
商品コード 商品名 個数

517010010 普通切手シート　額面1円（新・前島密）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010020 普通切手シート　額面2円（エゾユキウサギ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010030 普通切手シート　額面3円（シマリス）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010040 普通切手シート　額面5円（ニホンザル）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010050 普通切手シート　額面10円（トキ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010060 普通切手シート　額面20円（ニホンジカ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010070 普通切手シート　額面30円（キタキツネ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010080 普通切手シート　額面50円（ニホンカモシカ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010090 普通切手シート　額面52円（ソメイヨシノ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

518010030 普通切手シート　額面62円（ソメイヨシノ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010100 普通切手シート　額面82円（ウメ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010110 普通切手シート　額面92円（スミレ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010120 普通切手シート　額面100円（サクラソウ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010130 普通切手シート　額面120円（フジ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010140 普通切手シート　額面140円（ヤマブキ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010150 普通切手シート　額面205円（屋久島国立公園縄文杉）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010160 普通切手シート　額面280円（吉野熊野国立公園那智の滝）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010170 普通切手シート　額面310円（利尻礼文サロベツ国立公園利尻島）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010180 普通切手シート　額面500円（十和田八幡平国立公園奥入瀬渓流）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010190 普通切手シート　額面1000円（富士図）（20枚1シート） ｼｰﾄ

517010200 普通切手シート（2014/3/31で発売終了した絵柄）　額面80円（キジバト）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010210 普通切手シート（2014/3/31で発売終了した絵柄）　額面130円（ウソ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010220 普通切手シート（2014/3/31で発売終了した絵柄）　額面160円（カケス）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010230 普通切手シート（2014/3/31で発売終了した絵柄）　額面200円（埴輪）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010240 普通切手シート（2014/3/31で発売終了した絵柄）　額面270円（カワラナデシコ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010250 普通切手シート（2014/3/31で発売終了した絵柄）　額面300円（金剛峯寺恵喜童子像）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010260 普通切手シート（2014/3/31で発売終了した絵柄）　額面350円（カタクリ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010270 普通切手シート（2014/3/31で発売終了した絵柄）　額面420円（ハナショウブ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010280 普通切手シート（2015/2/1で発売終了した絵柄）　額面50円（オシドリ・メジロ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010290 普通切手シート（2015/2/1で発売終了した絵柄）　額面100円（銀鶴）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010300 普通切手シート（2015/2/1で発売終了した絵柄）　額面120円（モズ）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010310 普通切手シート（2015/2/1で発売終了した絵柄）　額面140円（イカル）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010320 普通切手シート（2015/2/1で発売終了した絵柄）　額面500円（伐折羅大将）（100枚1シート） ｼｰﾄ

517010330 普通切手シート（2015/2/1で発売終了した絵柄）　額面1,000円（松鷹図）（20枚1シート） ｼｰﾄ

商品コード 商品名 個数

慶弔切手シート慶弔切手シート慶弔切手シート慶弔切手シート

切手・はがき・レターパック類の買取明細表　H30-3-19更新＿金券ショップチケットレンジャー切手・はがき・レターパック類の買取明細表　H30-3-19更新＿金券ショップチケットレンジャー切手・はがき・レターパック類の買取明細表　H30-3-19更新＿金券ショップチケットレンジャー切手・はがき・レターパック類の買取明細表　H30-3-19更新＿金券ショップチケットレンジャー

