
2012 年 2月 2 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、2011 年 11 月 15 日から    

オリジナル フレーム切手セット「けいおん！」2 種（アニメ版、原作版）（2011 年 11 月 1日報道発表）

の販売を行っているところですが、大変ご好評をいただいております。 

 

本フレーム切手セットについて、購入が可能な郵便局について、2011 年 12 月 16 日、2011 年 12 月

26 日に引き続き、最新の状況をお知らせいたします。 

なお、購入が可能な郵便局に関するお知らせは、今回が最終となります。 

 

販売数には限りがございますので、完売の際にはご容赦ください。 

また、是非とも、お早めにお買い求めいただきますようお願いいたします。 

 

 
別紙 購入可能郵便局一覧（2012 年 1月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

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経営企画部（報道担当） 

電話：（直通）03-3504-4127 

 

【お客さまのお問い合わせ先】 

郵便局株式会社本社物販ビジネス部（店頭販売担当）

電話：03-3504-4811（直通） 

 

お知らせ 

オリジナル フレーム切手セット「けいおん！」2 種（アニメ版、原作版）について



別紙

【アニメ版】  
都道府県名 郵便局名 都道府県名 郵便局名

倶知安郵便局 富山中央郵便局
新千歳空港内郵便局 高岡郵便局
十勝池田郵便局 福井 福井中央郵便局
森郵便局 豊橋南郵便局
江差郵便局 タワーズ内郵便局
長万部郵便局 名古屋錦郵便局
美唄郵便局 名古屋中郵便局
砂川郵便局 熱田郵便局
芦別郵便局 東海南郵便局
富良野郵便局 刈谷郵便局
赤平郵便局 弥富郵便局
留萌郵便局 安城郵便局

宮城 白石郵便局 葉栗郵便局
二戸郵便局 長久手郵便局
陸前高田郵便局 名古屋中央郵便局名古屋駅前分室

大船渡郵便局 名古屋中央郵便局第二豊田ビル内分室

青森 むつ郵便局 日進郵便局
新庄郵便局 千種郵便局
長井郵便局 名古屋栄郵便局

群馬 前橋中央郵便局 瑞穂郵便局
茨城 水戸中央郵便局 名古屋中日ビル内郵便局
栃木 宇都宮中央郵便局 名古屋北郵便局

秋葉原ＵＤＸ内郵便局 名古屋南郵便局
荏原郵便局 ループ金山郵便局
杉並南郵便局 津中央郵便局
練馬郵便局 四日市郵便局
日本橋南郵便局 鳥羽郵便局
大泉郵便局 尾鷲郵便局
戸塚郵便局 久居郵便局
緑郵便局 静岡中央郵便局
保土ヶ谷郵便局 浜岡郵便局
鶴見郵便局 袋井郵便局
瀬谷郵便局 賤機郵便局
磯子郵便局 静岡西郵便局
青葉郵便局 清水郵便局
港北郵便局 郡上八幡郵便局
横浜旭郵便局 各務原東郵便局
港南郵便局 各務原郵便局
横浜金沢郵便局 東住吉郵便局
綱島郵便局 大阪中央郵便局
横浜南郵便局 京都 京都中央郵便局
横浜泉郵便局 滋賀 長浜郵便局
都筑郵便局

山梨 甲府中央郵便局
松本郵便局
上田郵便局
飯田郵便局

新潟 高田郵便局
金沢中央郵便局
金沢駅内郵便局

神奈川

長野

石川

富山

北海道

岩手

山形

東京

愛知

三重

静岡

岐阜

オリジナルフレーム切手セット「けいおん！」2種（アニメ版、原作版）購入可能郵便局一覧

 （2012年1月31日現在）

大阪



都道府県名 郵便局名 都道府県名 郵便局名
尾道郵便局 小松島郵便局
三次郵便局 鴨島郵便局
廿日市郵便局 高松中央郵便局
府中郵便局 坂出郵便局
庄原郵便局 高松東郵便局
海田郵便局 高松南郵便局
新市郵便局 高知中央郵便局
大竹郵便局 南国郵便局
大野郵便局 土佐中村郵便局
高陽郵便局 高知東郵便局
広島中央郵便局 宜野湾郵便局
広島胡町郵便局 沖縄郵便局
福山東郵便局 名護郵便局

鳥取 米子郵便局 那覇新都心郵便局
松江中央郵便局
浜田郵便局
安来郵便局
江津郵便局
石見大田郵便局
平田郵便局
益田郵便局
出雲大東郵便局
岡山中央郵便局
玉島郵便局
美作郵便局
笠岡郵便局
高梁郵便局
矢掛郵便局
備前郵便局
総社郵便局
吉備郵便局
新見郵便局
落合郵便局
井原郵便局
邑久郵便局
玉野郵便局
岡山南郵便局
山口中央郵便局
萩郵便局
下関東郵便局
岩国西郵便局
柳井郵便局
長門郵便局
小郡郵便局
長府郵便局
小月郵便局
厚狭郵便局
新南陽郵便局
美祢郵便局
松山中央郵便局
今治郵便局
松山西郵便局
西条郵便局
新居浜郵便局
松山南郵便局

