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                      Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ                

２０１９年１０月２９日 

京成電鉄株式会社 

お年玉プレゼント企画も！ 

広告付年賀葉書【京成電鉄】を発売します！ 

発売開始：11月１日（金） 
    

京成電鉄（本社：千葉県市川市、社長：小林 敏也）では、沿線の都内６区（詳細は

後述）内の郵便局限定で、１１月１日（金）から広告付年賀葉書【京成電鉄】を発売しま

す。 
 
これは日本郵便株式会社東京支社が発行・販売する「広告付年賀葉書」に当社が

出稿して制作するもので、１０月２６日（土）のダイヤ改正でますます便利になった「京成

スカイライナー」や、マスコットキャラクター「京成パンダ」をあしらったデザインで、限定５０，

０００枚を発売します。さらに年賀はがきの右下のくじ番号で「京成カレンダー２０２０」など

の素敵な賞品が当たる「お年玉プレゼント企画」も実施します。 
 
ぜひ新年のご挨拶には、広告付年賀葉書【京成電鉄】をご利用ください。ますます便

利になった京成電鉄を、２０２０年も引き続きよろしくお願いします。 
 
本件の概要は次頁の通りです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広告付年賀葉書【京成電鉄】デザイン 

※裏面にデザインはありません 
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｢広告付年賀葉書【京成電鉄】｣概要について 
 

１．発売開始  ２０１９年１１月１日（金） 
 

２．発売箇所  京成線沿線の都内６区（台東区、荒川区、足立区、葛飾区、墨田区、 

２．発売箇所  江戸川区）の郵便局（別紙の通り）および郵便切手類販売所 

２．発売箇所  ※一部の郵便切手類販売所を除く 
 
３．発行枚数  ５０，０００枚 ※売り切れ次第終了 
 
４．用 紙  インクジェット紙 
 
５．価 格  １枚５８円（税込） 
 
６．お年玉プレゼント企画について 

   広告付年賀葉書【京成電鉄】（表面右下）のくじ番号で「京成カレンダー２０２０」 

   などの素敵な賞品が当たるお年玉プレゼント企画に参加できます。当選番号や賞 

品内容は２０２０年１月中旬頃に当社ホームページ「お知らせ」にて発表予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます。 

※２ 広告付年賀葉書【京成電鉄】のみが対象となります。 

※３ 本企画に関するお客さまの問い合わせ先は下記の通りです。 

京成お客様ダイヤル ＴＥＬ：０５７０－０８１－１６０（ナビダイヤル） 

音声ガイダンスに従い【２番】を選択してください。 

≪受付時間 ９：００～１８：００≫ 

         ※４ 日本郵便は本企画のスポンサーではありません。 
 
7．広告付年賀葉書に関するお問合せ先 

日本郵便株式会社 東京支社 郵便・物流営業部 (販売促進係) 

電話：（直通）０３－５５７４－９６０７ 

 ≪受付時間：平日９：００～１７：００≫ 
 
 

以 上 

  

くじ番号記載部分（赤枠） 
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【別紙】 

 

郵便局名 郵便番号 住所
台東谷中 110-0001 東京都台東区谷中２－５－２３
台東桜木 110-0002 東京都台東区上野桜木１－１０－１０
台東根岸三 110-0003 東京都台東区根岸３－２－１０
台東根岸二 110-0003 東京都台東区根岸２－１８－１９
下谷三 110-0004 東京都台東区下谷３－２０－７
上野七 110-0005 東京都台東区上野７－９－１５
上野三 110-0005 東京都台東区上野３－２８－４
上野駅前 110-0005 東京都台東区上野６－１５－１
上野黒門 110-0005 東京都台東区上野３－１４－１
仲御徒町 110-0005 東京都台東区上野５－１６－１２
台東竜泉 110-0012 東京都台東区竜泉３－９－６
台東入谷 110-0013 東京都台東区入谷１－１７－２
下谷神社前 110-0015 東京都台東区東上野３－２９－８
東上野六 110-0015 東京都台東区東上野６－１９－１１
台東三 110-0016 東京都台東区台東３－１２－５
台東一 110-0016 東京都台東区台東１－２３－５
上野 110-8799 東京都台東区下谷１－５－１２

