
 

 
 

                      平成２１年２月２６日 

郵便局株式会社 

 

 

 

オリジナルフレーム切手『伊勢神宮』 

販売期間延長及び、販売郵便局の変更について 

郵便局株式会社（東京都千代田区、代表取締役 CEO 川  茂夫）は、12 月 1 日より、

伊勢神宮フレーム切手を販売しておりましたが、販売好調につき下記のとおり、販売期

間を延長し、販売郵便局も変更します。 

記 

１ 切手の概要 

名   称 伊勢神宮 

販売開始日 平成２０年１２月１日(月) 

※広島中央局のみ１２月１５日（月）より販売開始 

当初販売期間 平成２０年１２月１日（月）～平成２１年２月２７日（金） 

延長期間 ①平成２１年２月２８日（土）～平成２１年３月３１日（火） 

※販売郵便局は別紙１のとおり 

②平成２１年２月２８日（土）～平成２１年１１月３０日（月） 

 ※販売郵便局は別紙２のとおり 

販 売 部 数 １００,０００部 

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 切手デザイン 
 
  別紙３のとおり。 

 

以上 

 

      
【報道関係の方のお問い合わせ先】 

 郵便局株式会社本社 総務部 広報室（報道担当） 

電話：(直通)03-3504-4127 

   (FAX) 03-3594-0839 

【お客さまのお問い合わせ先】 

郵便局株式会社本社 物販ビジネス部（フレーム切手担当） 

電話：（直通）03-3504-4811 



 

※簡易郵便局では販売しておりません。 ※簡易郵便局では販売しておりません。 
【通信販売取扱いサイト】 【通信販売取扱いサイト】 

郵便局ホームページトップ【郵便局通販ショップ】※こちらのＷｅｂでお取扱

いするフレーム切手は２,０００円（郵送料等込み）となっております。 

郵便局ホームページトップ【郵便局通販ショップ】※こちらのＷｅｂでお取扱

いするフレーム切手は２,０００円（郵送料等込み）となっております。 

http://www.postal-jp.com/psc/goods/index.htmlhttp://www.postal-jp.com/psc/goods/index.html

地域 主な販売郵便局 問い合わせ先 
北海道 札幌中央郵便局 

（なお、その他の郵便局では、お取り寄せになりますの

で、最寄の郵便局へお問い合わせください。） 

北海道支社営業本部 
０１１－２１４－４０７０ 

東北 青森、岩手、宮城、秋田、山形及び福島県の郵便局 
（なお、一部の郵便局では、お取り寄せになりますので、

最寄の郵便局へお問い合わせください。） 

東北支社営業本部 
０２２－２６７－７６９３ 

関東 茨城、栃木、群馬、埼玉及び千葉県の郵便局 
（なお、一部の郵便局では、お取り寄せになりますので、

最寄の郵便局へお問い合わせください。） 

関東支社営業本部 
０４８－６００―１０２９ 

南関東 横浜中央・横浜桜木・甲府中央局 
（なお、その他の郵便局では、お取り寄せになりますの

で、最寄の郵便局へお問い合わせください。） 

南関東支社営業本部 
０４５－２２８－２５２７ 

東京 東京都内全郵便局 東京支社営業本部 
０３－５５７４－９５５０ 

信越 新潟中央・長野中央局 
（なお、その他の郵便局では、お取り寄せになりますの

で、最寄の郵便局へお問い合わせください。） 

信越支社営業本部 
０２６－２３１－２２３２ 

北陸 金沢中央局 
（なお、その他の郵便局では、お取り寄せになりますの

で、最寄の郵便局へお問い合わせください。） 

北陸支社営業本部 
０７６－２２０－３２５３ 

東海 愛知、岐阜、三重及び静岡県の全郵便局 
（ただし、別紙２で示している郵便局を除きます。） 

東海支社営業本部 
０５２－９６３－６２１９ 

近畿 大阪、京都、兵庫、和歌山、奈良及び滋賀県の郵便局 
（なお、一部の郵便局では、お取り寄せになりますので、

最寄の郵便局へお問い合わせください。） 

近畿支社営業本部 
０６－６９４４－８１０６ 

中国 広島中央局 
（なお、その他の郵便局では、お取り寄せになりますの

で、最寄の郵便局へお問い合わせください。） 

中国支社営業本部 
０８２－２２４－５１５８ 

四国 松山中央・高松中央・徳島中央・高知中央局 
（なお、その他の郵便局では、お取り寄せになりますの

で、最寄の郵便局へお問い合わせください。） 

四国支社営業本部 
０８９－９３６－５４０６ 

九州 福岡中央・北九州中央・博多・長崎中央・ 
宮崎中央・鹿児島中央局 

九州支社営業本部 
０９６－３２８－５２８２ 

沖縄 南大東・北大東局 
（那覇中央局は、2月 27日をもって販売を中止します。）

沖縄支社営業本部 
０９８－８６５－２３３１ 

①販売期間延長：平成２１年２月２８日（土）～平成２１年３月３１日（火） 別紙１ 

http://www.postal-jp.com/psc/goods/index.html
http://www.postal-jp.com/psc/goods/index.html
http://www.postal-jp.com/psc/goods/index.html
http://www.postal-jp.com/psc/goods/index.html


