
お客様各位                                                                       2017 年 6 月 30 日       

公益財団法人日本郵趣協会 

JPS オークション係      

 

第 510 回 JPS オークションカタログの追加・訂正について 

 

第 510 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…6月17日(土)追加､☆印…6月24日(土)追加､◎印…6月30日(金)追加 

 

◆出品停止(ＷＤ)                                                                            

※#204、☆#211、◎#2232、☆#2603、◎#2539 
 

◆最低値訂正(HP修正済)                                                                      

【フロアの部】 

#123  ○ 1次動植物国宝(銭位)姫路城14円(345)､唐草 東住吉 26.7.21⑨､茶印(不鮮)  

(誤) 最低値：3,000円 ⇒ (正) 30,000円 

※#382  L葉□ 航空便3通､五重塔航空(円位)40円(A26)貼､三日月 TSU 24.VIII.62 →米国､少ｼﾐ､大仏航空70円 

(A33)貼､三日月 YOKOHAMA -7.I.54 →米国､大仏航空80円(A34)貼､三日月 YOKOHAMA -9.VI.62  

→米国 

(誤) 最低値：12,000円 ⇒ (正) 1,200円 
 

◆記述追加・訂正                                                                             

【フロアの部】 

◎#129  (誤) 2次動植物国宝(円位)金魚20円(363)銘版つき10枚B､普通櫛､(後略) ⇒ (正) 金魚35円(363) 

※#306  (誤) 趣味週間ﾍﾟｰﾝ(CP1)全貼､船便 ○2 PAQUEBOT 2.APR.84 SINGAPORE(3印) →日本 

⇒  (正) 切手帳 2次動植物国宝ﾍﾟｰﾝ(BP29)全貼､船便 ○2 PAQUEBOT 2.APR.84 SINGAPORE(3印) →日本 

※#421  (誤) 戦前国立公園28種完(P1～38) ⇒ (正) 32種完 

※#422  (誤) 戦後(1次)国立公園38種完(P40～89) 

⇒  (正) 戦後(1次)国立公園38種完､6枚B(P40～48)､4枚B(P50～89) 

※#561  (下線追加) 年賀 28年用 三番叟5円(N8)貼､櫛 名古屋 28.1.1､切手1枚脱落､少汚れ､松屋版(宛名あり) 

※#593  (誤) 沖縄 凹版天女航空5種完(A9～13)銘版(二重書)つき6枚B､NH 

⇒  (正) 沖縄 凹版天女航空加刷(二重書)5種完(A14～18)銘版つき6枚B､NH 

#611  (下線追加) ﾏﾗｲ ﾍﾟﾗｰ州3￠逆加刷(7M175a)田型 

#612  (誤) ★ 北ﾎﾞﾙﾈｵ 正刷2種完(F7､8) ⇒ (正) L★ 

◎#607  (誤) ﾋﾞﾙﾏ ｼｬﾝ加刷30c(2B64)田型､加刷ｽﾞﾚ ⇒ (正) ﾋﾞﾙﾏ ｼｬﾝ加刷30c(2B84)田型､加刷左にｽﾞﾚ 

☆#619  (誤) 中国 普通切手､中央版｢限東北｣票改値加刷(人4)\400/$40(66)銘版つき31枚B ⇒ (正) 30枚B 

☆#637  (下線追加) 4通､体操競技6種完(T1)貼～大寨の紅旗5種完(T5)貼(T2欠) 

【メールの部】 

☆#2003 (誤) 旧小判 茶1銭(63)10L､LH ⇒ (正) 旧小判 茶1銭(63)10､LH 

※#2035 (誤) 富士鹿･風景36枚､(中略)､風景4種20枚､2銭､昭毛10銭､昭白8銭8枚B､(後略) ⇒ (正) 昭白6銭8枚B 

☆#2071 (誤) 2次動植物国宝(円位)多宝塔4円(355)9枚貼､ﾛｰﾗｰ 赤坂 39.11.5､(後略) ⇒ (正) 10枚貼 

#2090 (誤) 3次動植物国宝(図案変更)5種14枚(中略)､円覚寺30円4枚(1枚少難)､(後略) 

⇒ (正) 3 次動植物国宝(図案変更)5 種 14 枚(中略)､円覚寺 30 円 3枚(1 枚少難)､(後略) 

※#2096 (誤) L○ 切手帳 未使用5種､松100円(B38)～梵鐘300円(B41)､松100円ﾂﾔ表紙含む ⇒ (正) L★ 

※#2132 (誤) 旧大毛4種､5厘(142)､2銭(145)､3銭切手帳(BP14)単片､6銭(149) ⇒ (正) 3銭切手帳(BP20)単片 



※#2145 (下線追加) 2回国勢調査2種完(C52､53)銘版付田型､11/2銭OH､3銭NH､状態要下見 

#2158 (下線追加) 東京切手展SS(C105)2枚､NH､1枚中央縦折れ､切手1枚裏少ｼﾐ､1枚題字部分ﾄｼﾞｻｹ補修 

※#2186 (下線追加) ITU 加盟 75 年 10 円(C248)20 面ｼｰﾄ 2 枚､1 枚右耳紙少破れ少ﾔｹ､1 枚下目打離れ(ﾋﾝｼﾞで補 

強) 