普通切手シート普通切手シート普通切手シート普通切手シート



517030010 弔辞用普通切手シート　額面52円（100枚1シート） ｼｰﾄ

517030015 弔辞用普通切手シート　額面62円（100枚1シート） ｼｰﾄ

517030020 慶事用普通切手シート　額面52円（100枚1シート） ｼｰﾄ

517030025 慶事用普通切手シート　額面62円（100枚1シート） ｼｰﾄ

517030030 慶事用普通切手シート　額面82円（100枚1シート） ｼｰﾄ

517030040 慶事用普通切手シート　額面92円（100枚1シート） ｼｰﾄ

商品コード 商品名 個数

517020010 記念切手シート[10枚構成]額面5円 ｼｰﾄ

517020020 記念切手シート[10枚構成]額面7円 ｼｰﾄ

517020025 記念切手シート[10枚構成]額面10円 ｼｰﾄ

517020030 記念切手シート[10枚構成]額面14円 ｼｰﾄ

517020040 記念切手シート[10枚構成]額面15円 ｼｰﾄ

517020050 記念切手シート[10枚構成]額面18円 ｼｰﾄ

517020060 記念切手シート[10枚構成]額面20円 ｼｰﾄ

517020070 記念切手シート[10枚構成]額面24円 ｼｰﾄ

517020075 記念切手シート[10枚構成]額面25円 ｼｰﾄ

517020080 記念切手シート[10枚構成]額面30円 ｼｰﾄ

517020090 記念切手シート[10枚構成]額面40円 ｼｰﾄ

517020100 記念切手シート[10枚構成]額面41円 ｼｰﾄ

517020110 記念切手シート[10枚構成]額面50円 ｼｰﾄ

517020120 記念切手シート[10枚構成]額面52円 ｼｰﾄ

517020130 記念切手シート[10枚構成]額面55円 ｼｰﾄ

517020140 記念切手シート[10枚構成]額面60円 ｼｰﾄ

517020150 記念切手シート[10枚構成]額面62円 ｼｰﾄ

517020160 記念切手シート[10枚構成]額面70円 ｼｰﾄ

517020170 記念切手シート[10枚構成]額面80円 ｼｰﾄ

517020180 記念切手シート[10枚構成]額面82円 ｼｰﾄ

517020190 記念切手シート[10枚構成]額面90円 ｼｰﾄ

517020200 記念切手シート[10枚構成]額面92円 ｼｰﾄ

517020210 記念切手シート[10枚構成]額面100円 ｼｰﾄ

517020220 記念切手シート[10枚構成]額面110円 ｼｰﾄ

517020230 記念切手シート[10枚構成]額面115円 ｼｰﾄ

517020240 記念切手シート[10枚構成]額面120円 ｼｰﾄ

517020250 記念切手シート[10枚構成]額面130円 ｼｰﾄ

517020260 記念切手シート[10枚構成]額面140円 ｼｰﾄ

517020270 記念切手シート[10枚構成]額面145円 ｼｰﾄ

517020280 記念切手シート[10枚構成]額面150円 ｼｰﾄ

記念切手シート[20枚構成]記念切手シート[20枚構成]記念切手シート[20枚構成]記念切手シート[20枚構成]

記念切手シート[10枚構成]記念切手シート[10枚構成]記念切手シート[10枚構成]記念切手シート[10枚構成]



商品コード 商品名 個数

517020290 記念切手シート[20枚構成]額面3円 ｼｰﾄ

517020300 記念切手シート[20枚構成]額面5円 ｼｰﾄ

517020310 記念切手シート[20枚構成]額面7円 ｼｰﾄ

517020320 記念切手シート[20枚構成]額面8円 ｼｰﾄ

517020325 記念切手シート[20枚構成]額面10円 ｼｰﾄ

517020330 記念切手シート[20枚構成]額面14円 ｼｰﾄ

517020340 記念切手シート[20枚構成]額面15円 ｼｰﾄ

517020350 記念切手シート[20枚構成]額面20円 ｼｰﾄ

517020360 記念切手シート[20枚構成]額面24円 ｼｰﾄ

517020370 記念切手シート[20枚構成]額面30円 ｼｰﾄ

517020380 記念切手シート[20枚構成]額面40円 ｼｰﾄ

517020390 記念切手シート[20枚構成]額面41円 ｼｰﾄ

517020400 記念切手シート[20枚構成]額面50円 ｼｰﾄ

517020410 記念切手シート[20枚構成]額面52円 ｼｰﾄ

517020420 記念切手シート[20枚構成]額面55円 ｼｰﾄ

517020430 記念切手シート[20枚構成]額面60円 ｼｰﾄ

517020440 記念切手シート[20枚構成]額面62円 ｼｰﾄ

517020450 記念切手シート[20枚構成]額面70円 ｼｰﾄ

517020460 記念切手シート[20枚構成]額面80円 ｼｰﾄ

517020470 記念切手シート[20枚構成]額面82円 ｼｰﾄ

517020480 記念切手シート[20枚構成]額面90円 ｼｰﾄ

517020490 記念切手シート[20枚構成]額面92円 ｼｰﾄ

517020500 記念切手シート[20枚構成]額面100円 ｼｰﾄ

517020510 記念切手シート[20枚構成]額面110円 ｼｰﾄ

517020520 記念切手シート[20枚構成]額面115円 ｼｰﾄ

517020530 記念切手シート[20枚構成]額面120円 ｼｰﾄ

517020540 記念切手シート[20枚構成]額面130円 ｼｰﾄ

517020550 記念切手シート[20枚構成]額面140円 ｼｰﾄ

517020560 記念切手シート[20枚構成]額面145円 ｼｰﾄ

517020570 記念切手シート[20枚構成]額面150円 ｼｰﾄ

517020580 記念切手シート[20枚構成]額面1000円 ｼｰﾄ

商品コード 商品名 個数

517020590 記念切手シート[30枚構成]額面5円 ｼｰﾄ

商品コード 商品名 個数

517020600 記念切手シート[50枚構成]額面2円 ｼｰﾄ

517020610 記念切手シート[50枚構成]額面5円 ｼｰﾄ

記念切手シート[30枚構成]記念切手シート[30枚構成]記念切手シート[30枚構成]記念切手シート[30枚構成]

記念切手シート[50枚構成]記念切手シート[50枚構成]記念切手シート[50枚構成]記念切手シート[50枚構成]