台東日本堤 111-0021 東京都台東区日本堤１－３１－７
台東清川 111-0022 東京都台東区清川１－２８－４
東浅草 111-0025 東京都台東区東浅草１－２１－６
台東千束 111-0031 東京都台東区千束１－１６－９
台東聖天前 111-0032 東京都台東区浅草６－３４－８
浅草四 111-0032 東京都台東区浅草４－４２－１

台東花川戸 111-0033 東京都台東区花川戸２－８－１
雷門 111-0034 東京都台東区雷門２－２－８
西浅草 111-0035 東京都台東区西浅草３－１２－１

台東松が谷 111-0036 東京都台東区松が谷１－２－１１
元浅草 111-0041 東京都台東区元浅草１－５－２
蔵前 111-0051 東京都台東区蔵前２－１５－６

くらまえ橋 111-0051 東京都台東区蔵前１－３－１７
鳥越神社前 111-0053 東京都台東区浅草橋３－３３－６
浅草橋 111-0053 東京都台東区浅草橋５－５－６
台東三筋 111-0055 東京都台東区三筋２－７－１１
浅草 111-8799 東京都台東区西浅草１－１－１

荒川町屋 116-0001 東京都荒川区町屋１－１９－９
荒川町屋五 116-0001 東京都荒川区町屋５－６－５
荒川北町屋 116-0001 東京都荒川区町屋８－３－１１
荒川五 116-0002 東京都荒川区荒川５－１１－１２

荒川南千住 116-0003 東京都荒川区南千住６－１－８
荒川汐入 116-0003 東京都荒川区南千住８－４－５－１１８

荒川南千住五 116-0003 東京都荒川区南千住５－３９－５
荒川西尾久三 116-0011 東京都荒川区西尾久３－２５－１８
荒川西尾久二 116-0011 東京都荒川区西尾久２－１６－７
荒川西尾久七 116-0011 東京都荒川区西尾久７－１６－１３

熊野前 116-0012 東京都荒川区東尾久８－１４－１
荒川東尾久二 116-0012 東京都荒川区東尾久２－４０－２
荒川東尾久四 116-0012 東京都荒川区東尾久４－２１－６
日暮里駅前 116-0013 東京都荒川区西日暮里２－２１－６－１０２
西日暮里 116-0013 東京都荒川区西日暮里１－６０－３

西日暮里駅前 116-0013 東京都荒川区西日暮里５－１１－８
東日暮里六 116-0014 東京都荒川区東日暮里６－７－２
東日暮里二 116-0014 東京都荒川区東日暮里２－２７－７

荒川 116-8799 東京都荒川区荒川３－２－１
足立大谷田団地内 120-0001 東京都足立区大谷田１－１－４
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郵便局名 郵便番号 住所
足立中川 120-0002 東京都足立区中川３－３－１７
足立東和 120-0003 東京都足立区東和４－８－５
足立東和二 120-0003 東京都足立区東和２－１５－１６
足立東綾瀬 120-0004 東京都足立区東綾瀬１－１８－１７
綾瀬駅前 120-0005 東京都足立区綾瀬４－５－２
足立綾瀬 120-0005 東京都足立区綾瀬４－３１－１０
足立谷中 120-0006 東京都足立区谷中２－５－１
足立谷中三 120-0006 東京都足立区谷中３－１９－５
足立弘道 120-0013 東京都足立区弘道１－３０－３
足立西綾瀬 120-0014 東京都足立区西綾瀬３－３９－７
足立一 120-0015 東京都足立区足立１－１１－１０
足立三 120-0015 東京都足立区足立３－１８－１６
足立柳原 120-0022 東京都足立区柳原１－９－１４
足立旭町 120-0026 東京都足立区千住旭町２７－１３
足立大川町 120-0031 東京都足立区千住大川町２０－１３
北千住 120-0034 東京都足立区千住４－１５－７
足立中居 120-0035 東京都足立区千住中居町１７－２４
足立仲町 120-0036 東京都足立区千住仲町１９－１３
千住河原 120-0037 東京都足立区千住河原町２３－２
千住竜田 120-0042 東京都足立区千住龍田町２０－９
足立宮元町 120-0043 東京都足立区千住宮元町１９－３
足立宮城 120-0047 東京都足立区宮城１－１２－１９
足立 120-8799 東京都足立区千住曙町４２－４

