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概要
郵便雑貨を探しに、旅に出よう。郵便をめぐるヨーロッパツアー、オマケに中国・USA・オーストラリ
ア！フィンランド・スウェー

2011年8月4日 . 急に日本へ手紙が書きたくなった時や小包を送るときのために覚えておきたい。朝
早くから夜遅くまでの営業はうれしい。 photo. 交通至便なグランドセントラル駅近くにあり、平日は
夜９時まで営業している便利な郵便局。切手販売、小包発送に加え、アメリカではパスポート申請
手続きも郵便局で行う。毎月、いろいろな絵柄の切手が発行されるので切手マニアには切手のお
土産もいい。局内にて小包用の箱やテープは販売されているので日本へ荷物発送時に心強い。日
曜日は窓口は営業していないが局内.
郵便物を出し忘れ、郵便ポストの回収時間を確認したい。そんな時、あわてて最寄りの郵便ポスト
まで走って行かなくても、自宅や会社でインターネットから瞬時に郵便ポストの回収時間を確認でき
る、大変便利なお役立ちサイトをご紹介します.
2007年3月17日 . ポストオフィスマニア. ポストオフィスマニア（Post Ofsice Mania）。フィンランド、ス
ウェーデン、イギリス、フランス、スイス、リヒテンシュタイン、オランダとヨーロッパ７カ国の郵便関係めぐり
の旅（なんじゃそりゃ……ちょっと羨ましい！）の写真やグッズが、紹介されている本。楽しい！ 著者

は、森井ユカさん。他の著書に「IKEAファンブック」や「スーパーマーケットマニア ヨーロッパ編」など多
数。 ポストオフィスマニア フィンランド ボトルポスト2006が、購入できます。 森井ユカさん ←のウェブサ
イトは、コチラ。
キプロスで、伝統的様式のギリシア正教会を見たのはこれが唯一です。 リドラス通りに出ました。<br
/><br />ここ. リドラス通りに出ました。 ここでヨーロッパを感じれるはずが・・・開店前なのでなんなん
だか。 ケンタッキーの看板で、ショップが多い賑やかな通りに違いない、と自分に言い聞かせます。 郵
便局です。<br /><br />ポストかわいい。<. 郵便局です。 ポストかわいい。 ポストオフィスマニア的に
はどうでしょう？ チェックポイントに来ました。<br /><br />観光. チェックポイントに来ました。 観光客
の姿はなく、地元民のみ。
この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけ
を拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
郵便雑貨を探しに、旅に出よう。郵便をめぐるヨーロッパツアー、オマケに中国・USA・オーストラリ
ア！フィンランド・スウェーデン・イギリス・フランス・スイス・オランダ……郵便局で、いいもの探そう！世
界の郵便グッズはこんなにステキだった！封筒、ＢＯＸ、切手、オリジナルの文房具、ポストから有名
建築まで。心躍る公共.
郵便雑貨を探しに、旅に出よう。郵便をめぐるヨーロッパツアー、オマケに中国・ＵＳＡ・オーストラリ
ア！フィンランド・スウェーデン・イギリス・フランス・スイス・オランダ……郵便局で、いいもの探そう！世
界の郵便グッズはこんなにステキだった！封筒、ＢＯＸ、切手、オリジナルの文房具、ポストから有名
建築まで。心躍る公共デザインの宝庫、ポストオフィス雑貨の世界へ、いざ突入！一部、いまでは
手に入らない幻の商品も。※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけ
を拡大することはできません.
2015年12月7日 . ポストオフィスもあり、ここで投函するとサンタクロースの消印が押されるので、家族
や友人などへ絵ハガキを出すのもお勧めです。もちろん、絵ハガキを購入することも出来ます。また、
ここではクリスマスに届けてもらうようにカードを予約することも出来ます。これは、サンタクロースからの
クリスマスカードを予約するだけでなく、自分が書いたカードをクリスマスに送ってもらう予約も出来ま
す。全く違う時期に訪れてもちゃんとクリスマス頃に届きますので、自分宛てに出しておくと再び旅の
余韻に浸ることが出来.
タイトル, ポストオフィスマニア. 著者, 森井ユカ 著. 著者標目, 森井, ユカ. 出版地（国名コード）,
JP. 出版地, 東京. 出版社, 講談社. 出版年, 2006. 大きさ、容量等, 125p ; 16×16cm. ISBN,
4062137321. 価格, 1800円. JP番号, 21149083. 別タイトル, Post office mania. 出版年月日等,
2006.11. 件名（キーワード）, 郵便. Ajax-loader 関連キーワードを取得中.. NDLC, DK321.
NDC（9版）, 693.2 : 郵便．郵政事業. 対象利用者, 一般. 資料の種別, 図書. 言語（ISO639-2
形式）, jpn : 日本語.
前に『スーパーマーケットマニア』ってのを借りたけど、同じライターさんだね。 世界の…といいつつ、 フィ
ンランド、スウェーデン、イギリス、フランス、スイス、オランダなど主にヨーロッパの郵便局を紹介した
本。 日本もついに来月、民営化してしまうけれど、 どの国もメール時代を迎えて経営は楽ではない
ようです。 副収入として封筒や便せんなどの文具売り場を併設しているところが多いみたい。 日本
でもそういうのやるかなぁ？ それにしても世界中、集配車は実にカワイイ！ あと、切手もやっぱり小さ
な美術品ですよね。
最近、手紙を書いたことはありますか？インターネットやメールで世界が身近になる中、「郵便局」と
いうアナログな世界の魅力を再発見する本が生まれました。その名も『ポストオフィスマニア』。自らを
「雑貨マニア」と称する森井さんに、この本への思いを伺いました。
中古本を買うならブックオフオンラインヤフオク！店。まとめ買いで更にお得に！！ タイトル ポストオ
フィスマニア 作者 森井ユカ 販売会社 講談社/講談社 発売年月日 2006/11/17 JAN
9784062137324 ご入札する前にご確認いただきたいこと.
有限会社ユカデザイン代表/ 立体イラストレーター 桑沢デザイン研究所卒 キャラクターデザイナーを
経て、90年東急ハンズ・第７回ハンズ大賞入選（粘土による立体作品）を機に書籍や広告をフィー
ルドとする立体イラストレーターに。 1993年ＴＢＳ・ワサビーズ「松浦季里賞」。1996年テレビ東京・Ｔ

Ｖチャンピオン「粘土王選手権」優勝。 1999年有限会社ユカデザインを設立し、立体イラストに加
え、グラフィックデザイン、プロダクトデザインも開始。 著書： 『スーパーマーケットマニア・シリーズ』、
『IKEAファンブック』 『ポストオフィス.
