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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2集」を発行します。 

第2集は、浅草界隈の小物、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2集 

発 行 日 2022年3月3日（木） 

種 類 63円郵便切手（シール式） 84円郵便切手（シール式） 

シ ー ト 

構成・意匠 

 

 

 

 

 

 

 

（1）七味唐辛子 

（2）天ぷらそば 

（3）扇子 

（4）江戸趣味小玩具 

（5）江戸切子 

（6）雷おこし 

（7）あわぜんざい 

（8）東京くみひも 

（9）足袋 

（10）べっ甲 

 

 

   

（1）かっぱ橋道具街 

（2）寄席 

（3）浅草花やしき 

（4）五重塔 

（5）今戸焼発祥之地 

（6）提灯 

（7）甘味処 

（8）雷門 

（9）どじょう料理 

（10）隅田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

特殊切手「江戸－東京シリーズ 第2集」の発行 

 

 



題 材 提 供 

（1）やげん堀 

（2）尾張屋 

（4）助六 

（5）浅草おじま 

（7）梅園 

（8）桐生堂 

（9）めうがや 

（10）べっ甲イソガイ 

（余白）千社札：浅草仲見世 マキノ玉森堂 

 

（1）東京合羽橋商店街振興組合、ニイミ洋食器店 

（2）浅草演芸ホール 

（3）浅草花やしき 

（4）、（8）浅草寺 

（5）今戸神社、今戸焼猫:助六 

（6）山崎屋源七提灯店 

（7）西山、（9）駒形どぜう 

（10）東京スカイツリー®、東武鉄道株式会社 

（余白）団子:言問団子、桜餅:長命寺櫻もち 

水上バス:東京都観光汽船 

神谷バー:神谷バー、人力車:時代屋 

灯籠:浅草六区通り会 

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）縦24.8mm×横26.7mm 

（2）縦22.2mm×横31.4mm 

（3）縦21.7mm×横29.2mm 

（4）縦29.5mm×横23.2mm 

（5）縦25.6mm×横22.8mm 

（6）縦25.5mm×横28.7mm 

（7）縦25.6mm×横27.6mm 

（8）縦26.2mm×横25.4mm 

（9）縦28.0mm×横24.9mm 

（10）縦26.2mm×横24.8mm 

（1）、（4）縦30.0mm×横21.0mm 

（2）、（3）、（5）、（7）、（9）、

（10） 

縦27.0mm×横27.0mm 

（6）、（8）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 500万枚（50万シート） 1,300万枚（130万シート） 

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 

（注）「郵便局のネットショップ」への掲載は、2022年3月3日（木）の予定です。 

 

2 発行する郵便切手のデザインについて  

浅草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】 

 浅草界隈の食べ物、小物、道具類などをデザインしています。 

【84円郵便切手】 

 浅草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。) 

 

 

 

 



【63円郵便切手】 

（1）合資会社 中島商店（やげん堀七味唐辛子本舗 新仲見世本店） 

  住所：〒111-0032 東京都台東区浅草一丁目28番3号 

   HP：https://yagenbori.jp/  

（2）株式会社 尾張屋（尾張屋本店） 

  住所：〒111-0032 東京都台東区浅草一丁目7番1号  

  HP：https://g615000.gorp.jp/  

（4）江戸趣味小玩具 助六 

  住所：〒111-0032 東京都台東区浅草二丁目3番1号 

  HP：http://www.asakusa-nakamise.jp/shop-7/sukeroku/  

（5）株式会社 浅草おじま 

  住所：〒111-0032 東京都台東区浅草四丁目49番7号 

  HP：http://www.edokiriko.jp/  

（7）株式会社 梅園（梅園 浅草本店） 

    住所：〒111-0032 東京都台東区浅草一丁目31番12号 

  HP：https://www.asakusa-umezono.co.jp/  

（8）桐生堂 

    住所：〒111-0032 東京都台東区浅草一丁目32番12号 

  HP：https://kiryudo.co.jp/  

（9）浅草 めうがや 

    住所：〒111-0032 東京都台東区浅草二丁目27番12号 

  HP：https://meugaya.jp/  

（10）株式会社 イソガイ(ベッ甲イソガイ浅草店)  