足立青井 121-0012 東京都足立区青井６－２２－１０
足立西加平 121-0012 東京都足立区青井４－４５－６
足立六木 121-0052 東京都足立区六木４－７－３０
足立佐野 121-0053 東京都足立区佐野２－１１－１２
足立花畑五 121-0061 東京都足立区花畑５－１２－８２
足立花畑一 121-0061 東京都足立区花畑１－１５－１８
花畑西 121-0061 東京都足立区花畑４－２８－３
足立花畑 121-0062 東京都足立区南花畑３－１９－２５
足立保木間 121-0064 東京都足立区保木間１－３１－１１
足立保木間四 121-0064 東京都足立区保木間４－１－１７
足立六町 121-0073 東京都足立区六町４－２－２７

足立ひとつや 121-0075 東京都足立区一ツ家２－１３－３
足立東伊興 121-0807 東京都足立区伊興本町２－７－１０
足立西保木間 121-0812 東京都足立区西保木間４－５－１４－１０６
足立竹の塚 121-0813 東京都足立区竹の塚５－８－５
六月町 121-0814 東京都足立区六月２－２２－１５
足立島根 121-0815 東京都足立区島根２－１９－１３
足立梅島 121-0816 東京都足立区梅島２－２－１０

足立西竹の塚 121-0822 東京都足立区西竹の塚２－４－１７
足立伊興二 121-0823 東京都足立区伊興２－１８－１
足立西伊興 121-0824 東京都足立区西伊興１－９－３０
足立舎人 121-0831 東京都足立区舎人５－１７－４
足立古千谷 121-0832 東京都足立区古千谷本町２－２０－１２
足立入谷 121-0836 東京都足立区入谷９－１５－１
足立北 121-8799 東京都足立区竹の塚３－９－２０

足立西新井 123-0841 東京都足立区西新井１－５－２
足立西新井二 123-0841 東京都足立区西新井２－２１－８
足立栗原北 123-0842 東京都足立区栗原２－１７－６
西新井駅前 123-0843 東京都足立区西新井栄町２－７－９

足立西新井栄町 123-0843 東京都足立区西新井栄町１－４－１２
足立興野 123-0844 東京都足立区興野２－３１－９

足立西新井本町 123-0845 東京都足立区西新井本町２－２１－２
足立梅田 123-0851 東京都足立区梅田６－３２－１
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郵便局名 郵便番号 住所
足立関原 123-0852 東京都足立区関原２－３７－１６
足立本木一 123-0853 東京都足立区本木１－１－１２
足立本木 123-0857 東京都足立区本木北町１－８
足立鹿浜 123-0864 東京都足立区鹿浜２－３４－１９
足立鹿浜八 123-0864 東京都足立区鹿浜８－１１－４
足立新田 123-0865 東京都足立区新田２－１２－８
足立椿 123-0871 東京都足立区椿２－１８－１５

足立江北四 123-0872 東京都足立区江北４－２－４
足立江北 123-0872 東京都足立区江北６－３０－２１
足立西 123-8799 東京都足立区西新井本町４－４－３０
葛飾小菅 124-0001 東京都葛飾区小菅１－１０－１１

葛飾東堀切三 124-0004 東京都葛飾区東堀切３－２９－１２
葛飾東堀切二 124-0004 東京都葛飾区東堀切２－２１－２４
お花茶屋駅前 124-0005 東京都葛飾区宝町２－３４－１３－１１３
葛飾堀切 124-0006 東京都葛飾区堀切４－１１－２
葛飾堀切八 124-0006 東京都葛飾区堀切８－１－７
葛飾堀切一 124-0006 東京都葛飾区堀切１－４２－１０
葛飾堀切六 124-0006 東京都葛飾区堀切６－２８－１２
葛飾四つ木 124-0011 東京都葛飾区四つ木４－２－２
葛飾区役所内 124-0012 東京都葛飾区立石５－１３－１

立石 124-0012 東京都葛飾区立石８－７－１０
葛飾立石一 124-0012 東京都葛飾区立石１－８－１９
葛飾東立石 124-0013 東京都葛飾区東立石３－２７－１
葛飾東四つ木 124-0014 東京都葛飾区東四つ木３－４７－５
葛飾細田 124-0021 東京都葛飾区細田３－２８－５
葛飾奥戸 124-0022 東京都葛飾区奥戸３－２８－９

