
お客様各位                                                                      2017 年 3 月 10 日 

公益財団法人日本郵趣協会 

JPS オークション係 

 

第 508 回 JPS オークションカタログの追加・訂正について 

 

第 508 回オークションカタログの記載事項に関しまして､下記の誤記載､追加がございました。 

ここに訂正し､お詫び申し上げます。 

お手数をおかけいたしまして恐縮ですが､ご入札などの際には､こちらをご確認くださいますようお願い申し上げます。 

 ※印…2月 22 日に追加しました。■印…2月 28 日に追加しました。▲印…3月 4日に追加しました。 

●印…3月 10 日に追加しました。 
 

◆記述追加・訂正                                                                         

【カタログ図版】 

☆モノクロ6ページの#2251のロット番号が間違っておりました。(HP訂正済)  

 
 

【ＷＤ：出品停止】 

●#2925 

 

【カタログ記載】 

#2052 (誤) 富士鹿 旧版4銭(186)2枚､初期毛紙､後期毛紙､NH ⇒ (正) 富士鹿 旧版8銭(187)2枚､初期毛紙､後期毛紙､NH 

▲#2062 (誤) 旧大毛30銭(155)銘版つき10枚B(2×5)貼､郵便料金取立帳､櫛 奈良･新庄 15.8.9(6印)､(後略) 

⇒ (正) 旧大毛30銭(155)銘版つき10枚B(2×5)貼､郵便料金取立帳､櫛 奈良･新庄 15.9.9(6印)､(後略) 

※#2073 (誤) 郵便料金受領書原符33通､36年～42年､53年 ⇒ (正) 35通 

▲#2090 (誤) 風景6銭(214)貼､外国船内局 U.S.T.P SEAPOST SS.PRESS PIERCE EAST JUN.14.19.27(後略) 

⇒ (正) 風景6銭(214)貼､外国船内局 U.S.T.P SEAPOST SS.PRESS PIERCE EAST JUN.14.1927(後略) 

※#2092 (誤) 普通切手14種99枚､(中略)､旧大毛1円10枚B2組､(後略) 

⇒ (正) 普通切手14種94枚､(中略)､旧大毛1円8枚B組､(後略) 

▲#2149 (誤) 2次動植物国宝(円位)観音10円(358)､金魚35円(363)貼､速達､山口･島田市 31.9.12(2印､1印不鮮) →山口･田宇 

(着印)､(後略) 

⇒ (正) 2次動植物国宝(円位)観音10円(358)､金魚35円(363)貼､速達､山口･島田市 31.9.12(2印､1印不鮮) →山口･由宇 

(着印)､(後略) 

▲#2168 (誤) 2次動植物国宝(円位)平等院24円(361)6枚B(第1ｺｰﾅｰ)､櫛 新発田 38.12.11(2印)､(後略) 

⇒ (正) 2次動植物国宝(円位)平等院24円(361)6枚B(第1ｺｰﾅｰ)､櫛 新発田 38.12.14(2印)､(後略) 

#2171 (誤) 唐草印 普通切手CMつき3点､ﾔﾏﾄﾞﾘ80円(430)CM下 赤羽 54.2.13⑩､(後略) ⇒ (正) ﾔﾏﾄﾞﾘ80円(430)CM上 

#2175 (誤) 唐草印(戦後型)普通切手銘版つき3点､一字金輪260円(473)､広目天310円(475)､摩耶夫人410円(477)(後略) 

 ⇒ (正) 色絵藤花文茶壺410円(477)､ 

#2183 (追加) 切手帳 2次動植物国宝100円(B23) 観音10円1ﾍﾟｰﾝ､目打上下貫通(後期)､表紙つき(ﾍﾟｰﾝはがし)､ﾋﾝｼﾞ貼あり 

#2184 (誤) 切手帳 2次動植物国宝100円(B24) ﾍﾟｰﾝ1枚(観音10円6枚､ｵｼﾄﾞﾘ5円)､(後略) 

