
 

お 知 ら せ 
 

 平成 31 年 1 月 30 日 
独立行政法人造幣局 
(14：00 発表資料) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

造幣局において、以下○a ～○d の記念貨幣に係る通信販売の受付
を明日 1月 31 日(木)より開始します。 
 
※申込受付期間：1月 31 日(木)～2 月 20 日(水) 
 
 

○a 東京 2020 オリンピック競技大会記念千円銀貨幣 
｢陸上競技｣   (販売価格:9,500 円) 

 

○b 東京 2020 オリンピック競技大会記念千円銀貨幣 
｢バドミントン｣  (販売価格:9,500 円) 

 

○c 東京 2020 オリンピック競技大会記念千円銀貨幣 
｢野球･ソフトボール｣  (販売価格:9,500 円) 

 

○d 東京 2020 パラリンピック競技大会記念千円銀貨幣 
｢水泳｣    (販売価格:9,500 円) 

 

販売要領は、別紙のとおりとなっておりますのでご確認ください。 
 
 
 
 
お客様からのお問合せにつきましては、 

ハローダイヤル 050－5548－8686(午前8時～午後9時、年中無休)にお願いいたします。 
 
 
 
(注)本件は、大蔵記者会(大阪府)、大阪経済記者クラブ(大阪府)、財政研究会(東京都)、

さいたま市政記者クラブ(埼玉県)、広島県政記者クラブ(広島県)、広島経済記者クラ

ブ(広島県)、都庁記者クラブ(東京都)でお知らせしています。 
 
報道関係の皆様からのお問合せ先 

造 幣 局  広 報 官 

電話(直通)06-6351-5105 

造幣局さいたま支局総務課広報室

電話 (直通 ) 0 4 8 - 6 4 5 - 5 8 9 8

造幣局 広島支局 総務課

電話(直通)082-922-1597
 

東京 2020オリンピック･パラリンピック競技大会

記念貨幣(第二次発行分)の受付開始のお知らせ 



別紙 

販売要領 

種類 

○a  
東京 2020 オリンピック 

競技大会記念 

千円銀貨幣 

｢陸上競技｣ 

○b  
東京 2020 オリンピック

競技大会記念 

千円銀貨幣 

｢バドミントン｣ 

○c  
東京 2020 オリンピック 

競技大会記念 

千円銀貨幣 

｢野球･ソフトボール｣ 

○d  
東京 2020 パラリンピック

競技大会記念 

千円銀貨幣 

｢水泳｣ 

販売価格 
各 9,500 円 

(消費税･送料込) 

販売数量 

各 100,000 個 

※販売数量のうち、コンプリートセット用、海外販売用、展示用、製品紹介用及び記念事業広報用等とし

て、○a ～○d いずれも 19,000 個を限度に控除いたします。 

申込数 

はがき一枚につき、お一人分のお申込み 

※複数のはがきによる申込み、はがきと造幣局オンラインショップによる重複の申込みも可 

※お申込みは、必ず住民票登録のある住所をご記載･ご登録ください。住民票登録と異なる住所でのお申

込みは、原則として無効といたしますので、住民票登録以外の場所に居住されている方は、お申込みの

前にお問い合わせ願います。 

申込受付 

期間 
平成 31 年 1 月 31 日(木)から 2月 20 日(水)まで(消印有効) 

申込方法 

はがき又は造幣局オンラインショップによりお申し込みください。 

なお、造幣局オンラインショップは 1月 31 日(木)午前 10 時より受付しております。 

≪はがきによるお申込みの場合≫ 

以下の記入要領により、お申し込みください。 

※はがき以外の封書等では受け付けいたしませんので、ご注意ください。 

※以下のとおり、お求め頂く記念貨幣によって、はがきの宛先が異なりますのでご注意ください。 

※｢銀貨 4 種類｣係宛のはがき一枚で、オリンピック銀貨 3種類とパラリンピック銀貨 1種類をすべて申

込むことができます(ただし、申込み多数により抽選となった場合、抽選はそれぞれで行うため、当

選する貨幣と当選しない貨幣に分かれることがあります)。 

〒539-0022 

日本郵便(株) 

大阪北郵便局 

造幣局 

千円銀貨 

｢陸上｣ 係 

〒539-0025 

日本郵便(株) 

大阪北郵便局 

造幣局 

千円銀貨 

｢バドミントン｣ 係 

〒539-0029 

日本郵便(株) 

大阪北郵便局 

造幣局 

千円銀貨 

｢野球･ソフト｣ 係 

〒539-0030 

日本郵便(株) 

大阪北郵便局 

造幣局 

千円銀貨 

｢水泳｣ 係 

(千円銀貨幣 4種類) 

〒539－0033 

日本郵便(株)大阪北郵便局 

造幣局 

銀貨 4 種類 係 

(共通裏面) 

