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九州支社 

    

 

   

 

 

郵便局株式会社 近畿支社（大阪府大阪市中央区、支社長 日高 信行）、郵便局株式会社    

東京支社（東京都港区、支社長 山口 一弥）、郵便局株式会社 九州支社（熊本県熊本市、支社長   

本村 征四郎）は、2011 年 11 月 22 日（火）より、近畿 2 府 4 県、東京都、九州 7 県内の郵便局     

（カタログ販売のみ）と郵便局のネットショップ（郵便局ウェブサイト内）で、「福岡ソフトバンク     

ホークス日本一記念フレーム切手セット及び記念年賀状」の販売を開始いたします。 

 

本記念商品はいずれも、福岡ソフトバンクホークスが今シーズン、『交流戦優勝』、『全球団勝越し』、  

『パ・リーグ優勝』、『クライマックスシリーズ優勝』、『コナミ日本シリーズ優勝 2011』という     

完全制覇を記念した商品となります。 

 

日本一記念フレーム切手セットは、日本一になった瞬間の胴上げシーンや、完全制覇の象徴的な  

シーン、今シーズンのタイトルホルダーの選手などが切手になったプレミアム商品で、フレーム切手

を特製プレミアムホルダーに収め、特製ポストカードをセットにしています。また、日本一記念   

フレーム切手セットをお申込みいただいた方の中から抽選で 100 名様に、選手直筆サイン入りポスト

カードが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。本商品の詳細は別紙 1をご覧下さい。 

 

日本一記念年賀状は、お年玉付年賀はがきに福岡ソフトバンクホークスの胴上げシーンや    

優勝エンブレムなどのデザインの印刷及び名入れ印刷を行い、年賀状印刷サービスの商品として、  

受付を実施いたします。本商品の詳細は別紙 2 をご覧下さい。 

 

郵便局株式会社では、今後も多くのお客様のご要望にお応えし、お客様からご支持をいただける  

商品をご紹介して参ります。 

 

【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） 06-6944-5420    

【お客さまの問い合わせ先】 

福岡ソフトバンクホークス日本一記念 切手/年賀状事務局

電話：（直通）  0466‐90‐6007 

 

福岡ソフトバンクホークス日本一 ～完全制覇～ 

記念フレーム切手セット／記念年賀状 同時販売のお知らせ 

※「フレーム切手」は郵便事業株式会社の登録商標です。 



別紙 1 『福岡ソフトバンクホークス日本一 ～完全制覇～ 記念フレーム切手セット』 

 

商品概要  

商品名 福岡ソフトバンクホークス日本一 ～完全制覇～  

記念フレーム切手セット 

商品価格 2,980 円（消費税・送料込み） 

申込期間 2011 年 11 月 22 日（火）～ 2011 年 12 月 19 日（月） 

※郵便局のネットショップも同様。 

商品の 

お届け時期 

2012 年 2 月 15 日（水）より順次お届け 

※多数のお申込を頂いた場合には、お届けまでにお時間を頂く場合

がございます。 

商品内容 ・フレーム切手（50 円切手×10 枚シールタイプ） 

・特製プレミアムホルダー×1 個 

・特製ポストカード×10 枚 

お申込方法 近畿 2府 4県、東京都、九州 7 県内の郵便局（一部の簡易郵便局は

除く）の窓口に設置したチラシ専用申込書に必要事項をご記入の上、

代金を添えて窓口でお申込み。また、「郵便局のネットショップ（郵

便局ＷＥＢサイト）」及び「モバイル版 郵便局のネットショップ（郵

便局ＷＥＢサイト）」でもお取り扱いします。

（http://www.postal-jp.com/psc/top.html） 

抽選プレゼント 抽選で 100 名様に選手直筆サイン入りポストカードを 1枚プレゼン

トします。サインをする選手は主力選手を予定していますが、選手

の指定は出来ません。当選者の発表は厳正な抽選の上、商品の発送

（本商品への同封）をもって代えさせていただきます。 

 