#2208 (誤) 郵便創始 50 年 4種完(C28～31)､10 銭ﾋﾝｼﾞ跡･銘版つき 

⇒ (正) 郵便創始 50 年 4種完(C28～31)､3 銭・10 銭ﾋﾝｼﾞ跡(銘版なし) 

#2210 (下線追加) UPU 加盟 50 年 4種完(C42～45)､6､10 銭銘版つき､6 銭銘版部少欠 

#2265 (誤) 平和条約調印 3種完(C220～222)36 枚､2 円 10 枚､8 円 12 枚､24 円 5 枚 ⇒ (正) 2 円 19 枚 

※#2283 (下線追加) 芦ﾉ湖航空 銘版つき 3枚連 2種､161/2 銭(A3)､18 銭(A4)目打離れあり 

※#2284 (下線追加) ｷｼﾞ航空 5種完(A6～10)第 1 ｺｰﾅｰ田型､103 円・144 円耳紙難あり 

※#2285 (誤) 五重塔航空(銭位)5 種完(A11～15)､15 円､30 円､40 円､耳紙つき田型､20 円､25 円､横 3枚連 

⇒ (正) 五重塔航空(銭位)5 種完(A11～15)､15 円､40 円､耳紙つき田型､30 円耳紙つき縦 P2 組(刷色違い)､ 

20 円､25 円､横 3枚連 

※#2288 (誤) 立山航空(円位)6 種完(A27～32)､55 円､85 円､125 円､160 円各第 1 ｺｰﾅｰ田型､(後略)  

⇒ (正) 立山航空(円位)6 種完(A27～32)､85 円､125 円､160 円各第 1 ｺｰﾅｰ田型､55 円耳紙つき田型､(後略) 

#2291 (下線追加) 2 点､五重塔航空(円位)20 円(A23)〈印刷庁〉銘版つき 6枚ﾌﾞﾛｯｸ(裏面糊すじ､銘版部少 

欠)､同〈大蔵省〉銘版つき 8枚ﾌﾞﾛｯｸ､型価 154,000 円 

#2334 (誤) 1980 年ｼﾘｰｽﾞ 一字金輪 210 円(473)田型(第 1 ｺｰﾅｰ)､NH ⇒ (正) 一字金輪 260 円 

☆#2415 (誤) 年賀切手貼 17 通､(後略) ⇒ (正) 16 通 

☆#2465 (誤) 普通切手消印ｺﾚｸｼｮﾝ 260 枚､(中略)､ﾎﾄﾄｷﾞｽ 3 円県名ｶﾀｶﾅﾛｰﾗｰ 2 枚(ﾌｸｼﾏ/掛田､ﾌｸｼﾏ/柳津)含む 

⇒ (正) 普通切手消印ｺﾚｸｼｮﾝ 260 枚､(中略)､県名ｶﾀｶﾅﾛｰﾗｰ 2 枚(ﾎﾄﾄｷﾞｽ 3 円 ﾌｸｼﾏ/掛田､弥勒 50 円 ﾌｸｼﾏ/ 

柳津)含む 

※#2505 (誤) 戦前記念切手 57 種 266 枚､(後略) ⇒ (正) 264 枚 

☆#2532 (誤) 田沢切手貼 79 通､大白貼 15 通､旧大毛貼 44 通､新大毛貼 7通､昭白貼 1通､混貼 12 通､切手･封筒 

の状態:様々､ｸﾘｱﾌｧｲﾙ 1 冊 

⇒ (正) 田沢切手貼 68 通､大白貼 15 通､旧大毛貼 44 通､新大毛貼 7通､昭白貼 1通､切手･封筒の状態:様 

々､ｸﾘｱﾌｧｲﾙ 1 冊 

※#2559 (誤) 南方占領地正刷切手 143 種(SS2 種)､(後略) ⇒ (正) 141 種 

#2567 (誤) 標語印 33 通､昭和 2年～12 年､田沢 11/2 銭貼 14 通､風景 2銭貼 3通､分銅はがき 9枚､その他 

           7 通､ﾘｰﾌに整理(10 枚)､ｻｰﾋﾞｽ:標語印つき切手 7枚 

⇒ (正) 標語印 25 通､昭和 2年～12 年､田沢 11/2 銭貼 12 通､風景 2銭貼 2通､分銅はがき 9通､その他 

2 通､ﾘｰﾌに整理(10 枚)､ｻｰﾋﾞｽ:標語印つき切手 7枚 

☆#2579 (誤) 戦前はがき 50 通､(後略) ⇒ (正) 戦前はがき 100 通 

☆#2606 (誤) (額割)記念･公園切手 190 枚､ﾌﾞﾛｯｸ､横連が多い､20 円 46 枚､10 円 94 枚､その他 50 枚､額面 2,680 円 

⇒ (正) (額割)記念･公園切手 176 枚､ﾌﾞﾛｯｸ､横連が多い､20 円 46 枚､10 円 94 枚､その他 36 枚､額面 2,692 円 

☆#2608 (誤) (額割)切手帳 16 種､普通切手 6冊､ ⇒ (正) 普通切手 5冊､ 

☆#2704 (誤) ｢広蒐｣2 冊､第 5輯(昭和 3年)～7輯､9 輯(昭和 7年)､神戸交蒐会発行 ⇒ (正) ｢交蒐｣ 

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。 


