
 

 
 
 
 

2019 年 9 月 2 日 

日本郵便株式会社 
 

                

 
  

 

日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 横山 邦男／以下「日本郵便」）は、     

2020（令和 2）年用年賀葉書などを 2019年 11月 1日（金）から販売します。 

 

 

【注目券種】 

■ 東京 2020大会[寄附金付]年賀葉書 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会にちなんだ寄附金付年賀葉書を発行します。 

シンプルなデザインの「無地」、大会の舞台となるオリンピックスタジアムが描かれた「絵入り」に、

東京 2020マスコットがデザインされた「特殊印刷」と、いよいよやってくる東京 2020大会開催年に

ふさわしい充実のラインアップです。 

 

■ 寄附金付絵入り年賀葉書（地方版および全国版） 

地方版は、一部の地域限定で、地域の風物などが描かれた 29種類のラインアップです。 

全国版は、干支のねずみを描いたデザインです。 

 

■ スヌーピー 年賀葉書、ディズニー 年賀葉書 

「スヌーピー」と「ディズニー」の年賀葉書は、2020年用も遊び心のあるデザインです。 

 

■ 刀剣乱舞-ONLINE- 年賀葉書 

アニメ、舞台、実写映画にミュージカルと多彩な展開をみせるＰＣブラウザ＆スマホアプリゲーム

「刀剣乱舞-ONLINE-」とのコラボレーション年賀葉書（12 枚 1 セット 1,800 円）の販売が決定        

しました。デザインや販売方法などの詳細は別途お知らせします。 

 

 

 

【お年玉賞品】 

■ 東京 2020オリンピックご招待 

東京 2020 オリンピックの競技観戦ペアチケットのほか、開会式または閉会式のペアチケットも  

登場します。いずれも旅費に充当いただける旅行券付きの賞品で、対象となる年賀葉書の種類は

限られます。 
 
※ 日本郵便は、東京 2020 大会のオフィシャルパートナー（郵便）です。 

 

■ 1等に電子マネーが登場 

決済方法のキャッシュレス化が進む中、1等賞品に電子マネーをご用意しました。 

 

 

2020（令和 2）年用年賀葉書などの発行および販売 



 

 

【デジタルサービス】 

■ なりきりペットアスリート年賀 

月間 1,000万人が利用する日本最大級のペット情報メディア「PECO」と連携し、ご家庭で飼われて

いるペットの写真を SNSからご投稿いただくキャンペーンを開催します。皆さまから投稿いただいた

作品を、郵便年賀.jp 上でご紹介していきます。また、投稿された作品の中から、人気の作品は    

デザインテンプレートとして公開します。 

 

■ お名前瓦版 

   昨年、累計検索回数 2,400万回超と大好評をいただいた「ニッポンの名字」に続く第二弾。今年は   

皆さんの「名前」でオリジナルの瓦版が簡単に作れて、デザインテンプレートとして利用できる      

コンテンツを提供します。 

 

■ はがきを贈ろう！～はがきコミュニティ～ 

住所を知らなくても、日頃使っている SNSアカウントなどを活用して年賀状のやり取りが楽しめる 

「年賀状トレード」と、デジタル上ではがきを贈りあえる「デジタルはがき」サービスをご用意   

します。本サービスでは、様々なキャラクターなどとコラボしたメニューもご用意します。 
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1 年賀葉書 
2020年用年賀葉書の当初発行枚数は 23.5億枚（対前年比 約 98％（2019年用の当初発行枚数は 

24億枚））です。年賀葉書の券種一覧は別紙 1、またデザインなどは別紙 2のとおりです。 

 

郵便局などにおいて、2019年 11月 1日（金）から 2020年 1月 10日（金）まで販売します。 
 
(1) 年賀葉書の種類 

 
ア 東京 2020大会［寄附金付］年賀葉書  

 
1 枚につき 5 円が寄附金となる、東京 2020 大会の寄附金付年賀葉書です。  

 
 2020 年用は、無地・無地（インクジェット紙）・絵入り・特殊印刷と、用途や     

デザインに応 じて お選びいただ ける 充実のライン アッ プ。 いずれも 宛名 面には   
東京 2020 エンブレムを配し、くじ番号の間部分には、開催都市の装飾などにも広く
用いられる「コアグラフィックス」をあしらいました。  

