
お客様各位                                                                       2017 年 11 月 2 日        

公益財団法人日本郵趣協会 

JPS オークション係      

第 512 回 JPS オークションカタログの追加・訂正について 

 

第 512 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…10月21日(土)追加､☆印…10月28日(土)追加、◎印…11月2日(木)追加 

◆出品停止(ＷＤ)                                                                                 

#428、☆#574、☆#2284、☆#2467、◎#2795 

◆最低値訂正(HP修正済)                                                                           

【メールの部】 

#2138 (誤) 最低値：90,000円 ⇒ (正) 9,000円 

◆記述追加・訂正(HP修正済)                                                                               

【図版】カラーivページ      ※モノクロ６ページ 

 

 

 

 

【フロアの部】 

#15  (追記) L○△  

#38  (追記) 裕仁立太子礼 3銭(C16)3 点､(後略) 

#40  (追記) 裕仁立太子礼 10 銭(C17)､みほん､H 

#63  (誤)   明治神宮鎮座 11/2 銭(C26)4 点､(後略) ⇒ (正) 明治神宮鎮座 11/2 銭(C26)5 点､ 

#65  (追記) 郵便創始 50 年 4種完(C28～31)､10 銭左目打少欠､NH～LH 

#73  (追記) 皇太子帰朝 4種完(C32～35)､NH～OH 

☆#78  (誤)   皇太子帰朝 11/2 銭(C32)､3 銭(C33)､5 銭(C35)､旧大毛 11/2 銭(144)､1 銭(143)､3 銭(146)貼､ 

(後略)  ⇒ (正)  10 銭(C35) 

#85  (追記) 大正銀婚 4種完(C38～41)5 枚､20 銭 C131/2×13 と L11､3 銭点汚れあり､NH～LH 

#92  (追記) 大正銀婚 2点､11/2 銭(C38)横 P､3 銭(C39)横 P､ともに銘版つき 

#98  (追記) UPU 加盟 50 年 4種完(C42～45)､NH～OH 

#130 (誤)   15 回赤十字国際会議 11/2 銭(C57)4 枚､標語印､櫛 山形･板谷 9.1(0).31⑧､3 枚連 唐草豊島 

 9.10.31､櫛 浅草 9.10.12⑩､欧文ﾛｰﾗｰ YOKOHAMA NIPPON 6.10 

⇒ (正)   15 回赤十字国際会議 5点､11/2 銭(C57)2 枚､標語印､櫛 山形･板谷 9.1(0).31⑧､3 銭(C58)3 枚 

唐草 豊島 9.10.31､櫛 浅草 9.10.12⑩､欧文ﾛｰﾗｰ YOKOHAMA NIPPON 6.10 

#138 (追記) 満州国皇帝来訪 4種完銘版つき単片､(中略)NH～LH 

#148 (誤)   関東局始政 30 年 11/2 銭(C65)2 枚､(後略) ⇒ (正) 関東局始政 30 年 11/2 銭(C65)2 点､ 

#161 (誤)   愛国切手 3+2 銭(C73)5 枚､(中略)櫛 高雄 12.4.25⑩､(後略) ⇒ (正) 12.9.25 

#169 (追記) 紀元 2600 年 7 点､単片 4種完(C79～82)､2 銭横 P､4 銭･30 銭各銘版つき､NH～LH､裏汚れあり含む 

#171 (誤)   紀元 2600 年 7 枚､2 銭(C79)4 枚､(後略) ⇒ (正) 紀元 2600 年 6 点､2 銭(C79)3 枚､ 

#183 (誤)   ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ陥落 2種 6枚､(後略) ⇒ (正) ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ陥落 5点､ 

