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n Japan, stamps are often used instead of a signature in situations such as acknowledging receipt
of a package, on opening a new bank account, and
on official documents. Usually, ready-made stamps
sold at stationers only have common family names
on them. However, there are also unique stamps that
incorporate pictures of animals and portraits.
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通 常 、文 房 具店で販売されているのは 名 字だけのは
つうじょう ぶんぼう ぐ てん はんばい
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ユニークなものもあります。
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Above: Mangazukan (speech
bubbles: 13 types / Special
Effects: five types )
Right: Nekozukan (42 types)
Price: from 1,500 yen
上：まんがずかん
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At the time of writing up to 30,000 “Nekozukan”
stamps, which incorporate pictures of cats, have
been sold. Also available are the “Usagizukan”
(rabbit stamp) and “Butsuzozukan” (Buddha statue
stamp) ranges. The latest range to be release is the
“Mangazukan.” By putting their name inside a speech
bubble or other cartoonish special effect – used to
express emotion or atmosphere – the user feels as if
their name has been called out in a cartoon.
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右：ねこずかん（42 種類）
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1,500 円より。
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www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/nekozukan/

まんがずかん

www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/mangazukan/

囲むため、まんがの中で自分の名前を呼ばれたような
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These stamps can be used when acknowledging
receipt of a parcel, as well as for putting your seal on
3 万 本 以 上 の人気 商 品です。他に「うさぎずかん」
まん ぼん い じょう にん き しょう ひん
ほか
official documents at banks including Mizuho Bank,
や「仏像ずかん」もあります。新しく、
「まんがずかん」 and JP Bank.
ぶつぞう
あたら
「ねこずかん」は猫 のイラストが入 っており、累 計
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が発売されています。まんがでよく使われる「ふきだ

宅 配 便 の受 領 印 として、また、みずほ銀 行 やゆ

し」や「効果」
（感 情 や雰囲気を 表 現する）が 名 字を

うちょ銀行などの銀 行 印として使うこともできます。

Popular TV Programs ／人気のテレビ番組

The 93rd Hakone Ekiden ／第 93 回 箱根駅伝

Broadcast on Nippon TV on January 2 and 3 © NTV
日本テレビにて 2017 年 1 月 2 ～ 3 日、午前７時から放 送

This is a live broadcast of an ekiden (relay marathon) that is held annually on January 2 and 3. One
of the top three ekiden in the country, the official
name of this race is “Tokyo to Hakone Round-Trip
University Ekiden.” It’s been going since 1920, with
TV coverage starting in 1987. Twenty-one teams take
part. The distance between Otemachi in Tokyo and
Ashinoko in Hakone (Kanagawa Prefecture) is divided into five legs each way and each team member runs
one leg. The distance covered totals 217.1 kilometers.
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