 
絵入りは東京 2020 大会の舞台となるオリンピックスタジアムを描いたデザインです。 

特殊印刷は、東京 2020 マスコットの「ミライトワ」と「ソメイティ」の和服姿を       

描いたデザインです。   
 

※ この年賀葉書の寄附金は東京 2020オリンピック・パラリンピックの準備および運営に役立てられます。 

※ 日本郵便は、東京 2020 大会のオフィシャルパートナー（郵便）です。 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

＜68円＞ 

■無地（インクジェット紙） ■絵入り 

＜68円＞ 

※  特殊印刷は、絵柄の上から、厚みのあるインクで 

「ミライトワ」と「ソメイティ」の顔をかたどった 

特殊仕様です。 

  視覚だけではなく感触でもお楽しみいただける 

 デザインです。 

 

※  限定 100万枚、全国の主な郵便局で販売します。 

 

■特殊印刷 ＜68円＞ 

＜東京 2020公式ライセンス商品＞ 

ⓒTokyo 2020 

■無地（四面連刷も同デザイン） 

 ＜68円＞ 

 

©大成建設・梓設計・隈研吾建築都市設計事務所 
JV作成／JSC提供 
（オリンピックスタジアムのパース等は完成予想 
イメージであり、実際のものとは異なる場合が 
あります。植栽は、完成後約 10年の姿を想定して 
います。） 

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2019/00_honsha/0902_02_02.pdf
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2019/00_honsha/0902_02_03.pdf


イ スヌーピー 年賀葉書（インクジェット紙） 

  

   ピーナッツの仲間たちのにぎやかなお正月が

描かれた年賀葉書オリジナルデザインです。   

子年をお祝いして、ウッドストックもねずみ

の帽子をかぶっています。 

 

 

ウ ディズニー 年賀葉書（インクジェット紙） 

   

和服姿のミッキーが新年をお祝い。  

隠れミッキーがちりばめられた、年賀葉書    

オリジナルデザインです。 

 

 

 

 

エ 寄附金付絵入り年賀葉書（地方版および全国版） 

地方版は、一部の地域限定販売で、地域の風物などが描かれた 29種類のラインアップです。 

全国版は、縁起の良いうちでの小槌とねずみ、初日の出と富士山を淡い色合いで描きました。     

賀詞や文章と調和しやすいように絵柄を配置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

オ 広告付年賀葉書 ＜58 円＞ 

広告付年賀葉書は、一部の地域限定販売で、企業などの広告が掲載された 25種類のラインアップ 

です。 

 

ⓒDisney 

 

※ 郵便振替による通信販売で、地方版 29種類をセットに  

した「地方版セット」を販売します。詳細は別紙 3の  

とおりです。また、郵便局のネットショップ内「切手・

はがきストア」では、1 種類ずつ 10枚単位で販売します。 

 

［年賀寄附金による社会貢献事業助成］ 

寄附金付絵入り年賀葉書は、1枚につき 5 円が寄附金

となり、社会福祉の増進や青少年の健全育成などの事業

を行う団体の活動に役立てられます。 
  

詳しくは日本郵便株式会社 Webサイト「年賀寄附金に  

よる社会貢献事業助成」をご覧ください。 

（URL：https://www.post.japanpost.jp/kifu） 

＜63円＞ ＜63円＞ 

＜68円＞ 

ⓒ 2019 Peanuts Worldwide LLC 
www.snoopy.co.jp 

寄附金付絵入り年賀葉書（全国版） 

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2019/00_honsha/0902_02_04.pdf
https://www.post.japanpost.jp/kifu