山口

愛媛

徳島

香川

広島

島根

岡山

高知

沖縄



【原作版】
都道府県名 郵便局名 都道府県名 郵便局名

伊達郵便局 山梨 甲府中央郵便局
登別郵便局 長野中央郵便局
倶知安郵便局 松本郵便局
新千歳空港内郵便局 上田郵便局
十勝池田郵便局 飯田郵便局
根室郵便局 高田郵便局
森郵便局 新発田郵便局
長万部郵便局 新潟中央郵便局
深川郵便局 金沢中央郵便局
砂川郵便局 金沢駅内郵便局
芦別郵便局 富山中央郵便局
赤平郵便局 高岡郵便局
留萌郵便局 福井 福井中央郵便局

宮城 白石郵便局 豊橋南郵便局
福島 三春郵便局 タワーズ内郵便局

釜石郵便局 名古屋錦郵便局
二戸郵便局 名古屋中郵便局
陸前高田郵便局 熱田郵便局

青森 むつ郵便局 東海南郵便局
新庄郵便局 刈谷郵便局
上山郵便局 名古屋栄一郵便局

埼玉 さいたま中央郵便局 弥富郵便局
群馬 前橋中央郵便局 安城郵便局
茨城 水戸中央郵便局 幸田郵便局
栃木 宇都宮中央郵便局 葉栗郵便局

秋葉原ＵＤＸ内郵便局 長久手郵便局
中野北郵便局 名古屋中央郵便局名古屋駅前分室

荏原郵便局 名古屋中央郵便局第二豊田ビル内分室

杉並南郵便局 千種郵便局
狛江郵便局 名古屋栄郵便局
西東京郵便局 瑞穂郵便局
練馬郵便局 名古屋中日ビル内郵便局
杉並郵便局 名古屋北郵便局
日本橋南郵便局 名古屋南郵便局
大泉郵便局 ループ金山郵便局
武蔵村山郵便局 津中央郵便局
東京中央郵便局 四日市郵便局
横浜中央郵便局 名張郵便局
戸塚郵便局 鳥羽郵便局
緑郵便局 尾鷲郵便局
川崎中央郵便局 久居郵便局
保土ヶ谷郵便局 静岡中央郵便局
鶴見郵便局 沼津郵便局
瀬谷郵便局 浜松郵便局
磯子郵便局 榛原郵便局
青葉郵便局 浜岡郵便局
港北郵便局 袋井郵便局
横浜旭郵便局 浜北郵便局
港南郵便局 清水郵便局
横浜金沢郵便局 関郵便局
綱島郵便局 郡上八幡郵便局
横浜南郵便局 各務原郵便局
横浜泉郵便局
都筑郵便局

岩手

山形

東京

長野

新潟

石川

北海道

富山

愛知

三重

静岡

岐阜

神奈川



都道府県名 郵便局名 都道府県名 郵便局名
東住吉郵便局 山口中央郵便局
大阪中央郵便局 萩郵便局

京都 京都中央郵便局 岩国西郵便局
長浜郵便局 柳井郵便局
豊郷郵便局 長門郵便局
尾道郵便局 小郡郵便局
三次郵便局 長府郵便局
廿日市郵便局 小月郵便局
安芸西条郵便局 厚狭郵便局
府中郵便局 小野田郵便局
庄原郵便局 新南陽郵便局
海田郵便局 美祢郵便局
新市郵便局 松山中央郵便局
大野郵便局 今治郵便局
高陽郵便局 松山西郵便局
広島中央郵便局 西条郵便局
広島胡町郵便局 新居浜郵便局
安芸府中郵便局 松山南郵便局
福山東郵便局 小松島郵便局
米子郵便局 鴨島郵便局
境港郵便局 高松中央郵便局
松江中央郵便局 丸亀郵便局
浜田郵便局 坂出郵便局
安来郵便局 高松東郵便局
江津郵便局 高松南郵便局
石見大田郵便局 高知中央郵便局
平田郵便局 南国郵便局
益田郵便局 土佐中村郵便局
出雲大東郵便局 高知東郵便局
岡山中央郵便局 宜野湾郵便局
玉島郵便局 浦添郵便局
津山郵便局 沖縄郵便局
美作郵便局 名護郵便局
高梁郵便局 那覇新都心郵便局
西大寺郵便局
矢掛郵便局
備前郵便局
総社郵便局
吉備郵便局
新見郵便局
落合郵便局
井原郵便局
邑久郵便局
玉野郵便局
岡山南郵便局
岡山東郵便局

大阪

滋賀

広島

鳥取

島根

岡山

山口

沖縄

愛媛

徳島

香川

高知


