
 

  2010 年 9 月 13 日 

郵便局株式会社 

 

 

 

 

 郵便局株式会社（東京都千代田区、代表取締役会長 古川 洽次）は、下記のとおりオリジ  
ナルフレーム切手の販売期間を延長及び販売地域を変更します。 

 

記 

 

 1、延長するフレーム切手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、デザイン等 

  別添のとおり。 

 

3、その他 

本オリジナルフレーム切手は、郵便局ウェブサイト内の「郵便局の通販ショップ」でもお取扱い

しております。（http://www.postal-jp.com/psc/goods/index.html） 

※なお、「郵便局の通販ショップ」でお取扱いするフレーム切手には販売価格（3,980円）のほか 

に郵送料等が加算されます。 

 

以 上  

 

名称 王貞治 50年史フレーム切手 

延長前の 

販売期間 
2010 年 7月 3 日（土）～2010 年 9月 15 日（水） 

延長後の 

販売期間 
2010 年 7月 3 日（土）～2010 年 11 月 10 日（水） 

変更前の 

販売郵便局 

九州7県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府内の郵便局 

※簡易郵便局は除きます。                （7,185局）

変更後の 

販売郵便局 

福岡県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府内の郵便局及び新たに

販売を開始する別紙の郵便局               （5,655局）

※簡易郵便局は除きます。 

※福岡県を除く九州各県の郵便局における販売は、9月15日に終了します。

※お取り寄せになる場合がございます。 

商品構成 
オリジナルフレーム切手 1 シート（80円切手×10 枚）、 

特製ホルダー1部 

販売単位 上記商品構成を 1 セットとして販売いたします。 

販売価格 1 セット 3,980 円 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

郵便局株式会社 総務部 広報室（報道担当） 

電話：（直通）03-3504-4127 

【お客さまのお問い合わせ先】 

郵便局株式会社 物販ビジネス部 

電話：（直通）03-3504-4811 

オリジナルフレーム切手「王貞治 50 年史フレーム切手」の販売期間延長

及び販売地域の変更について 



地域
函館中央郵便局 札幌中央郵便局 釧路中央郵便局 旭川中央郵便局
登別駅前郵便局 小樽駅前郵便局 母恋駅前郵便局 苗穂駅前郵便局
余市駅前郵便局 伊達駅前郵便局 琴似駅前郵便局 千歳駅前郵便局
野幌駅前郵便局 篠路駅前郵便局 札幌駅パセオ郵便局 手稲星置駅前郵便局
札幌発寒駅前郵便局 新札幌駅デュオ郵便局 千歳長都駅前郵便局 札幌森林公園駅前郵便局

札幌澄川駅前郵便局 札幌桑園駅前郵便局 手稲駅前郵便局 豊頃駅前郵便局
釧路駅前郵便局 西春別駅前郵便局 函館駅前郵便局 五稜郭駅前郵便局
大野駅前郵便局 八雲駅前郵便局 滝川駅前郵便局 旭川駅内郵便局
名寄駅前郵便局 美幌駅前郵便局 網走駅前郵便局
仙台中央郵便局 福島中央郵便局 盛岡中央郵便局 青森中央郵便局
山形中央郵便局 秋田中央郵便局 仙台駅内郵便局 白石駅前郵便局
塩釜駅前郵便局 越河駅前郵便局 西古川駅前郵便局 北浦駅前郵便局
品井沼駅前郵便局 北仙台駅前郵便局 古川駅前郵便局 泉中央駅内郵便局
泉八乙女駅前郵便局 郡山駅前郵便局 若松駅前郵便局 原ノ町駅前郵便局
勿来駅前郵便局 相馬駅前郵便局 須賀川駅前郵便局 猪苗代駅前郵便局
石川駅前通郵便局 喜多方駅前郵便局 湯本駅前郵便局 三春駅前郵便局
松川駅前郵便局 新白河駅前郵便局 郡山駅前大通り郵便局 盛岡駅前郵便局
二戸駅前郵便局 日詰駅前郵便局 滝沢駅前郵便局 一関駅前郵便局
北上駅前郵便局 いわて沼宮内駅前郵便局 六原駅前郵便局 三戸駅前郵便局
階上駅前郵便局 弘前駅前郵便局 近川駅前郵便局 本八戸駅内郵便局
大湊駅前郵便局 三沢駅前郵便局 八戸駅前郵便局 青森駅前郵便局
米沢駅前郵便局 山形駅前郵便局 鶴岡駅前郵便局 酒田駅前郵便局
新庄駅前郵便局 天童駅西郵便局 大館駅前郵便局 能代駅前郵便局
横手駅前郵便局 飯詰駅前郵便局 本荘駅前郵便局 大曲駅前郵便局
秋田駅前郵便局 新屋駅前郵便局
前橋中央郵便局 水戸中央郵便局 宇都宮中央郵便局 沼田駅前郵便局
新桐生駅前郵便局 藪塚駅前郵便局 高崎駅前通郵便局 茂林寺駅前郵便局
境町駅前郵便局 東海駅西口郵便局 土浦駅前郵便局 水戸駅前郵便局
下館駅前郵便局 佐貫駅前郵便局 笠間駅前郵便局 金上駅前郵便局
神立駅前郵便局 常陸太田駅前郵便局 大甕駅前郵便局 鉾田駅前郵便局
友部駅前郵便局 牛久駅西口郵便局 鶴田駅前郵便局 日光駅前郵便局
栃木駅前郵便局 岡本駅前郵便局 東武宇都宮駅前郵便局 下野大沢駅前郵便局
小山駅東通郵便局 西那須野駅前郵便局 雀宮駅前郵便局 田沼吉水駅前郵便局
野木駅東口郵便局 自治医大駅前郵便局
甲府中央郵便局 南甲府駅前郵便局 塩山駅前郵便局 甲府駅前郵便局
国母駅前郵便局 石和駅前郵便局