517020620 記念切手シート[50枚構成]額面7円 ｼｰﾄ

517020630 記念切手シート[50枚構成]額面8円 ｼｰﾄ

517020640 記念切手シート[50枚構成]額面10円 ｼｰﾄ

517020650 記念切手シート[50枚構成]額面15円 ｼｰﾄ

517020660 記念切手シート[50枚構成]額面40円 ｼｰﾄ

517020670 記念切手シート[50枚構成]額面41円 ｼｰﾄ

517020680 記念切手シート[50枚構成]額面50円 ｼｰﾄ

517020685 記念切手シート[50枚構成]額面52円 ｼｰﾄ

517020690 記念切手シート[50枚構成]額面60円 ｼｰﾄ

517020700 記念切手シート[50枚構成]額面62円 ｼｰﾄ

517020710 記念切手シート[50枚構成]額面80円 ｼｰﾄ

517020715 記念切手シート[50枚構成]額面82円 ｼｰﾄ

517020720 記念切手シート[50枚構成]額面90円 ｼｰﾄ

517020730 記念切手シート[50枚構成]額面700円 ｼｰﾄ

商品コード 商品名 個数

517020740 記念切手シート[100枚構成]額面1円 ｼｰﾄ

517020750 記念切手シート[100枚構成]額面2円 ｼｰﾄ

517020760 記念切手シート[100枚構成]額面3円 ｼｰﾄ

517020770 記念切手シート[100枚構成]額面4円 ｼｰﾄ

517020780 記念切手シート[100枚構成]額面5円 ｼｰﾄ

517020790 記念切手シート[100枚構成]額面6円 ｼｰﾄ

517020800 記念切手シート[100枚構成]額面7円 ｼｰﾄ

517020810 記念切手シート[100枚構成]額面8円 ｼｰﾄ

517020820 記念切手シート[100枚構成]額面9円 ｼｰﾄ

517020830 記念切手シート[100枚構成]額面10円 ｼｰﾄ

517020840 記念切手シート[100枚構成]額面12円 ｼｰﾄ

517020850 記念切手シート[100枚構成]額面14円 ｼｰﾄ

517020860 記念切手シート[100枚構成]額面15円 ｼｰﾄ

517020870 記念切手シート[100枚構成]額面16円 ｼｰﾄ

517020880 記念切手シート[100枚構成]額面18円 ｼｰﾄ

517020890 記念切手シート[100枚構成]額面20円 ｼｰﾄ

517020900 記念切手シート[100枚構成]額面25円 ｼｰﾄ

517020910 記念切手シート[100枚構成]額面30円 ｼｰﾄ

517020920 記念切手シート[100枚構成]額面34円 ｼｰﾄ

517020930 記念切手シート[100枚構成]額面35円 ｼｰﾄ

517020940 記念切手シート[100枚構成]額面40円 ｼｰﾄ

517020950 記念切手シート[100枚構成]額面41円 ｼｰﾄ

517020960 記念切手シート[100枚構成]額面45円 ｼｰﾄ

記念切手シート[100枚構成]記念切手シート[100枚構成]記念切手シート[100枚構成]記念切手シート[100枚構成]



