
１　東京2020オリンピック聖火リレー

順番 通過地域 小型印の使用期間 小型印の記念事項名称 押印サービスの実施郵便局

1 福島県 2020年3月26日（木） ～ 2020年3月28日（土） 東京2020オリンピック聖火リレー・福島 福島県 福島中央、郡山、原町、郡山開成、若松東栄町

2 栃木県 2020年3月29日（日） ～ 2020年3月30日（月） 東京2020オリンピック聖火リレー・栃木 栃木県 宇都宮中央、日光、烏山

3 群馬県 2020年3月31日（火） ～ 2020年4月1日（水） 東京2020オリンピック聖火リレー・群馬 群馬県 前橋中央、高崎

4 長野県 2020年4月2日（木） ～ 2020年4月3日（金） 東京2020オリンピック聖火リレー・長野 長野県 長野中央、松本

5 岐阜県 2020年4月4日（土） ～ 2020年4月5日（日） 東京2020オリンピック聖火リレー・岐阜 岐阜県 岐阜中央、高山

6 愛知県 2020年4月6日（月） ～ 2020年4月7日（火） 東京2020オリンピック聖火リレー・愛知 愛知県 名古屋中央、名古屋中、名古屋東、千種、豊橋、豊田

7 三重県 2020年4月8日（水） ～ 2020年4月9日（木） 東京2020オリンピック聖火リレー・三重 三重県 津中央、伊勢、熊野

8 和歌山県 2020年4月10日（金） ～ 2020年4月11日（土） 東京2020オリンピック聖火リレー・和歌山 和歌山県 和歌山中央、橋本

9 奈良県 2020年4月12日（日） ～ 2020年4月13日（月） 東京2020オリンピック聖火リレー・奈良 奈良県 奈良中央、橿原

10 大阪府 2020年4月14日（火） ～ 2020年4月15日（水） 東京2020オリンピック聖火リレー・大阪 大阪府 大阪中央、大阪東、堺、吹田千里

11 徳島県 2020年4月16日（木） ～ 2020年4月17日（金） 東京2020オリンピック聖火リレー・徳島 徳島県 徳島中央、鳴門

12 香川県 2020年4月18日（土） ～ 2020年4月19日（日） 東京2020オリンピック聖火リレー・香川 香川県 高松中央、観音寺

13 高知県 2020年4月20日（月） ～ 2020年4月21日（火） 東京2020オリンピック聖火リレー・高知 高知県 高知中央、宿毛

14 愛媛県 2020年4月22日（水） ～ 2020年4月23日（木） 東京2020オリンピック聖火リレー・愛媛 愛媛県 松山中央、松山西、新居浜、八幡浜

15 大分県 2020年4月24日（金） ～ 2020年4月25日（土） 東京2020オリンピック聖火リレー・大分 大分県 大分中央

16 宮崎県 2020年4月26日（日） ～ 2020年4月27日（月） 東京2020オリンピック聖火リレー・宮崎 宮崎県 宮崎中央、都城、加久藤

17 鹿児島県 2020年4月28日（火） ～ 2020年4月29日（水） 東京2020オリンピック聖火リレー・鹿児島 鹿児島県 鹿児島中央、鹿児島東、鹿児島松原、指宿

18 沖縄県 2020年5月2日（土） ～ 2020年5月3日（日） 東京2020オリンピック聖火リレー・沖縄 沖縄県 那覇中央、那覇東、宮古、八重山、名護、糸満

19 熊本県 2020年5月6日（水） ～ 2020年5月7日（木） 東京2020オリンピック聖火リレー・熊本 熊本県 熊本中央、熊本東

20 長崎県 2020年5月8日（金） ～ 2020年5月9日（土） 東京2020オリンピック聖火リレー・長崎 長崎県 長崎中央、長崎北、長崎小曽根、佐世保

21 佐賀県 2020年5月10日（日） ～ 2020年5月11日（月） 東京2020オリンピック聖火リレー・佐賀 佐賀県 佐賀中央、東唐津

22 福岡県 2020年5月12日（火） ～ 2020年5月13日（水） 東京2020オリンピック聖火リレー・福岡 福岡県 福岡中央、北九州中央、博多、早良、博多南、大牟田、博多港、門司港

