
お客様各位                                                                                             2018 年 3 月 3 日  

公益財団法人日本郵趣協会 

JPS オークション係        

第 514 回 JPS オークションカタログの追加・訂正について 

 

第 514 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24日(土)追加、☆印…3月3日(土)追加、◎印…下見会後追加 

 

◆出品停止(ＷＤ)                                                                                          

#2087、#2405、#2600、◎#2672 

◆記述追加・訂正                                                                                            

(誤) L○ ⇒ (正) L○△…#2046、#2051、#2052、#2053、#2060、#2061、#2098、#2102、#2103、#2116、#2171、#2191、☆#2958、 

☆#2973、☆#2974、☆#2977  

#2049 (誤) 菊 青11/2銭(104)24枚､欧文含む ⇒ (正) 菊 青11/2銭(104)25枚､欧文含む 

#2051 (誤) 菊2銭(106)43枚､欧文､鉄郵含む ⇒ (正) 菊2銭(106)53枚､欧文､鉄郵含む 

#2052 (誤) 菊 赤紫3銭(107)43枚､欧文､鉄郵含む ⇒ (正) 菊 赤紫3銭(107)53枚､欧文､鉄郵含む 

#2054 (誤) 菊4銭(109)39枚､欧文､未納不足印含む､田型2組 ⇒ (正) 菊4銭(109)40枚､(略) 

#2068 (追加) 旧大毛1銭(143)5枚､単片2枚(耳紙つき)､3枚B(白耳) 

#2092 (誤) 大正白紙3銭(135)11枚､単片9枚､右耳紙つきP ⇒ (正) 大正白紙3銭(135)12枚､単片10枚､(略) 

#2102 (誤) 旧大毛1銭(143)42枚､単片18枚､田型､8枚B､P6組 ⇒ (正) 旧大毛1銭(143)43枚､単片19枚､(略) 

#2105 (誤) 旧大毛3銭(146)54枚､P5組､田型2組､中子持罫､白耳含む ⇒ (正) 旧大毛3銭(146)59枚､P6組､(略) 

#2110 (追加) 旧大毛8銭(150)22枚､単片13枚､横P､縦3枚連(左耳紙つき)､田型 

#2113 (誤) 旧大毛13銭(152)15枚､単片11枚､横P2組 ⇒ (正) 旧大毛13銭(152)15枚､単片11枚､横P､縦P 

#2127 (誤) 富士鹿 旧版4銭(186)､櫛欧(黒) KOBE2 ( ).5.23⑥ ⇒ (正) 櫛欧(紫) 

#2191 (誤) 田沢切手新版(新大毛､昭和白紙)200枚以上､5厘19枚､1銭11枚､11/2銭16枚､3銭58枚､(略) 

     ⇒ (正) 田沢切手新版(新大毛､昭和白紙)200枚以上､5厘19枚､1銭11枚､11/2銭16枚､3銭68枚､(略) 

◎#2207 (誤) 平等院30円(362)銘版つき10枚B ⇒ (正) 銘版つき6枚B 

※#2213 (誤) ﾍﾞﾆｵｷﾅｴﾋﾞｽ4円(372)181枚､計番つき10枚B 7組､計番つき8枚B 3組､CM上つき10枚B (ﾛｰﾀﾘｰ柵)､計番つき8枚B 3組､ 

10枚B2組､12枚B 1組､18枚B 1組､縦P 

     ⇒ (正) ﾍﾞﾆｵｷﾅｴﾋﾞｽ4円(372)181枚､計番つき10枚B 7組､計番つき8枚B 3組､CM上つき10枚B (ﾛｰﾀﾘｰ柵)､10枚B 2組､12枚B 1組､ 

18枚B 1組､計番つき25枚B 1組､縦P 

※#2215 (誤) L★ ﾅﾝﾃﾝ6円(373)149枚､計番つき10枚B 11組(1組2枚押印済)､(略)  

     ⇒ (正) L★○ ﾅﾝﾃﾝ6円(373)147枚､計番つき10枚B 10組(1組2枚押印済)､計番つき8枚B 1組､(略) 

※#2217 (誤) ｿﾒｲﾖｼﾉ10円(374)96枚､計番つき10枚B 6組､(略) ⇒(正) 10枚B 6組(計番つき4組)､ 

※#2218 (追加) 円覚寺30円(375)70枚､銘版つき10枚B 5組(普通櫛､下抜全7､逆二連1)､10枚B 2組(1組計番つき､1組切手1枚ｼﾐ) 

※#2219 (誤) 陽明門40円(376)60枚､銘版つき10枚B 3組(逆櫛､下抜全7､逆二連1)､計番つき10枚B 3組(1組計番なし) 