517020970 記念切手シート[100枚構成]額面50円 ｼｰﾄ

517020980 記念切手シート[100枚構成]額面52円 ｼｰﾄ

517020990 記念切手シート[100枚構成]額面55円 ｼｰﾄ

517021000 記念切手シート[100枚構成]額面59円 ｼｰﾄ

517021010 記念切手シート[100枚構成]額面60円 ｼｰﾄ

517021020 記念切手シート[100枚構成]額面62円 ｼｰﾄ

517021030 記念切手シート[100枚構成]額面65円 ｼｰﾄ

517021040 記念切手シート[100枚構成]額面70円 ｼｰﾄ

517021050 記念切手シート[100枚構成]額面72円 ｼｰﾄ

517021060 記念切手シート[100枚構成]額面75円 ｼｰﾄ

517021070 記念切手シート[100枚構成]額面80円 ｼｰﾄ

517021080 記念切手シート[100枚構成]額面82円 ｼｰﾄ

517021090 記念切手シート[100枚構成]額面85円 ｼｰﾄ

517021100 記念切手シート[100枚構成]額面90円 ｼｰﾄ

517021110 記念切手シート[100枚構成]額面92円 ｼｰﾄ

517021120 記念切手シート[100枚構成]額面100円 ｼｰﾄ

517021130 記念切手シート[100枚構成]額面103円 ｼｰﾄ

517021140 記念切手シート[100枚構成]額面105円 ｼｰﾄ

517021150 記念切手シート[100枚構成]額面110円 ｼｰﾄ

517021160 記念切手シート[100枚構成]額面115円 ｼｰﾄ

517021170 記念切手シート[100枚構成]額面120円 ｼｰﾄ

517021180 記念切手シート[100枚構成]額面125円 ｼｰﾄ

517021190 記念切手シート[100枚構成]額面130円 ｼｰﾄ

517021200 記念切手シート[100枚構成]額面140円 ｼｰﾄ

517021210 記念切手シート[100枚構成]額面144円 ｼｰﾄ

517021220 記念切手シート[100枚構成]額面145円 ｼｰﾄ

517021230 記念切手シート[100枚構成]額面150円 ｼｰﾄ

517021240 記念切手シート[100枚構成]額面160円 ｼｰﾄ

517021250 記念切手シート[100枚構成]額面170円 ｼｰﾄ

517021260 記念切手シート[100枚構成]額面175円 ｼｰﾄ

517021270 記念切手シート[100枚構成]額面180円 ｼｰﾄ

517021280 記念切手シート[100枚構成]額面190円 ｼｰﾄ

517021290 記念切手シート[100枚構成]額面200円 ｼｰﾄ

517021300 記念切手シート[100枚構成]額面205円 ｼｰﾄ

517021310 記念切手シート[100枚構成]額面210円 ｼｰﾄ

517021320 記念切手シート[100枚構成]額面250円 ｼｰﾄ

517021330 記念切手シート[100枚構成]額面260円 ｼｰﾄ

517021340 記念切手シート[100枚構成]額面270円 ｼｰﾄ

517021350 記念切手シート[100枚構成]額面280円 ｼｰﾄ



517021360 記念切手シート[100枚構成]額面290円 ｼｰﾄ

517021370 記念切手シート[100枚構成]額面300円 ｼｰﾄ

517021380 記念切手シート[100枚構成]額面310円 ｼｰﾄ

517021390 記念切手シート[100枚構成]額面350円 ｼｰﾄ

517021400 記念切手シート[100枚構成]額面360円 ｼｰﾄ

517021410 記念切手シート[100枚構成]額面390円 ｼｰﾄ

517021420 記念切手シート[100枚構成]額面400円 ｼｰﾄ

517021430 記念切手シート[100枚構成]額面410円 ｼｰﾄ

517021440 記念切手シート[100枚構成]額面420円 ｼｰﾄ

517021450 記念切手シート[100枚構成]額面430円 ｼｰﾄ

517021460 記念切手シート[100枚構成]額面500円 ｼｰﾄ

517021470 記念切手シート[100枚構成]額面600円 ｼｰﾄ

517021480 記念切手シート[100枚構成]額面700円 ｼｰﾄ

商品コード 商品名 個数

517021490 記念切手変則枚数シート[12枚構成]額面80円 ｼｰﾄ

517021500 記念切手変則枚数シート[14枚構成]額面80円 ｼｰﾄ

517021510 記念切手変則枚数シート[16枚構成]額面80円 ｼｰﾄ

517021520 記念切手変則枚数シート[47枚構成]額面50円 ｼｰﾄ

517021530 記念切手変則枚数シート[47枚構成]額面60円 ｼｰﾄ

517021540 記念切手変則枚数シート[47枚構成]額面62円 ｼｰﾄ

517021550 記念切手変則枚数シート[47枚構成]額面80円 ｼｰﾄ

517021560 記念切手変則枚数シート[47枚構成]額面82円 ｼｰﾄ

商品コード 商品名 個数

517021570 記念切手額面混合シート[合計10枚]＝[5枚]額面40円＋[5枚]額面60円 ｼｰﾄ

517021580 記念切手額面混合シート[合計10枚]＝[5枚]額面41円＋[5枚]額面62円 ｼｰﾄ

517021590 記念切手額面混合シート[合計10枚]＝[5枚]額面50円＋[5枚]額面80円 ｼｰﾄ

517021600 記念切手額面混合シート[合計10枚]＝[5枚]額面52円＋[5枚]額面82円 ｼｰﾄ

517021610 記念切手額面混合シート[合計10枚]＝[2枚]額面50円＋[8枚]額面80円 ｼｰﾄ

517021620 記念切手額面混合シート[合計10枚]＝[4枚]額面50円＋[6枚]額面80円 ｼｰﾄ

517021630 記念切手額面混合シート[合計12枚]＝[4枚]額面5円＋[8枚]額面10円 ｼｰﾄ

517021640 記念切手額面混合シート[合計12枚]＝[6枚]額面50円＋[6枚]額面80円 ｼｰﾄ

517021650 記念切手額面混合シート[合計15枚]＝[5枚]額面50円＋[10枚]額面80円 ｼｰﾄ

517021660 記念切手額面混合シート[合計20枚]＝[10枚]額面50円＋[10枚]額面80円 ｼｰﾄ

商品コード 商品名 個数

517021670 記念切手ミニシート[合計8枚]額面50円×8 ｼｰﾄ

517021680 記念切手ミニシート[合計8枚]額面80円×8 ｼｰﾄ

ミニシート[合計で10枚]ミニシート[合計で10枚]ミニシート[合計で10枚]ミニシート[合計で10枚]

ミニシート[合計で8枚]ミニシート[合計で8枚]ミニシート[合計で8枚]ミニシート[合計で8枚]

記念切手シート[変則枚数：12枚・14枚・16枚・47枚構成]記念切手シート[変則枚数：12枚・14枚・16枚・47枚構成]記念切手シート[変則枚数：12枚・14枚・16枚・47枚構成]記念切手シート[変則枚数：12枚・14枚・16枚・47枚構成]



