
お知らせ 

2 0 2 1 年 3 月 3 1 日 

株式 会社 郵便 局物 販サ ー ビ ス 

 

 

 

 

株式会社郵便局物販サービスは「名探偵コナングッズ」を以下のとおり販売します。 

さりげなくキャラクターをイメージさせるようなデザインにすることで、キャラクターグッズであ

りながら、実用的な商品となりました。 

 

【商品の概要】 
 

商 品 名 

〈第 1弾〉 

  (1) 通帳ケース A （コナン） 

  (2) 通帳ケース B （赤井） 

  (3) おてがみシール ＆ ふせん セット 

  (4) ジップケース 5枚セット 

  (5) マスキングテープ 2個セット A （コナン） 

  (6) マスキングテープ 2個セット B （赤井） 

〈第 2弾〉 

(1) リップも入る スタンプケース A （コナン） 

(2) リップも入る スタンプケース B （赤井） 

(3) 抗菌 マルチ通帳ケース 

(4) オリジナル輪ゴム入り ブリキ缶 貯金箱ケースセット 

(5) 折りたたみエコバッグ 

(6) ポストでおくれるハンカチ 

商 品 内 容 

商 品 価 格 
 別紙のとおり 

販 売 場 所 

〈第 1弾〉 

「郵便局のネットショップ」のみ 

〈第 2弾〉 

① 全国約 3,000の郵便局（詳細は別添のとおり） 

② 「郵便局のネットショップ」 

販売開始日 
 2021年 4月 2日（金） 

※「郵便局のネットショップ」では、同日 0 時 15 分から販売を開始します。 

※商品デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。 

以上 

 

 
 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

株式会社郵便局物販サービス  

総務・人事部 

電話：（直通）03-6746-1850  

月～金  9:00～17:00 

 

【お客さまのお問い合わせ先】 

株式会社 郵便局物販サービス 

郵便局カタログ販売センター 

電話：（フリーダイヤル）0120-811-304 

月～金  9:00～19:00 

土・休日 9:00～17:00 

（日曜日は受付を行っておりません。） 

「名探偵コナングッズ」の販売開始 



別紙

商品名 通帳ケース A （コナン） 通帳ケース B （赤井） おてがみシール ＆ ふせん セット 

商品紹介 

通帳やパスポート、カード等、大切なものをまと

めて収納できるケースです。二つ折りで大小ポケ

ットが 7つあり、小物も一緒に収納可能。 

コナンをイメージしたカラーリングと、ロゴに加

え、コナンの探偵アイテムをモチーフとしたデザ

インです。 

 

通帳やパスポート、カード等、大切なものをまと

めて収納できるケースです。二つ折りで大小ポケ

ットが 7つあり、小物も一緒に収納可能。 

赤井秀一の車をイメージしたカラーリングと、愛

用のライフル、ナンバープレートをデザインしま

した。 

ポストカード、シール 2種、ふせん、全 4ア

イテムが入ったお手紙セットです。シール

は、人に見られたくないメッセージを隠せる

「情報保護シール」と、はがきに貼って使え

る「ダイカットシール」の 2種類があります。 

デザイン 
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価格 
（消費税込み） 

各 560 円 980 円 

サイズ 
約 W160×H100mm 

(閉じた状態) 

約 W220×H155mm 

(個装状態) 

素材 PVC 紙 

【裏面】 

【表面】 
【表面】 

【裏面】 

■情報保護シール ■ダイカットシール 

■ふせんセット ■ポストカード 



別紙 

 

