
2023 年 1 月 13 日 

日本郵便株式会社 

日本郵政株式会社 

日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長兼執行役員社長 衣川 和秀／ 

以下「日本郵便」）および日本郵政株式会社（東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 

増田 寛也）は、好評だった第一弾「普通切手原画」の NFT アートに続く第二弾として、「ぽすくま」 

の誕生 10 周年を祝した「グリーティング切手原画「ぽすくまと仲間たち」」の NFT アート 

全 8シリーズを、2023 年 1 月 16 日（月）17：00 から順次販売します。 

第一弾と同様に、楽天グループ株式会社が運営する NFT マーケットプレイスおよび販売プラット 

フォーム「Rakuten NFT」で販売します。 

1 概要 

今回販売する NFT アートは、日本郵便のキャラクター「ぽすくま」が登場する静止画の 

NFT 全 6 シリーズと、動画の NFT 全 2 シリーズです。2012 年 9 月 21 日発行のグリーティング切手 

「秋のグリーティング」から「ぽすくま」が誕生して、2022 年で 10 周年を迎えたことから、今回の

NFT アートに採用しました。 

 動画の N F T は、静止画をスライドショー化し、オリジナルストーリーを加えた 

「思い出すごろく」と、切手の背景やキャラクターに動きをつけた「うごくぽすくま」の 2 シリーズ

です。この 10年の間に「ぽすみるく」や「ぽすとーすと」など仲間たちも増え、また、グッズ販売や 

コラボカフェの開催など、日本郵便のキャラクターとして幅広い活躍をしてきた「ぽすくま」の 

さまざまなシーンを楽しむことができます。 

切手原画の背景を彩るのは、「スコットランド タータン登記所」に正式に登録した日本郵便 

オリジナルのタータンチェックです。50円郵便切手原画と 63 円郵便切手原画には、ぽすくまの色（黄

土色や帽子の青など）でデザインした赤いタータンチェックを、80 円郵便切手原画と 84 円郵便切手原

画には、ぽすみるくの白、ぽすとーすとの茶色、ぽすらいむの緑などでデザインした白いタータン 

チェックを使用しています。 

※ NFT とは、「Non-Fungible Token（非代替性トークン）」の略で、従来、容易にコピーや 

改ざんができるため、資産価値を持ち難かったデジタルデータに、証明書コード（Token）を 

付与することで、資産価値を持たせることを可能とした技術です。 

切手原画の NFT アート第二弾で「ぽすくま」10 周年をお祝い！ 

グリーティング切手原画「ぽすくまと仲間たち」の販売



2 購入方法 

 第一弾と同様に「Rakuten NFT」での販売となります。ご購入には楽天 ID が必要で、決済方法は 

 クレジットカード（VISA/Master/JCB）または暗号資産ウォレット「MetaMask（メタマスク）」を 

通じた暗号資産「イーサ」（ETH）による決済です。 

購入方法の詳細については、「Rakuten NFT」の Web サイトをご確認下さい。 

「Rakuten NFT」URL：https://nft.rakuten.co.jp/ 

3 販売概要 

販売開始日時：2023 年 1 月 16 日（月）17：00から全 8シリーズを順次販売 

※ 各シリーズの販売開始日は以下の表をご参照下さい。 

販売単位：1パック 

パック内容：シリーズ①～⑥ 4種のモーメントからランダムで選ばれた 2モーメント 

     シリーズ⑦   1 モーメント 

     シリーズ⑧   3 種のモーメントからランダムで選ばれた 1モーメント 

 ※ モーメントの見本は別紙をご参照ください。 

※ モーメントとは、各 NFT コンテンツを指す「Rakuten NFT」内の呼称です。 

≪静止画（シリーズ①～⑥）≫ 

シリーズ① 

「はじめまして！ぽすくま」 

（4種／2モーメント） 

シリーズ② 

「ぽすくまと美味しいもの」 

（4種／2モーメント） 

シリーズ③ 

「旅するぽすくま」 

（4種／2モーメント） 

2,980 円（税込） 

200 パック 

2,980 円（税込） 

200 パック 

2,980 円（税込） 

200 パック 

販売開始日： 

2023 年 1月 16 日（月）17:00 

販売開始日： 

2023 年 1月 30 日（月）17:00 

販売開始日： 

2023 年 2月 13 日（月）17:00 

＜原画の内容＞ 

・ぽすくま（1）｜「秋のグリーテ

ィング（ぽすくま）」50円郵便

切手原画（2012.9.21 発行） 

・ぽすこぐまぽすくまに助けても

らう｜「秋のグリーティング

（ぽすくま）」80円郵便切手原

画（2013.9.19 発行） 

・ぽすくま（2）｜「秋のグリーテ

ィング（ぽすくま）」50円郵便

切手原画（2012.9.21 発行） 

・ぽすくまとプレゼント｜「秋のグ

リーティング（ぽすくま）」80円

郵便切手原画（2012.9.21 発行）

＜原画の内容＞ 

・ぽすくま 茶道をたしなむ｜「ぽ

すくまと仲間たち」84円郵便切手

原画（2022.9.14 発行） 

