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大好評「ウルトラヒーロー」年賀状第二弾！ 

平成ウルトラヒーロー24体と怪獣 9体追加で全ウルトラヒーローが勢ぞろい！ 

コレクター必見！全 50種コンプリート BOXを 9,950円で発売！ 

 

スマートフォンやパソコンの簡単な操作で年賀状のデザインから発送までの全てを提供している「スマホで年賀状

2016」（スマホ版アプリ）、「ネットで年賀状 2016」（パソコン版）を展開する株式会社CONNECTIT(コネク

ティット、本社：東京都千代田区、代表取締役：飯野 法志)は、株式会社 円谷プロダクション（本社：東

京都渋谷区、代表取締役社長：大岡 新一）の全面協力の元、2016年に放送開始 50年を迎える「ウルト

ラマンシリーズ」を記念した、「ウルトラヒーロー」年賀状の第二弾を発売いたします。 

 

第二弾では、平成ウルトラヒーロー「ウルトラマンティガ」「ウルトラマンゼロ」「ウルトラマンエックス」や、人気怪獣の「ピ

グモン」「ダダ」などが登場。第一弾で 11 月 6 日より発売を開始した昭和ウルトラヒーロー17 体と合わせ、全ての

ウルトラヒーロー41 体を網羅してヒーロー・怪獣計 50 体が揃います。また、第一弾での好評を受けて、第二弾の

発売と同時に、 全 50 種類を集めた「ウルトラヒーロー年賀状」オリジナルコンプリート BOX を amazon 内の「ネ

ットで年賀状」販売サイト（http://www.amazon.co.jp/dp/B018LT8TSQ ）にて発売を開始します。 

さらに、「ぽすくま森の年賀状屋さん」においても「ウルトラヒーロー」とのコラボレーションを実施し、「ぽすくま」でしか

手に入れられない隊員変身型フォトフレームタイプのデザインも登場いたします。 
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アプリアイコン 

サービスロゴ 

「ウルトラヒーロー年賀状」オリジナル特製 BOX 

製品ロゴ 

デザイン例（ウルトラマンティガ） 

http://www.amazon.co.jp/dp/B018LT8TSQ
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水墨画はイラストレーター・水墨画家 與座
よ ざ

巧
たくみ

（現代水墨画会「墨閃会 BOKUSENKAI」所属）による描き下ろし

で展開いたします。 

デザイン例   

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第一弾は大好評販売中！ 人気デザインはウルトラマン 

第一弾は SNSでファンの間で話題となり、発売から 4日目で「ウルトラマン」と 

「ゾフィー」がベスト 10 にランクインしました。「ウルトラヒーロー」年賀状人気ランキ

ングでは、第一位「ウルトラマン」、第二位「ウルトラセブン」、第三位「ウルトラマン

タロウ」となっており、「ウルトラマン」が人気となっています。 

 

「ウルトラヒーロー」年賀状 第二弾 全 24 デザインについて 
キャラクター名：初登場作品（国内初登場年） 

 
ウルトラマングレート： ウルトラマン G（1990 年） ウルトラマンレジェンド：  ウルトラマンコスモス VS ウルトラマンジャスティス 

THE FINAL BATTLE（2003 年） 

ウルトラマンパワード： ウルトラマンパワード（1993 年） ウルトラマンネクサス：  ウルトラマンネクサス（2004 年） 

ウルトラマンゼアス： ウルトラマンゼアス（1996 年） ウルトラマンマックス：  ウルトラマンマックス（2005 年） 

ウルトラマンティガ：  ウルトラマンティガ（1996 年） ウルトラマンゼノン：  ウルトラマンマックス（2005 年） 

ウルトラマンダイナ：  ウルトラマンダイナ（1997 年） ウルトラマンメビウス：  ウルトラマンメビウス（2006 年） 

ウルトラマンガイア：  ウルトラマンガイア（1998 年） ウルトラマンヒカリ：  ウルトラマンメビウス（2006 年） 

ウルトラマンアグル：  ウルトラマンアグル（1998 年） ウルトラマンゼロ：  大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE

（2009 年） 

ウルトラマンナイス：  ウルトラマンナイス（1999年） ウルトラマンサーガ：  ウルトラマンサーガ（2012 年） 

ウルトラマンネオス：  ウルトラマンネオス（2000年） ウルトラマンギンガ：  ウルトラマンギンガ（2013年） 

ウルトラセブン 21:  ウルトラマンネオス（2000年） ウルトラマンビクトリー：  ウルトラマンギンガ S（2014年） 

ウルトラマンコスモス：  ウルトラマンコスモス（2001年） ウルトラマンギンガビクトリー：  劇場版ウルトラマンギンガ S（2015年） 

ウルトラマンジャスティス：  ウルトラマンコスモス 2 THE BLUE PLANET

（2002 年） 

ウルトラマンエックス：  ウルトラマン X（2015 年） 

ダダ 

ウルトラマン（第一弾デザイン） 

ウルトラマンコスモス ウルトラマンゼロ ウルトラマンギンガ 

ウルトラマンエックス ピグモン 
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■ウルトラヒーロー年賀状は LINE公式アカウント「ぽすくま」ともコラボレーション！ 