     ⇒ (正) 陽明門40円(376)54枚､銘版つき10枚B 2組(逆櫛､逆二連1)､銘版つき8枚B 1組(下抜全7)､計番つき10枚B 1組､ 

8枚B 2組(1組計番つき) 

※#2223 (誤) ﾀﾝﾁｮｳ100円(380)41枚､(略) ⇒(正) ﾀﾝﾁｮｳ100円(380)89枚､ 

※#2224 (誤) 迦陵頻伽120円(381)62枚､銘版つき10枚B 5組(逆二連1､下抜全7)､第2ｺｰﾅｰ10枚B､計番つき10枚連(4桁30番) 

     ⇒ (正) 迦陵頻伽120円(381)62枚､銘版つき10枚B 5組(逆二連1､下抜全7)､第2ｺｰﾅｰ8枚B､計番つき4枚連(4桁30番) 

※#2234 (誤) ★ 根本中堂60円(408)銘版つき10枚B､右抜櫛 ⇒(正) L★ 根本中堂60円(408)銘版つき10枚B 2組､右抜櫛 

※#2237 (誤) 風神90円(411)56枚､銘版つき10枚B 4組(下抜全6､下抜全7､逆二連1､定変#99)､計番つき8枚B 2組(4桁30番､5桁30番) 

     ⇒ (正) 風神90円(411)60枚､銘版つき10枚B 4組(下抜全6､下抜全7､逆二連1､定変#99)､計番つき8枚B 2組(4桁30番､5桁30番) ､ 

銘版つき田型1組 

※#2239 (誤) ★ 音声菩薩200円(414)銘版つき10枚B､逆櫛 ⇒ (正) L★ 音声菩薩200円(414)銘版つき10枚B 2組､逆櫛 

※#2243 (追加) 前島密1円(417)CMつき10枚B 7組､CM上(暫定版)1組(右下2枚にｼﾜ)､CM上5組､CM下1組 

※#2244 (誤) 前島密1円(417)146枚､20枚B(下2段)3組(CMつき2組､CMなし1組)､計番つき8枚B 8組､(略) 

     ⇒ (正) 前島密1円(417)152枚､20枚B(下2段)3組(CMつき2組､CMなし1組)､計番つき8枚B 9組､(略) 

※#2248 (誤) ｺﾌﾞﾊｸﾁｮｳ5円(419)銘版つき10枚B 8組(略) ⇒ (正) ｺﾌﾞﾊｸﾁｮｳ5円(419)銘版つき10枚B 13組(略) 

※#2258 (誤) ﾌｼﾞ20円(423)60枚､計番つき10枚B 4組､(略) ⇒ (正) ﾌｼﾞ20円(423)56枚､10枚B 2組､計番つき8枚B 2組､(略) 

※#2268 (誤) ﾀﾝﾁｮｳ100円(432)50枚､銘版つき10枚B 2組(略) ⇒ (正) ﾀﾝﾁｮｳ100円(432)60枚､銘版つき10枚B 3組(略) 

※#2274 (誤) ｱｼﾞｻｲ25円(439)78枚､銘版つき10枚B 7組(逆二連1)､(略) 

     ⇒ (正) ｱｼﾞｻｲ25円(439)88枚､銘版つき10枚B 8組(逆二連1)､(略) 

※#2279 (追加) 仏頭300円(444)76枚､銘版つき10枚B2組1組切手1枚極少ﾍｹﾞ､(略) 

※#2280 (誤) 天燈鬼400円(445)40枚､銘版つき10枚B 3組(逆櫛)､CM上つき10枚B 1組(ﾛｰﾀﾘｰ) 

     ⇒ (正) 天燈鬼400円(445)38枚､銘版つき10枚B 2組(逆櫛)､銘版つき8枚B 1組(逆櫛)､CM上つき10枚B 1組(ﾛｰﾀﾘｰ) 

※#2283 (誤) 緑弥勒50円(451)108枚､銘版つき10枚B 4組(逆櫛､逆二連1)､CMつき10枚B 3組(逆櫛上､上1組､下1組)､ 

計番つき10枚B 2組､計番つき5枚B 1組､第3ｺｰﾅｰ10枚B 1組 

     ⇒ (正) 緑弥勒50円(451)108枚､銘版つき10枚B 4組(逆櫛､逆二連1)､CMつき10枚B 3組(逆櫛上､上1組､下1組)､ 

計番つき10枚B 1組､10枚B 1組､計番つき5枚B 1組､第3ｺｰﾅｰ10枚B 1組 

※#2290 (誤) ﾌｸｼﾞｭｿｳ10円(459)68枚､銘版つき10枚B 2組､CMつき10枚B 2組(上､下)､計番つき10枚B 1組､8枚B 1組 

     ⇒ (正) ﾌｸｼﾞｭｿｳ10円(459)66枚､銘版つき10枚B 2組､CMつき10枚B 2組(上､下)､計番つき10枚B 1組､計番つき8枚B 2組 
 

 