#187 (誤)   満州国建国 10 年 4種完(C87～90)各銘版つき､5 銭田型､20 銭縦 P 

⇒ (正)   満州国建国 10 年 8点､単片 4種完(C87～90)､各銘版つき 4種(5 銭田型､20 銭横 P)､裏少ｼﾐあり 

含む 

#188 (誤)   満州国建国 10 年 8枚(後略)､ ⇒ (正) 満州国建国 10 年 5点､ 

#194 (誤)   大東亜戦争 1年 2種完銘版つき 1組､2 銭(C92) 唐草 標語印､櫛 半田 17.12.24⑩､5 銭(C93) 櫛 

松坂 18.5.15 三星､縦 P 櫛 釧路･北大浦 19.7.3 (北)海道⑨ 

⇒ (正)   大東亜戦争 1年 6点､未使用 2種完銘版つき､2 銭(C92) 唐草 標語印､櫛 半田 17.12.24⑩､5 銭 

(C93) 櫛 松坂 18.5.15 三星､縦 P 櫛 釧路･北大浦 19.7.3 (北)海道⑨ 

#199 (誤)   関東神宮鎮座 2種完(C95､96)3 点､未使用 1組､3 銭(C95) 唐草 東住吉 19.11.13⑩､7 銭(C96) 櫛  

普菊屋 20.5.21 

⇒ (正)   関東神宮鎮座 4点､未使用 2種完(C95､96)､3 銭(C95) 唐草 東住吉 19.11.13⑩､7 銭(C96) 櫛 普 

蘭店 20.5.21 

#210～213 (追記) 裏面少書込みあり 



※#215 (誤)   趣味週間 見返り美人 5円(C140)2 点､単片､5 面ｼｰﾄ(C141)､NH 

⇒ (正)   趣味週間 見返り美人 5円(C140)3 点､単片､5 面ｼｰﾄ(C141)､金沢高岡逓信展 SS(C141)､NH 

#232 (追記) 15回国際商業会議所(こいのぼり)10円(C249)20面ｼｰﾄ､耳紙少ｼﾜ､裏少点ｼﾐ､NH､ｼｰﾄ左側目打ち離れ 

あり 

#238 (誤)   昭和41年かもめｰる賞品SS(C1082A)､(後略) ⇒ (正) 昭和61年 

#247 (追記) 竜200文(3)暗い朱､1版縞紙､下辺ﾀｯﾁ､表面酸化気味 

#335 (誤)   U小判1銭(78)､年号4字 SHANGHAI 18.JUN.97 I.J.P.O⑩ ⇒ (正) 年号2字 

#341 (誤)   U小判1銭(78)､2銭(79)､年号2字 SHANGHAI 99.JUL.18⑩ ⇒ (正) 18.JUL.99 

※#353 (誤)   U 小判 2銭(79)貼､(中略) →丸一 周訪･(平)野 便空､(後略) ⇒ (正) 周防･(平)野 

※#406 (追記) 1 次国立公園 霧島 SS(P29)､ﾀﾄｳつき､中央ｼﾐあり､NH 

※#444 (追記) 満州国 1 次普通 18 種完(1～18)36 枚､未使用ｾｯﾄ NH～OH と使用済ｾｯﾄ 

※#500 (追記) 沖縄 初期記念切手3種15枚､(中略)､NH～LH､型価215,000円 

◎#553 (誤)   ﾃﾞｲｺﾞ封緘はがき50BS(LS1A)再版､未使用1点､使用済3点(消印不鮮2点) 

⇒ (正)  ﾃﾞｲｺﾞ封緘はがき50BS(LS1A)再版､未使用1点､使用済1点(消印不鮮) 

#565 (追記) ﾄﾞﾙ表示数字切手1/2￠(44)､1￠(45)貼(各逆貼)､私製往復はがき､那覇中央 59.2.16､往信のみ 

☆#579 (誤)   L 葉(★) うす紫色神社 特別選挙はがき(EC11)未使用 2枚､挙字体違い 

⇒ (正)   葉(★) うす紫色神社 特別選挙はがき(EC11)未使用 1枚､挙字体違い 

※#593 (誤)   中国占領地 華北｢山東｣加刷 28 種､(後略) ⇒ (正) 中国占領地 華北｢山東｣加刷 5点(28 枚)､ 

◎#660 (誤)   FDC ⇒ (正) ○ 中国 紀 86m 第 26 回世界卓球選手権大会 SS 

【メールの部】 

☆#2162 (追記) 1967 年ｼﾘｰｽﾞ ﾔﾏﾄﾞﾘ 80 円(430)銘版つき 10 枚 B､連続柵? 