  
(2) 年賀葉書に関する各種サービス 

ア Web関連サービス 

◆年賀特設サイト「郵便年賀.jp」がオープンします！◆ 

1,000 種類以上のデザインテンプレートやパーツを無料で使えるコンテンツなど、年賀に関する 

「知る」、「買う」、「つくる」、「送る」、「楽しむ」の機能を持つ特設サイト（パソコン用、スマート  

フォン用）を 2019年 11月 1日（金）からオープンします。 

「郵便年賀.jp」の本番サイトのオープンに先立ち、年賀葉書の商品紹介や、インターネット通販

の予約申込みができるプレサイトを本日（2019年 9月 2日(月)）からオープンします。 

また、年賀状の交換を楽しむ交流の場として「リアル」と「デジタル」の両方でお楽しみ      

いただける「はがきを贈ろう！～はがきコミュニティ～」を開設し、住所を知らなくても     

SNSアカウントなどを活用し、年賀状を交換できる「年賀状トレード」サービスとデジタル上ではがきを

贈りあえる「デジタルはがき」サービスをご用意します。 

「デジタルはがき」ではギフト付きのグリーティングカードや、ここでしか手に入らないデザイン

のはがきを贈りあうことができます。 

併せて、ビジネスで年賀葉書をご利用される方のために、販売促進（DM）に活用するノウハウなど

を紹介するほか、パソコンで簡単に年賀 DM を作ることができるテンプレートなどを無料でご利用    

いただけるページもオープンします。 

＜各サービスの取扱期間＞ 

⇒ インターネット通販の予約・販売受付は、2019年 9月 2日（月）11:00から同年 12月 24日 

（火）までです。 
 

⇒ はがきを贈ろう！～はがきコミュニティ～は 2019年 11月 1日（金）から開設予定です。 

 

 

 

 
  
※ 上記サイトでご購入いただけるのは、無地（四面連刷およびくぼみ入りを除く）、無地     

（インクジェット紙）、無地（インクジェット写真用）、スヌーピー 年賀葉書、ディズニー 年賀

葉書、寄附金付絵入り年賀葉書（全国版）です。 

※ インターネット通販ではお申し込みいただいた年賀葉書を、ご希望の日にち・時間帯にお届け 

します（5枚からお申し込みいただけます）。送料不要です。 
 

【郵便年賀.jp 各種コンテンツのご紹介】 
 

「はがきデザインキット」 

毎年ご好評の、直感的な操作で、誰でも簡単に楽しくはがきがつくれるウェブサービス「はがき  

デザインキット」（PC インストール版、スマホアプリ版、ウェブ版）が 2019 年 11 月 1 日（金）に    

アップデートします。 

スマホアプリ版、ウェブ版については、昨年に引き続き、クラウド上で住所録管理が可能になる  

サービスをご用意します。 

また、はがきデザインキット（スマホアプリ版）で作成されたデザインを、セブン-イレブンの   

各店舗に設置されたマルチコピー機から手軽に出力できる「コンビニはがきプリント」もご用意します。 

 
 

 

 

 

 
 

年賀特設サイト「郵便年賀.jp」（URL：https://nenga.yu-bin.jp） 

Facebook ページ「ゆうびん.jp／郵便年賀.jp」 

（URL：https://www.facebook.com/yubin.jp） 
＊パソコン、スマートフォンから同じ URL でアクセスできます。 

※スマートフォンサイトについては、一部の機種で正常に表示されない場合があります。 

はがきデザインキット（URL：https://yu-bin.jp/create/design_kit/） 
＊パソコン、スマートフォンから同じ URL でアクセスできます。 

＊スマートフォンサイトについては、一部の機種で正常に表示されない場合があります。 

https://nenga.yu-bin.jp/
https://www.facebook.com/yubin.jp
https://yu-bin.jp/create/design_kit/


 

「なりきりペットアスリート年賀」 

月間 1,000 万人が利用する日本最大級のペット情報メディア「PECO」と連携し、ペット写真の   

フォトコンテスト「なりきりペットアスリート年賀」を開催します。 

ペットがアスリートになりきっている写真を、Instagram または Twitter で募集しますので、ぜひ

ご応募ください。ギャラリーに掲載された方の中から、抽せんでプレゼントを差し上げます。さらに、

入賞された方の写真は、郵便年賀.jpのオフィシャルデザインテンプレートとして公開します。 
 

＜写真の投稿募集期間＞ 

⇒ 2019年 10月 1日（火）から同年 11月 29日（金）までです。 

 