井上卓朗 「ていぱーく （逓信総合博物館） 資料紹介（13） ドイツ （日耳曼国） 郵便博物館に出
品された 「郵便取扱之図」」. 史 料 紹 介. 星名定雄 「文献リサーチ余録 ネットで見つけた郵便
史の古典」. 史 料 紹 介. 鈴木克彦 「旧刊紹介（3） 森井ユカ 『ポストオフィスマニア』」. 史 料 紹
介. 加藤秀夫 「小包送票異聞（3） 特殊取扱い」. データシート. 無署名 「地方約束郵便実施状
況1／地方約束郵便実施状況2」. 近 刊 紹 介. 郵政歴史文化研究会編 『郵政資料館 研究
紀要』 創刊号（2010年3月）. 近 刊 紹 介. 専修大学文学部日本.
Anobii掲載の森井 ユカ作のポストオフィスマニア (出版社講談社、その他形式) の筋書きとレビュー
を見る.
寝屋川香里郵便局 - 香里園は大阪府にある寝屋川市と枚方市にまたがった京阪電車香里園駅
を中心とする地域。香里園がギッシリ詰まったサイト、今作ってま～す。出来たところからどうぞ。
ポストオフィスマニア/森井 ユカ（経済・ビジネス） - ポストオフィスマニアが、郵便をめぐるヨーロッパツ
アーへ！ 封筒、ポストから有名建築まで、心躍る公共デザインの宝庫、ポストオフィス雑貨の世界
へ.紙の本の購入はhontoで。
2017年2月1日 . スーダンイラク旅 その⑩ （１２月３１日）～スレイマニア編～. 今日はＳさんとAmna
Surakaに行くことに。 銅像ばかりがある公園。 この公園の看板が面白い。 持ってきちゃ .. Ｓさんエル
ビルからスレイマニアまでキルクーク経由できたそう。 どうも町の中心まではいかなかったそうで安全だっ
たと。 そうなのか。だったらキルクーク経由もありだわ。 . ちなみにポストオフィスはAwny Yousfストリー
トにある。 仕方なくとぼとぼ歩きだす。 広場をぐるぐる ホテルの部屋から町の様子を見下ろせるって
すごくない？
ポストオフィスマニア：本・コミックならセブンネットショッピング 。 7net、西武・そごう、イトーヨーカドー、ア
カチャンホンポ、LOFTが集結した「オムニ7」。nanacoポイントが貯まりセブン-イレブンでの店舗受取・
返品が可能、セブン＆アイの安心安全なネットショッピングです。
ポストオフィスマニア. by 森井ユカ. 1 2 3 4 5 (0). Icn mail on Icn mail · Icn fb; Icn tw. 郵便雑貨
を探しに、旅に出よう。郵便をめぐるヨーロッパツアー、オマケに中国・ＵＳＡ・オーストラリア。 ฿776.00

Online Price; ฿698.00 Kinokuniya Privilege Card Member Price; Availability Status : Out of
stock. The item is subject to availability at publisher/manufacturer. We will e-mail you with an
estimated delivery date as soon as we have more information. Retail store and online prices
may vary. Arrow up02.
2006年8月29日 . さて、『ポストオフィスマニア』の製作は、 どのページにどんなものを乗せるのかを決
め、 スタジオでカメラマンさんに雑貨の撮影をしていただきました。 これは事務所の壁（兼本棚）に
貼った、 各国グッズの記録写真。全て貼り出すとよりイメージが掴みやすいのです。 そしてこちらは出
版社のスタジオで撮影スタンバイしているオランダ郵便局オリジナルの郵便BOX。 こちらで言えばゆ
うパックですね。 このBOXは世界で一番クールな郵便BOX「でした」。 この秋からはデザインが一新
されます。楽しみなような.
2006年7月31日 . ということで、今回皆さんにご紹介するのは、セントラルにあるジェネラル・ポストオ
フォスに併設されている郵便局のオフィシャルショップ「ザ・ポストショップ」です。 . 左はジェネラル・ポス
トオフィスのビル、右はレトロなポストの絵柄／（写真右）どこかのアーティスト・ショップで買ったといっ
ても通用しそうな、香港の摩天楼が描かれたオシャレなノート HK$28. ちなみに、これらのグッズは、
年に４回ほど新作が出るのだとか。そのときはマニアたちがこぞって買いに来るので、在庫切れになる
こともあるそうです。
2009年12月1日 . 2009年から全国の郵便局で「ポスト型はがき」が売られているのをご存じでしょう
か？ このはがきは私製葉書の一種で、実際には「定形外の第1種郵便物」になってしまい、さらに
120円切手を貼らないと送れない、という代物です。それはそれとして、懐かしい丸型ポストの形をし
ていて、さらに郵便局の名前が入っているという結構おちゃめな商品です。 今日は、その中で変わっ
たものをご紹介します。その郵便局名が入っていないものです。 普通は、「東京中央郵便局」といっ

たかんじで郵便局名がはいる.
【ドイツポスト Deutsche Post】のmixiコミュニティ。このコミュニティは分社・子会社であるポストバン
ク、ＤＨＬ、ドイツテレコムも含みます 国際郵便（EMS・航空郵便・SAL・船便）など ドイツに住んで
いて郵便がよく分からないという方 日本か.
Amazonで森井ユカの{ProductTitle}。アマゾンならポイント還元本が多数。一度購入いただいた電
子書籍は、KindleおよびFire端末、スマートフォンやタブレットなど、様々な端末でもお楽しみいただ
けます。
TEL, ポストプロダクション営業 03-3586-5101 オーディオ営業 03-3586-8111 総務部 03-35868120. FAX, ポストプロダクション営業 03-3586-5104 オーディオ営業 03-3586-8112 総務部 033586-8140. URL, http://www.soundcity-w.com/. 主な事業内容, ・総合ポストプロダクション （ビデ
オ編集・テレシネ・ＭＡ・プリント） ・レコーディングスタジオ.
何回も受けるほどの会社ではないですよ 切手マニアとか郵便局マニアの方ですか？ 560もしもの為
の名無しさん2017/11/13(月) 22:38:59.33>>561>>563 · >>558 訪販はAIに取って代わる仕事と言
われてます。 10年後に職業として確立してるかどうかも怪しい。 よく考えた方がいいと思われます。
561もしもの為の名無しさん2017/11/14(火) 00:36:09.57. >>560 お前に判断される筋合いはない.