☆#2219 (誤)   2 次昭和 八紘基柱 4銭(250)銘版つき 29 枚 B ⇒ (正) 10 枚 B 

☆#2258 (誤)   昭和すかしなし 落雁 4円(326)6 枚､田型+横 P ⇒ (正) 10 枚､田型 2枚＋横 P 

☆#2276 (誤)   1966 年ｼﾘｰｽﾞ はにわの馬 65 円(409)22 枚､銘版つき 10 枚 B2 種(逆二連 1､下抜全 7)ほか 

     ⇒ (正)   1966 年ｼﾘｰｽﾞ はにわの馬 65 円(409)20 枚､銘版つき 10 枚 B2 種(逆二連 1､下抜全 7) 

☆#2280 (誤)   2 次動植物国宝(円位)ｵｵﾑﾗｻｷ 75 円(367)3 種､(中略)〈印刷庁〉銘､(後略) ⇒ (正) 〈印刷局〉 

☆#2307 (誤)   普通切手 CM･銘版つき 350 枚以上､(中略)､CM つき 3枚連～4枚連 13 組 40 枚､銘版つき単片 70 

枚､銘版つき 3枚連～4枚連 18 組 55 枚､額面 48,200 円 

     ⇒ (正)   普通切手 CM･銘版つき 350 枚､(中略)､CM つき 3枚連～4枚連 18 組 55 枚､銘版つき単片 70 枚､ 

銘版つき 3枚連～4枚連 17 組 53 枚､額面 48,200 円 

#2330 (誤)   1 次国立公園 阿蘇 4種完(P15～P18)､2 銭裏 1点少ｼﾐ､NH ⇒ (正) 20 銭 

※#2341 (追記) 1 次国立公園 富士箱根 SS(P49)､ﾀﾄｳつき､中央ｼﾐあり､NH 

※#2342 (追記) 1 次国立公園 阿寒 SS(P54)､ﾀﾄｳつき､中央ｼﾐあり､NH 

※#2384 (追記) 郵便創始 75 年 SS(C101)､中央薄くｼﾐあり 

#2434 (追記) 文通週間 桑名 30 円(C299)田型､欧文ﾛｰﾗｰ AZABU 13.II.1961(3 本) 

☆#2468 (誤)   切手趣味週間 SS(C115)6 枚､(中略)､東京･初日小型印つき 3枚 ⇒ (正) 初日小型印つき 2枚 

#2477 (追記) 大正大礼 4種完(C11～14)､LH 

#2481 (誤)   裕仁立太子礼 11/2 銭(C15)2 枚､⇒ (正) 裕仁立太子礼 11/2 銭(C15)2 点､ 

#2483 (追記) 世界大戦平和 4種完(C18～21)､ｾﾝﾀｰ良好､裏少ｼﾐあり含む 

#2489 (追記) 昭和大礼 4種完(C46～49)､NH～LH 

#2497 (誤)   明治神宮鎮座 10 年 2種完(C54､55)3 枚､11/2 銭:単片､3 銭:銘版･ﾄﾝﾎﾞつき横 P 

⇒  (正)   明治神宮鎮座 10 年 2点､11/2 銭(C54)単片､3 銭(C55)銘版･ﾄﾝﾎﾞつき横 P､裏少ｼﾐあり含む 

#2500 (追記) 15 回赤十字国際会議 4種完(C57～60)､NH～LH 

#2504 (追記) 帝国議会議事堂完成 4種完(C68～71)､LH､裏少ﾍｹﾞあり含む 

#2506 (誤)   帝国議会議事堂完成 3銭(C69)3 枚､(後略) ⇒ (正) 帝国議会議事堂完成 3銭(C69)2 枚､ 

#2513 (追記) 赤十字条約 75 年 4種完(C75～78)､LH､2 銭目打右上ｼｻﾞｰｶｯﾄ､裏面汚れ有り含む 

#2516 (誤)   教育勅語 50 年 6枚､(後略) ⇒ (正) 教育勅語 50 年 2点､ 

#2517 (誤)   教育勅語 50 年 2銭(C83)3 枚､(後略) ⇒ (正) 教育勅語 50 年 2銭(C83)2 点､ 

☆#2603 (削除) 航空書簡 12BY(AG1)､中城 52.11.1 NAHA 1.9.53 

#2662 (誤)   1967 年ｼﾘｰｽﾞ 鳳凰 150 円(433)貼､速達書留､機械 東京中央 19.3.71(後略) ⇒ (正) 29.3.71 

#2806 (誤)   (額割)東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 20面ｼｰﾄ 7枚､寄付金つき5次4種(C359～362)､東京大会5種完(C415～418)､ 

額面 3,100 円 

⇒ (正)   (額割)東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 20面ｼｰﾄ 9枚､寄付金つき5次4種(C359～362)､東京大会5種完(C414～418)､ 

額面 3,100 円 

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。 