    住所：〒111-0032 東京都台東区浅草一丁目21番3号 

  HP：https://bekko-isogai.jp  

（余白）有限会社 マキノ玉森堂 

    住所：〒111-0032 東京都台東区浅草一丁目20番1号 

  HP：https://gyokushindo.jp/  

【84円郵便切手】 

（1）東京合羽橋商店街振興組合 

    住所：〒111-8628 東京都台東区松が谷三丁目18番2号 

  HP：https://www.kappabashi.or.jp/  

  有限会社 ニイミ洋食器店 

    住所：〒111-8628 東京都台東区松が谷一丁目1番1号 

  HP：https://www.kappabashi.or.jp/shops/143/  

（2）東洋興業 株式会社（浅草演芸ホール） 

  住所：〒111-0032 東京都台東区浅草一丁目43番12号 

  HP：https://www.asakusaengei.com/  

 

 



 

（3）株式会社 花やしき（浅草花やしき） 

    住所：〒111-0032 東京都台東区浅草二丁目28番1号 

  HP：https://www.hanayashiki.net/  

（4）、（8）浅草寺 

    住所：〒111-0032 東京都台東区浅草二丁目3番1号 

  HP：https://www.senso-ji.jp/  

（5）今戸神社 

    住所：〒111-0024 東京都台東区今戸一丁目5番22号 

  HP：https://imadojinja1063.crayonsite.net/ 

 江戸趣味小玩具 助六 

  住所：〒111-0032 東京都台東区浅草二丁目3番1号 

  HP：http://www.asakusa-nakamise.jp/shop-7/sukeroku/ 

（6）山崎屋源七提灯店 

    住所：〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目9番9号 

  HP：https://www.tegakichouchin.jp/  

（7）西山食品 有限会社(甘味処 西山） 

    住所：〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19番10号 

  HP：https://www.asakusa-nishiyama.com/  

（9）株式会社 駒形どぜう 

  住所：〒111-0043 東京都台東区駒形一丁目7番12号 

  HP：https://www.dozeu.com/  

（10）東武タワースカイツリー 株式会社（東京スカイツリー®） 

    住所：〒131-0045 東京都墨田区押上一丁目1番2号 

  HP：https://www.tokyo-skytree.jp/  

  東武鉄道株式会社 

    住所：〒131-8522 東京都墨田区押上二丁目18番12号 

  HP：https://www.tobu.co.jp/  

（余白）株式会社 言問（向島 言問団子） 

    住所：〒131-0033 東京都墨田区向島五丁目5番22号 

  HP：https://kototoidango.co.jp/  

  株式会社 やまもと（長命寺櫻もち） 

    住所：131-0033 東京都墨田区向島五丁目1番14号 

  HP：https://sakura-mochi.com/  

  東京都観光汽船 株式会社 

    住所：〒111-0033 東京都台東区花川戸一丁目1番1号 

  HP：http://www.suijobus.co.jp/  

 

 



 

 

  神谷商事 株式会社（神谷バー） 

    住所：〒111-0032 東京都台東区浅草一丁目1番1号 

  HP：http://www.kamiya-bar.com/  

  株式会社 時代屋 

    住所：〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目3番5号 

  HP：https://jidaiya.biz/  

   浅草六区通り会（代表：くじらの店 捕鯨舩） 

    住所：〒111-0032 東京都台東区浅草二丁目4番3号 

  HP：なし 

 

3 その他  

(1)「郵趣のための押印サービス」については別紙1をご参照ください。 

(2)日本郵便株式会社銀座郵便局において、通信販売を行います。 

→郵便振替による通信販売の詳細は、別紙2をご参照ください。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ

－23
フミ

-28
ニハ

－86
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。 

 

 