「お名前瓦版」 

昨年大好評をいただいた「ニッポンの名字」に続く第二弾として、今年は皆さんの「名前」で    

オリジナルの瓦版が簡単に作れるコンテンツを提供します。名前に使われた漢字の由来や、生まれた  

年から現在までの国内外のニュースを人気イラストレーターが浮世絵風にご紹介するコラムなどを

お楽しみいただけます。出来上がった瓦版は、オリジナルのデザインテンプレートとしてご利用

いただけます。 
 
 

◆郵便局のネットショップでも年賀葉書をご購入いただけます！◆ 

郵便年賀.jpのほか、郵便局のネットショップ内「切手・はがきストア」でも年賀葉書の通信販売が

ご利用いただけます。 
 

＜ネットショップの取扱期間＞ 

⇒ ご注文の受付は2019年11月1日（金）から同年12月24日（火）18 :00までを予定しています。 

 

 

 

 
 
 ※ 上記ネットショップでご購入いただけるのは、無地（四面連刷およびくぼみ入りを除く）、無地

（インクジェット紙）、無地（インクジェット写真用）、スヌーピー 年賀葉書、ディズニー 年賀

葉書、寄附金付絵入り年賀葉書（地方版および全国版）です。 

  ※ お申し込みいただいた年賀葉書を、ご希望の時間帯にお届けします（10 枚単位でお申し込み

いただけます）。送料は一梱包あたり全国一律 720 円です。ただし、一梱包あたり 5,000 円以上    

ご注文の場合は、お客さまの送料負担はありません。  

 

◆LINEとの連携サービスもご利用いただけます！◆ 

コミュニケーションアプリ「LINE」の公式アカウント「郵便局［ぽすくま］」からも、郵便年賀.jpの

インターネット通販をご利用いただけます。（お申し込みいただいた年賀葉書を、5 枚からご希望の 

日にち・時間帯にお届けします） 

また、人気クリエイターによるデザインテンプレートがランダムで生成されるコンテンツが新しく

スタートします。 
 
＜LINEからのインターネット通販受付期間＞ 

⇒ 予約・販売受付は、2019年 10月 1日（火）から同年 12月 24日（火）までです。 
 
＜デザインテンプレート作成サービスの取扱期間＞ 

 ⇒ 2019年 11月 1日（金）から 2020年 1月 10日（金）までです。  

 

 

郵便局のネットショップ内「切手・はがきストア」 

（URL：https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/pages/kitte_hagakistore.aspx） 
＊パソコン、スマートフォンから同じ URL でアクセスできます。 

＊スマートフォンサイトについては、一部の機種で正常に表示されない場合があります。 

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/pages/kitte_hagakistore.aspx


イ 個人のお客さま向けサービス 

◆年賀状印刷サービス◆ 
約 300種類のデザインの中から、お好きなデザインと差出人さまの住所氏名を年賀葉書に印刷して、

ご自宅またはご指定の場所にお届けするサービスです（法人のお客さま向けのサービスもご用意します）。 

「年賀状印刷」、「喪中はがき印刷」のカタログをご用意します。 

宛先を印刷する、便利で手間いらずの「宛名印刷サービス」もオプションでご利用いただけます。 
  

 

＜本サービスの取扱期間＞ 

⇒ 2019年 9月 2日（月）から、全国の郵便局で申込受付を開始します。 

⇒ カタログでのお申込みは 2019 年 12 月 20 日（金）まで、インターネットでのお申込みは 

2020年 1月 10日（金）18:00までです。 

 

