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郵便局株式会社（東京都千代田区、代表取締役会長 古川 洽次）、株式会社 JP メディアダイレクト

（東京都港区、代表取締役 CEO 中島 直樹）は、2011 年 12 月 20 日（火）より、全国の郵便局      

（カタログ販売のみ、一部の簡易郵便局は除く）と郵便局のネットショップ（郵便局ウェブサイト内）

にて、下記のとおり「FIFA Women's World Cup Germany 2011™ なでしこジャパン デザインフレーム

切手セット」の販売を開始いたします。 

 

本商品は「なでしこジャパン」ことサッカー日本女子代表チームが、今年 6 月から 7 月にかけてド

イツで行われた「第 6回 FIFA 女子ワールドカップ ドイツ 2011」で初優勝したことを記念した商品で、

優勝を決めた決勝のアメリカ戦をはじめ、準決勝のスウェーデン戦、準々決勝のドイツ戦など、   

日本中に元気と勇気をもたらした「なでしこジャパン」の興奮と感動の名場面が切手になっており、

優勝トロフィーを手にした選手たちの歓喜の瞬間をおさめた特製ホルダーにフレーム切手を収め、   

選手たちが躍動する姿をクローズアップした特製ポストカードをセットにして販売します。 

本商品の詳細は別紙をご覧下さい。 

 

郵便局株式会社では、今後も多くのお客様のご要望にお応えし、お客様からご支持をいただける  

商品をご紹介して参ります。 

 

 

 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

郵便局株式会社 経営企画部渉外室（報道担当） 

 電話：（直通）03-3504-4127  

【お客さまの問い合わせ先】 

FIFA Women's World Cup Germany 2011™  

 なでしこジャパン デザインフレーム切手販売事務局  

電話：（直通）03‐5665‐1051 

営業時間 10:00～17:00＜土・日・休日および年末年始 

（2011年 12月 29日～2012年 1月 3日）を除く＞ 

  

 

 

 

FIFA Women's World Cup Germany 2011™ 

なでしこジャパン デザインフレーム切手セット 販売のお知らせ 

 

 

※「フレーム切手」は郵便事業株式会社の登録商標です。 



別紙 

1 商品概要  

商品名 FIFA Women's World Cup Germany 2011™   

なでしこジャパン デザインフレーム切手セット 

商品価格 3,980 円（消費税・送料込み） 

申込期間 2011 年 12月 20日（火）～ 2012 年 1月 31日（火） 

※郵便局のネットショップも同様。 

商品の 

お届け時期 

2012 年 3月下旬から順次お届け 

※配達日のご指定はできません。 

※多数のお申込を頂いた場合には、お届けまでにお時間をいただく 

場合がございます。 

商品内容 ・フレーム切手×1シート（50円切手 10枚シールタイプ） 

・特製ポストカード×6種類 

・特製ホルダー×1個 

写真 J.LEAGUE PHOTOS 

FIFA 国際サッカー連盟/（財）日本サッカー協会 公式ライセンス商品 

販売者 株式会社 JPメディアダイレクト 

お申込方法 全国の郵便局（一部の簡易郵便局は除く）の窓口に設置した専用申込

書に必要事項をご記入の上、代金を添えて窓口へご提出ください。 

また、「郵便局のネットショップ（郵便局ウェブサイト）」及び 

「モバイル版 郵便局のネットショップ（郵便局ウェブサイト）」 

でお取扱いします。 

（http://www.postal-jp.com/psc/top.html） 

 
 

2 商品デザイン等 

別添のとおり 

※フレーム切手及びポストカードの題材となる写真は以下のとおりです。 

■フレーム切手 

<上段の左側より> 

背番号 10 澤穂希選手                対スウェーデン戦＜2011/7/14（日本時間）＞ 

背番号 8 宮間あや選手                 対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

背番号 3  岩清水梓選手／背番号 6 阪口夢穂選手     対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

背番号 20 岩渕真奈選手／背番号 21 海堀あゆみ選手    対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

背番号 2  近賀ゆかり選手／背番号 4 熊谷紗希選手   対イングランド戦＜2011/7/6（日本時間）＞ 

<下段の左側より> 

背番号 17 永里優季選手               対イングランド戦＜2011/7/6（日本時間）＞ 

背番号 18 丸山桂里奈選手                 対ドイツ戦＜2011/7/10（日本時間）＞ 

背番号 11 大野忍選手                   対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

背番号 7  安藤梢選手／背番号 15 鮫島彩選手        対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

背番号 9  川澄奈穂美選手              対スウェーデン戦＜2011/7/14（日本時間）＞ 

http://www.postal-jp.com/psc/top.html


■ポストカード 

<1> 

背番号 10 澤穂希選手               対スウェーデン戦＜2011/7/14（日本時間）＞ 

背番号 21 海堀あゆみ選手                対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

背番号 2  近賀ゆかり選手                対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

背番号 17 永里優季選手                  対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

背番号 5  矢野喬子選手                   対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

<2> 

背番号 3  岩清水梓選手               対スウェーデン戦＜2011/7/14（日本時間）＞ 

背番号 8  宮間あや選手                対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

背番号 1 山郷のぞみ選手                対ドイツ戦＜2011/7/10（日本時間）＞ 

背番号 7  安藤梢選手                     対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

背番号 20 岩渕真奈選手                 対ドイツ戦＜2011/7/10（日本時間）＞ 

<3> 

背番号 6  阪口夢穂選手                  対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

背番号 11 大野忍選手                  対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

背番号 19 高瀬愛実選手              対スウェーデン戦＜2011/7/14（日本時間）＞ 

背番号 4  熊谷紗希選手               対スウェーデン戦＜2011/7/14（日本時間）＞ 

背番号 12 福元美穂選手               対イングランド戦＜2011/7/6（日本時間）＞ 

<4> 

背番号 14 上尾野辺めぐみ選手           対スウェーデン戦＜2011/7/14（日本時間）＞ 

背番号 18 丸山桂里奈選手                 対ドイツ戦＜2011/7/10（日本時間）＞ 

背番号 16 田中明日菜選手                 対ドイツ戦＜2011/7/10（日本時間）＞ 

背番号 9  川澄奈穂美選手                対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

背番号 13 宇津木瑠美選手                      対ニュージーランド戦＜2011/6/27（日本時間）＞ 

<5> 

背番号 15 鮫島彩選手                対スウェーデン戦＜2011/7/14（日本時間）＞ 

佐々木則夫監督                     対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

FIFA 女子ワールドカップスタジアム・フランクフルト   対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

FIFA 女子ワールドカップドイツ 2011 優勝        対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

<6> 

FIFA 女子ワールドカップドイツ 2011 日本代表       対アメリカ戦＜2011/7/18（日本時間）＞ 

 

 



特製ホルダー 切手シート（50円切手 10 枚シールタイプ） 

特製ポストカード×6種

類 

別添（商品イメージ） 

※商品デザインはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。 
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