12月 3日（木）より、昨年 1,300万枚以上のデザインが作られ、話題になった LINEの日本郵便公式アカ

ウント「ぽすくま森の年賀状屋さん」も「ウルトラヒーロー」とコラボレーション！LINE公式アカウント「ぽすくま」に画像

を送ると、あっという間に 1000種類の中のテンプレートで年賀状のデザインが届くこのサービスに、「ウルトラマン」

「ウルトラマンティガ」「ウルトラマンエックス」「人気怪獣」加わり、ここでしか手に入れられない隊員変身型フォトフレ

ームタイプの「ウルトラヒーロー年賀状」を、あなたの代わりに作成してくれます。作成された年賀状は、「ネットで年

賀状」にて印刷の注文まで可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「ウルトラヒーロー」×「ぽすくま」に隠された裏技！ 

本コラボには”裏技”として、「ぽすくま」に隊員変身型フォトフレームタイプの「ウルトラヒーロー年賀状」を指定して

作ってもらう方法があります。それは「ぽすくま」に「シュワッチ」と伝えてから写真を送ること。通常であれば 1000通

り以上のランダムなデザインの中から、選ばれるまで写真を送り続けなければならない激レアデザインを、確実にゲッ

トすることが可能です。 

 

■「ウルトラヒーロー年賀状」商品概要 

販売先  ： 「スマホで年賀状 2016」（スマホ版)、「ネットで年賀状 2016」（パソコン版)、 

amazon（全 50 セットのみ） 

販売価格 ： 普通用:1枚 182円／写真用紙:1枚 199円（税込、はがき代・印刷代込） 

全 50 セット販売 １セット 9,950円（税込、はがき代・印刷代込） 

販売期間 ： 2015年 11月 6日〜2016年 1月 15日（第二弾は 11月 30日より） 

ウルトラマン ウルトラマンエックス ウルトラマンティガ 



 
 

4 

 

■サービスサイト 

スマホで年賀状 2016（スマホ版） ：https://net-nengajo.jp/sp/ 

ネットで年賀状 2016（パソコン版） ：https://net-nengajo.jp/ 

◆「スマホで年賀状 2016」とは 

日本郵便と連携し、年賀状の作成から、印刷、配送まで年賀状のすべてがカンタンにできる「ネットで年賀状」の

iOS/Android アプリ版。昨年度 300万枚を売り上げたスマホ年賀状作成アプリの決定版が、よりおしゃれに、か

んたんになって 2016年も登場いたしました。こだわりのデザインは 500種類以上！年賀はがきから宛名をデータ

化する「宛名スキャン」を搭載！（アプリ利用料無料） 

 

■株式会社 CONNECTIT について 

株式会社 CONNECTIT は郵便物などのリアルコミュニケーションとデジタルコミュニケーションを連動させたサービス

提供を専門とした、デジタルコンテンツ及びサービス制作会社です。弊社では ITの普及に伴う年賀状文化の衰退

を、同じ IT を通じてサポートし、物流、広くは郵便事業などとの融合、そして贈答文化の継承を目指します。 

 

―会社概要― 

社名   ：  

株式会社 CONNECTIT（コネクティット） 

所在地   ：東京都千代田区有楽町 1−10−1 

電話番号   ：03-6869-0104 

URL   ：http://connectit.co.jp/ 

設立   ：2014年 7月 31日 

資本金   ：1,000 万円 

出資比率   ：株式会社アイ・ファクトリー100％ 

代表取締役  ：飯野 法志 

事業内容   ：インタラクティブ・クリエイティブ業務、システム開発業務、CRM業務 

 

■サービスに関するお客様からのお問い合わせ先 

 「ネットで年賀状」事務局 

 電話   ：0570-077-122   

＊受付時間 10:00 から 18:00 まで（土日・祝日を除く） 

 E-mail   ：contact@net-nengajo.jp 

 URL   ：https://net-nengajo.jp/ 

 

【プレスリリースに関する報道関係者様からのお問い合わせ先】 
広報事務局 ブルーカレント・ジャパン（株） 担当：妹尾／森本／芳賀 

TEL：03-6204-4141 / FAX：03-6204-4142 
Mail: Nenga@bluecurrentgroup.com 