別紙２ 

 
郵便局名 郵便番号 住所 郵便局名 郵便番号 住所 

玉城郵便局 519-0499 度会郡玉城町佐田１００２番地の４５ 大王郵便局 517-0699 志摩市大王町波切４２８の２ 

慥柄郵便局 516-1399 度会郡南伊勢町慥柄浦４５７番地 磯部郵便局 517-0299 志摩市磯部町迫間１８４３番 

五ケ所郵便局 516-0199 度会郡南伊勢町五ケ所浦３９１６番地 的矢郵便局 517-0204 志摩市磯部町的矢８９８番地１１ 

南島郵便局 516-1499 度会郡南伊勢町神前浦１５番地の２１ 阿児郵便局 517-0599 志摩市阿児町鵜方１３７１番地の９ 

一之瀬郵便局 516-1299 度会郡度会町脇出４７９番地 浜島郵便局 517-0499 志摩市浜島町浜島２９３３番地 

中島郵便局 516-1305 度会郡南伊勢町阿曽浦６６番地の１ 志摩片田郵便局 517-0701 志摩市志摩町片田２６０９番地 

島津郵便局 516-1599 度会郡南伊勢町古和浦１０１番地の１ 志摩郵便局 517-0799 志摩市志摩町和具１９６７番地 

宿田曽郵便局 516-0299 度会郡南伊勢町田曽浦４７１８番地の１ 船越郵便局 517-0604 志摩市大王町船越１０１４番地の１ 

南海郵便局 516-0118 度会郡南伊勢町相賀浦１９３番地の５ 布施田郵便局 517-0702 志摩市志摩町布施田３６５番地の４ 

穂原郵便局 516-0112 度会郡南伊勢町伊勢路３１７番地の１１ 阿児安乗郵便局 517-0507 志摩市阿児町安乗３３３番地の８ 

迫間郵便局 516-0116 度会郡南伊勢町迫間浦１３９２番地 志摩越賀郵便局 517-0704 志摩市志摩町越賀６２６番地の２ 

内城田郵便局 516-2199 度会郡度会町棚橋字土橋５４１番地の１ 甲賀郵便局 517-0505 志摩市阿児町甲賀３５７９番地の２４ 

東外城田郵便局 519-0438 度会郡玉城町原字西里８７７番地 御座郵便局 517-0705 志摩市志摩町御座２８３番地 

度会中川郵便局 516-2117 度会郡度会町麻加江６２１番地の２ 阿児国府郵便局 517-0506 志摩市阿児町国府２８６０番地の２ 

度会小川郷郵便局 516-1238 度会郡度会町中之郷１１７７番地の５ 阿児賢島郵便局 517-0502 志摩市阿児町神明７５２番地の１０ 

宮本郵便局 516-1102 伊勢市佐八町２１６６番地の３ 立神郵便局 517-0503 志摩市阿児町立神１９８７番地 

伊勢筋向橋郵便局 516-0041 伊勢市常磐２丁目１２番２４号 鳥羽郵便局 517-8799 鳥羽市鳥羽４丁目１番８号 

伊勢辻久留郵便局 516-0066 伊勢市辻久留１丁目６番８号 長岡郵便局 517-0032 鳥羽市相差町１４２３番地 

小俣郵便局 519-0599 伊勢市小俣町元町７１５番地 鳥羽答志郵便局 517-0002 鳥羽市答志町２０２番地の２ 

豊浜郵便局 515-0502 伊勢市東豊浜町２５５番地の１ 桃取郵便局 517-0003 鳥羽市桃取町２０９番地 

伊勢北浜郵便局 515-0507 伊勢市村松町３８７９番地４ 加茂郵便局 517-0041 鳥羽市岩倉町３５１番地 

②販売期間延長：平成２０年１２月１日（月）～平成２１年１１月３０日（月） 



郵便局名 郵便番号 住所 郵便局名 郵便番号 住所 

沼木郵便局 516-1104 伊勢市上野町１３５６番地 鳥羽神島郵便局 517-0001 鳥羽市神島町９９番地 

伊勢宮後郵便局 516-0072 伊勢市宮後２丁目１４番２２号 鳥羽鏡浦郵便局 517-0025 鳥羽市浦村町１２６４－１ 

伊勢大世古郵便局 516-0079 伊勢市大世古２丁目９番１１号 鳥羽菅島郵便局 517-0004 鳥羽市菅島町４７番地 

伊勢城田郵便局 516-0051 伊勢市上地町１７５７番地の５ 鳥羽坂手郵便局 517-0005 鳥羽市坂手町２３０番地 

御薗郵便局 516-0805 伊勢市御薗町高向９６０番地６ 鳥羽錦町郵便局 517-0011 鳥羽市鳥羽３丁目５番２６号 

伊勢郵便局 516-8799 伊勢市岩淵３丁目６－１０ 伊勢古市郵便局 516-0033 伊勢市古市町１３０番地の２ 

伊勢神社郵便局 516-0004 伊勢市神社港２０番２６号 伊勢朝熊郵便局 516-0021 伊勢市朝熊町１５０４番地 

五十鈴川郵便局 516-0025 伊勢市宇治中之切町３７番地の１ 伊勢御木本通郵便局 516-0035 伊勢市勢田町４６１ー７ 

伊勢河崎郵便局 516-0009 伊勢市河崎２丁目１７番１９号 伊勢浜郷郵便局 516-0018 伊勢市黒瀬町４８８番地の４ 

伊勢大湊郵便局 516-0001 伊勢市大湊町８１２番地１ 伊勢船江郵便局 516-0008 伊勢市船江４丁目３番１７号 

二見郵便局 519-0699 伊勢市二見町荘３９番地の１ 伊勢外宮前郵便局 516-0074 伊勢市本町２０番１８号 

 
 

 
 

 



別紙３ 

 