商品コード 商品名 個数

517021690 記念切手ミニシート[合計7枚]額面50円×1＋15円×1＋7円×5 ｼｰﾄ

517021690 記念切手ミニシート[合計7枚]額面82円×5＋120円×2 ｼｰﾄ

商品コード 商品名 個数

517021700 記念切手ミニシート[合計6枚]額面50円×2＋80円×2＋90円×1＋110円×1 ｼｰﾄ

517021710 記念切手ミニシート[合計6枚]額面41円×2＋62円×4 ｼｰﾄ

517021711 記念切手ミニシート[合計6枚]額面40円×3＋60円×3 ｼｰﾄ

商品コード 商品名 個数

517021720 記念切手ミニシート[合計5枚]額面2円×5 ｼｰﾄ

517021730 記念切手ミニシート[合計5枚]額面20円×5 ｼｰﾄ

517021740 記念切手ミニシート[合計5枚]額面50円×5 ｼｰﾄ

517021750 記念切手ミニシート[合計5枚]額面60円×5 ｼｰﾄ

517021760 記念切手ミニシート[合計5枚]額面62円×5 ｼｰﾄ

517021760 記念切手ミニシート[合計5枚]額面80円×5 ｼｰﾄ

517021765 記念切手ミニシート[合計5枚]額面82円×5 ｼｰﾄ

517021768 記念切手ミニシート[合計5枚]額面90円×5 ｼｰﾄ

517021770 記念切手ミニシート[合計5枚]額面5円＋10円＋20円＋30円＋50円 ｼｰﾄ

商品コード 商品名 個数

517021780 記念切手ミニシート[合計4枚]額面5円×4 ｼｰﾄ

517021790 記念切手ミニシート[合計4枚]額面7円×4 ｼｰﾄ

517021800 記念切手ミニシート[合計4枚]額面50円×4 ｼｰﾄ

517021810 記念切手ミニシート[合計4枚]額面60円×4 ｼｰﾄ

517021820 記念切手ミニシート[合計4枚]額面62円×4 ｼｰﾄ

517021830 記念切手ミニシート[合計4枚]額面80円×4 ｼｰﾄ

517021840 記念切手ミニシート[合計4枚]額面40円×2＋60円×2 ｼｰﾄ

商品コード 商品名 個数

517021850 記念切手ミニシート[合計3枚]額面5円×3 ｼｰﾄ

517021860 記念切手ミニシート[合計3枚]額面10円×3 ｼｰﾄ

517021870 記念切手ミニシート[合計3枚]額面60円×3 ｼｰﾄ

517021880 記念切手ミニシート[合計3枚]額面62円×3 ｼｰﾄ

517021890 記念切手ミニシート[合計3枚]額面82円×3 ｼｰﾄ

517021900 記念切手ミニシート[合計3枚]額面20円＋30円＋50円 ｼｰﾄ

517021910 記念切手ミニシート[合計3枚]額面7円＋15円＋50円 ｼｰﾄ

517021920 記念切手ミニシート[合計3枚]額面20円×2＋50円×1 ｼｰﾄ

ミニシート[合計で4枚]ミニシート[合計で4枚]ミニシート[合計で4枚]ミニシート[合計で4枚]

ミニシート[合計で7枚]ミニシート[合計で7枚]ミニシート[合計で7枚]ミニシート[合計で7枚]

ミニシート[合計で6枚]ミニシート[合計で6枚]ミニシート[合計で6枚]ミニシート[合計で6枚]

ミニシート[合計で5枚]ミニシート[合計で5枚]ミニシート[合計で5枚]ミニシート[合計で5枚]

ミニシート[合計で3枚]ミニシート[合計で3枚]ミニシート[合計で3枚]ミニシート[合計で3枚]



商品コード 商品名 個数

517021930 記念切手ミニシート[合計2枚]額面15円×2 ｼｰﾄ

517021940 記念切手ミニシート[合計2枚]額面20円×2 ｼｰﾄ

517021950 記念切手ミニシート[合計2枚]額面40円×2 ｼｰﾄ

517021960 記念切手ミニシート[合計2枚]額面41円×2 ｼｰﾄ

517021970 記念切手ミニシート[合計2枚]額面50円×2 ｼｰﾄ

517021980 記念切手ミニシート[合計2枚]額面60円×2 ｼｰﾄ

517021990 記念切手ミニシート[合計2枚]額面62円×2 ｼｰﾄ

517022000 記念切手ミニシート[合計2枚]額面80円×2 ｼｰﾄ

517022010 記念切手ミニシート[合計2枚]額面5円＋10円 ｼｰﾄ

517022020 記念切手ミニシート[合計2枚]額面40円＋60円 ｼｰﾄ

517022030 記念切手ミニシート[合計2枚]額面41円＋62円 ｼｰﾄ

517022040 記念切手ミニシート[合計2枚]額面50円＋80円 ｼｰﾄ

517022045 記念切手ミニシート[合計2枚]額面52円＋82円 ｼｰﾄ

517022050 記念切手ミニシート[合計2枚]額面50円＋100円 ｼｰﾄ

517022055 記念切手ミニシート[合計2枚]額面62円＋82円 ｼｰﾄ

商品コード 商品名 個数

517022060 記念切手ミニシート[合計1枚]額面60円×1 ｼｰﾄ

517022065 記念切手ミニシート[合計1枚]額面62円×1 ｼｰﾄ

517022070 記念切手ミニシート[合計1枚]額面80円×1 ｼｰﾄ

517022080 記念切手ミニシート[合計1枚]額面100円×1 ｼｰﾄ

517022100 記念切手ミニシート[合計1枚]額面1000円×1 ｼｰﾄ

商品コード 商品名 個数

517040010 切手[バラ]額面1円 枚

517040020 切手[バラ]額面2円 枚

517040030 切手[バラ]額面3円 枚

517040040 切手[バラ]額面4円 枚

517040050 切手[バラ]額面5円 枚

517040060 切手[バラ]額面6円 枚

517040070 切手[バラ]額面7円 枚

517040080 切手[バラ]額面8円 枚

517040090 切手[バラ]額面9円 枚

517040100 切手[バラ]額面10円 枚

517040110 切手[バラ]額面12円 枚

517040120 切手[バラ]額面14円 枚

517040130 切手[バラ]額面15円 枚

ミニシート[合計で2枚]ミニシート[合計で2枚]ミニシート[合計で2枚]ミニシート[合計で2枚]

バラ切手バラ切手バラ切手バラ切手

ミニシート[合計で1枚]ミニシート[合計で1枚]ミニシート[合計で1枚]ミニシート[合計で1枚]