■販売業者：販売業者名 日本郵便株式会社 

      代表者氏名 衣川 和秀 

      住所    〒100-8792  

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 大手町プレイスウエストタワー 

受付窓口  お客様サービス相談センター  電話番号：0120-2328-86 

受付時間 平日8:00～21:00 / 土・日・休日9:00～21:00 

■支払方法：ゆうちょ銀行の「振替払込書」の払込みによってお支払いただきます。 

■申込期限：2022年4月4日（月）まで。 

      なお、申込期限前であっても、販売状況により早期に締め切る場合があります。 

通信販売のお申込みを早期に締め切る場合は、弊社Webサイトでお知らせします。 

■商品の引渡し時期： 

2022年2月17日（木）までにお申込みの場合は、発行日から順次送付します。 

      2022年2月18日（金）以降にお申込みの場合は、商品到着までに、入金の確認後から 

おおむね3週間かかる場合があります。 

■返品に関する特約： 

お届けした切手に瑕疵
か し

があった場合は、到着後、上記受付窓口にご連絡ください。なお 

切手の瑕疵
か し

以外での返品には応じかねます。 

■申込締め切り後のご注文・本商品の発行が中止または延期された場合の返金： 

申込締め切り後にご注文をいただいた場合や、本商品の発行が中止または延期された場合 

には、商品代金と送料を現金書留郵便物により返金いたします。お申込み時にお支払い 

いただいた郵便振替手数料につきましては、返金いたしかねますので、ご了承ください。 
■ゆうちょ銀行の自動払込みによるお申込み 

      特殊切手やふるさと切手を継続して購入をご希望の方は、１回のお申込みで継続して郵便切

手のご購入ができる、ゆうちょ銀行の自動払込みを利用した通信販売サービスをご利用いただけ

ます。お申込みを希望されるお客さまは銀座郵便局 切手普及部にご連絡ください。 

銀座郵便局 切手普及部 ℡ 03-3524-2126 

営業日時は月～金（祝日除く）の9時～17時 

 

通信販売についてのお知らせ 



特殊切手「江戸－東京シリーズ 第 2 集」 

 

 

 

 

 

郵趣のための押印サービス 

 押印には、台紙等に切手を貼付して押印する「記念押印」と、実際に差し出される郵便物に切手を 

貼付して押印する「引受消印」があります。 

 記念押印は 3mm～5mm、引受消印は 10mm 程度印面にかかるように押印します。記念押印に用いること

ができる日付印は、第二種郵便料金相当額を 1 単位として、1 単位につき 1 種類で、切手への押印回数

は最少回数で行います。また、引受消印に用いることができる日付印は 1 通（個）の郵便物等につき 1

種類です。 

 

押印サービスの実施方法 

 「郵便窓口」で行うものと郵便により申し込む「郵頼」の二つの方法があり、詳細は次のとおりです。 

 

１ 郵便窓口での押印 

種類 絵入り（押印機） 絵入り（手押し） 黒活（和文ハト印） 黒活（機械ハト印） 黒活（欧文ハト印） 

使用期間 

 

取扱郵便局 

2022 年 3 月 3 日（木） 

のみ 

2022 年 3 月 3 日（木）

のみ 
2022 年 3 月 3日（木）のみ 

9:00～19:00 9:00～19:00 9:00～12:00 

 

 

別表１ 

 

 
 

記念押印・引受消印 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

別表２ 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

別表３ 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

  

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

（注１）「絵入り」とは、絵入りハト印のことです。また、「黒活」とは、和文ハト印、欧文ハト印および

機械ハト印の総称です。 

（注２）「引受消印」のうち、欧文ハト印および機械ハト印については、外国宛てとする郵便物に対する

ものに限ります。 

（注３）押印見本（イメージ画像）の局名表示、年月日は、それぞれの使用局名、使用年月日に読み替え 

ます。 

別紙 1 

◎ 新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、「郵趣のための押印サービス」については、可

能な限り、郵便により申し込む「郵頼」をご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

◎ 押印の時間については、郵便局の営業時間よりも短縮して行うこと、また、特設会場での押印

を中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

  



２ 郵頼による押印 

(1) 郵頼の意匠等 

種類 絵入り 黒活 

取扱郵便局 押印方法 
お申込期限 

2022 年 2 月 17 日（木）（当日消印有効） 

東京中央郵便局 

 

押印機 

 
記念押印 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

手押し 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

（注１）「絵入り」とは、絵入りハト印のことです。また、「黒活」とは、和文ハト印、欧文ハト印および

機械ハト印の総称です。 

（注２）「引受消印」のうち、機械ハト印については、外国宛てとする郵便物に対するものに限ります。 

（注３）押印見本（イメージ画像）の局名表示、年月日は、それぞれの使用局名、使用年月日に読み替 

えます。 

 