信越 長野中央郵便局 新潟中央郵便局 新潟中郵便局
金沢中央郵便局 富山中央郵便局 福井中央郵便局 金沢駅内郵便局
高岡郵便局
名古屋中央郵便局 名古屋中央郵便局名古屋駅前分室 名古屋中郵便局 津中央郵便局
静岡中央郵便局 岐阜中央郵便局 岡崎駅前郵便局 名古屋大曽根駅前郵便局

名古屋熱田駅前郵便局 蒲郡駅前郵便局 味美駅前郵便局 豊橋駅前郵便局
稲沢駅前郵便局 名古屋名駅五郵便局 扶桑駅前郵便局 豊川駅前郵便局
春日井駅前郵便局 柏森駅前郵便局 津島駅前郵便局 高蔵寺駅前郵便局
藤浪駅前郵便局 二ツ杁駅前郵便局 津駅前郵便局 多気駅前郵便局
伊賀上野駅前郵便局 尾鷲駅前郵便局 松阪駅前郵便局 亀山駅前郵便局
松阪駅部田郵便局 近鉄四日市駅前郵便局 焼津駅前郵便局 舞阪駅前郵便局
熱海駅前郵便局 袋井駅前郵便局 菊川駅前郵便局 清水駅前郵便局
三島駅前郵便局 足柄駅前郵便局 静岡駅南口郵便局 伊豆長岡駅前郵便局
沼津大岡駅前郵便局 沼津駅前郵便局 高塚駅前郵便局 伊豆仁田駅前郵便局
伊東駅前郵便局 函南駅前郵便局 豊田町駅前郵便局 各務原駅前郵便局
土岐駅前郵便局 多治見駅前郵便局 高山上枝駅前郵便局 大垣駅前郵便局
中津川駅前郵便局 西可児駅前郵便局

販売を開始する郵便局

北陸

東海

北海道

東北

関東

南関東



地域 販売を開始する郵便局
神戸中央郵便局 京都中央郵便局 奈良中央郵便局 大津中央郵便局
和歌山中央郵便局 三田フラワータウン駅前郵便局 網干駅前郵便局 新長田駅前郵便局
土山駅前郵便局 野里駅前郵便局 西宮駅前郵便局 姫路南駅前郵便局
本龍野駅前郵便局 芦屋駅前郵便局 宝塚駅前郵便局 英賀保駅前郵便局
加古川駅前郵便局 阪神尼崎駅前郵便局 神戸本山駅前郵便局 灘駅前郵便局
阪神御影駅前郵便局 西明石駅前郵便局 明石朝霧駅前郵便局 谷川駅前郵便局
福知山駅南郵便局 天橋立駅前郵便局 京都駅八条口郵便局 向日町駅前郵便局
山崎駅前郵便局 近鉄郡山駅前郵便局 王寺駅前郵便局 平城山駅前郵便局
彦根駅前郵便局 大津駅前郵便局 大津膳所駅前郵便局 石山駅前郵便局
河瀬駅前郵便局 守山駅前郵便局 志賀小野駅前郵便局 紀ノ川駅前郵便局
白浜駅前郵便局 田辺駅前郵便局 紀伊長田駅前郵便局 紀伊駅前郵便局
広島中央郵便局 鳥取中央郵便局 松江中央郵便局 岡山中央郵便局
山口中央郵便局 広島中郵便局 神辺駅前郵便局 駅家郵便局
東尾道駅前郵便局 八本松駅前郵便局 西高屋駅前郵便局 福山駅ローズ郵便局
益田駅前郵便局 出雲駅前郵便局 浜田駅前郵便局 大田市駅前郵便局
岡山駅前郵便局 倉敷駅前郵便局 笠岡駅前郵便局 宇部駅前郵便局
防府駅前郵便局 宇部新川駅前郵便局 長府駅前郵便局
松山中央郵便局 徳島中央郵便局 高松中央郵便局 高知中央郵便局
新居浜駅前郵便局 宇和島駅前郵便局 徳島駅前郵便局 丸亀駅前郵便局
須崎駅内郵便局 中村駅前郵便局

沖縄 美栄橋郵便局 那覇東郵便局 那覇新都心郵便局 小禄鏡原郵便局

四国

近畿

中国



別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中面デザイン 

表紙デザイン 

切手デザイン


