
 

 
 
 
 

2021 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、 

2022（令和 4）年用年賀葉書などを 2021年 11月 1日（月）から販売します。 

2022（令和 4）年用年賀葉書の主な特徴は次のとおりです。 

 

【年賀葉書】 

今年は新たに、森林保全につながる FSCⓇ認証を受けた紙を使用しています。 

また、通信面全面にディズニーキャラクターをイメージしたデザインを施したディズニー 

デザイン カラー年賀葉書や、通信面に絵が入っている寄付金付絵入り年賀葉書など、今年も 

さまざまな種類の年賀葉書を用意しています。 

 

■ FSCⓇ認証 

2022年用年賀葉書は全ての券種で、森林保全につながる FSCⓇ認証を受けた紙を使用しています。 

FSCⓇ認証は、Forest Stewardship CouncilⓇ（森林管理協議会）が、環境・社会・経済の 

持続可能性の観点から責任ある森林管理の原則に基づく規格を定め、責任ある管理をされた森林や、 

そこから生産された林産物、再生資源、その他の管理された供給源からの原材料で作られた製品を

識別する、国際的な森林認証制度です。（ライセンス番号 FSCⓇN003561） 

なお、今回、製造工程の一部も見直すため、年賀葉書の製造工程で排出される温室効果ガスを削

減できる見通しです。 

 

■ ディズニー 年賀葉書 

人気のディズニー 年賀葉書は、昨年に引き続きくまのプーさんのデザインです。昨年の年賀葉書

でプーさんとピグレットが作っていた牛の雪だるまに、ティガーが勢いよく突っ込んできて寅
とら

年を

お祝いしている、遊び心あるデザインです。 

また、今回新たに、ティガーのしま模様をイメージしたカラーパターンを通信面全面にデザイン

した、ディズニーデザイン カラー年賀葉書を発行します。 

 

■ 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
え と

の寅にちなみ「竹林と虎張り子」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 28 種類のデザインを 

ご用意します。 

 

【郵便年賀.jp】 

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をご用意しています。 

年賀状作成に使える画像やテンプレートについても、1,000 種類以上ご用意しています。 

 

 

 

 

2022（令和 4）年用年賀葉書などの発行および販売 



 

 

 

【年賀郵便切手】 

年賀 63 円郵便切手は年賀切手初のシール式で、1 枚単位でお買い求めいただけます。1 枚単位で

お買い求めいただけるシール式切手の発行は、今回が初めてとなります。 

 

【お年玉賞品】 

今年の 1 等賞品は、現金 30 万円、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」31万円分に加え、新たに 2021年発行特殊切手集と現金 20万円のセットをご用意します。 

2021 年発行特殊切手集は、2021 年 1 月から同年 12 月までに発行された特殊切手と、 

切手デザイナー描き下ろしのここでしか手に入らないオリジナルフレーム切手を収めた、特別な 

切手集です。 
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 1 年賀葉書の種類 
2022 年用年賀葉書の当初発行枚数は約 18.3 億枚（うち、券種が確定している発行枚数は約 17.0

億枚、販売状況に応じ券種を決定する券種未確定の発行枚数は約 1.3億枚。対前年比 約 94％（2021

年用の当初発行枚数は約 19.4億枚））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、2021 年 11月 1日（月）から 2022年 1月 7日（金）まで販売します。 

また、2022 年用年賀葉書は全ての券種で、森林保全につながる FSCⓇ認証を受けた紙で製造 

しております。多くのお客さまに長く親しまれている年賀葉書を FSCⓇ認証紙にすることで、森林の

生物多様性や地域社会に配慮した、持続可能な自然資源の利用と、手紙文化の継承を推進し、 

お客さまとともに世界の森林保全を応援してまいります。 

今後、通常葉書についても、順次 FSCⓇ認証紙に切り替えていきます。（ライセンス番号 FSCⓇN003561） 

 

◆ディズニー 年賀葉書◆ 

2021 年用の年賀葉書では牛の雪だるまを作っていたプーさんとピグレット。その雪だるまに 

ティガーが勢いよく突っ込んで、寅年の幕開けをにぎやかにお祝いしているデザインです。 

 

    【ディズニー 年賀葉書】 

   

                   【参考：ディズニー 年賀葉書（2021年用）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ⒸDISNEY. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. 
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◆ディズニーデザイン カラー年賀葉書◆ 

料額印面には、寅年を祝うティガーの書き初めをデザインしています。 

通信面には、ティガーのしま模様と飛び跳ねる様子をイメージしたカラーパターンを、全面に 

デザインしています。 

【ディズニーデザイン カラー年賀葉書】 

あて名面              通信面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆寄付金付絵入り年賀葉書（全国版および地方版）◆ 

1 枚につき 5 円が寄付金となり、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

に役立てられる年賀葉書です。 

全国版は、虎が住む竹林の間から見える初日の出に希望を託し、手前に元気な虎の張り子を 

デザインしました。 

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 28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 28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               通信面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⒸDISNEY. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. 