517040140 切手[バラ]額面16円 枚

517040150 切手[バラ]額面18円 枚

517040160 切手[バラ]額面20円 枚

517040170 切手[バラ]額面24円 枚

517040180 切手[バラ]額面25円 枚

517040190 切手[バラ]額面30円 枚

517040200 切手[バラ]額面34円 枚

517040210 切手[バラ]額面35円 枚

517040220 切手[バラ]額面40円 枚

517040230 切手[バラ]額面41円 枚

517040240 切手[バラ]額面45円 枚

517040250 切手[バラ]額面50円 枚

517040260 切手[バラ]額面52円 枚

517040270 切手[バラ]額面55円 枚

517040280 切手[バラ]額面59円 枚

517040290 切手[バラ]額面60円 枚

517040300 切手[バラ]額面62円 枚

517040310 切手[バラ]額面65円 枚

517040320 切手[バラ]額面70円 枚

517040330 切手[バラ]額面72円 枚

517040340 切手[バラ]額面75円 枚

517040350 切手[バラ]額面80円 枚

517040360 切手[バラ]額面82円 枚

517040370 切手[バラ]額面85円 枚

517040380 切手[バラ]額面90円 枚

517040390 切手[バラ]額面92円 枚

517040400 切手[バラ]額面100円 枚

517040410 切手[バラ]額面103円 枚

517040420 切手[バラ]額面110円 枚

517040430 切手[バラ]額面115円 枚

517040440 切手[バラ]額面120円 枚

517040450 切手[バラ]額面125円 枚

517040460 切手[バラ]額面130円 枚

517040470 切手[バラ]額面140円 枚

517040480 切手[バラ]額面144円 枚

517040490 切手[バラ]額面145円 枚

517040500 切手[バラ]額面150円 枚

517040510 切手[バラ]額面160円 枚

517040520 切手[バラ]額面170円 枚



517040530 切手[バラ]額面175円 枚

517040540 切手[バラ]額面180円 枚

517040550 切手[バラ]額面190円 枚

517040560 切手[バラ]額面200円 枚

517040570 切手[バラ]額面205円 枚

517040580 切手[バラ]額面210円 枚

517040590 切手[バラ]額面250円 枚

517040600 切手[バラ]額面260円 枚

517040610 切手[バラ]額面270円 枚

517040620 切手[バラ]額面280円 枚

517040630 切手[バラ]額面300円 枚

517040640 切手[バラ]額面310円 枚

517040650 切手[バラ]額面350円 枚

517040660 切手[バラ]額面360円 枚

517040670 切手[バラ]額面390円 枚

517040680 切手[バラ]額面400円 枚

517040690 切手[バラ]額面410円 枚

517040700 切手[バラ]額面420円 枚

517040710 切手[バラ]額面430円 枚

517040720 切手[バラ]額面500円 枚

517040730 切手[バラ]額面600円 枚

517040740 切手[バラ]額面700円 枚

517040750 切手[バラ]額面1000円 枚

商品コード 商品名 個数

517050010 切手[台紙貼り]額面1円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050020 切手[台紙貼り]額面2円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050030 切手[台紙貼り]額面3円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050040 切手[台紙貼り]額面4円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050050 切手[台紙貼り]額面5円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050060 切手[台紙貼り]額面6円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050070 切手[台紙貼り]額面7円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050080 切手[台紙貼り]額面8円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050090 切手[台紙貼り]額面9円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050100 切手[台紙貼り]額面10円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050110 切手[台紙貼り]額面12円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050120 切手[台紙貼り]額面14円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050130 切手[台紙貼り]額面15円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050140 切手[台紙貼り]額面16円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

台紙貼り切手（50枚に満たないものはバラ切手で扱いとなります）台紙貼り切手（50枚に満たないものはバラ切手で扱いとなります）台紙貼り切手（50枚に満たないものはバラ切手で扱いとなります）台紙貼り切手（50枚に満たないものはバラ切手で扱いとなります）



517050150 切手[台紙貼り]額面18円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050160 切手[台紙貼り]額面20円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050170 切手[台紙貼り]額面24円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050180 切手[台紙貼り]額面25円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050190 切手[台紙貼り]額面30円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050200 切手[台紙貼り]額面34円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050210 切手[台紙貼り]額面35円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050220 切手[台紙貼り]額面40円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050230 切手[台紙貼り]額面41円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050240 切手[台紙貼り]額面45円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050250 切手[台紙貼り]額面50円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050260 切手[台紙貼り]額面52円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050270 切手[台紙貼り]額面55円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050280 切手[台紙貼り]額面59円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050290 切手[台紙貼り]額面60円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050300 切手[台紙貼り]額面62円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050310 切手[台紙貼り]額面65円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050320 切手[台紙貼り]額面70円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050330 切手[台紙貼り]額面72円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050340 切手[台紙貼り]額面75円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050350 切手[台紙貼り]額面80円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050360 切手[台紙貼り]額面82円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050370 切手[台紙貼り]額面85円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050380 切手[台紙貼り]額面90円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050390 切手[台紙貼り]額面92円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050400 切手[台紙貼り]額面100円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050410 切手[台紙貼り]額面103円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050420 切手[台紙貼り]額面110円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050430 切手[台紙貼り]額面115円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050440 切手[台紙貼り]額面120円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050450 切手[台紙貼り]額面125円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050460 切手[台紙貼り]額面130円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050470 切手[台紙貼り]額面140円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050480 切手[台紙貼り]額面144円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050490 切手[台紙貼り]額面145円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050500 切手[台紙貼り]額面150円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050510 切手[台紙貼り]額面160円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050520 切手[台紙貼り]額面170円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050530 切手[台紙貼り]額面175円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ



