
 

2020 年 4 月 16 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 衣川 和秀）は、東京の古今の風物を題材

として、特殊切手「江戸－東京シリーズ 第 1集」を発行します。 

第 1集は、日本橋界隈の小物、食べ物、建物、ランドマーク、風俗などを採り上げています。 

 

1 発行する郵便切手の内容  
 

名 称 江戸－東京シリーズ 第 1集 

発 行 日 2020年 6月 16日（火） 

種 類 63円郵便切手（シール式） 84円郵便切手（シール式） 

切 手 画 像 別紙のとおり 

シ ー ト 

構成・意匠 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

（1）調理器具 

（2）乾物 

（3）甘味 

（4）和紙小物 

（5）浴衣 

（6）お弁当 

（7）楊枝 

（8）ブラシ・打刃物 

（9）お参り 

（10）親子丼 

（余白）日本橋 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（1）日本橋三越本店 

（2）出汁専門店 

（3）刷毛
は け

・ブラシ専門店 

（4）打
うち

刃物
は も の

専門店 

（5）軍鶏料理屋 

（6）日本橋 

（7）和紙小物店 

（8）郵便発祥の地 

（9）お祭り 

（10）お参り 

（余白）東日本橋からの景色、人形焼、 

人形町からくり櫓、日本橋魚市場発祥之地 

題 材 提 供 

（1）株式会社 木屋 

（2）株式会社 にんべん 

株式会社 山本海苔店 

（3）株式会社 榮太樓總本鋪 

（4）株式会社 榛原
はいばら

 

（6）有限会社 日本橋弁松総本店 

（7）株式会社 日本橋さるや 

（8）うぶけや、株式会社 江戸屋 

（9）小網神社 

（10）玉ひで 

（1）株式会社 三越伊勢丹 

（2）株式会社 にんべん 

（3）株式会社 江戸屋 

（4）うぶけや 

（5）玉ひで 

（7）株式会社 榛原
はいばら

 

（10）小網神社 

（余白） 

人形焼：人形焼本舗 板倉屋 

人形町からくり櫓：中央区 

特殊切手「江戸－東京シリーズ 第 1 集」の発行 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(6) (7) (8) (10) (9) 

(1) (2) (4) 
(3) 

(6) 

(7) 
(8) (10) (9) 

(5) 

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2020/00_honsha/0416_01_02.pdf


売 価 630円（シート単位で販売します。） 840円（シート単位で販売します。） 

小切・印面

寸 法 
（1）～（10）縦 24.0mm×横 24.0mm 

（1）～（3）・（7）～（10） 

  縦 27.0mm×横 27.0mm 

（4）縦 30.0mm×横 21.0mm 

（5）・（6）縦 21.0mm×横 30.0mm 

シート寸法 縦 67.5mm×横 187.0mm 縦 127.0mm×横 187.0mm 

切手デザイン 吉川 亜有美（切手デザイナー） 

版 式 刷 色 オフセット 6色 

発 行 枚 数 900万枚（90万シート） 2,300万枚（230万シート） 

販 売 場 所 

・全国の郵便局など 

・「郵便局のネットショップ」（注） 

・銀座郵便局での郵便振替による通信販売 

  

2 発行する郵便切手のデザインについて  

  日本橋界隈の古今の風物を柔らかい色・タッチのイラストで表現しました。 

【63円郵便切手】 

 日本橋界隈の食べ物、小物、道具類などを、江戸時代に流行した双六風にデザインしています。 

【84円郵便切手】 

 日本橋界隈の地図をイメージして、建物やランドマーク、風俗などをデザインしています。  

 

3 題材の提供元について 

各郵便切手のイラストの題材提供元の情報は次のとおりです。（切手に関する照会は提供元では

なく、弊社お問い合わせ先までお願いします。） 

（1）株式会社 木屋 

   住所：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目 2番 1号コレド室町 1階 

   HP：http://www.kiya-hamono.co.jp/index.html 

（2）株式会社 にんべん、にんべん日本橋本店 

   住所：〒103-0022東京都中央区日本橋室町二丁目 2番 1号コレド室町 1・1階  

   HP：https://www.ninben.co.jp/honten/ 

（3）株式会社 山本海苔店 

   住所：〒103-0022  東京都中央区日本橋室町一丁目 6番 3号 

   HP：https://www.yamamoto-noriten.co.jp/ 

（4）株式会社 榮太樓總本鋪 

   住所：〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目 2番 5号 

   HP：https://www.eitaro.com/ 

（5）株式会社 榛原
はいばら

 

      住所：〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目 7番 1号 東京日本橋タワー 

   HP：https://www.haibara.co.jp/ 

（6）有限会社 日本橋弁松総本店 

     住所：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町一丁目 10番 7号 

   HP：http://www.benmatsu.com/ 

 

 

http://www.kiya-hamono.co.jp/index.html
https://www.ninben.co.jp/honten/
https://www.yamamoto-noriten.co.jp/
https://www.eitaro.com/
https://www.haibara.co.jp/
http://www.benmatsu.com/


（7）株式会社 日本橋さるや 

     住所：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町一丁目 12番 5号 

   HP：https://www.nihonbashi-saruya.co.jp/ 

（8）うぶけや 

   住所：〒103-0011 東京都中央区日本橋人形町三丁目 9番 2号 

   HP：https://www.ubukeya.com/ 

（9）株式会社 江戸屋 

     住所：〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 2番 16号  

   HP：https://www.nihonbashi-edoya.co.jp/ 

（10）小網神社 

      住所：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 16番 23号 

    HP：https://koamijinja.or.jp/ 

（11）玉ひで 

      住所：〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町一丁目 17番 10号 

    HP：http://www.tamahide.co.jp/ 

（12）株式会社 三越伊勢丹（日本橋三越本店） 

    住所：〒103-8001 東京都中央区日本橋室町一丁目 4番 1号  

    HP：https://www.mitsukoshi.mistore.jp/nihombashi.html 

（13）人形焼本舗 板倉屋 

   住所：〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町二丁目 4番 2号 

    HP：http://www.itakuraya.com/ 

 

4 その他  

通信販売の販売概要、郵趣のための記念押印サービスについては、弊社 Web サイトでお知らせ  

します。 

 

【注釈】 

（注）｢郵便局のネットショップ｣への掲載は、2020年 6月 16日（火）の予定です。 

 

以 上 

 

 【お客さまのお問い合わせ先】 

日本郵便株式会社 

お客様サービス相談センター 

0120-2328-86（フリーコール） 

携帯電話から 0570-046-666（有料） 

＜受付時間 平日 8：00～21：00 

       土・日・休日 9：00～21：00＞ 

https://www.nihonbashi-saruya.co.jp/
https://www.ubukeya.com/
https://www.nihonbashi-edoya.co.jp/
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