・ぽすくま お好み焼きを焼く｜

「ぽすくまと仲間たち」84 円郵便

切手原画（2022.9.14 発行） 

・ぽすくまカフェ開店｜「ぽすくま

と仲間たち」63 円郵便切手原画

（2022.9.14 発行） 

・ぽすくまと巨大ハチミツトースト

｜「ぽすくまと仲間たち」84 円郵

便切手原画（2022.9.14 発行） 

＜原画の内容＞ 

・ぽすくま 宇宙で配達｜「ぽすく

まと仲間たち」84円郵便切手原画

（2022.9.14 発行） 

・ぽすくま イギリスの旅｜「ぽす

くまと仲間たち」63 円郵便切手原

画（2022.9.14 発行） 

・ぽすくま 南極で配達｜「ぽすく

まと仲間たち」84円郵便切手原画

（2022.9.14 発行） 

・ぽすくま 温泉に入る｜「ぽすく

まと仲間たち」84円郵便切手原画

（2022.9.14 発行）



シリーズ④ 

「郵便屋さんに憧れて」 

（4種／2モーメント） 

シリーズ⑤ 

「ぽすくまと遊ぼう！」 

（4種／2モーメント） 

シリーズ⑥ 

「ぽすくまのバースデー！ 

みんなでお祝い」 

（4種／2モーメント） 

2,980 円（税込） 

200 パック 

2,980 円（税込） 

200 パック 

2,980 円（税込） 

200 パック 

販売開始日： 

2023 年 2月 27 日（月）17:00 

販売開始日： 

2023 年 3月 13 日（月）17:00 

販売開始日： 

2023 年 3月 27 日（月）17:00 

＜原画の内容＞ 

・子供時代のぽすくま ベッドで

手紙を読む｜「ぽすくまと仲間

たち」63円郵便切手原画

（2022.9.14 発行） 

・ぽすくま 郵便屋さんになる｜

「ぽすくまと仲間たち」63 円郵

便切手原画（2022.9.14 発行） 

・ぽすくまとぽすこぐまの出会い

｜「ぽすくまと仲間たち」63円

郵便切手原画（2022.9.14 発行）

・子供時代のぽすくま 郵便屋さ

んに憧れる｜「ぽすくまと仲間

たち」63円郵便切手原画

（2022.9.14 発行）

＜原画の内容＞ 

・ジェットコースターに乗るぽすく

まとぽすこぐま｜「ぽすくまと仲

間たち」84 円郵便切手原画

（2022.9.14 発行） 

・ぽすくまの銅像できる｜「ぽすく

まと仲間たち」63円郵便切手原画

（2022.9.14 発行） 

・メリーゴーランドに乗るぽすくま

｜「ぽすくまと仲間たち」84 円郵

便切手原画（2022.9.14 発行） 

・花火見上げるぽすくまと仲間たち

｜「ぽすくまと仲間たち」84 円郵

便切手原画（2022.9.14 発行） 

＜原画の内容＞ 

・ぽすくまと仲間たち全員集合｜

「ぽすくまと仲間たち」63 円郵便

切手原画（2022.9.14 発行） 

・ぽすくまと 4人の仲間たちとの出

会い｜「ぽすくまと仲間たち」63

円郵便切手原画（2022.9.14 発行）

・ぽすくまと森の郵便局の仲間たち

｜「ぽすくまと仲間たち」63 円郵

便切手原画（2022.9.14 発行） 

・10 周年ケーキを囲むぽすくまと

仲間たち｜「ぽすくまと仲間た

ち」84円郵便切手原画（2022.9.14

発行）

≪動画（シリーズ⑦および⑧）≫ 

シリーズ⑦ 

「思い出すごろく」 

（1種／1モーメント） 

シリーズ⑧ 

「うごくぽすくま」 

（3種／1モーメント） 

10,000 円（税込） 

50 パック 

5,000 円（税込） 

150 パック 

販売開始日： 

2023 年 3月 27 日（月）17:00 

販売開始日： 

2023 年 3月 27 日（月）17:00 

＜動画の内容＞ 

森の郵便局で働く郵便配達員である「ぽすくま」と

その仲間たちの「思い出」と「夢」をテーマにした

スライドショーです。 

「ぽすくまと仲間たち」63 円郵便切手原画（2022.9.14

発行）の切手原画を使用。 

＜動画の内容＞ 

・ぽすくま 郵便屋さんになる｜「ぽすくまと

仲間たち」63円郵便切手原画（2022.9.14 発

行） 

・ぽすくま 宇宙で配達｜「ぽすくまと仲間た

ち」84 円郵便切手原画（2022.9.14 発行） 

・10 周年ケーキを囲むぽすくまと仲間たち｜「ぽ

すくまと仲間たち」84 円郵便切手原画

（2022.9.14 発行）

販売 URL：https://jp-post.nft.rakuten.co.jp/ 

※ 販売ページは 2023 年 1 月 16 日（月）17:00 に公開予定です。 

以 上  



【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 

0120-23-28-86（フリーダイヤル） 
携帯電話から 0570-046-666（有料） 

＜受付時間 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。



別紙 

≪静止画（シリーズ①～⑥）≫ 

シリーズ①「はじめまして！ぽすくま」 

シリーズ②「ぽすくまと美味しいもの」 



シリーズ③「旅するぽすくま」 

シリーズ④「郵便屋さんに憧れて」 



シリーズ⑤「ぽすくまと遊ぼう！」 

シリーズ⑥「ぽすくまのバースデー！みんなでお祝い」 