葛飾東新小岩 124-0023 東京都葛飾区東新小岩３－１１－５
葛飾東新小岩六 124-0023 東京都葛飾区東新小岩６－１６－２
新小岩駅前 124-0024 東京都葛飾区新小岩１－４８－１３
葛飾西新小岩 124-0025 東京都葛飾区西新小岩５－３１－１１

葛飾 124-8799 東京都葛飾区四つ木２－２８－１
葛飾西亀有 125-0002 東京都葛飾区西亀有３－３９－１２
葛飾西水元 125-0031 東京都葛飾区西水元５－１１－５
葛飾水元五 125-0032 東京都葛飾区水元５－１－９
葛飾水元 125-0033 東京都葛飾区東水元３－４－１８

葛飾南水元二 125-0035 東京都葛飾区南水元２－２７－１６
葛飾東金町 125-0041 東京都葛飾区東金町３－９－１
葛飾東金町二 125-0041 東京都葛飾区東金町２－１７－１３
葛飾東金町五 125-0041 東京都葛飾区東金町５－３２－３

金町 125-0042 東京都葛飾区金町５－３１－１４
葛飾新宿二 125-0051 東京都葛飾区新宿２－２５－５
葛飾柴又 125-0052 東京都葛飾区柴又４－１０－７
葛飾柴又一 125-0052 東京都葛飾区柴又１－１１－８
葛飾鎌倉 125-0053 東京都葛飾区鎌倉４－１０－７
高砂 125-0054 東京都葛飾区高砂５－２７－６

葛飾高砂四 125-0054 東京都葛飾区高砂４－２－２６－１０１
葛飾高砂七 125-0054 東京都葛飾区高砂７－２１－１０

亀有 125-0061 東京都葛飾区亀有３－３３－１
葛飾亀有二 125-0061 東京都葛飾区亀有２－１５－２０
亀有駅前 125-0061 東京都葛飾区亀有５－３７－７
葛飾青戸 125-0062 東京都葛飾区青戸３－３８－４
葛飾青戸四 125-0062 東京都葛飾区青戸４－２８－１３
葛飾青戸三 125-0062 東京都葛飾区青戸３－１２－１６
葛飾白鳥 125-0063 東京都葛飾区白鳥３－２２－９
葛飾新宿 125-8799 東京都葛飾区金町１－８－１

本所吾妻橋駅前 130-0001 東京都墨田区吾妻橋２－３－１３
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郵便局名 郵便番号 住所
押上駅前 130-0002 東京都墨田区業平４－１７－１２
墨田横川 130-0003 東京都墨田区横川４－７－３
本所一 130-0004 東京都墨田区本所１－２５－７
墨田石原 130-0011 東京都墨田区石原３－２５－６
錦糸町駅前 130-0013 東京都墨田区錦糸３－２－１
墨田横網 130-0015 東京都墨田区横網１－６－１
墨田緑町 130-0021 東京都墨田区緑１－１４－１２
墨田江東橋 130-0022 東京都墨田区江東橋１－７－１９

錦糸町パルコ内 130-0022 東京都墨田区江東橋４－２７－１４
墨田菊川 130-0024 東京都墨田区菊川３－８－７
墨田両国三 130-0026 東京都墨田区両国３－７－３

本所 130-8799 東京都墨田区太平４－２１－２
墨田二 131-0031 東京都墨田区墨田２－６－１０
墨田四 131-0031 東京都墨田区墨田４－５０－１
墨田白鬚 131-0032 東京都墨田区東向島４－９－４
東向島五 131-0032 東京都墨田区東向島５－１７－８
東向島一 131-0032 東京都墨田区東向島１－４－８
向島四 131-0033 東京都墨田区向島４－２５－１６

墨田八広四 131-0041 東京都墨田区八広４－５１－３
墨田八広三 131-0041 東京都墨田区八広３－３２－１６
墨田立花 131-0043 東京都墨田区立花５－２３－１－１０２

墨田立花団地内 131-0043 東京都墨田区立花１－２６－２
墨田京島一 131-0046 東京都墨田区京島１－２３－９
墨田京島 131-0046 東京都墨田区京島３－４７－３
向島 131-8799 東京都墨田区東向島２－３２－２５