(2) お申込み方法 

切手の発行ごとに、お申込郵便局を指定させていただきます。所要の郵便切手代金（「普通為替」

または「定額小為替」によること。）を添え、次の要領で「記念押印」、「引受消印」、「手押し」また

は「押印機」の各別にお申込みください。シート単位での販売のため、必要となるシート数の代金

を添えてお申込みいただく必要がありますので、ご注意ください。 

なお、既に発行済みの郵便切手、郵便はがき等を送付し、その郵便切手、郵便はがき等に対して

の本件の特殊通信日付印、黒活の郵頼は、受付いたしません。 

また、黒活（機械ハト印）による押印において、切手の貼付位置は、印影のかかる位置になるよ

う指定してください（以下の図参照）。 

 
注：押印位置は封筒等の角から測ったものです。印影が切手に届くように貼付位置を指定して 

ください。



 ア 記念押印 

    郵便切手を貼る位置、郵便切手の意匠（種類）および押印箇所等を

指定した封筒もしくは台紙またはこれに類するもので、材質が紙で

あるもの（１枚の大きさが 26.7 ㎝×19.7 ㎝以内のもの。ただし、切

手シートのまま押印を希望される場合は、22.9cm×16.2cm 以上、

33.2cm×24.0cm 以内のものとしてください｡押印機は台紙上部から

16.5cm までの範囲で押印可能です。（※右図参照））および返信用封

筒(返送先を明記し、必要な郵便切手を貼り付けたもの)を送付して

ください。 

今回はシール式のため、1シートの重さは 63 円シートが 2.3g、84

円シートが 4.2g です。返信用封筒の郵便料金にご注意ください。 

    押印機による押印については、押印箇所が光沢紙などのように表

面に特殊加工がされていない材質の紙とするようにしてください。 

    なお、お申込封筒の表面左横には、それぞれ次のとおり朱書きして

ください。 

(ｱ) 手押しによる押印…「江戸東京・手押し（東京中央局）」 

(ｲ) 押印機による押印…「江戸東京・押印機（東京中央局）」 

イ 引受消印 

    郵便切手の意匠(種類)を指定の上、宛名を明記した定形郵便物の大きさの封筒または私製

葉書を送付してください。引受消印は手押しによる押印のみの受付です。押印機による押印

の受付は行っておりません。 

    なお、残りの切手シートは返送しますので、返信用封筒（返送先を明記し、必要な郵便 

切手を貼り付けたもの）を同封してください。（1シートの重さは 63 円シートが 2.3g、84 円

シートが 4.2g です。） 

また、お申込み封筒の表面左横には、次のとおり朱書きしてください。 

「江戸東京・引受(東京中央局)」 

ウ お申込先(郵頼指定局) 

取扱郵便局 押印方法 申込先 

東京中央郵便局 

手押し 

〒100-8994 東京都千代田区丸の内 2-7-2 

東京中央郵便局 

「江戸東京・手押し（東京中央局）」郵頼担当係 

押印機 

〒100-8994 東京都千代田区丸の内 2-7-2 

 東京中央郵便局 

「江戸東京・押印機（東京中央局）」郵頼担当係 

エ お申込期限 

    2022 年 2 月 17 日（木）（当日消印有効） 
 

オ ご連絡先の記載 

   郵頼に関する確認のご連絡をさせていただく場合がございますので、押印指示書にご連絡

先の電話番号を記載してください。 

 



別表１ 絵入りハト印(手押し、押印機とも)、和文ハト印および機械ハト印 

地方別 郵 便 局 名             

北海道 札幌中央 

東 北 仙台中央 

南関東 横浜中央 

東 京 東京中央（注１） 

信 越 長野中央 

東 海 名古屋中央（注２） 

近 畿 大阪中央 

九 州 福岡中央 

（注１）切手発行日の東京中央郵便局における押印は、東京中央郵便局窓口等では行わず京橋郵便局内に 

   東京中央郵便局の記念押印特設会場を開設して実施します（局名表示は「東京中央」です。）。 

（注２）切手発行日の名古屋中央郵便局における押印は、名古屋中央郵便局窓口等では行わず名古屋柳橋 

   郵便局隣接の会議施設において名古屋中央郵便局の記念押印特設会場を開設して実施します。 

 