 



※#2298 (誤) 笛吹飛天70円(467)52枚､銘版つき10枚B 1組(下)､8枚B 1組(上)､計番つき10枚B 3組､4枚連1組(5桁30番) 

     ⇒ (正) 笛吹飛天70円(467)82枚､銘版つき10枚B 2組､CM下つき10枚B 2組､CM上つき8枚B 1組､計番つき10枚B 3組､ 

4枚連1組(5桁30番) 

※#2303 (追加) 弥勒170円(472)122枚､銘版つき10枚B 2組､田型1組､CMつき10枚B 4組(上2組､下2組)､CM下つき8枚B 1組､ 

計番つき10枚B 3組､銘版つき20枚B 1組 

※#2307 (誤) 摩耶夫人410円(476)48枚､銘版つき10枚B 2組(少汚れ)､田型､CMつき10枚B(上)､田型(下)､計番つき10枚B 

     ⇒ (正) 摩耶夫人410円(476)38枚､銘版つき10枚B 1組､田型､CMつき10枚B(上)､田型(下)､計番つき10枚B 

※#2313 (誤) ｵｵｲﾄｶｹｶﾞｲ62円(492)88枚､(略) ⇒(正) ｵｵｲﾄｶｹｶﾞｲ62円(492)108枚､(略) 

※#2317 (誤) 観音360円(496)29枚､銘版つき9枚B､銘版･CMつき20枚B ⇒(正) 観音360円(496)29枚､計番つき9枚B､銘版･CMつき20枚B 

※#2318 (誤) ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ9円(511)108枚､銘版つき10枚B 3組(1組ｴﾝﾎﾞｽ)､CM下つき10枚B 3組､計番つき10枚B 2組､8枚B 1組､(略) 

     ⇒ (正) ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ9円(511)108枚､銘版つき10枚B 3組(1組ｴﾝﾎﾞｽ)､CM下つき10枚B 3組､計番つき10枚B 3組､(略) 

※#2320 (追加) 12点､ﾐｶﾄﾞｱｹﾞﾊ15円(513)､ﾃﾝﾄｳﾑｼ18円(514)､ﾐﾂﾊﾞﾁ20円(515)､ﾍﾞﾆｼｼﾞﾐ30円(516)､各銘版つき10枚B､CM下つき10枚B 

(ﾍﾞﾆｼｼﾞﾐのみCM下)､計番つき10枚B(ﾃﾝﾄｳﾑｼのみ8枚B) 

※#2408 (誤) 大正白紙5厘(131)､11/2銭(133)縦P計4銭貼､特印(東京大正博覧会記念)第二局 20.MAR-31.JUL 1914(2印)(略) 

     ⇒ (正) 大正白紙1銭(132)､11/2銭(133)縦P計4銭貼､特印(東京大正博覧会記念)第二局 20.MAR-31.JUL 1914(2印)(略) 

#2449 (追加) 富士鹿 改色旧版8銭(190)貼､櫛欧 MOUKDEN 21.12.31 I.J.P.O →ｼﾞｬﾝｸ4分貼､丸二 瀋陽 20.12.31 MOUKDEN 

 →上海(着印)､封破れ(ﾋﾝｼﾞで補強) 

※#2551 (誤) 1次動植物国宝(銭位)弥勒50円(347)2枚､ｼｪｰﾄﾞ違い(1枚左耳紙つき)､NH ⇒(正) 右耳紙 

☆#2557 (追加) 2次動植物国宝(円位)秋田犬2円(353)32枚､(略)､一部目打離れあり 

☆#2558 (追加) 2次動植物国宝(円位)ﾎﾄﾄｷﾞｽ3円(354) 銘版つき10枚B､普通櫛､定変#99(肥大ﾘｰﾌ)､NH､一部目打離れあり 

※#2559 (誤) 2次動植物国宝(円位)多宝塔4円(355)18枚､銘版つき8枚B､下耳紙つき6枚B､第1ｺｰﾅｰ田型､NH ⇒(正) 計番つき8枚B 

☆#2561 (誤) 2次動植物国宝(円位)姫路城14円(359)64枚､30枚B+20枚B+8枚B+Pなど6枚､NH 

     ⇒ (正) 2次動植物国宝(円位)姫路城14円(359)62枚､30枚B+20枚B+6枚B+Pなど6枚､NH 

※#2569 (誤) 2点､1966年ｼﾘｰｽﾞ 弥勒菩薩あずき50円(407)6枚B､(略) ⇒(正) 8枚B 

※#2622 (誤) 日露戦争凱旋11/2銭(C10)左耳紙つき､ややOC､NH ⇒(正) 日露戦争凱旋11/2銭(C9) 