◆お手軽年賀はがき◆ 
年賀葉書（無地・63円）の通信面に、新年のごあいさつにふさわしい絵柄や賀詞、ごあいさつ文を

印刷した 4種類の「お手軽年賀はがき」を 2019年 11月 1日（金）から全国の郵便局で全絵柄を一斉

販売します。本商品は、日本郵便オリジナルデザインの印刷済み年賀はがきです。 

 

＜お手軽年賀はがきの種類＞ 

  ○「お手軽年賀はがき」 

全 20種類 各 1セット 5枚入り（540円） 

○「箔押しお手軽年賀はがき」 

金箔加工を施した絵柄や賀詞、ごあいさつ文を印刷したお手軽年賀はがき 

全 2種類 各 1セット 5枚入り（600円） 

○「ディズニー箔押しお手軽年賀はがき」 

「ミッキーマウス」をモチーフにした絵柄に金箔などの加工を施し賀詞やごあいさつ文を印刷

したお手軽年賀はがき 

全 2種類 各 1セット 5枚入り（700円） 

○「『となりのトトロ』お手軽年賀はがき」 

  「となりのトトロ」の絵柄に賀詞などを印刷したお手軽年賀はがき 

    全 4種類 各 1セット 5枚入り（700円） 

 

ウ 法人のお客さま向けサービス 

◆DMファクトリー◆ 

ダイレクトメール（DM）・年賀状のデザイン作成・印刷・発送を Web 上で簡単にお申し込み     

いただけるサービスです。 

無料でご利用いただける豊富なテンプレート、DM用素材をご用意します。文字を編集したり、画像

をお手持ちのものと差替えるなどして、オリジナルのデザインを簡単に作成することができます。 

また、オプションサービスをご利用いただくと、あて名を印字してそのまま発送（差出）することも    

できます。 
 
＜本サービスの取扱期間＞ 

 ⇒ 年賀葉書の印刷の受付は 2019年 9月 2日（月）11:00から同年 12月 25日（水）18:00まで    

（年賀タウンメール、オリジナル年賀葉書の印刷受付は 2019年 12月 12日（木）18:00まで）です。  
 

 
 

「DMファクトリー」（URL：https://dmfactory.biz.post.japanpost.jp/nenga/） 
パソコンからご利用可能です。 

スマートフォンからもサービス内容が確認できますが、デザイン編集などはできません。 

「郵便局の年賀状印刷」（URL：jpri.jp/k/） 
「郵便局の年賀状印刷」カタログ商品はパソコン・スマートフォンからもお申し込みいただけます。 

Web限定デザインの絵柄も 240種類以上ご用意します。 

会員登録をすると住所を最大 3,000件まで保存でき、その住所データで宛名印刷をすることも可能です。 

「年賀状印刷」「喪中はがき印刷」ともに、2019年 9月 2日（月）から受付を開始します。 

 

https://dmfactory.biz.post.japanpost.jp/nenga/


◆年賀タウンメール◆ 
差し出される方が指定した配達地域で、元日に年賀状の配達のある全てのお届け先に、年賀葉書を

お届けするサービスです。 

ビジネスシーンにおいて、「宛名リストがない」、「ピンポイントでお客さまにアプローチしたい」

など、販売促進活動を考えている店舗・事業所さまに、葉書代金のみでご利用いただけます。 

また、一部地域において、マンションなどの集合住宅を指定してお届けするサービスも取り扱います。

詳しくは、お近くの郵便局にお尋ねください。 

＜差出期間＞ 

2019年 12月 15日（日）から同年 12月 24日（火）までです。 
 

◆オリジナル年賀葉書作成サービス◆ 

年賀葉書の料額印面の下部、およびくじ番号枠の中央部分などに、お客さまの広告などを印刷して、

お客さま独自の年賀葉書を作成するサービスです。 
お得意さまへの特別な年賀状、自社商品・サービスの広告などに、ぜひご活用ください。 

また、オリジナル年賀葉書に限定して、縦長の葉書だけでなく横長の葉書、また、通常の葉書用紙

の紙質とは異なる厚さの薄い用紙を使用した薄型葉書もご利用いただけます。 

詳しくは、お近くの郵便局にお尋ねください。 

 