 ⇒ (正) 観音10円8枚､ｵｼﾄﾞﾘ5円4枚､目打ち離れあり 

#2186 (誤) 切手帳 3次動植物国宝100円(B25) ﾍﾟｰﾝ1枚(ｿﾒｲﾖｼﾉ10円6枚､ｵｼﾄﾞﾘ5円4枚)､(後略) 

 ⇒ (正) ｿﾒｲﾖｼﾉ10円8枚､ｵｼﾄﾞﾘ5円4枚 

▲#2194 (誤) 昭和すかしなし4種､捕鯨2円(325)～らでん10円(329)､6円8円欠け､裏少ｼﾐ､NH 

⇒ (正) 昭和すかしなし4種､捕鯨3円(325)～らでん10円(329)､6円欠け､裏少ｼﾐ､NH 

#2226 (誤) 2次動植物国宝(円位)42枚､(後略) ⇒ (正) 2次動植物国宝(円位)40枚､ 

※#2233 (誤) 切手帳ﾍﾟｰﾝなど2種3点､(中略)菊15円ﾐﾆﾊﾟｯｸ(422M)2枚､名古屋北 47.1.26 

⇒ (正) 切手帳ﾍﾟｰﾝなど2種4点､(中略)菊15円ﾐﾆﾊﾟｯｸ(422M)3枚､名古屋北 47.1.26 

※#2234 (誤) L○ ⇒ (正) L○△ 

▲#2246 (線部削除) 電信切手10種完(TE1～10) 消印⑤～⑩､4銭のみ消(みほん)､旧大毛14種完(OC35～49)､11銭のみ未使用､LH 

▲#2267 (誤) L★ ⇒ (正) ★ 



#2416 (誤) 旧小判104銭(71)(後略) ⇒ (正) 旧小判10銭(71) 

#2418 (誤) 旧小判10種57枚､5厘2万9､1銭黒8枚､1銭茶14枚､2銭狸13枚､5銭3枚､6銭2枚(中略)､8銭8枚､29銭5枚､50銭2枚(後

略) 

⇒ (正) 旧小判10種57枚､5厘2枚､1銭黒8枚､1銭茶14枚､2銭狸13枚､5銭3枚､6銭2枚(中略)､8銭8枚､20銭5枚､50銭2枚(後略) 

▲#2315 (誤) 4回国体 水泳のｽﾀｰﾄ8円(C144)貼､京都中央 2(5).2.3 後0-6 ⇒ (正) 2(7).2.3 

▲#2323 (誤) 雨傘10円(C273)貼､船便印刷物 三日月 OCHIAINAGASAKI 10.XI.55(後略) ⇒ (正)10.XI.58 

▲#2331 (誤) 高松塚古墳保存基金3種完(C619～621)貼､航空 三日月 OBAMA(D欄FUKUI) 24.IV.7III(後略) ⇒ (正) 24.IV.73 

※#2346 (誤) 田沢切手貼37通､(中略) ⇒ (正) 38通 

※#2348 (誤) 現行普通切手貼 書留便105通､(中略) ⇒ (正) 106通 

※#2349 (誤) 現行普通切手貼 外信便33通(はがき1通) 1968年～1985年 ⇒ (正) 34通 

※#2350 (誤) 記念切手単貼34通､昭和32～39年(封書10円時代)23通､(後略) 

     ⇒ (正) 記念切手単貼32通､昭和32～39年(封書10円時代)20通､(後略) 

※#2352 (誤) 記念切手単貼･外信便21通､1958年～1961年(10円切手貼)16通､(後略) 

     ⇒ (正) 記念切手単貼･外信便17通､1958年～1961年(10円切手貼)12通､(後略) 