※#2719 (追加)年賀 昭和24年用 羽根つき2円(N4)第3ｺｰﾅｰ16枚B､NH､目打離れあり 

#2742 (誤) 3次昭和 厳島神社30銭(272)13枚､6枚B1組､4枚連1組ほか 

     ⇒ (正) 3次昭和 厳島神社30銭(272)15枚､8枚B1組､4枚連1組(ﾋﾝｼﾞつき)､単片3枚 

#2793 (追加) 小判･紙幣寮銘はがき 1銭(PC12)に旧小判 紫2銭(65)貼｢先払又ﾊ不足｣印2通､大津ﾎﾞﾀ+N3B3大津(15).1.5 は 

 →KB2山城伏見 ｢税不足｣(朱) 折 穴1ヶ 上部中央少破れ､(略) 

※#2802 (誤) 現行はがき128通､駅鈴はがき20円(PC70)52通(未使用3枚､使用済49枚)､26ﾘｰﾌに整理､(略) 

     ⇒ (正) 現行はがき128通､駅鈴はがき20円(PC70)52通(未使用1枚､使用済51枚)､28ﾘｰﾌに整理､(略) 

#2851 (誤) 葉(★) ⇒ (正) L葉(★) 

#2864 (誤) ｺﾞﾑ印立法院選挙はがき(EC24)4点､未使用1点､使用済3点 

     ⇒ (正) ｺﾞﾑ印立法院選挙はがき(EC24)3点､未使用1点､使用済2点 

※#2869 (誤) 1次昭和 上高地5銭(226)貼､櫛 東京中央 14.12.21､茶封筒､ｶｼｪなし) ⇒ (正) 風景 

※#2873 (誤) 3次新昭和 数字3.80円(310)貼､｢過貼承認｣､櫛欧 TOKYO 10.9.48 →米国 ⇒ (正) ｢過剰承諾｣ 

※#2922 (誤) ｼﾘｰｽﾞ切手18通､(略)名園ｼﾘｰｽﾞ3種完 ⇒ (正) ｼﾘｰｽﾞ切手21通､(略)名園ｼﾘｰｽﾞ3種完(2組) 

※#2925 (誤) 趣味週間 湖畔10円(C474)3枚貼､(略) ⇒ (正) 湖畔15円 

※#2928 (誤) 趣味週間 舞妓林泉10円(C509)横3枚連貼､(略) ⇒ (正) 舞妓林泉15円 

☆#2959 (誤) 初期ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ130点､普通はがき30通(小判～夢殿5円)､外信用はがき10通(富士連合10銭～瀬戸内50銭)､記念5通､ 

年賀30通(25年用～41年用)暑中見舞8通(25年～40年)､封緘はがき20通(菊3銭～菊15円)､切手つき封筒6通(小判～五重 

塔)航空書簡3通(2羽のｶﾘ～50円加刷)､小包はがき10通(3円～20円)書留用封筒8通､印つき2通､みほん1通､通信事務1通 

含む､型価245,000円以上､(略) 

     ⇒ (正) 初期ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ270通､普通はがき27種106通(小判～夢殿5円)､外信用はがき10通(富士連合10銭～瀬戸内50銭)､記念11通､ 

年賀74通(25年用～41年用)､暑中見舞16通(25年～40年)､封緘はがき26通(菊3銭～菊15円)､切手つき封筒6通(小判～五重 

塔)航空書簡3通(2羽のｶﾘ～50円加刷)､小包はがき13通(3円～20円)書留用封筒8通､印つき2通､みほん1通､通信事務1通 

含む､型価245,000円以上､(略) 

☆#2960 (誤) L葉(○) ⇒ (正) L葉(★)  

☆#2972 (誤) 現行普通切手3,300枚以上､(略) ⇒ (正) 280枚以上､ 

※#2992 (誤) 普通切手 〈大蔵省〉銘版つき単片12種､ｲﾇﾜｼ90円､迦陵頻伽120円､仏頭300円､鳳凰120円､(略) ⇒ (正) 鳳凰150円 

※#3099 (追加) 中国 京劇のくまどり8種完(T45)､4分､10分､70分極少ｼﾐ､NH､裏少ｼﾐ 

※#3100 (追加) 中国 古代小説〈西遊記〉8種完(T43)､NH､裏少ｼﾐ 

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。あわせてご確認くださいますようお願い申し

上げます。 