商品名 ジップケース 5 枚セット 
マスキングテープ 2 個セット A  

（コナン） 

マスキングテープ 2 個セット B 

（赤井） 

商品紹介 

ステーショナリーや小物類をまとめて収納で

きるジッパー付きのケースです。大 2枚、小

3枚のセットになっているので、用途に合わ

せてご使用いただけます。大小それぞれに、

犯人追跡メガネと、小型トランシーバーとな

っている DBバッジをデザインしました。 

幅広のマスキングテープの 2個セット（デザイン

2種）です。モノトーンで表現したコナンとその

正体である工藤新一をシルエットで表現した大人

っぽいデザインと、もう一つは少年探偵団の背景

に「THERE IS ALWAYS ONLY ONE TRUTH！(真実は

いつもひとつ！)」の文字を入れました。 

幅広のマスキングテープの 2個セット（デザイン

2種）です。モノトーンで表現した赤井秀一と赤

井との関係の深いキャラクターのシルエットが描

かれたデザインと、もう一つは謎の多い赤井ファ

ミリーのキャラクターが集合しています。 

デザイン 
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価格 
（消費税込み） 980 円 720 円 

サイズ 
約 W220×H175mm 

(個装状態) 

約 W68×H100×D25mm 

(個装状態) 

素材 PET、PE 紙 

 



別紙 

 
 

商品名 
リップも入る 

スタンプケース A（コナン） 

リップも入る 

スタンプケース B （赤井） 
抗菌 マルチ通帳ケース 

商品紹介 

大切な印鑑と朱肉を一緒に持ち運べる印鑑ケ

ース。印鑑以外にもリップクリームやアトマ

イザー等が収納できます。コナンのシャツ・

ジャケット・蝶ネクタイをイメージしたカラ

ーリングなので、カバンの中で迷子になって

も見つけやすいのが特徴です。朱肉はボール

チェーンで取り外し可能です。 

大切な印鑑と朱肉を一緒に持ち運べる印鑑ケ

ース。印鑑以外にもリップクリームやアトマ

イザー等が収納できます。赤井秀一の車をイ

メージしたスポーティーなカラーリングなの

で、カバンの中で迷子になっても見つけやす

いのが特徴です。朱肉はボールチェーンで取

り外し可能です。 

便利なダブルポケット仕様、スナップボタン付

き。通帳だけでなく、散らばりがちなメモ・カ

ード類やマスクも入れられます。コナンおなじ

みのレンガ柄の背景に、コナンと赤井ファミリ

ーをデザインしました。 

デザイン 
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価格 
（消費税込み） 各 880 円 770 円 

サイズ 約 W95×H35×D30mm 
約 W196×H115mm 

(閉じた状態) 

素材 PVC、亜鉛合金、ナイロン、鉄 PVC 



別紙 

 

商品名 
オリジナル 輪ゴム入り 

ブリキ缶 貯金箱ケースセット 
折りたたみエコバッグ ポストでおくれるハンカチ 

商品紹介 

コナンの蝶ネクタイ型変声機の形状をあし

らったかわいい輪ゴムとブリキ缶貯金箱の

セットです。コナンや赤井秀一をはじめ、

人気キャラクター達にスポットライトをあ

てたデザインです。 

内側に本体を折り込んで小さく持ち運べるショッ

ピングバッグです。重い荷物を入れても持ちやす

いように持ち手の幅を広めに作りました。肩掛け

も可能なサイズで収納力もたっぷり、口が広いの

で品物も入れやすいです。鞄にも入りやすいコン

パクトなサイズに折りたたみもできるので、持ち

運びにも便利です。コナンおなじみのレンガ柄の

背景に、コナンと赤井ファミリーをデザインしま

した。 

「狙った相手に必ず届く！」封筒に切手を貼って

そのまま郵便で送れるプレゼントとしても最適で

す。郵便物に押印される消印を模した赤井秀一の

イラストと、愛用のライフルなどをちりばめまし

た。銃弾の跡やターゲットのデザインが、赤井秀

一らしさを強調しています。 

デザイン 
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価格 
（消費税込み） 

770 円 990 円 1,100 円 

サイズ 
ブリキ缶：約φ75×H100mm 

輪ゴム：約φ50mm 

約 W420×H380×底マチ 80mm (広げた状態) 

約 W150mm×H135mm (たたんだ状態) 

ハンカチ：約 W430×H430mm 

封筒：約 W230×H115mm 

素材 鉄、錫、シリコーン ポリエステル、PP 
ハンカチ：綿 100% 

封筒：紙 

 