※#2356 (誤) 帯封156通､6円～260円､単貼99通､混貼57通 ⇒ (正) 帯封157通､6円～260円､単貼101通､混貼56通 

#2424 (誤) 新小判10銭(85)98枚､(後略) ⇒ (正) 97枚 

#2426 (誤) 新小判20銭(87)42枚､(後略) ⇒ (正) 43枚 

#2427 (誤) 新小判4種46枚､5厘19枚(田型1組)､8銭18枚､(後略) ⇒ (正) 8銭8枚､ 

▲#2479 (誤) 2次動植物国宝(円位)ｵｼﾄﾞﾘ5円(356) 逆櫛､(後略) ⇒ (正) 普通櫛 

※#2484 (誤) ★ ⇒ (正) L★ 

※#2511､#2516､#2518､#2523､#2528 (誤) L★ ⇒ (正) ★ 

▲#2629 (誤) 年賀56年用 にわとり20円(N37)､同SS(N37A)貼､鉄郵 京都下関間 52.1.19(後略) ⇒ (正) 56.1.19 

#2643 (誤) 南方占領地切手21種､(後略) ⇒ (正) 南方占領地切手21枚 

▲#2710 (誤) 緯度観測所50年8円(C172)貼､特印､米沢 24.10.30(後略) ⇒ (正) 水沢 

#2739 (誤) 鳥ｼﾘｰｽﾞ6種完(C390～395)貼､適正局風景印 38.2.1～39.5.1､FKK木版 ⇒ (正) 38.6.10～39.5.1 

■#2745 (誤) 船ｼﾘｰｽﾞ6通完､1集～6集､適応局初日特印､全郵普版､ﾎﾙﾀﾞｰ入り 

⇒ (正) 船ｼﾘｰｽﾞ10通､1集～3集(千石船2枚)､5集､6集ﾀﾝｶｰ(4集2通､6集ｺﾝﾃﾅ船欠け)､(後略) 

▲#2763 (誤) 1次国立公園 次高ﾀﾛｺ4種完(P35～38)貼､風景 霧社 16.9.10､封角少ｼﾐ ⇒ (正) 16.3.10 

▲#2770 (誤) 沖縄3通､(中略)愛林週間4BY35)貼 那覇中央 1956.2.15(後略) ⇒ (正) 1956.2.18 

※#2779 (誤) L□(★) ⇒ (正) □(★) 

●#2782 (線部削除) L□切手つき封筒 五重塔1.20円(SE22)3通､初日印2通(東京中央､法隆寺)､(蘆屋)23.4.27兵庫県 

(局名不鮮)､未使用6通､初日印つき2通､料金別納印つき1通､切手加貼3通(1通切手2枚破損) 

※#2783 (誤) L葉(S) ⇒ (正) 葉(S) 

※#2785 (誤) 封緘はがき 未使用6種27通､ ⇒ (正) 7種33通 

▲#2853 (誤) 外地特印つきはがき220通以上､台湾 9種210枚(局名違い多い)､(後略) 

⇒ (正) 外地特印つきはがき170通､台湾 9種約160枚(局名違い多い)､(後略) 

■#2863 (誤) かもめｰる150枚以上､印つき24枚､みほん27枚､｢62.7.1｣押印(全国中央局､櫛､ﾛｰﾗｰ)53枚､そのほか56枚 

⇒ (正) 官白150枚以上(青い鳥、かもめーる、さくらめーるほか)､みほん27枚､｢62.7.1｣押印(全国中央局､櫛､ﾛｰﾗｰ)53枚､ 

そのほか74枚 

▲#2871 (誤) 沖縄 文化財航空7C(A30)貼､櫛欧 NAHAHIGASHI 21.2.71 RYUKYU(後略) ⇒ (正) 23.2.71 

※#2876 (誤) 沖縄 銘版つきB4組､ ⇒ (正) B5組､ 

※#2878 (誤) 沖縄ｴﾝﾀｲｱ25点､(後略) ⇒ (正) 26点 

#2891 (誤) L△ ⇒ (正) L○△ 

以上 

 

＊カタログの記述内容に訂正箇所が生じました際には､随時ホームページにてお知らせいたしております。併せてご確認くださ

いますようお願い申し上げます。 