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0831_02_04.pdf


◆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年賀葉書です。  

広告が入っていることで、販売価格が 1枚につき 5円安くなっています。 

 

 

 2 年賀葉書に関する各種サービス 
 

ア デジタル関連サービス 

◆年賀特設サイト「郵便年賀.jp」がオープンします◆ 
豊富なデザインテンプレートやパーツ、文例集など年賀状づくりに役立つコンテンツ（「知る」、

「買う」、「つくる」、「送る」）を提供し、年賀状の作成を全面的にサポートする特設サイト 

「郵便年賀.jp」（パソコン用、スマートフォン用）を 2021年 11月 1日（月）からオープンします。 

「郵便年賀.jp」のオープンに先立ち、年賀葉書の商品紹介などのプレサイトを本日（2021年 8月

31日(火)）からオープンします。 

 

 

 

 
 

【年賀状クイックサーチ】 

今年も、無料で使えるテンプレートやパーツをご用意しています。 

個人はもちろん、ビジネスにも利用でき、来年の干支
え と

が描かれた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」（Web 版、スマートフォンアプリ版）を 2021年 11月 1日（月）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。 

※「はがきデザインキット」（PCインストール版）は提供を終了いたしました。 

 

◆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◆ 

郵便局のネットショップ内「切手・はがきストア」でも年賀葉書をご購入いただけます。 

＜ネットショップの取扱期間＞ 

ご注文の受け付けは2021年10月25日（月）から同年12月24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（くぼみ入りおよび四面連刷を除く。）、 

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、 

ディズニーデザイン カラー年賀葉書、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）。送料はお届け先ごとに全国一律 720 円（税込）です。お届け先ごとのご注文 

金額が 5,000 円以上の場合は、送料のご負担はありません。 

 

 

 

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。 

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://nenga.yu-bin.jp/
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/pages/kitte_hagakistore.aspx


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 230 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、氏名などを年賀葉書に

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。 

「年賀状印刷」、「喪中はがき印刷」のカタログをご用意し、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。 

今年度は、人気の絵柄のデザイン数を増やすとともに、申込書の記入欄を大きくし、書きやすく 

分かりやすいように改善しました。また、一部オプションサービスの料金を見直しました。 

＜本サービスの取扱期間＞ 

2021年 9月 1日（水）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 2021年 12 月 20日（月）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 2021 年 11 月 1 日（月）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葉書です。 

また、「お手軽年賀はがき」および「『となりのトトロ』お手軽年賀はがき」は、「郵便局の 

ネットショップ」（URL：https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/）でも取り扱う予定です。 

「お手軽年賀はがき」などの年賀関連商品の詳細は、別途お知らせします。 

 

＜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（550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（610 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 3枚入り（490 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 3枚入り（490円：税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵便局の年賀状印刷（URL：https://print.shop.post.japanpost.jp/nenga/） 
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 2022年 1月 7日（金）18 時までです。 

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/
https://print.shop.post.japanpost.jp/nenga/?utm_source=press&utm_medium=digital-jp&utm_campaign=nenga&utm_content=k


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、「顧客リストがない」、「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＞ 

2021年 12月 15日（水）から同年 12月 24日（金）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や、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。 

詳しくは、お近くの郵便局にお尋ねください。 

＜本サービスの申込期間＞ 

2021年 8月 31日（火）から同年 10月 15日（金）までです。 

 

◆「はがきの DM（ダイレクトメール）」に年賀コンテンツを用意しました◆ 
業種別の DM テンプレート・素材を無料で提供している Web サイト「はがきの DM（ダイレクト 

メール）」に、年賀葉書として使用できるテンプレート・素材を 2021 年 11 月 1 日(月)から掲載 

いたします。他にも、DM の活用術などを載せていますので、ぜひビジネスシーンなどでご活用 

ください。 

なお、テンプレートの掲載に先立ち、年賀葉書に関する特設ページを本日（2021年 8月 31 日（火）） 

からオープンします。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はがきの DM（ダイレクトメール）」 

（URL：https://www.post.japanpost.jp/yubin_dm/nengadm/） 
＊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.post.japanpost.jp/yubin_dm/nengadm/


 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 4 年用年賀郵便切手」を年賀葉書と  

同日に発行します。 

年賀 63 円郵便切手は年賀切手初のシール式で、1 枚単位でお買い求めいただけます。1 枚単位で

お買い求めいただけるシール式切手の発行は、今回が初めてとなります。 

 

◆発行概要◆ 

・発 行 日  2021 年 11 月 1日（月） 

・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】シール式       【年賀 84円郵便切手】のり式 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ シート構成など詳細は「特殊切手『令和 4年用年賀郵便切手』の発行」のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.post.japanpost.jp/kitte/collection/archive/2021/1101_01/0250.pdf


 4 お年玉賞品 
今年の 1 等賞品は、現金 30 万円、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 万円分に加え、新たに 2021 年発行特殊切手集と現金 20 万円のセットが登場します。 

3種類の賞品からいずれかをお選びいただけます。 

2021 年発行特殊切手集は、2021 年 1 月から同年 12 月までに発行された特殊切手と、 

切手デザイナー描き下ろしのここでしか手に入らないオリジナルフレーム切手を収めた、特別な 

切手集になります。 

また、3等のお年玉切手シートは、昨年に引き続きシール式です。 

お年玉賞品の詳細は別紙 4のとおりです。 

 

 

 5 年賀状の引き受け・配達 
 

◆年賀状の引き受けは 2021年 12 月 15 日（水）からです◆ 
年賀状の引き受け開始日は 2021年 12月 15 日（水）です。 

なお、引き受け開始前（2021 年 12 月 14 日（火）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。 

 

◆2021年 12月 25日（土）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、2021 年 12月 25日（土）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。 

 

 

※ 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 

 

 

【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＞ 

  0120-23-28-86（フリーダイヤル） 

  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。 

 

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0831_02_05.pdf

