－２－１２
631-0065 奈良鳥見 奈良県奈良市鳥見町３－１１－１
631-0052 奈良中町 奈良県奈良市中町２２７－２
631-0006 奈良登美ケ丘西 奈良県奈良市西登美ケ丘４－２－１
631-0803 奈良平城 奈良県奈良市山陵町１０７８－１０
631-0845 奈良宝来 奈良県奈良市宝来１－６－５
630-1242 大柳生 奈良県奈良市大柳生町４５５７－１
630-1199 須川 奈良県奈良市須川町８９２－５
630-2199 茗荷 奈良県奈良市茗荷町１０４６
630-1299 柳生 奈良県奈良市柳生下町２３８
630-2302 月ヶ瀬 奈良県奈良市月ヶ瀬尾山２７６３－３
632-0241 都介野 奈良県奈良市都祁南之庄町１０１４－３
632-0199 針ケ別所 奈良県奈良市針ヶ別所町１００４
632-0251 針 奈良県奈良市針町２２０７－１
630-2399 波多野 奈良県山辺郡山添村中之庄１２２－２
630-2223 豊原 奈良県山辺郡山添村三ケ谷６４２
630-2299 東山 奈良県山辺郡山添村峰寺１０５－１２
632-0004 天理櫟本 奈良県天理市櫟本町７９４－１
632-8799 天理 奈良県天理市川原城町２９６－５
632-0046 天理三昧田 奈良県天理市三昧田町４７２－１
632-0078 天理前栽 奈良県天理市杉本町３５３－１
632-0034 天理丹波市 奈良県天理市丹波市町１７
632-0088 二階堂 奈良県天理市二階堂北菅田町１７６
632-0122 天理福住 奈良県天理市福住町２０９５－４
632-0018 天理別所 奈良県天理市別所町３０４－１
632-0015 天理親里館 奈良県天理市三島町５６３－２
632-0052 柳本 奈良県天理市柳本町７９６



別紙３
郵便番号 郵便局名 住所
632-0063 天理朝和 奈良県天理市西長柄町８９－２
630-0133 生駒あすか野 奈良県生駒市あすか野南２－１－１３
630-0223 南生駒 奈良県生駒市小瀬町５５２－４
630-0131 高山 奈良県生駒市上町３４１０－２
630-0113 生駒鹿ノ台 奈良県生駒市鹿ノ台南２－３－１
630-0299 生駒 奈良県生駒市谷田町１２３４－１
630-0243 生駒台 奈良県生駒市俵口町１１１３－７
630-0263 生駒中菜畑 奈良県生駒市中菜畑２－１１５０－１
630-0213 東生駒 奈良県生駒市東生駒１－１０
630-0256 生駒本町 奈良県生駒市本町９－１６
630-0121 生駒北大和 奈良県生駒市北大和２丁目２－２０
630-0224 生駒萩の台 奈良県生駒市萩の台１－７－６
639-1013 近鉄郡山駅前 奈良県大和郡山市朝日町２３９－１３
639-1001 大和郡山九条 奈良県大和郡山市九条町８１０－２
639-1042 大和郡山小泉 奈良県大和郡山市小泉町９４４－１
639-1054 大和郡山西田中 奈良県大和郡山市新町２３４－２
639-1199 大和郡山 奈良県大和郡山市杉町２５０－２
639-1133 大和郡山高田 奈良県大和郡山市高田口町１４９－２
639-1123 大和郡山筒井 奈良県大和郡山市筒井町７２８－１
639-1123 奈良県中央卸売市場内 奈良県大和郡山市筒井町９５７－１
639-1037 昭和 奈良県大和郡山市額田部北町６０７－４
639-1151 大和郡山本町 奈良県大和郡山市本町１０
639-1103 平和 奈良県大和郡山市美濃庄町２３３－１０
639-1058 大和郡山矢田 奈良県大和郡山市矢田町５３０６－４
636-0123 斑鳩興留 奈良県生駒郡斑鳩町興留６－１－１０
