
 

 
 
 
 

2020 年 8 月 31 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／以下「日本郵便」）は、 

2021（令和 3）年用年賀葉書などを 2020年 10月 29日（木）から販売します。 

2021（令和 3）年用年賀葉書の主な特徴は次のとおりです。 

 

【年賀葉書】 

印刷に適したインクジェット紙や、通信面に絵が入っている寄付金付年賀など、今年もさまざまな 

種類の年賀葉書を用意しています。 

 

■ ディズニー 年賀葉書 

人気のディズニー 年賀葉書は 5年ぶりに、くまのプーさんのデザインです。 

 

■ 寄付金付絵入り年賀葉書（全国版および地方版） 

全国版の通信面は、干支の丑
う し

にちなみ「梅と赤べこ」を描いたデザインです。 

地方版は、一部の地域における限定販売で、地域の風物などが描かれた 29 種類のデザインを 

ご用意します。 

 

【デジタル関連サービス】 

年賀特設サイト「郵便年賀.jp」が今年もオープンします。 

年賀葉書の商品紹介や、年賀状づくりに役立つコンテンツなど、盛りだくさんの内容です。 

 

■ 新規コンテンツ 

今年新たなサービスとして、年賀状に印刷された二次元コードをスマートフォンで読み取ると、

年賀状のデザインに使用した自分や家族の写真が、スマートフォンの画面上で自動的に動き出し、

おしゃべりする年賀状が作成できるコンテンツを、12月から提供します。 

また、Twitterなどの SNSアカウントを活用した新しいコンテンツも提供予定です。 

 

■ 定番コンテンツ 

今年も年賀状作成に使える画像やテンプレートを、1,000 種類以上ご用意しています。 

 「郵便年賀.jp」のデザインにも採用した水引デザインのテンプレートや、アマビエが描かれた 

テンプレートなど充実の内容です。 

また、誰でも簡単に年賀状デザインがつくれるソフト「はがきデザインキット」を、今年も公開 

します。 

 

【お年玉賞品】 

■ 3等お年玉賞品のお年玉切手シート 

従来「のり式」だったお年玉切手シートを、今年初めて「シール式」にしています。 

2021（令和 3）年用年賀葉書などの発行および販売 
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 1 年賀葉書の種類 
2021年用年賀葉書の当初発行枚数は約 19.4億枚（対前年比 約 83％（2020年用の当初発行枚数は

23.5億枚））です。年賀葉書の券種一覧は別紙 1、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、2020年 10月 29日（木）から 2021年 1月 8日（金）まで販売します。 

 

◆ディズニー 年賀◆ 

2021年用は 5年ぶりに、くまのプーさんが描かれたデザインです。 

プーさんとピグレットが仲良く牛の雪だるまを作っています。プーさんのアイコンが 

ちりばめられた、年賀葉書オリジナルデザインです。 

 

【ディズニー 年賀】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆寄付金付絵入り年賀葉書（全国版および地方版）◆ 

全国版は、福島県会津地方の民芸品である「赤べこ」と咲き始めた「梅の花」を組み合わせ、 

初春らしいデザインにしています。 

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種類のデザインをご用意します。 

なお、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。 

【全国版：あて名面】         【全国版：通信面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆広告付年賀葉書◆ 

広告付年賀葉書は、一部の地域における限定販売で、企業などの広告が掲載された 6種類のデザイ

ンをご用意します。 

ⒸDISNEY 

Based on the “Winnie the Pooh” works 

by A.A. Milne and E.H. Shepard. 

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2020/00_honsha/0831_03_02.pdf
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2020/00_honsha/0831_03_03.pdf
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2020/00_honsha/0831_03_04.pdf


 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、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 2020年 10月 29日（木）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

の予約申し込みができるプレサイトを本日（2020年 8月 31日(月)）からオープンします。 

＜インターネット通販の取扱期間＞ 

⇒ 予約・販売受付は、2020年 9月 1日（火）から同年 12月 23日（水）までです。 

 

 

 

 
 
※ 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）、ディズニー 年賀葉書、 

寄付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。送料不要で 5枚からお申し込みいただけます。 

 

【おしゃべり年賀状（仮称）】 

今年は新たなコンテンツとして、年賀状に印刷された二次元コードをスマーフォンで読み取ると、

デザインに使用した自分や家族の写真が、スマートフォンの画面上で自動的に動き出し、 

おしゃべりする楽しい年賀状が作成できるコンテンツ「おしゃべり年賀状（仮称）」を、 

2020年 12月から提供いたします。 

このコンテンツにおいては、日本最大級のペット情報メディア「PECO」（https://peco-japan.com/）

と連携し、ペットの写真も動き出す楽しい仕掛けを予定しています。 

 
【年賀状クイックサーチ】 

今年も、1,000種類以上の無料で使える素材やテンプレートをご用意しています。 

「郵便年賀.jp」を彩る水引デザインや、疫病退散の願いを込めたアマビエが描かれた 

テンプレートなど、今年ならではのデザインもご用意しています。 

 
【はがきデザインキット】 

直感的な操作で、誰でも簡単に楽しく年賀状デザインがつくれるソフト、「はがきデザイン 

キット」（PC インストール版、スマートフォンアプリ版）を今年も 2020 年 10 月 29 日（木）から 

公開します。 

スマートフォンアプリ版で作成されたデザインは、ご自宅のプリンターで印刷いただけるほか、 

アプリ内で印刷注文も可能です。 

また、スマートフォンアプリ版で作成したデザインを、セブン‐イレブン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」も例年どおりご用意します。ぜひご利