江戸川椿 132-0003 東京都江戸川区春江町３－４３－１４
江戸川今井 132-0013 東京都江戸川区江戸川３－５０－１５
江戸川一 132-0013 東京都江戸川区江戸川１－２６－２

江戸川東瑞江二 132-0014 東京都江戸川区東瑞江２－５２－１９
江戸川中央 132-0021 東京都江戸川区中央２－２４－３
江戸川中央三 132-0021 東京都江戸川区中央３－２４－１８
江戸川区役所前 132-0021 東京都江戸川区中央１－３－１３
江戸川中央四 132-0021 東京都江戸川区中央４－４－１９
江戸川西一之江 132-0023 東京都江戸川区西一之江３－１７－１８
江戸川一之江 132-0024 東京都江戸川区一之江４－６－１５
江戸川松江 132-0025 東京都江戸川区松江７－２－１１
江戸川松島 132-0031 東京都江戸川区松島３－２－３

江戸川東小松川 132-0033 東京都江戸川区東小松川１－１２－２３
江戸川東小松川三 132-0033 東京都江戸川区東小松川３－１３－４
江戸川小松川 132-0034 東京都江戸川区小松川３－１１－１
江戸川平井五 132-0035 東京都江戸川区平井５－４８－１
江戸川平井 132-0035 東京都江戸川区平井４－８－２４
江戸川平井七 132-0035 東京都江戸川区平井７－２９－４
平井駅前 132-0035 東京都江戸川区平井５－６－３
江戸川 132-8799 東京都江戸川区松島１－１９－２４

江戸川上一色 133-0041 東京都江戸川区上一色２－１８－４
江戸川本一色 133-0044 東京都江戸川区本一色２－３－１１
北小岩三 133-0051 東京都江戸川区北小岩３－１３－８
北小岩六 133-0051 東京都江戸川区北小岩６－９－１２
北小岩七 133-0051 東京都江戸川区北小岩７－１７－５
東小岩一 133-0052 東京都江戸川区東小岩１－１３－１
東小岩五 133-0052 東京都江戸川区東小岩５－２６－７

江戸川上篠崎 133-0054 東京都江戸川区上篠崎３－１４－９
小岩駅前 133-0056 東京都江戸川区南小岩８－１８－２
南小岩五 133-0056 東京都江戸川区南小岩５－３－１７

南小岩フラワーロード 133-0056 東京都江戸川区南小岩６－２７－１６
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郵便局名 郵便番号 住所
西小岩一 133-0057 東京都江戸川区西小岩１－１５－６
西小岩四 133-0057 東京都江戸川区西小岩４－４－８
江戸川篠崎 133-0061 東京都江戸川区篠崎町３－２５－１
江戸川篠崎七 133-0061 東京都江戸川区篠崎町７－８－２０
江戸川東篠崎 133-0063 東京都江戸川区東篠崎１－７－４８
江戸川南篠崎二 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町２－４５－１５

瑞江駅前 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町２－１０－４
江戸川東松本 133-0071 東京都江戸川区東松本１－１４－５
江戸川鹿骨 133-0073 東京都江戸川区鹿骨５－１４－１２
江戸川鹿骨二 133-0073 東京都江戸川区鹿骨２－４５－１

小岩 133-8799 東京都江戸川区南小岩８－１－１０
江戸川春江五 134-0003 東京都江戸川区春江町５－１１－７
江戸川北葛西三 134-0081 東京都江戸川区北葛西３－１－３２
江戸川中葛西一 134-0083 東京都江戸川区中葛西１－４９－１４
江戸川中葛西五 134-0083 東京都江戸川区中葛西５－７－１６

葛西駅前 134-0083 東京都江戸川区中葛西３－２９－１９
葛西仲町 134-0084 東京都江戸川区東葛西７－１９－１６
江戸川長島 134-0084 東京都江戸川区東葛西５－４５－１

江戸川東葛西六 134-0084 東京都江戸川区東葛西６－８－１
江戸川南葛西六 134-0085 東京都江戸川区南葛西６－７－４
江戸川臨海 134-0086 東京都江戸川区臨海町５－２－２

葛西クリーンタウン内 134-0087 東京都江戸川区清新町１－３－９
西葛西駅前 134-0088 東京都江戸川区西葛西６－８－１６
江戸川船堀 134-0091 東京都江戸川区船堀２－２１－９

葛西 134-8799 東京都江戸川区中葛西１－３－１