517050540 切手[台紙貼り]額面180円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050550 切手[台紙貼り]額面190円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050560 切手[台紙貼り]額面200円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050570 切手[台紙貼り]額面205円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050580 切手[台紙貼り]額面210円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050590 切手[台紙貼り]額面250円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050600 切手[台紙貼り]額面260円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050610 切手[台紙貼り]額面270円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050620 切手[台紙貼り]額面280円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050630 切手[台紙貼り]額面300円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050640 切手[台紙貼り]額面310円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050650 切手[台紙貼り]額面350円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050660 切手[台紙貼り]額面360円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050670 切手[台紙貼り]額面390円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050680 切手[台紙貼り]額面400円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050690 切手[台紙貼り]額面410円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050700 切手[台紙貼り]額面420円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050710 切手[台紙貼り]額面430円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050720 切手[台紙貼り]額面500円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050730 切手[台紙貼り]額面600円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050740 切手[台紙貼り]額面700円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

517050750 切手[台紙貼り]額面1000円×50枚（50枚添付で数量＝1シート） ｼｰﾄ

商品コード 商品名 個数

516010500 平成29年用かもめーる（暑中・残暑見舞はがき）※種別不問　額面62円（100枚完封） 封

516010490 平成29年用かもめーる（暑中・残暑見舞はがき）※種別不問　額面62円（バラ） 枚

商品コード 商品名 個数

516021500 平成30年用年賀はがき（四面連刷はがき無地普通紙）　額面52円×4（バラ） 枚

516021630 平成30年用年賀はがき※種別不問　額面52円（200枚完封） 封

516021640 平成30年用年賀はがき※種別不問　額面52円（100枚完封） 封

516021620 平成30年用年賀はがき※種別不問　額面52円（バラ） 枚

商品コード 商品名 個数

516030390 通常はがき（普通紙）　額面62円（4000枚完箱） 箱

516030400 通常はがき（普通紙）　額面62円（200枚完封） 封

516030410 通常はがき（普通紙）　額面62円（バラ） 枚

516030420 通常はがき（インクジェット紙）　額面62円（4000枚完箱） 箱

516030430 通常はがき（インクジェット紙）　額面62円（200枚完封） 封

かもめーるH29かもめーるH29かもめーるH29かもめーるH29

年賀はがきH30年賀はがきH30年賀はがきH30年賀はがきH30

62円はがき62円はがき62円はがき62円はがき



516030440 通常はがき（インクジェット紙）　額面62円（バラ） 枚

516030450 通常はがき（胡蝶蘭普通紙）　額面62円（4000枚完箱） 箱

516030460 通常はがき（胡蝶蘭普通紙）　額面62円（200枚完封） 封

516030470 通常はがき（胡蝶蘭普通紙）　額面62円（バラ） 枚

516030480 通常はがき（胡蝶蘭インクジェット紙）　額面62円（4000枚完箱） 箱

516030490 通常はがき（胡蝶蘭インクジェット紙）　額面62円（200枚完封） 封

516030500 通常はがき（胡蝶蘭インクジェット紙）　額面62円（バラ） 枚

516030510 通常はがき（四面連刷はがき普通紙）　額面248円（1000枚完箱） 箱

516030520 通常はがき（四面連刷はがき普通紙）　額面248円（200枚完封） 封

516030530 通常はがき（四面連刷はがき普通紙）　額面248円（バラ） 枚

516030570 通常はがき（四面連刷はがき胡蝶蘭）　額面248円（1000部完箱） 箱

516030580 通常はがき（四面連刷はがき胡蝶蘭）　額面248円（200部完封） 封

516030590 通常はがき（四面連刷はがき胡蝶蘭）　額面248円（バラ） 枚

商品コード 商品名 個数

516030010 通常はがき（普通紙）　額面52円（4000枚完箱） 箱

516030020 通常はがき（普通紙）　額面52円（200枚完封） 封

516030030 通常はがき（普通紙）　額面52円（バラ） 枚

