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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 髙橋 亨）は、2008（平成 20）年から約 8

年間にわたり発行してきたふるさと切手「地方自治法施行 60 周年記念シリーズ」が、「地方自治法施

行 60 周年記念シリーズ 東京都」（2016（平成 28）年 6月 7 日発行）の発行をもって完結することを

記念し、「地方自治法施行 60 周年記念シリーズ 切手帳」を発売します。

ふるさと切手「地方自治法施行 60 周年記念シリーズ」は、都道府県ごとに、それぞれの地域の美

しい風物や特色あるイベントなどをデザインに織り込んで発行してきました。本切手帳は、各都道府

県の切手シート背景と同じ題材を 1 つ 1 つの切手にデザインし、47 枚の切手を 1 シートに収めた切手

帳です。

1 発売する切手帳の概要

名 称 地方自治法施行 60 周年記念シリーズ 切手帳

発 売 日 2016（平成 28）年 6月 7 日（火）

価 格 5,000 円（税込）

発 売 部 数 20,000 部

商 品 構 成

（1）

（注 1）

地方自治法施行 60 周年記念切手シート 1 シート（82 円×47 枚）

意 匠 等 別紙 1 のとおり

シート寸法 縦 175.0mm×横 280.5mm

印面寸法 縦 27.0mm×横 22.5mm

小切寸法 縦 30.0mm×横 25.5mm

切手デザイン 丸山智（切手デザイナー）

版式刷色 グラビア 5 色

（2）
切手帳本体

（寸法は縦 250mm×横 320mm×厚さ 2mm）（注 2）

（3）
付属リーフレット

（寸法は縦 630mm×横 594mm、6 つ折り後縦 210mm×横 297mm）（注 2）

商 品 画 像 別紙 2 のとおり

販 売 場 所

発売開始日に販売する郵便局は原則として、弊社 Web サイトでお知らせする郵便

局です。その他の郵便局においては、取り寄せによる販売となります。

（弊社 Web サイト内「切手 SHOP」のほか郵便振替による通信販売も行います。）（注

3）

そ の 他
各切手には、「微細文字」という特殊印刷を施しており、「82」の文字の中に、非

常に細かな文字で書かれた都道府県名がそれぞれ隠されています。

（注 1）切手帳に含まれる切手のみの販売は行いません。

（注 2）寸法は若干変更となる場合があります。

「地方自治法施行 60 周年記念シリーズ 切手帳」の発売



（注 3）切手 SHOP への掲載は、2016（平成 28）年 5 月 24 日（火）を予定しています。

2 その他

通信販売等の販売概要、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。

以 上

【報道関係の方のお問い合わせ先】
日本郵便株式会社
経営企画部 広報室 報道担当
電話：（代 表）03-3504-4411

（直 通）03-3504-9798

【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 8：00～22：00

       土・日・休日 9：00～22：00＞



別紙 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)

(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)

(41) (42) (43) (44) (45) (46) (47)

都道府県 意匠 写真撮影・提供 都道府県 意匠 写真撮影・提供

(1) 北海道 タンチョウ 後藤昌美 (25) 滋賀県 琵琶湖 滋賀県

(2) 青森県 白神山地 岡田光司 (26) 京都府 大文字に東寺五重塔 吉田則之

(3) 岩手県 中尊寺金色堂新覆堂 中尊寺 (27) 大阪府 水都大阪（中之島風景） 大阪府

(4) 宮城県 松島 星信秋 (28) 兵庫県 春の姫路城 高椋俊樹

(5) 秋田県 秋田竿燈まつり 秋田市 (29) 奈良県 興福寺五重塔と若草山焼きと花火 野中郁夫

(6) 山形県 山形花笠まつり 山形県 (30) 和歌山県 高野山（奥の院） 大沢斉

(7) 福島県 花見山公園から見た景色 福島県 (31) 鳥取県 鳥取砂丘 西垣良次

(8) 茨城県 偕楽園 実田謙一 (32) 島根県 出雲大社 丸山智

(9) 栃木県 いちご（とちおとめ） 栃木県 (33) 岡山県 岡山後楽園 黒田績生

(10) 群馬県 尾瀬ヶ原と至仏山 田上明 (34) 広島県 瀬戸内海 中尾俊之

(11) 埼玉県 長瀞 長瀞町 (35) 山口県 角島大橋 西垣良次

(12) 千葉県 幕張新都心 千葉県 (36) 徳島県 阿波おどり 小川直樹

(13) 東京都 東京マラソン (一財)東京マラソン財団 (37) 香川県 瀬戸内海 香川県

(14) 神奈川県 江の島と湘南海岸 藤沢市 (38) 愛媛県 瀬戸内しまなみ海道 荒木則行

(15) 新潟県 萬代橋 岡大祐 (39) 高知県 四万十川 黒田績生

(16) 富山県 チューリップ 田中秀明 (40) 福岡県 大濠公園 福岡県

(17) 石川県 金沢城石川門 石川県 (41) 佐賀県 有明海 佐賀県

(18) 福井県 永平寺 福井県観光連盟 (42) 長崎県 九十九島 長崎県

(19) 山梨県 富士山 富士河口湖町 (43) 熊本県 外輪山と米塚 宮井正樹

(20) 長野県 善光寺 善光寺 (44) 大分県 別府湯けむり 別府市

(21) 岐阜県 白川郷 西垣良次 (45) 宮崎県 堀切峠 熊谷公一

(22) 静岡県 茶畑と富士山 静岡県観光協会 (46) 鹿児島県 亜熱帯の海辺（屋鈍海岸） 今釜勝良

(23) 愛知県 犬山城 中尾大介 (47) 沖縄県 川平湾（石垣島） 広瀬雅信

(24) 三重県 熊野古道伊勢路 山梨勝弘



別紙 2

【切手】

【切手帳本体】

■表紙             ■中面

【付属リーフレット】

    ■表                   ■裏