636-0153 竜田 奈良県生駒郡斑鳩町龍田南３－３－３８
636-0116 法隆寺 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺２－１２－５２
639-1061 安堵 奈良県生駒郡安堵町東安堵９６４－２
633-0054 安倍 奈良県桜井市阿部６２６－３
633-0076 桜井大泉 奈良県桜井市大泉３５２－６
633-8799 桜井 奈良県桜井市粟殿４７４－３
633-0101 上之郷 奈良県桜井市小夫３１８２－１
633-0005 桜井忍阪 奈良県桜井市忍阪１６３１
633-0064 桜井戒重 奈良県桜井市戒重３４７－５
633-0091 桜井北本町 奈良県桜井市桜井１４１－１
633-0091 桜井西本町 奈良県桜井市桜井２５９－１
633-0091 桜井薬師 奈良県桜井市桜井５７０－６
633-0017 朝倉 奈良県桜井市慈恩寺２４－１
633-0112 初瀬 奈良県桜井市初瀬８７０
633-0082 纒向 奈良県桜井市巻野内２５０－６
633-0001 三輪 奈良県桜井市三輪５４３－１
636-0204 川西 奈良県磯城郡川西町唐院４２８－１
636-0202 川西結崎 奈良県磯城郡川西町結崎５８９－３
636-0213 三宅 奈良県磯城郡三宅町伴堂７２－３
636-0245 味間 奈良県磯城郡田原本町味間１６３－８
636-0332 田原本市町 奈良県磯城郡田原本町６４３－２
636-0399 田原本 奈良県磯城郡田原本町大字十六面３０－１
636-0222 田原本法貴寺 奈良県磯城郡田原本町法貴寺４９４－２
633-2299 菟田野 奈良県宇陀市菟田野区古市場３５０－１
633-2199 大宇陀 奈良県宇陀市大宇陀区拾生８７５－３
633-0299 大和榛原 奈良県宇陀市榛原区下井足９０番地の１
633-0212 榛原高井 奈良県宇陀市榛原区高井４６１－３
633-0206 榛原天満台西 奈良県宇陀市榛原区天満台西２－１－２
633-0253 榛原新町 奈良県宇陀市榛原区萩原２４４８－２
633-0399 三本松 奈良県宇陀市室生区三本松１９０８－１
632-0299 染田 奈良県宇陀市室生区染田１４－１
633-0499 室生 奈良県宇陀市室生区室生１３２３－１
633-1299 曽爾 奈良県宇陀郡曽爾村葛８２９－２
633-1216 山粕 奈良県宇陀郡曽爾村山粕１２９９－１
633-1399 御杖 奈良県宇陀郡御杖村菅野２４６２
634-0014 耳成 奈良県橿原市石原田町３１７
634-0812 今井 奈良県橿原市今井町２－８－２３
634-0824 橿原新沢 奈良県橿原市一町１４３２－１
634-0033 橿原城殿 奈良県橿原市城殿町３４６－３



別紙３
郵便番号 郵便局名 住所
634-0007 橿原新口 奈良県橿原市葛本町２６８－９
634-0063 橿原久米 奈良県橿原市久米町９０９－２
634-0813 橿原四条 奈良県橿原市四条町２８６－１
634-0006 橿原新賀 奈良県橿原市新賀町２７５－１７
634-0831 橿原曽我 奈良県橿原市曽我町８９５－３０
634-0844 小槻 奈良県橿原市土橋町１５８－３
634-0011 香久山 奈良県橿原市出垣内町５３－２
634-0835 金橋 奈良県橿原市東坊城町５３０－６
634-8799 橿原 奈良県橿原市八木町１丁目９番２０号
634-0051 橿原白橿 奈良県橿原市白橿町２－３１－１７
634-0042 橿原菖蒲 奈良県橿原市菖蒲町３－３－１１