 2 年賀郵便切手 
年始のごあいさつにご利用いただけるよう、特殊切手「令和 2 年用年賀郵便切手」を年賀葉書と  

同日に発行します。 

 

【発行概要】 

・発 行 日  2019年 11月 1日（金） 

・販 売 場 所  全国の郵便局などで販売します。 

         郵便局のネットショップ内「切手・はがきストア」、および郵便振替による通信販売

も行います。 

・販 売 種 類  4種類（年賀 63円郵便切手、年賀 84円郵便切手、寄附金付お年玉付年賀 63円郵便 

 切手、寄附金付お年玉付年賀 84円郵便切手） 

 

【年賀 63円郵便切手】          【年賀 84円郵便切手】 

                

 

 

 

 

 
 

【寄附金付お年玉付年賀 63円郵便切手】   【寄附金付お年玉付年賀 84円郵便切手】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

※ シート構成など詳細はこちらです。 

https://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2019/pdf/0161.pdf


 3 お年玉賞品 

◆魅力的な賞品をそろえました！◆ 
・ 2020年はいよいよ東京 2020大会開催年、東京 2020オリンピックへご招待！ 競技観戦ペアチケット 

のほか、開会式または閉会式のペアチケットもご用意しています。 

・ 今年の 1等賞品は、現金 30万円または電子マネー31万円相当のいずれかをお選びいただけます。 

また、3等のお年玉切手シートも、昨年に引き続き「100本に 3本」と当せん確率が高くなっています。 

 

※ お年玉賞品の詳細は別紙 4のとおりです。 

 

 4 年賀状の引受・配達 
 

◆年賀状の引受は 12 月 15日（日）からです！◆ 
年賀状の引受開始日は 2019年 12月 15日（日）です。 

なお、引受開始前（2019 年 12 月 14 日（土）以前）に差し出された年賀状は、通常郵便の標準送達    

日数にて年内にお届けします。 

懸賞応募へのご利用など、年賀状としての取り扱い（元日にお届け）を希望されない場合は、料額印面

下部の「年賀」の文字を二重線などで抹消して差し出しをお願いします。 

 

◆12月 25日（水）までの差出しにご協力をお願いします！◆ 
一通でも多くの年賀状を元日にお届けするために、できるだけ 2019 年 12 月 25 日（水）までに   

差出しをお願いします。 

なお、2019年 12月 26 日（木）以降同年 12月 28 日（土）までに差し出された年賀状も、できる限り

元日にお届けできるよう取り組みます。 

 

◆郵便番号、住所および氏名は正確にご記入をお願いします！◆ 
年賀状を正確にお届けするためにも、受取人さま、差出人さまの郵便番号、住所および氏名は正確に、

はっきりとお書きください。 

 

 5 その他 

◆喪中葉書を受け取ったら･･･◆ 

11月から 12月にかけて、喪中葉書をお受け取りになる方もいらっしゃることと思います。 

喪中葉書を受け取られた方の「お悔やみの心を伝えたい」という気遣いの心を形にする、喪中見舞い

向けの「お線香たより『翠麗（すいれい）』」をはじめとする郵便局オリジナル商品をご用意しています。 
 
「お線香たより『翠麗（すいれい）』」 

切手を貼って、そのまま送れる〝お悔やみカード〟と〝お線香〟のセットです。全国の郵便局で 

販売中です。 
 

※ 本資料に掲載の葉書・切手の色とデザインは、実際とは多少異なる場合があります。 

以 上 

 
       

 

 

 

 

 

 

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2019/00_honsha/0902_02_05.pdf


 
【お客さまのお問い合わせ先】 

 お客様サービス相談センター 

 ＜電話番号＞ 

  0 1 2 0
フリーコール

-23
ふみ

-28
には

-8 6
ハロー

 

  携帯電話からご利用のお客さま 

  0570-046-666 

（通話料はお客さま負担です。） 

＜ご案内時間＞ 

平日：8:00～21:00 

土・日・休日：9:00～21:00 

※おかけ間違いのないようにご注意ください。 