563もしもの為の名無しさん2017/11/14(火) 07:43:35.92. >>560 保険提案業務はAIでできるけど
最後は人.
2010年4月18日 . チャイナ・マニア もし、アジアのアートに対する私の関心が、お金の流れ、美術市
場の推測、またはスキャンダルなどに基づくものであれば、日本のアートシーンには見向きもせず、中
国について書いていただろう。これは、東京の主要なギャラリストである . ということで、私は、これまで
特に中国の作品やアートを商業的、概念的に駆り立てた歴史的な毛沢東からポスト共産主義そし
て資本主義へと移り変わった改革物語のとりこだった事はなかったのだが、ここ数年の中国アートの
似通った寄せ集めの様な.
イズミヤ近くの郵便局. 地域郵便局マニアの私です。 ここはイズミヤ中百舌鳥店の西を走る道を南
に行ったところにある郵便局です。 現金自動支払機は中にあります。ここでも、切手８０円２枚購入
しました。 地域の郵便局です。 予算： -. この口コミいいね · 0. 口コミを投稿して、おトクなポイント
GET. ため方・使い方のアドバイスはコチラ · 口コミを投稿する. 口コミ投稿で25ポイントを獲得できま
す。
2007年3月12日 . 肘折温泉の郵便局「肘折郵便局」 に立ち寄ってみました。実は、平成元年3月
15日に仕事で、野沢菜発祥の地である長野県野沢温泉に行ったとき、郵便局名が「野沢温泉郵
便局」であることに気づきました。それ以来、全国の「温泉郵便局」で預金をすることにしました。平
成元年は、野沢温泉郵便局、鶯宿温泉郵便局、浅間温泉郵便局、鬼怒川温泉郵便局、湯河
原温泉郵便局、月岡温泉郵便局、上山田温泉郵便局、那須温泉郵便局の8ヶ所。平成2年は
二日市温泉郵便局・・・・・。 野沢温泉共同浴場外湯「.
包装業界誌（仏日） ・フランス牛肉のPR文（仏日） ・不動産契約書（仏日） ・各種機器の取扱説
明書（仏日） …など. ○パリでの取材コーディネート、通訳○パリとフランスにまつわるさまざまな情報・
写真提供（観光・社会・地理…） これまでの仕事例：. ・二ノ宮知子さん作品『のだめカンタービレ』
（パリ編2004～2006年）. ・森井ユカさん著作『スーパーマーケットマニア ヨーロッパ編』（2004年） 『ひ
みつのブルボンキーホルダー 』（2005年） 『ポストオフィスマニア』（2006年） 『IKEAファンブック』（2006
年） 『ドラッグストア トリッパー！
目立った汚れ、破れ、シミ等はございません。 写真や質問にて、ご納得•ご理解の上でのご購入をお
願いいたします。 他にも多数販売しております。 是非ご覧下さいませ。 Ü +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Ü この商品は「メルカリ カウル」で出品されています。 --- 「ポストオフィスマニア」 森井ユカ定価: ￥
1944 #メルカリカウル #森井ユカ #本 #BOOK #趣味 #スポーツ #実用.
2018/01/16. 【札幌】誕生日特典のある施設9選 家族で超お得にバースデー！ いこーよ.
2018/01/15. すべて1800いいね以上！2017年に人気を集めた札幌市内のお店. メシコレ.
2018/01/06. ワンコインでスープカレーが味わえる！マニアも太鼓判を押す、期待の新店. メシコレ. お
でかけスポットをもっと見る. 2.

アメリカンスーパーマーケットで見つけたおみやげ、大公開。 目次. ニューヨークのスーパーマーケット（Ｚ
ＡＢＡＲ'Ｓ ＧＡＲＤＥＮ ＯＦ ＥＤＥＮ ＧＯＵＲＭＥＴ ＭＡＲＫＥＴ Ｄ'ＡＧＯＳＴＩＮＯ ほか） ワシントンＤ．
Ｃ．のスーパーマーケット（ＧＩＡＮＴ ｙｅｓ！Ｏｒｇａｎｉｃ Ｍａｒｋｅｔ ＳＡＦＥＷＡＹ） ボストンのスーパーマー
ケット（ｓｈａｗ'ｓ 超級市塲ＳＵＰＥＲ８８ ＣＶＳ／ｐｈａｒｍａｃｙ ほか）. 出版社 商品紹介. 好評を博
した『スーパーマーケットマニア ヨーロッパ編』、『アジア編』、『ポストオフィスマニア』に続くスーパーマー
ケットマニアシリーズのアメリカ編。
2017年10月5日 . 注目なのは「POST OFFICE（郵便局）」と名付けられたサービスデスク。東京本
社だけなく、全国の拠点からの問い合わせにも対応しているそうです。 また、オフィスにはところどころ
郵便ポストが設置されており、ここに投函された郵便物の集荷もPOST OFFICEのスタッフが行うそう
です。 執務エリアには、各グループ会社ごとに専用の個室も用意されていました。「SHOP（ショップ）」
という個室のほか、「Barber shop（バーバーショップ）」など、港町にありそうなお店の名前が付けられ
ていました。 中はこんな.
このほか、ホログラムのように見えるイメージ、ミクロサイズで刻印された文字（ONE POUNDと刻印さ
れている）など、偽造がより難しくなるよう知恵を絞ったことが伺われる仕上がりとなっている。 なお、
本日から新硬貨を取り扱っている金融機関は、ロンドンでは以下の通り。 ・バークレー銀行
Churchill Place支店・ナットウェスト銀行 Princess Street支店・ハリファックス銀行 Old Broad Street
支店・ポスト・オフィス William IV Street支店・HSBC銀行 EdgwareのStation Road支店他の機
関・支店でも今後徐々に取扱いが.
2009年7月24日 . 青い海や白い砂を見た感動を次の人たちのためにいつまでも残しておきたいで
ね。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ たまに
は、ローカルの生活の一部を紹介したいと思いますと言っても、「田舎に泊まろう」とか「突撃！チャモ
ロの晩ご飯」なんて企画は無理なので、 簡単に覗けるようなところを紹介します 日本国総領事館
がある、ITCビルの隣の郵便局です. UNITED STATES POST OFFICE 小さい島だけど、ここはア
メリカです ひっきりなしに人が出入りしています
グリーン・ゲーブルズ・ハウスから車で 5 分 E 協。リ局 Green Gables Post Office . 出会った場所モン
ゴメリーが日曜学校で教鞭をとった教会。彼女が弾いたオルガンが今も大切に置かれている。原則と
して中には入れない。○グリーン・ゲーブルズ・ハウスから車で 5 分○Intersectio n of Rte 13|。モンゴメ
リーの家跡 L.M.Montgomery's Cavendish Home ○IAFP123A2)土台しか残っていないが、今でも
多くのマニアが訪れている。墓から徒歩約 10 分。○ 9 ~ 17 時( 5 月中旬〜 10 月中旬) ○CS5 1 )
家の前にはアンが「.