別表２ 絵入りハト印(手押し)、和文ハト印および機械ハト印 

地方別 郵 便 局 名             

信 越 新潟中央 

北 陸 金沢中央 

東 海 岐阜中央 

近 畿 京都中央および神戸中央 

中 国 広島中央および岡山中央 

沖 縄 那覇中央 



別表３ 絵入りハト印(手押し)、和文ハト印および欧文ハト印 

地方別 郵 便 局 名             

北海道 旭川中央、函館中央および釧路中央 

東 北 青森中央、盛岡中央、秋田中央、山形中央および福島中央 

関 東 水戸中央、宇都宮中央、前橋中央、さいたま中央および千葉中央 

南関東 甲府中央 

東 京 日本橋、京橋、芝、上野、渋谷および新宿 

北 陸 富山中央および福井中央 

東 海 静岡中央および津中央 

近 畿 大津中央、奈良中央および和歌山中央 

中 国 鳥取中央、松江中央および山口中央 

四 国 松山中央、徳島中央、高松中央および高知中央 

九 州 北九州中央、長崎中央、佐賀中央、大分中央、熊本中央、宮崎中央および鹿児島中央 

 



別紙2

種　　類 申込略称 申込限度 申込締切日 種　　類 申込略称 申込限度 申込締切日 種　　類 申込略称 申込限度 申込締切日

江戸-東京シ
リーズ第2集
（63円）

江戸東京2・
63

シート単位で
20シートまで

2022年4月4日（月）
江戸-東京シ
リーズ第2集
（84円）

江戸東京2・
84

シート単位で
20シートまで

2022年4月4日（月）

江戸-東京シ
リーズ第2集
63円・84円
セット

江戸東京2セット
セット単位で
10セットまで

2022年4月4日（月）

申込数量別送金額は下表のとおりです。 申込数量別送金額は下表のとおりです。 申込数量別送金額は下表のとおりです。

申込数量
（シート）

切手代金
(円）

送　料
(円）

合　計
(円）

申込数量
（シート）

切手代金
(円）

送　料
(円）

合　計
(円）

申込数量
（セット）

切手代金
(円）

送　料
(円）

合　計
(円）

1 630 440 1,070 1 840 440 1,280 1 1,470 440 1,910

2 1,260 440 1,700 2 1,680 440 2,120 2 2,940 460 3,400

3 1,890 440 2,330 3 2,520 460 2,980 3 4,410 460 4,870

4 2,520 440 2,960 4 3,360 460 3,820 4 5,880 460 6,340

5 3,150 440 3,590 5 4,200 460 4,660 5 7,350 460 7,810

6 3,780 440 4,220 6 5,040 460 5,500 6 8,820 460 9,280

7 4,410 460 4,870 7 5,880 460 6,340 7 10,290 460 10,750

8 5,040 460 5,500 8 6,720 460 7,180 8 11,760 460 12,220

9 5,670 460 6,130 9 7,560 460 8,020 9 13,230 460 13,690

10 6,300 460 6,760 10 8,400 460 8,860 10 14,700 530 15,230

11 6,930 460 7,390 11 9,240 460 9,700

12 7,560 460 8,020 12 10,080 460 10,540

13 8,190 460 8,650 13 10,920 460 11,380

14 8,820 460 9,280 14 11,760 460 12,220

15 9,450 460 9,910 15 12,600 530 13,130

16 10,080 460 10,540 16 13,440 530 13,970

17 10,710 460 11,170 17 14,280 530 14,810

18 11,340 460 11,800 18 15,120 530 15,650

19 11,970 460 12,430 19 15,960 530 16,490

20 12,600 460 13,060 20 16,800 530 17,330

通信販売の実施

＊江戸-東京シリーズ第2集63円・84円セットは、「江戸-東京シリーズ第2
集」63円、84円、各1シートのセットです。

〈通信販売振込先〉

口座番号：００１４０－３－９５４７１ ／ 加入者名：一般通販係

※ 申込用紙には、住所、氏名、電話番号、お申し込み頂く切手等の名称（申込略称）、注文数及び送金額（切手等代金＋郵送料）を明記ください。
※ 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。