用ください。 
 

 

 

 

 

その他にも、Twitter などの SNS アカウントを活用したコンテンツや、お仕事にも役立てて 

いただける文例集など、今年も年賀状に関するさまざまなコンテンツをご提供予定です。 

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


 

◆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2020年10月29日（木）から同年12月25日（金）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）、ディズニー 年賀葉書、 

寄付金付絵入り年賀葉書（全国版および地方版）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）。一梱包当たり送料は全国一律 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、お客さまの送料のご負担はありません。  

 

◆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、LINEに写真を送るだけで、カンタンに年賀状が作れる「ぽすくま 森の年賀状屋さん」が復活！！

デザイン数も豊富で、新作デザインも多数追加予定です。 

ぜひ、LINEの公式アカウント「郵便局［ぽすくま］」で年賀状づくりをお楽しみください。 

＜LINEからのインターネット通販受付期間＞ 

⇒ 予約・販売受付は、2020年 10月 1日（木） から同年 12月 23日（水）までです。 

＜ぽすくま 森の年賀状屋さんの実施期間＞ 

 ⇒ 2020年 10月 29日（木）から 2021年 1月 8日（金）までです 。 

 

 

イ 郵便局窓口などにおけるサービス 

◆年賀状印刷サービス◆ 
約 240 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、氏名および電話番号を

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。 

今年度は、カタログ紙面のフォントサイズおよび画像サイズを拡大し、より見やすい紙面にした

「年賀状印刷」、「喪中はがき印刷」のカタログをご用意します。 

便利で手間いらずの「宛名印刷サービス」も有料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＞ 

⇒ 2020年 9月 1 日（火）から、全国の郵便局で申込受付を開始します。 

⇒ カタログでのお申し込みは 2020年 12月 18日（金）までです。  
 

 

 

 

 

郵便局の年賀状印刷（URL：jpri.jp/k/） 
年賀状印刷のサービスはパソコン、スマートフォンからもお申し込みいただけます。 

Web限定のデザインや、会員向けに宛名印刷サービスもご用意しています。 

インターネットでのお申し込みは 2021年 1月 8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://print.shop.post.japanpost.jp/nenga/?utm_source=jpri_k&utm_medium=01&utm_campaign=sis
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/pages/kitte_hagakistore.aspx


 

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

「お手軽年賀はがき」を 2020 年 10 月 29 日（木）から全国の郵便局で販売します。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。 

また、「郵便局のネットショップ」（URL：https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/）でも 

一部の絵柄を取り扱う予定です。 

 

＜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：税込） 

○「箔押しお手軽年賀はがき」 

金箔加工を施した絵柄、賀詞や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：税込） 

○「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や背景に金箔などの加工を施し賀詞やあいさつ文を

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：税込） 

○「『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：税込） 

 

 

ウ 法人のお客さま向けサービス 

◆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＞ 

2020年 12月 15日（火）から同年 12月 24日（木）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、縦長のはがきだけでなく横長のはがきや、通常のはがきの 

紙質とは異なる厚さの薄い用紙を使用した薄型はがき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。 

 

  

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/


 

 3 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 3 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  2020 年 10月 29日（木） 

・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、寄付金付お年玉付年賀 63 円 

郵便切手、寄付金付お年玉付年賀 84円郵便切手） 

 

【年賀 63円郵便切手】          【年賀 84円郵便切手】 

                

 

 

 

 

 
 

 

【寄付金付お年玉付年賀 63円郵便切手】   【寄付金付お年玉付年賀 84円郵便切手】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

※ シート構成など詳細は「特殊切手『令和 3年用年賀郵便切手』の発行」のとおりです。 

 

 4 お年玉賞品 
今年の 1 等賞品は、昨年に引き続き、現金 3 0 万円または選べる電子マネーギフト 

「EJOICA（イージョイカ）セレクトギフト」31万円分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は、従来「のり式」だったところ、今年は「シール式」にしています。 

 

※ お年玉賞品の詳細は別紙 4のとおりです。 

 

 

 

 

 

https://www.post.japanpost.jp/kitte/collection/archive/2020/1029_01/206.pdf
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2020/00_honsha/0831_03_05.pdf


 5 年賀状の引受・配達 
 

◆年賀状の引受は 12月 15日（火）からです！◆ 
年賀状の引受開始日は 2020年 12月 15日（火）です。 

なお、引受開始前（2020 年 12 月 14 日（月）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、年賀状

の料額印面下部の「年賀」の文字を二重線などで抹消した上で、差し出しをお願いします。 

 

◆12月 25日（金）までの差し出しにご協力をお願いします！◆ 
年賀状を元日にお届けするため、できるだけ 2020年 12月 25 日（金）までに差し出しをお願いし

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。 

 

 

 6 その他 

 
◆喪中はがきを受け取ったら･･･◆ 

11月から 12月にかけて、喪中はがきをお受け取りになる方もいらっしゃると思います。 

喪中はがき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

（一部郵便局と簡易郵便局は除く。）で販売中です。 

 

 

※ 本資料に掲載のはがき・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 

 

 

【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。 

 

 

 

 