2016年7月5日 . 日本郵便は本日、インターネットイニシアティブ（以下、IIJmio）を販売者とする格
安スマホのカタログを郵便局に置き、8月1日より斡旋販売することを発表しました。 高齢者などに
も、格安スマホが広がるか ついに、身近にある郵便局で、格安スマホが買える時代が到来します。
取り扱いが開始さ.
2015年9月13日 . 一階にあるポストオフィス入り口の横に、ひっそりある窓。 <07ｸﾗﾗｸﾗｯｸ.JPG>.
07ｸﾗﾗｸﾗｯｸ. SINGING LESSONS by CLARA CLUCK （シンギングレッスン） 歌専門の音楽教
室。 先生は、にわとりのクララ・クラック。 聞きなれないキャラクターですが・・・。 07ｸﾗﾗｸﾗｯｸ_2. ここ
最近のクリスマスパレードで、なんとミッキー＆ミニーのフロートに同乗しています！ ショー「ワンマンズ・
ドリームⅡ」でも、ドナルドの映画撮影シーンに出演中。 パークでは意外と見かけるキャラクターなの
です。 同じく、意外と見かける彼.
ポストオフィスマニア,森井ユカ,書籍,暮らし・健康・美容,暮らし,講談社,郵便雑貨を探しに、旅に出
よう。郵便をめぐるヨーロッパツアー、オマケに中国･USA･オーストラリア!フィンランド･スウェーデン･イギ
リス･フランス･スイス･オランダ……郵便局で、いいもの探そう!世界の郵便グッズはこんなにステキだっ
た!封筒、BOX、切手、オリジナルの文房具、ポストから有名建築まで。心躍る公共デザインの宝
庫、ポストオフィス雑貨の世界へ、いざ突入!一部、いまでは手に入らない幻の商品も。※この商品
は紙の書籍のページを画像に.
2005年5月30日 . 表題どおり、私はトイレマニアだ。 人の家でも、カフェでも、レストラン、美術館、オ
フィス、デパート、取材先でも、ついついトイレをチェックしたくなる。見たからと言って、覚えているかと

いうとそうでも.
パインブック パンダマニア ポストカード ふかふか O-032 · パインブック パンダマニア ポストカード ふかふ.
パインブック フエルモール店. 162円. パインブック ミニカードアクアデザイン・パフューム LS00298 · パイ
ンブック ミニカードアクアデザイン・パフュ. パインブック フエルモール店. 237円. オープン価格!! パイン
ブック パンダマニア ポストカード ドーナツ O-020 · パインブック パンダマニア ポストカード ドーナ. パイン
ブック フエルモール店. 162円. オープン価格!! パインブック パンダマニア ポストカード 花束 O-023.
森井 ユカ（もりい ユカ、1965年 - ）は、日本の立体造形家、キャラクターデザイナー、雑貨コレク
ター。東京都多摩市出身。本名、森井由佳。 有限会社ユカデザイン代表。桑沢デザイン研究所
非常勤講師。樹脂粘土を用いての立体イラストレーション、キャラクターデザインのほか、世界各地
で日用雑貨を収集し、多くの雑貨本の著者である。また、極度の夜型であるため、たびたび行くヨー
ロッパへの取材では時差ぼけがなく昼型となる。 スーパーマーケットについての著書もいくつか上梓し
ている。夫はイラストレーターのもりいく.
森井 ユカ ポストオフィスマニア (MouRa)のことをもっと知りたければ、世界中の「欲しい」が集まる
Sumallyへ！森井 ユカのアイテムが他にも22点以上登録されています。
2017年4月7日 . アクトンにあるミュージアム・デポは、コベント・ガーデンにある交通博物館では収まり
きれないコレクションを保存している倉庫のようなところです。貴重なコレクションは年に数回あるオー
プン・ウィークエンドやガイド・ツアーなどで一般に公開されています。
2006年11月15日 . 郵便雑貨を探しに、旅に出よう。郵便をめぐるヨーロッパツアー、オマケに中国・
USA・オーストラリア。
Amazonで森井 ユカのポストオフィスマニア (MouRa)。アマゾンならポイント還元本が多数。森井 ユ
カ作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またポストオフィスマニア (MouRa)もアマゾン
配送商品なら通常配送無料。
2017年9月3日 . ポストオフィスマニア」 森井 ユカ. ヨーロッパは郵便は日本じゃ考えられないくらいデ
ザインがすばらしい。 表紙は北欧で使われているボトル型の封筒。 旅先で手紙を出しているような
気分が味わえます。 お気に入り詳細を見る · 「スーパーマーケットマニア 北欧5ヵ国編」 森井 ユカ.
Amazon スーパーマーケットマニア 北欧5ヵ国編 · 「スーパーマーケットマニア 北欧5ヵ国編」 森井 ユ
カ. 世界各国のスーパーマーケットで帰る食品や雑貨を紹介する「スーパーマーケットマニア」シリー
ズ。デザインに定評のある.
2012年9月7日 . 旅の三種の神器は？」と聞かれたら私はこう答えます。 「スーパーマーケットとドラッ
グストアと郵便局」 神器なのに物ではありませんがｗ 旅先で必ず訪れる場所という意味でこの3つは
欠かせません！ スーパーにドラッグストアに郵便局はローカル度が高くて本当に楽しいんですよね～
ポストオフィスマニア ヨーロッパの郵便局を中心に世界の郵便のことや、 郵便局のオリジナルグッズ、
郵便博物館などについて楽しく書かれている本です。 著者はCafe Bon Voyageの一周年イベント
のゲストの森井ユカさん.
2014年2月1日 . 紙工芸. 2.基本的な情報源を使って調べよう. 辞書・事典類を使って、テーマにつ
いての基本的な事柄を押さえよう。 書名. 請求記号. 所蔵館. 日本大百科全書. 031 ニ. 本町図
書館所蔵. 国民百科事典. 031 コ. 本町図書館所蔵. 実用手紙百科事典. Ｒ 816.6 ジ. 【本町
図書館なし】中央図書館所蔵. 書名. 著者. 出版者. 出版年. 分類記号. 絵はがきで見る日本
近代. 富田昭次 著. 青弓社. 2005. 210.6 ト. ちい散歩地井さんの絵手紙 最終章. 地井武男 著.