23 山口県 2020年5月14日（木） ～ 2020年5月15日（金） 東京2020オリンピック聖火リレー・山口 山口県 山口中央、下関、萩

24 島根県 2020年5月16日（土） ～ 2020年5月17日（日） 東京2020オリンピック聖火リレー・島根 島根県 松江中央

25 広島県 2020年5月18日（月） ～ 2020年5月19日（火） 東京2020オリンピック聖火リレー・広島 広島県 広島中央、福山、広島西、呉

26 岡山県 2020年5月20日（水） ～ 2020年5月21日（木） 東京2020オリンピック聖火リレー・岡山 岡山県 岡山中央、倉敷、津山

27 鳥取県 2020年5月22日（金） ～ 2020年5月23日（土） 東京2020オリンピック聖火リレー・鳥取 鳥取県 鳥取中央、倉吉

28 兵庫県 2020年5月24日（日） ～ 2020年5月25日（月） 東京2020オリンピック聖火リレー・兵庫 兵庫県 神戸中央、灘、長田、尼崎、姫路、篠山

29 京都府 2020年5月26日（火） ～ 2020年5月27日（水） 東京2020オリンピック聖火リレー・京都 京都府 京都中央、中京、左京、亀岡

30 滋賀県 2020年5月28日（木） ～ 2020年5月29日（金） 東京2020オリンピック聖火リレー・滋賀 滋賀県 大津中央、長浜

31 福井県 2020年5月30日（土） ～ 2020年5月31日（日） 東京2020オリンピック聖火リレー・福井 福井県 福井中央、鯖江

32 石川県 2020年6月1日（月） ～ 2020年6月2日（火） 東京2020オリンピック聖火リレー・石川 石川県 金沢中央、金沢南、小松、兼六園、和倉温泉

33 富山県 2020年6月3日（水） ～ 2020年6月4日（木） 東京2020オリンピック聖火リレー・富山 富山県 富山中央、高岡

34 新潟県 2020年6月5日（金） ～ 2020年6月6日（土） 東京2020オリンピック聖火リレー・新潟 新潟県 新潟中央、新潟中、大和、岩船

35 山形県 2020年6月7日（日） ～ 2020年6月8日（月） 東京2020オリンピック聖火リレー・山形 山形県 山形中央、霞城セントラル、酒田

36 秋田県 2020年6月9日（火） ～ 2020年6月10日（水） 東京2020オリンピック聖火リレー・秋田 秋田県 秋田中央、花輪

37 青森県 2020年6月11日（木） ～ 2020年6月12日（金） 東京2020オリンピック聖火リレー・青森 青森県 青森中央、八戸湊

38 北海道 2020年6月14日（日） ～ 2020年6月15日（月） 東京2020オリンピック聖火リレー・北海道 北海道
札幌中央、旭川中央、函館中央、釧路中央、札幌大通、札幌西、豊平、岩見沢、函
館東、留萌、小樽、室蘭、東室蘭、浦河、帯広、根室、北見、千歳、白老

39 岩手県 2020年6月17日（水） ～ 2020年6月19日（金） 東京2020オリンピック聖火リレー・岩手 岩手県 盛岡中央、久慈、陸前高田、盛岡八幡

40 宮城県 2020年6月20日（土） ～ 2020年6月22日（月） 東京2020オリンピック聖火リレー・宮城 宮城県 仙台中央、仙台南、仙台東、女川、利府

41 静岡県 2020年6月24日（水） ～ 2020年6月26日（金） 東京2020オリンピック聖火リレー・静岡 静岡県 静岡中央、浜松、静岡県庁内、沼津杉崎、富士宮宮町

42 山梨県 2020年6月27日（土） ～ 2020年6月28日（日） 東京2020オリンピック聖火リレー・山梨 山梨県 甲府中央、富士吉田

43 神奈川県 2020年6月29日（月） ～ 2020年7月1日（水） 東京2020オリンピック聖火リレー・神奈川 神奈川県 横浜中央、横浜中、横浜港、川崎中央、藤沢片瀬山、橋本、藤沢

44 千葉県 2020年7月2日（木） ～ 2020年7月4日（土） 東京2020オリンピック聖火リレー・千葉 千葉県 千葉中央、蓮沼、美浜、松戸

45 茨城県 2020年7月5日（日） ～ 2020年7月6日（月） 東京2020オリンピック聖火リレー・茨城 茨城県 水戸中央、筑波学園

46 埼玉県 2020年7月7日（火） ～ 2020年7月9日（木） 東京2020オリンピック聖火リレー・埼玉 埼玉県 さいたま中央、熊谷、さいたま新都心、所沢

47 東京都 2020年7月10日（金） ～ 2020年7月24日（金） 東京2020オリンピック聖火リレー・東京 東京都

東京中央、日本橋、神田、京橋、芝、上野、渋谷、新宿、大手町、麹町、目
黒、世田谷、中野、豊島、武蔵野、立川、八王子、原町田六、足立、東村山、
府中白糸台、大島、吉祥寺北町、練馬二、中央浜町一、品川区役所前、芝公
園、荒川、八王子台町、瑞穂

２　東京2020パラリンピック聖火リレー

順番 通過地域 小型印の使用期間 小型印の記念事項名称 押印サービスを実施する郵便局

1 静岡県 2020年8月18日（火） 東京2020パラリンピック聖火リレー・静岡 静岡県 静岡中央、浜松

2 千葉県 2020年8月19日（水） 東京2020パラリンピック聖火リレー・千葉 千葉県 千葉中央

3 埼玉県 2020年8月20日（木） 東京2020パラリンピック聖火リレー・埼玉 埼玉県 さいたま中央

4 東京都 2020年8月21日（金）～2020年8月25日（火） 東京2020パラリンピック聖火リレー・東京 東京都
東京中央、日本橋、神田、京橋、芝、上野、渋谷、新宿、大手町、麹町、目
黒、世田谷、中野、豊島、武蔵野、立川、八王子

別添　

東京2020聖火リレーに伴う小型印の使用期間、実施郵便局等一覧