 

※フレーム切手の題材となる 10 枚の写真は以下のとおりです。 

背番号 81 秋山幸二監督                   （福岡ソフトバンクホークス監督） 

背番号 52 川﨑宗則選手                （福岡ソフトバンクホークス選手会会長） 

背番号 54 D.J.ホールトン選手          （2011 年度パシフィック・リーグ最多勝利投手） 

背番号 46 本多雄一選手                （2011 年度パシフィック・リーグ盗塁王） 

背番号 24 内川聖一選手               （2011 年度パシフィック・リーグ首位打者） 

2011 年日本生命セ・パ交流戦優勝            （2011 年 6 月 15 日 中日ドラゴンズ戦） 

2011 年度パシフィック・リーグ優勝          （2011 年 10 月 1 日 埼玉西武ライオンズ戦） 

全球団勝越決定               （2011 年 10 月 10 日 オリックス・バファローズ戦） 

2011 マニュライフ生命クライマックスシリーズ・パ優勝（2011 年 11 月 5 日 埼玉西武ライオンズ戦） 

コナミ日本シリーズ 2011 優勝              （2011 年 11 月 20 日 中日ドラゴンズ戦） 

 



商品デザイン 

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。 

 

 

 

 

 



別紙 2 『福岡ソフトバンクホークス日本一 ～完全制覇～ 記念年賀状』 

 

商品概要 

商品名 福岡ソフトバンクホークス日本一 ～完全制覇～  

記念年賀状 

商品価格 印刷タイプ： 

年賀状印刷カタログの「おすすめスタンダード年賀状」の価格帯と

同価格。 

窓口でご注文の場合 11/30（水）受付分までは、10 枚 2,970 円から

12/1（木）以降は、10 枚 3,300 円から 

 

写真タイプ： 

WEB 限定絵柄として展開している「中日ドラゴンズ年賀状ポストカー

ドタイプ」の価格帯と同価格。 

窓口でご注文の場合 11/30（水）受付分までは、10 枚 1,980 円から

12/1（木）以降は、10 枚 2,200 円から 

 

※はがき代が別途 1枚 50 円かかります。 

※価格には送料・消費税が含まれております。 

※WEB でご注文の場合は、WEB 割引 5％割引が適用となります。 

申込期間 2011 年 11 月 22 日（火）～ 2011 年 12 月 19 日（月） 

※郵便局のネットショップは 2012 年 1 月 10 日（火）まで 

商品の 

お届け時期 

受付日から 10 日前後でお届けいたします。 

商品内容 福岡ソフトバンクホークスの胴上げシーン、優勝エンブレムなどを、

お年玉付年賀はがきにデザインし名入れ印刷をいたします。文章・

年号は固定でデザイン面に住所などを印刷いたします。 

お申込方法 近畿 2 府 4 県、東京都、九州 7 県内の郵便局（一部の簡易郵便局は

除く）の窓口に設置した年賀状印刷専用申込書に必要事項をご記入

の上、代金を添えて窓口へご提出ください。後日、ご自宅にお届け

いたします。 

また、「郵便局の年賀状印刷（郵便局ＷＥＢサイト）」及び「モバイ

ル版 郵便局の年賀状印刷（郵便局ＷＥＢサイト）」でもお取り扱い

します。（http://print.postal-jp.com） 

※写真タイプはモバイルではご注文いただけません。 

 

 

    

 

※年賀状印刷サービス 

全国の郵便局（一部の簡易郵便局は除く）で、カタログ販売の一環として実施。 

年賀はがきに、カタログから選んだ絵柄やお客様の住所・氏名などの名入れ印刷を  

してご指定のお届先にお届けする商品で、「年賀はがきのご用意」・「名入れ印刷」・  

「お届け」までを一括で受付けるサービスです。 



商品デザイン 

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。 

 

 

 