新日本出版社. 2012 291.36 チ. ポストオフィスマニア.
2009年7月24日 . スーパーマーケットマニア』シリーズで大人気の、世界を駆け巡る 目利き雑貨コレ
クター 森井ユカの旅指南」。 「ホテル選び、旅の持ち物、愛用の地図、おすすめお土産スポット、一
人旅でもわびしくない食事など、旅のコツと楽しみ方が満載！」だそうです。 a0106589_174162.jpg
『スーパーマーケットマニア』シリーズとはこちら。 Fabriqueには、ヨーロッパ編があります。 それと、『ポス
トオフィスマニア』。 旅先では、スーパーマーケットは、そこに住む人の日常を垣間みる事も出来るし、
チープで楽しいお土産.
2017年8月17日 . 香港歴史博物館 →☆. 今回も行ってきました。 ここの良いトコロは、常設展は
無料＆きれいで見ごたえたっぷりなトコロですかね～ 口笛. 外観写真撮り忘れ ガーン 画像お借りし

ました。 「香港故事」（常設展）は、４億年前のデボン紀～９７年の香港返還までの歴史を、８つの
展示フロアで見学することができます。 その中でも私の特にお気に入りなのが、「６．香港開港と初
期の発展」フロアです。 それぞれ博物館リーフレットより. どうしてこの展示フロアが好きなのか・・・. そ
れは、イギリス統治時代の「郵便局」.
2006年11月15日 . 郵便雑貨を探しに、旅に出よう。郵便をめぐるヨーロッパツアー、オマケに中国・
USA・オーストラリア。
撤去したポストが駐車場脇に積まれていました。１０号は再利用するかもしれないけれど、 雨ざらし
のコンビニポストはこのまま廃棄処分でしょうか・・・。 みかちゅう. No.1 | 2014/3/12 23:48. 近めのマッ
ピング. 愛川郵便局の前 10m. サークルK 愛川角田店前 231m. オテントサマー愛川店前 372m.
初音屋前 507m. 関根商店前 466m. 愛川町役場前 590m. 春日台簡易郵便局の前 582m. コメ
ント. 巴士中心 取集時刻を更新しました。 ポスト番号の. (巴士中心 1時間前). 巴士中心 取集
時刻を更新（土曜 1便30分繰上のみ.
ポストをお選びならハッピー金属工業株式会社。より優れたステンレス金物を創造する。
2007年1月29日 . 封筒、ポストカード、切手…どうして、海外の郵便デザインはこんなに素敵なのだ
ろう(*´Д｀) デザイン王国・北欧では、郵便局にカードや封筒、プレゼント用のお菓子まで用意されて
いて、ちょっと立ち寄った際に、親しい人へプレゼントやカードを贈る事ができる。 ポストオフィスマニア.
posted with amazlet at 17.02.09. 講談社 (2015-10-02) 売り上げランキング: 204,131.
Amazon.co.jpで詳細を見る. 表紙に掲載されたボトル（？）は手紙を丸めて入れて、住所を書け
ば、そのまま封筒として利用できるし、「.
郵便雑貨を探しに、旅に出よう。郵便をめぐるヨーロッパツアー、オマケに中国・USA・オーストラリ
ア！フィンランド・スウェーデン・イギリス・フランス・スイス・オランダ……郵便局で、いいもの探そう！世
界の郵便グッズはこんなにステキだった！封筒、ＢＯＸ、切手、オリジナルの文房具、ポストから有名
建築まで。心躍る公共デザインの宝庫、ポストオフィス雑貨の世界へ、いざ突入！
ワシントンで開業した「トランプ・インターナショナル・ホテル」で、オープニングセレモニーに臨むドナル
ド・トランプ氏（左から３人目）＝２０１６年１０月２６日【ＥＰＡ＝時事】 【ワシントン時事】米大統領
選共和党候補の不動産王ドナルド・トランプ氏（７０）は２６日、ホワイトハウス近くに９月に開業し
た高級ホテル「トランプ・インターナショナル・ホテル」のオープニングセレモニーに出席し、自身の経営
手腕があれば米国を再生できるとアピールした。 ホテルは１８９９年に建てられた歴史的建造物
「オールド・ポスト・オフィス.
2016年4月15日 . 私たちのつくる洋服やサイトを通じて、お客さまの毎日をちょっと楽しいものにして
いきたい」 有限会社ズーティーは「テンション高めの女子をつくる」をキーワードに、オリジナルの衣料
品、雑貨などを企画販売している会社です。 zootie01 神戸や横浜に実店舗を持ちながら、ECサイ
ト「イーザッカマニアストアーズ」を運営しています。 今回はここで一緒に働く仲間を募集します。ECサ
イト運営やウェブページ製作など役割はさまざま。どんな仕事なのか、神戸にあるズーティーのオフィ
スで話をうかがいました。
2017年6月30日 . その日、私は“ ポスト秋葉原”とも称されるサブカルチャーの聖地、中野ブロード
ウェイを訪れていた。ＪＲ中野駅から続くアーケード街に直結した、迷路のような複合ビル。地上から
４階までは喫茶店、ブティック、美容室、医院、葬儀屋など昔ながらの店構えに、マンガ古書、同人
誌、アニメグッズ、コスプレ衣装、フィギュア、ヴィンテージ玩具、カメラ機材など、あらゆるジャンルのマ
ニア・オタク向け専門店が混在する。上層階は、かつて青島幸男や沢田研二らが居を構えたことで
も知られる住居フロア。1966年.
Fennica Style Book―北欧から民芸へ、フェニカが提案する豊かな暮らし Japanese rooms:L
（JUGEMレビュー »）. RECOMMEND. SHARP プラズマクラスター搭載ハイブリッド加湿機 ホワイト
系 （JUGEMレビュー »）. RECOMMEND. コメットさんにも華がある (ジェッツコミックス) （JUGEMレ
ビュー »） 川原 泉. RECOMMEND. 北欧インテリア ―世代を超えて愛される Scandinavian
Modern (別冊家庭画報 特選HOME IDEAS) （JUGEMレビュー »）. RECOMMEND. ポストオフィ
スマニア (MouRa) （JUGEMレビュー »）
【定価82％OFF】 中古価格￥348（税込） 【￥1596おトク！】 ポストオフィスマニア／森井ユカ【著】

／中古本・書籍／ブックオフオンライン／ブックオフ公式通販・買取サイト。1500円以上のご注文で
送料無料。
2017年12月21日 . 身バレが怖いから捨て垢で 現役の郵便局集配(バイク)の仕事をしてます。
ちょっとでもいいから読んでください。 今騒がれてるようにゆうパックがパンクしてます。うちの局でも前
年比の三割増らしく、しかも人手はガッツリと減ってるから当然回るわけないよなってみんなが思ってま
した」 「ゆうパックがパンクすると集配にバイクで持っていっても構わないような荷物が送られてくるの。
最初は数個。だけど今は1日に30近くやってたり荷物もでかい箱物やお歳暮をも持っていかざるを得
ません。勿論、通常業務で.