635-0123 市尾 奈良県高市郡高取町市尾９７２－５
635-0152 高取土佐 奈良県高市郡高取町上土佐３５－２
635-0199 高取 奈良県高市郡高取町観覚寺１４６９
634-0199 明日香 奈良県高市郡明日香村岡５４－２
634-0144 明日香平田 奈良県高市郡明日香村平田１３８－３
635-0036 大和高田旭北 奈良県大和高田市旭北町５－５
635-0074 陵西 奈良県大和高田市市場２７９
635-0085 大和高田片塩 奈良県大和高田市片塩町５－１
635-0056 大和高田曽大根 奈良県大和高田市甘田町７－１９
635-0097 大和高田北本町 奈良県大和高田市北本町５－１３
635-0071 大和高田築山 奈良県大和高田市築山７８９－５
635-0051 天満 奈良県大和高田市根成柿５２５－１
635-8799 大和高田 奈良県大和高田市神楽２丁目７番４６号
635-0023 大和高田日之出 奈良県大和高田市日之出東本町３－１６
635-0805 箸尾 奈良県北葛城郡広陵町萱野６７５－３
635-0814 瀬南 奈良県北葛城郡広陵町南郷９２９
635-0824 広陵疋相 奈良県北葛城郡広陵町疋相１２１－１７
635-0831 広陵真美ケ丘北 奈良県北葛城郡広陵町馬見北６－１－６
635-0833 広陵真美ケ丘南 奈良県北葛城郡広陵町馬見南２－５－１２
639-0226 香芝五位堂 奈良県香芝市五位堂５丁目３１７－５
639-0299 香芝 奈良県香芝市下田西２丁目２番１０号
639-0255 香芝関屋 奈良県香芝市関屋９３２－３
639-0222 香芝西真美 奈良県香芝市西真美３－１１－８
639-0245 香芝二上 奈良県香芝市畑４－５４７
639-0224 香芝別所 奈良県香芝市別所１０２５－１
639-0223 香芝真美ケ丘 奈良県香芝市真美ケ丘６－１０
636-0932 平群 奈良県生駒郡平群町吉新２－４－４
636-0941 平群緑ケ丘 奈良県生駒郡平群町緑ケ丘１－１－１９
636-0914 平群西宮 奈良県生駒郡平群町西宮３－８－１０
636-0822 三郷立野 奈良県生駒郡三郷町立野南２－１１－７
639-0201 西大和片岡台 奈良県北葛城郡上牧町片岡台１－１－７
639-0205 西大和まきのは 奈良県北葛城郡上牧町下牧１丁目６－３１
636-8799 王寺 奈良県北葛城郡王寺町王寺１丁目１番１２号
636-0003 王寺駅前 奈良県北葛城郡王寺町久度２丁目３－１－１０１
636-0021 畠田 奈良県北葛城郡王寺町畠田８－１５１０
636-0051 河合 奈良県北葛城郡河合町川合７８７－２
636-0081 西大和星和台 奈良県北葛城郡河合町星和台１－９－２４
636-0071 西大和高塚台 奈良県北葛城郡河合町高塚台３－４－１
639-2299 御所 奈良県御所市７１番地の３
639-2264 御所葛城 奈良県御所市五百家２８５－３
639-2244 御所掖上 奈良県御所市柏原１２７５－４
639-2312 御所大正 奈良県御所市櫛羅１３３
639-2254 御所吉野口 奈良県御所市古瀬３８５－３
639-2236 御所寺内 奈良県御所市１４１５－３
639-2251 御所葛 奈良県御所市戸毛１１７８
639-2327 名柄 奈良県御所市増４８－１
639-2305 御所柳田 奈良県御所市柳田町３－７
639-2123 忍海 奈良県葛城市忍海２６２－６
639-2113 新庄 奈良県葛城市北花内７３４－３
639-2164 長尾 奈良県葛城市長尾３８８－１
639-2101 新庄疋田 奈良県葛城市疋田１４０－１０