516030040 通常はがき（インクジェット紙）　額面52円（4000枚完箱） 箱

516030050 通常はがき（インクジェット紙）　額面52円（200枚完封） 封

516030060 通常はがき（インクジェット紙）　額面52円（バラ） 枚

516030070 通常はがき（胡蝶蘭普通紙）　額面52円（4000枚完箱） 箱

516030080 通常はがき（胡蝶蘭普通紙）　額面52円（200枚完封） 封

516030090 通常はがき（胡蝶蘭普通紙）　額面52円（バラ） 枚

516030100 通常はがき（胡蝶蘭インクジェット紙）　額面52円（4000枚完箱） 箱

516030110 通常はがき（胡蝶蘭インクジェット紙）　額面52円（200枚完封） 封

516030120 通常はがき（胡蝶蘭インクジェット紙）　額面52円（バラ） 枚

516030130 通常はがき（四面連刷はがき普通紙）　額面208円（1000枚完箱） 箱

516030140 通常はがき（四面連刷はがき普通紙）　額面208円（200枚完封） 封

516030150 通常はがき（四面連刷はがき普通紙）　額面208円（バラ） 枚

516030181 通常はがき（四面連刷はがき胡蝶蘭）　額面208円（1000部完箱） 箱

516030182 通常はがき（四面連刷はがき胡蝶蘭）　額面208円（200枚完封） 封

516030183 通常はがき（四面連刷はがき胡蝶蘭）　額面208円（バラ） 枚

商品コード 商品名 個数

516030600 往復はがき　額面124円（2000枚完箱） 箱

516030610 往復はがき　額面124円（100枚完封） 封

516030620 往復はがき　額面124円（バラ） 枚

516030640 往復はがき※絵柄不問　額面124円（バラ・書き損じ） 枚

52円はがき52円はがき52円はがき52円はがき

往復はがき往復はがき往復はがき往復はがき



516030190 往復はがき　額面104円（2000枚完箱） 箱

516030200 往復はがき　額面104円（100枚完封） 封

516030210 往復はがき　額面104円（バラ） 枚

516030230 往復はがき※絵柄不問　額面104円（バラ・書き損じ） 枚

516030280 往復はがき※絵柄不問　額面100円（2000枚完箱） 箱

516030290 往復はがき※絵柄不問　額面100円（100枚完封） 封

516030300 往復はがき※絵柄不問　額面100円（バラ）※書き損じ含む 枚

516030350 往復はがき※絵柄不問　額面82円（バラ）※書き損じ含む 枚

516030360 往復はがき※絵柄不問　額面80円（バラ）※書き損じ含む 枚

516030370 往復はがき※絵柄不問　額面60円（バラ）※書き損じ含む 枚

516030380 往復はがき※絵柄不問　額面40円（バラ）※書き損じ含む 枚

商品コード 商品名 個数

516030630 通常はがき※絵柄不問　額面62円（バラ・書き損じ） 枚

516030650 通常はがき（四面連刷はがき※絵柄不問）　額面248円（バラ・書き損じ） 枚

商品コード 商品名 個数

516030220 通常はがき※絵柄不問　額面52円（バラ・書き損じ） 枚

516030240 通常はがき（四面連刷はがき※絵柄不問）　額面208円（バラ・書き損じ） 枚

商品コード 商品名 個数

516030250 はがき※絵柄不問　額面50円（4000枚完箱） 箱

516030260 はがき※絵柄不問　額面50円（200枚完封） 封

516030270 はがき※絵柄不問　額面50円（バラ）※書き損じ含む 枚

商品コード 商品名 個数

516030310 はがき※絵柄不問　額面41円（バラ）※書き損じ含む 枚

516030320 はがき※絵柄不問　額面40円（バラ）※書き損じ含む 枚

516030330 はがき※絵柄不問　額面30円（バラ）※書き損じ含む 枚

516030340 はがき※絵柄不問　額面20円（バラ）※書き損じ含む 枚

商品コード 商品名 個数

516040010 レターパックプラス　額面510円（200枚完箱） 箱

516040020 レターパックプラス　額面510円（バラ） 枚

516040030 レターパックライト　額面360円（200枚完箱） 箱

516040040 レターパックライト　額面360円（バラ） 枚

516040050 レターパックプラス　額面500円（200枚完箱） 箱

516040060 レターパックプラス　額面500円（バラ） 枚

516040070 レターパックライト　額面350円（200枚完箱） 箱

62円はがき（その他・書き損じ）62円はがき（その他・書き損じ）62円はがき（その他・書き損じ）62円はがき（その他・書き損じ）

41円～20円はがき（旧年賀・旧かも・旧普通・旧書き損じすべて一律同じ）41円～20円はがき（旧年賀・旧かも・旧普通・旧書き損じすべて一律同じ）41円～20円はがき（旧年賀・旧かも・旧普通・旧書き損じすべて一律同じ）41円～20円はがき（旧年賀・旧かも・旧普通・旧書き損じすべて一律同じ）

レターパックレターパックレターパックレターパック

52円はがき（その他・書き損じ）52円はがき（その他・書き損じ）52円はがき（その他・書き損じ）52円はがき（その他・書き損じ）

50円はがき（旧年賀・旧かも・旧普通・旧書き損じすべて一律同じ）50円はがき（旧年賀・旧かも・旧普通・旧書き損じすべて一律同じ）50円はがき（旧年賀・旧かも・旧普通・旧書き損じすべて一律同じ）50円はがき（旧年賀・旧かも・旧普通・旧書き損じすべて一律同じ）



516040080 レターパックライト　額面350円（バラ） 枚

516040090 エクスパック　額面500円（200枚完箱） 箱

516040100 エクスパック　額面500円（バラ） 枚

516040110 レターパックプラス　額面510円（バラ・書き損じ） 枚

516040120 レターパックライト　額面360円（バラ・書き損じ） 枚

516040130 レターパックプラス　額面500円（バラ・書き損じ） 枚

516040140 レターパックライト　額面350円（バラ・書き損じ） 枚

516040150 エクスパック　額面500円（バラ・書き損じ） 枚

そのほか上記にない商品はお手数ではございますが以下にご記入くださいそのほか上記にない商品はお手数ではございますが以下にご記入くださいそのほか上記にない商品はお手数ではございますが以下にご記入くださいそのほか上記にない商品はお手数ではございますが以下にご記入ください