2017年11月27日 . 人に気持ちを伝える昔ながらの手段としての郵便ポストに、こんな工夫がなされ
ているものがあるのか！と驚くこと間違いなしです！ . 目次 [. 非表示にする. ] はじめにおしゃれ郵
便ポスト3選1．北海道のトマムにある青い郵便ポスト2．東京の浅草にあるパンダポスト3．島根にあ
るピンクの幸運のポスト不思議な郵便ポストの謎2選1．鎌倉にある「元ポスト」 2．門前仲町にある
「ポストの店」 素敵な郵便局おわりに . 送ることができるんです。 雲海が見れなくてもポストマニアな
ら制覇しておくべきスポットです！
2017年2月1日 . ついに郵便ポストもその真紅の勇姿を現しました! 開局のその時を待つこの人だか
りをご覧ください。 特派員によれば、先頭集団は郵便局マニアの方々。やはりどこにでも、その筋のエ
キスパートはいるんですね。（実は本郵便局の情報はマニアの方からも寄せられていました。その節は
ありがとうございました。） BlogPaint. そしてついにオープン!! 並ぶ人も多いけど、局員の数もまたすご
い!!! 気合い入っていますね。 それもそのはず、越谷レイクタウンのお宅には、開局のお知らせがポス
ティングされてまし.
2009年3月19日 . 茨城県日立市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。CAFE好きならだれもが
知るWebサイト「東京カフェマニア」主宰。高校時代から喫茶店で読書をして過ごし、大学時代は
生活の拠点ともなっていたという生粋のカフェ好き。各種メディアでカフェやコーヒー…
2008年6月6日 . フランスには切手マニアたちが現れ始め、各種の専門 雑誌やカタログが出版されま
す やがて彼らは「フィラテリー」とよばれるようになり、単な る収集家の域を越え、科学の視点で切手
の発行年月日、 シート構成、製作過程、透かし、目打ちなど、ありとあら ゆるものを調査、分析、
研究、記録するようになりました そして彼らはモーリシャスの切手には、珍しい「変種」が あることを発
見します。その変種こそ、最初に１０００枚 だけ発行された「ポストオフィス」だったのです。いつの 世
も希少価値は高値をよびます
2017年11月4日 . みんなの あるあるプロ野球ＤＸ スーパーマーケットマニア アジア編 阪神戦・実況３
２年。 甲子園の放送席から見続けたタイガース 銀座噺 志らく百点 ポストオフィスマニア 東京雑貨
パトロール 東京「路地裏」ブラ歩き 路地裏の達人が“通の楽しみ 公式写真集『ねこ鍋』 談志・志
らくの架空対談 談志降臨！？ 関西の鉄道まるごと大図鑑 電車ｋｉｄｓ ＲＰＧ少年と目覚めない少
女. 【30%OFF】秋の超エンタメ祭り (11/16まで). このようなセール開始情報は「キンセリ」 やその公
式ツイッター、または「Kindle公式.
Sort: Recent; Popular. Hiro F.June 23. サンクォーレの外階段で地下1階に降りた所にあります。小
さいですが、局番号00001です。 UpvoteDownvote. Ayumi K. Ayumi KotanAugust 14, 2016. 局
番号「00001」。郵便局マニアの聖地。 Upvote1Downvote. 6 Photos.
2013年4月17日 . 丸ポストマニア の 庄司巧 さん. 庄司巧の丸いポストのある風景. こちらも目の付
け所がステキな「丸ポスト」のマニア、庄司さんのブログ。郵便ポストは郵便ポストでも、昔ながらの丸
ポストに限定されており、やはりレトロな情感たっぷりな風景が楽しめます。丸ポストと一緒に写る建
物との一体感は、現代的な郵便ポストでは醸し出せないものですね。 *** あとがき ***. 何気なく
見ている街にあるものをここまで徹底的に追い続けられる情熱はすごいですね。自分もやってみよう、
という気にはなりませんが、.
2004年8月17日 . しかし、ここがマニアの間で「聖地」とまで言われる理由は、もうひとつあります。
……山深すぎて電話線が引けないのだそうです。唯一の電話は無線なので、いわゆる「オンライン
貯金サービス」を使うことができないのです。 そう、ここは全国に約25,000ある郵便局の中で、たった2
箇所しか現存していない「オフライン局」のひとつなのです（もうひとつの局は、別の理由です）。 残念

ながらその「オフライン貯金」をする機会は得られませんでしたが、この郵便局にたどり着けた、それだ
けでも「すごい！」と絶叫し.
ポストオフィスマニア (MouRa)」. ポストオフィスマニア. 「手紙を書く国ランキング（UPU調べ）」を紹
介。1位はスイスで、選挙の際は投票用紙が国から国民に送られる。またフィンランドでは世界中の
子供たちからサンタ村に手紙が届くそうで、イタリアのヴェローナには「ジュリエットからの手紙」にも登場
した、手紙で恋愛相談できる「ジュリエットの壁」というスポットがある。一方15位の日本は約2日に1
通手紙を書いている計算で、郵便事業の調べでは平成23年の年賀郵便物元旦配達数だけで20
億通を超えているという。
2017年8月18日 . いま、意外な場所で販売されている傘が注目を集めています。その場所というの
が「郵便局」。全国約4500の郵便局で販売されている傘が「強風でも壊れない」構造だとして評判
を呼んでいます。
郵便局マニア. 問題のある小包が、メガブロック・デスピカブル・ミー™の郵便局マニアに届くと、ミニオ
ンは大混乱。ボックスをコンベアベルトから降ろす時に、このミニオンは壊れた小包に近づきすぎて、前
後の動きを止められない！郵便局を組み立てたら、メール・シュート・チューブを完成させて、コンベ
ア・ベルトのギアを入れ、小包をラインからランチャーに送ろう。次に、ランチャーを使って、小包を航空
便にして空に打ち上げよう。 対象年齢5歳以上. 組み立て式郵便局、メール・チューブ、回転するコ
ンベア・ベルト、可動小包.