① 郵便番号 ② 住所 ③ 氏名(フリガナ) ④ 電話番号 
⑤ お客様コ－ド(9 桁の数字) ※造幣局に登録のある方はご記載ください。 



≪造幣局オンラインショップによるお申込みの場合≫ 

以下のアドレスに接続のうえ、お申し込みください。 

URL https://www3.mint.go.jp/ 

※造幣局オンラインショップによるお申込みは、各貨幣につきお一人様 1回限りとなります。 

当選者 

の決定 

① 販売数量を上回るお申込みがあった場合は、抽選になります。 
② 当選は、各貨幣につき、お一人様１個限りといたします。 
なお、多くの国民の皆様に記念貨幣を保有していただく観点から、当選する貨幣の個数は、各貨幣に

つき、一住所当たり合計 2個までといたします。同一住所で別世帯の方は、お申込みの前にお問い合

わせ願います。 

③ 同一住所(同一と思われるものを含む)で多数の方が申し込まれていることが判明した場合その他必
要と認められる場合には、払込用紙の送付に先立ち、住民票等居住を証明するために必要な書類の写

しをご提出いただくことがあります。 

当選された 

方への連絡 

① 造幣局発行の払込用紙を、2019 年 6 月下旬頃から順次送付します。払込用紙の裏面に記載しておりま

す注意事項をよくお読みのうえ、払込期限内にコンビニエンスストア、郵便局(ゆうちょ銀行)又は銀

行(銀行振込手数料はお客様のご負担)でご入金願います。 

造幣局オンラインショップからお申し込みいただいた方は、クレジットカードでもお支払いいただけ

ます。 

なお、製品の発送はご入金･お支払い後となります。 

② ご案内の払込期限内にご入金･お支払いいただけない場合は、キャンセルされたものとして取り扱わ

せていただきます。 

③ 製品の発送は、2019 年 7 月上旬頃から順次行いますが、販売種類数が多いことから、製品の発送が

2019 年 9 月頃となる場合がございますので、ご了承願います。 

④ 2 種類以上当選された方には、払込用紙又は製品をまとめてお送りする場合があります。 

⑤ 当選されなかった方への連絡はいたしておりませんので、ご了承願います。 

ご注意 

記念貨幣は多くの国民の皆様に末永く愛蔵していただきたいとの趣旨で発行･販売しており、次のような

方には販売いたしませんので、ご了承願います。 

① 架空名義、他人名義等により申し込んだと判断される方(必要に応じてご本人の確認をさせていただ
きます）。 

② 製品発送前のインターネットによる販売等明らかに転売を前提として申し込まれている方。 

返品に 

ついて 

お客様のご都合による返品には応じることができませんので、ご注意願います。万一、不良品又はお申込

みと異なる製品が届いた場合は、良品と交換させていただきます。恐れ入りますが、製品到着後速やかに

造幣局へご連絡のうえ、ご返送願います(送料造幣局負担)。 

個人情報の 

取り扱い 

お客様の個人情報は、ご入金･お支払いの確認、製品の発送などお申し込みいただいた製品の販売に関す

る事務に利用するほか、造幣局製品やイベントのご案内、お問合せ･アンケートのために利用する場合が

あります。お客様のご了解がない限り、その他への利用はいたしません。 

その他 
販売要領は、造幣局のホームページ URL https://www.mint.go.jp/ 

でもお知らせします。 

お問合せ先 

ハローダイヤル TEL 050‐5548‐8686 

(午前 8 時～午後 9時、年中無休) 

おかけ間違いのないように、ご注意ください。 

 



９，５００円（消費税、送料込）

※写真はイメージのため、現物とは異なります。
※画像データが必要な方は、造幣局広報官（kouhou@mint.go.jp）までお問合せください。

東京2020オリンピック競技大会記念
千円銀貨幣
｢陸上競技｣

（表面） （裏面）



９，５００円（消費税、送料込）

※写真はイメージのため、現物とは異なります。
※画像データが必要な方は、造幣局広報官（kouhou@mint.go.jp）までお問合せください。

東京2020オリンピック競技大会記念
千円銀貨幣
｢バドミントン｣

（表面） （裏面）



９，５００円（消費税、送料込）

※写真はイメージのため、現物とは異なります。
※画像データが必要な方は、造幣局広報官（kouhou@mint.go.jp）までお問合せください。

東京2020オリンピック競技大会記念
千円銀貨幣

｢野球･ソフトボール｣

（表面） （裏面）



９，５００円（消費税、送料込）

※写真はイメージのため、現物とは異なります。
※画像データが必要な方は、造幣局広報官（kouhou@mint.go.jp）までお問合せください。

東京2020パラリンピック競技大会記念
千円銀貨幣
｢水泳｣

（表面） （裏面）