2009年11月8日 . 050, 049, 048, 047, 046. エコクラフトのかごとヘンプのアクセサリー, 初めてのふろし
きレッスン, 女子カメラ Vol.6, ナチュリラ Vol.5, ナチュリラ Vol.4. 045, 044, 043, 042, 041. 大人で可
愛いナチュラル服, Macintosh名機図鑑, ポストオフィスマニア, エコクラフト雑貨, E-410ファンブック.
040, 039, 038, 037, 036. 女子カメラ Vol.9, メタリックヤーンで作る素敵な小もの, デジタル写真生活
vol.4, ナチュリラ vol.2, ナチュリラ. 035, 034, 033, 032, 031. 私のクローゼットから, モノクロームの旅じ
たく
旅古書シャンティブックス 全国から旅本買取(紀行文,海外歴史,バックパッカー,一人旅)/古本買取/
古書買取/バックパッカーの知識の沈没地/旅行案内.
2006年11月21日 . 先週、森井ユカさんの雑貨ものシリーズ、『ポストオフィスマニア』が発売されまし
た。 彼女はこの他にも『スーパーマーケットマニア』や 『IKEA FAN BOOK』、『秘密のブルボンキーホ
ルダー』など、 デザインに注目したファンブックを出していますが、 今回はポストオフィスに注目して書
いています。 実はこの本、まだ買ってはいないのですが、近々購入する予定です。 何といってもこの
表紙にあるボトル型の封筒に惚れました。 こんな手紙をもらったら最高に嬉しいです。 私は今でも
メールより手書きの手紙の.
ポストオフィスマニア - 森井ユカ - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天
スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
2016年1月9日 . カナダポストの場合、荷物に届け先の電話番号（私の電話番号）が記載されてい
なければ、メールボックスに不在票を入れてくれています。 ただし、日本のように、再配達は、してくれ
ません。 そのため、重い荷物や大きな荷物の時は、大変。 荷物は、再配達してもらえないので、指
定の郵便局まで取りに行かねばなりません。 私の場合、荷物の受け取り先の郵便局へは、アパート
から歩いて5分くらいで行けるので、まだ良いのですが、最寄りの郵便局が遠くて車がない方は、本
当に不便だろうなと思います。
文具・オフィス関連のノベルティ一覧です。ビジネスマンや学生に使ってもらえる厳選した販促品の紹
介です。ボールペンから付箋までオフィスや学校に欠かせないもらって嬉しいノベルティ。
2017年8月11日 . 郵便ポスト」が！！！！！ P1070148.JPG 出発ゲートの前にある待合椅子が
ずらーっと並んでいる脇に「郵便ポスト」があるじゃ～ありませんか？？？ しかもその横にポストオフィ
スと横文字が・・・・ きゃ～ あるじゃん。こんなところに（笑）。 普段は見ないんですね。こんな場所。
興味がないから（笑）。 早速中に入り切手を . しかも普通は日本から韓国へ送るのはあり得るんだ
けど、外国に行ってて外国国内で郵便を出すんだから・・・マニアだよね（笑）。ある意味。 でも、どう
してもこの鮮度をそのまま送りたい.
ポストオフィスマニア (MouRa)の感想・レビュー一覧です。

2016年2月5日 . (ﾟ∇ﾟ ;) 予想どおり、見るからに風景印マニアとおぼしき方々が、多数いらっしゃいま
したよ。そしてやはり、風景印を押してもらうだけでなく、記念貯金（って言うのかな？）をセットでする
方も、2、3名いらっしゃいました。 私もしっかり貯金！ ちなみに廃止になる理由ですが、この地域の
再開発のため。 日本ビル、なくなっちゃうんですね。 2月8日から鉄鋼ビル内郵便局と日本ビル内郵
便局が統合され「鉄鋼ビル郵便局」となるそうです。 近い将来、再開発でなくなってしまう日本ビル
を、ぱちり。風景印と同じ角度で.
スーパーを舞台にした、私的な旅行写真集と捉えると、新たな感動も。北欧５ヵ国の日用品を見比
べながら、今までとは違った北欧の姿を発見できるはずです。 森井 ユカ ◎ Morii Yuka 桑沢デザイ
ン研究所、東京造形大学大学院卒、立体造形家で雑貨コレクター。小さいものを作ること、愛で
ることを仕事にしている。主な著書に『スーパーマーケットマニア ヨーロッパ編』『スーパーマーケットマニ
ア アジア編』『ポストオフィスマニア』『スーパーマーケットマニア アメリカ編』『東京雑貨パトロール』（す
べて講談社）。近著に『ヨーロッパ.
. 代表著作『スーパーマーケットマニア』シリーズ（講談社）. 小さいものを愛でることと作ることが仕事。
立体造形では粘土を使ったキャラクターデザイン、漫画のキャラの立体化、ねんど遊びセット「ねん
Do!」の企画・デザインなど。 世界各国を旅するうちに、スーパーマーケットや郵便局で見るごく普通
の日用雑貨や食品のパッケージデザインに魅了され、書籍にまとめるようになり、2013年には渋谷ヒ
カリエd47MUSEUMにて、日本47都道府県のスーパーを取材した集大成「みんなのスーパーマーケッ
ト」展をキュレーションする.
2016年10月12日 . 御朱印マニアのライター井口さん. こんかいの郵便局めぐり、御朱印マニアのライ
ター井口さんに同行してもらった。 御朱印だけではなく、風景印にもご興味を持っていただければと
いう目論見である。 井口さんは、風景印というものがある。ということは、まったく知らなかったらしい。
むしろ、そういう人に知ってほしいと思うので、うってつけである。 さて、東京中央郵便局は、数年前
にリニューアルして、いまはKITTEというビルの１階に入っている。 最近の郵便局では、さまざまな郵
便局グッズを売っている。
雑貨マニアはナチュラル雑貨をはじめ、ハンドメイド雑貨、生活雑貨、輸入雑貨などの雑貨ショップを
検索したりおすすめ商品１万点の中から雑貨を探すことが出来ます！
兵庫県備前福浦郵便局とかにすれば、郵便局マニアが集まるだろうに。今日はお休み。 郵便局か
ら少し歩いたところに、お好み焼き屋を発見。日生名物「かきおこ」ののぼりを出していた。もともと岡
山県の一部だったことを感じさせるもの・その１。 表には「是より東 赤穂へ二里」、裏には「是より西
日生へ二里」とある。確かにどっちに行っても同じ距離であれば、赤穂志向なのは必然。 JA兵庫
西, 中国電力, 東備タクシー. 当然ながらJAも兵庫西。昔のJAは範囲が狭かったから、問題なかっ
たのだろうか。人口から言えば統廃合.
こんにちは。営業事務の野口です。テレビ朝日グッド!モーニングで「みょうがを食べると物忘れが酷く
なる」と言われる由来が紹介されていました。みょうがを食べなくても『うっかり!』ということがありますよ
ね。（※みょうががに物忘れを酷くさせる成分はありません。）今日は、うっかり速達を出し忘れてしまっ
た.
新宿のことなら、新宿公式WEBサイト「新宿サーチ」におまかせください.
愛知県版郵便布達集. 馬淵正夫. 1971年11月. 1冊. アイヌ語を軸とした北海道郵便局名の由
来. 野沢 武司. 野沢武司. 2005年01月. 419. アウシュヴィッツの手紙. 内藤 陽介. えにし書房.
2015年11月. 190. 赤いポスト白書 ： 阪神・淡路大震災. 白川書院新社. 1995年02月. 65. 明日
を聴く ： 先端分野に挑む郵政. 中山 正暉. NTT出版. 1988年00月. 258. アタック ゆうびんセール
ス. 東京郵便営業自主研修会 編 ASP. 1987年00月. 127. あなたの街の郵便局マップ 東京都.
関口文雄. 1991年00月. 1冊. 郵便史<郵便局、.
ポスティオ・ライブラリーでは、切手に関する本をはじめ、デザイン・北欧・雑貨・カフェなどの本を集め
ています。 デザイン関連の本の通販では比較的取扱い量の多い、Amazonの リンクもご利用くださ
い。 世界のかわいいレース. 世界のかわいいレース. 矢崎順子 編著 誠文堂新光社 発行 \1,800.
昨年発行の「刺繍」に続いて世界のレースを紹介しています。 実は私、若い頃（？）はレースみたい
な飾りは好きではなかったのです。 が・・・ある年齢を境に惹かれるようになりました。アンティークレー

ス、本当に素敵です。 その中で.
2000年11月22日 . ファミリーマートのキャラクターや、PUFFYのCDジャケットデザインを手がけ、大人
気のキャラクターサンダーバニーを生み出したマルチアーティスト"ロドニー・アラン・グリーンプラット"の展
覧会が開催中です。 入り口には、キャラクターたちのカラフルなディスプレイが設置されています。 エン
トランスでは、ロドニー直筆文やイラスト年表がお出迎え。 ↑でっかいぞ！ こちらは、ブレインオブジェ。
コンセプトは、"ロドニーガイの脳みそを公開！" 次々と個性豊かなキャラクターがひらめく様子をモ
チーフにしたもの。
2010年6月6日 . 森井 ユカ: ポストオフィスマニア (MouRa) . The Irish Post Box. アイルランド郵政
のサイトで購入。 全63ページの小冊子。 前書きにもあるように、アイルランドのポストについての詳
細な記録ではないが、アウトラインを知るのには非常によいだろう。 ポストへの落書きを嘆く記述もあ
り、著者のポストへの愛が感じられる。 . みんなで、全国地図をポストで埋め尽くそう」という壮大なプ
ロジェクトで、郵便好きにはたまらないところですが、ホームページにも記載されているように、極めて
中毒性の高い営み・・・。
2017年6月30日 . マニアにはたまりません!! 最果ての離島なら、駐在所や郵便局のような公共施設
なども日本の端っこのものになります。お店のように乱立することはありませんので、確実に「日本の
端っこ」と言えるでしょう。 日本最南端の駐在所は、波照間島の中心集落内にあります。その建物
には最南端の証となる「日本地図」が刻印。最南端の証明にもってつけです。また日本最南端の
郵便局も同じ中心集落内にあり、こちらも最南端の証明うってつけの顔出し板が置いてあります。ま
た郵便局から手紙やハガキを送る.
オランダ. アムステルダム＠スキポール空港内. ＊オランダのポストはポリエステル製（耐火性）。落書
きしにくい。シール貼りにくい。と優れもの。取集もしやすい設計とか。（参：ポストオフィスマニア＠森
井ユカ著） この精練されたポストを見ると、オランダの郵便事業には興味が出てきました。
お知らせ. 一覧を見る · 道の駅赤来高原内「レストラン赤名宿」2017年10月31日 閉店のお知らせ
· YouTube飯南町観光協会チャンネルできました！ 森林セラピーHP移転＆お問い合わせフォーム
追加 · 飯南町森林セラピー®がasoview!でも申し込み可能になりました！！ 『優便ポスト』心に
秘めた思いを投函できるポストが誕生しました！
国道9号線、唐戸交差点の一角にとてもレトロな感じであります。日本最古の郵便局で有名らし
く、消印を求めてやってくる貯金マニアの方もいらっしゃるそうです。 > > > 役に立った. MMMMOK.
Hyogo. 76472174. 口コミを投稿：2016/09/06. 現役の郵便局舎. 現役の郵便局としては最も古い
建物のようで、登録有形文化財の指定を受けていました。周囲にはレトロ調の建物が並んでおり、
その一つです。実際に局舎内に入ってみると天井が高く広い空間となっていました。建物に惹かれて
入る人も多いようでしたが、流石に局.
2008年9月29日 . ポストオフィスマニア. 「ポストオフィスマニア」 ヨーロッパの郵便局巡り、楽しそう
～！ 色使いとか、封筒、荷物用の箱とか、デザイン最高。 日本も、もう少しオシャレにならんもん
か…としみじみ思います(笑)。 おまけに中国、USA、オーストラリアの郵便雑貨も載っててなんだかお
得？！ 海外に行ったらぜひ寄ってみたいですね、郵便局。
2011年11月3日 . 楽しみにしていた「#10222 レゴ ウィンターポストオフィス」ついに我が家に到着しま
したよ～。 早速レビューなのです。 □ セット概観 10222 箱表紙拡大 パーツ数は822。対象年齢は
12歳以上。組み立て所要時間は2時間程度でした。 10222 箱裏表紙拡大 横長の箱で、箱表紙
の賑やかさと裏表紙の細かい説明を見るだけで、これから立体化されるであろうセット内容に期待せ
ざるを得ません。ワクワク。ワクワク。 10222 説明書やシールと台紙 10222 パーツがぎっしり 最近の
セットは、説明書やシールが.

