お客様各位

2018 年 9 月 7 日
公益財団法人日本郵趣協会
JPS オークション係
第 517 回 JPS オークションカタログの追加・訂正について

第 517 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…9/1(土)追加、☆印…9 月 4 日(火)追加、◎印…9 月 7 日(金)追加

◆出品停止(ＷＤ)
#2219、※#2377、☆#2643
◆最低値・記述訂正
◎#2878 (誤) 13,000 円 ⇒ (正) 130,000 円
(誤) (額割)切手帳､ゆうﾍﾟｰﾝ､ｼｰﾙ式切手 SS､記念 SS､年賀 SS､額面 224,000 円以上､袋入り(7 袋)
⇒ (正) (額割)切手帳､ゆうﾍﾟｰﾝ､ｼｰﾙ式切手 SS､記念 SS､年賀 SS､額面 218,000 円以上､袋入り(7 袋)
◆記述追加・訂正
※#2007 (誤) 洋桜紫30銭(34)仮名二､淡色､NG ⇒ (正) 20銭
#2011 (誤) 改色青20銭(46)､仮名ホ､表面汚れ気味､縦目打乱れ ⇒ (正) 改色青10銭(46)
☆#2052 (誤) 和紙黄2銭(18)､N1B1大阪 6.4.18 午前抹消､ｵｰﾌﾟﾝｶﾊﾞｰ ⇒ (正) 7.4.18
#2106 (誤) U小判2銭(79)貼､ KB2越後 六日町 8.3.1(二重丸印最終日) →丸一 武蔵/東京 21.9.2.ﾘ､封上部
少破れ､1点虫穴り
⇒ (正) U小判2銭(79)貼､ KB2越後 六日町 8.31.ろ(二重丸印最終日) →丸一 武蔵/東京 21.9.2.ﾘ､封上
部少破れ､1点虫穴あり
#2147 (誤) 菊切手24枚､(後略) ⇒ (正) 菊切手23枚､(後略)
#2148 (誤) 菊切手110枚､5厘～1円(15銭50銭欠け)90枚､支那字入20枚(1銭朝鮮字入含む)､(後略)
⇒ (正) 菊切手109枚､5厘～1円(15銭50銭欠け)90枚､支那字入19枚(1銭朝鮮字入含む)､(後略)
#2177 (誤) 田沢切手90枚､大白6枚､旧大毛50枚(25銭C欄電信局⑩含む)､支那字入2枚(10銭点つき花弁含む)､
新大毛30枚(奉天中央⑦含む)､型価28,000円以上､ｽﾄｯｸﾘｰﾌ3枚､要下見
⇒ (正) 田沢切手86枚､大白6枚､旧大毛49枚(25銭C欄電信局⑩含む)､支那字入2枚(10銭点つき花弁含む)､
新大毛29枚(奉天中央⑦含む)､型価28,000円以上､ｽﾄｯｸﾘｰﾌ3枚､要下見
#2178 (誤) 富士鹿･風景36枚､富士鹿13枚､風景22枚､型価6,900円以上､ｱﾙﾊﾞﾑﾘｰﾌ6枚､要下見
⇒ (正) 富士鹿･風景35枚､富士鹿13枚､風景22枚､型価6,900円以上､ｱﾙﾊﾞﾑﾘｰﾌ6枚､要下見
#2207 (誤) 昭和切手田型17種(中略)､3ﾘｰﾌに整理､(後略) ⇒ (正) 2ﾘｰﾌに整理､(後略)
#2246 (削除) 2次動植物国宝(円位)ｶﾓｼｶ8円(357)100面ｼｰﾄ､正一連2型､変種14ヵ所(一覧表添付)､NH､右耳紙2ﾐ
ﾘｻｹ
#2303 (誤) 産業図案10種､農婦2円(312)～郵便配達30円(321)
⇒ (正) 産業図案9種､農婦2円(312)～郵便配達30円(321)､穂高16円(319)欠け
#2325 (誤) 普通切手100面ｼｰﾄ58枚(中略)､額面49,000円以上､大型ｼｰﾄﾌｧｲﾙ1冊

⇒ (正) 額面46,000円以上

#2349 (誤) L★ 南方占領地切手(ﾋﾞﾙﾏ)78枚､(中略)､ 4ﾘｰﾌに整理､(後略)
⇒ (正) L★○ 南方占領地切手(ﾋﾞﾙﾏ)78枚､使用済14枚､(中略)､ 3ﾘｰﾌに整理､(後略)
#2436 (誤) 戦前記念切手20面ｼｰﾄ3種､第15回赤十字国際会議11/2銭(C57)､満州国皇帝来訪11/2銭(C61)､3銭
(C62)､各NH
⇒ (正) 戦前記念切手20面ｼｰﾄ3種､第15回赤十字国際会議11/2銭(C57)裏全面汚れ､満州国皇帝来訪11/2銭
(C61)耳紙LH､3銭(C62)NH
#2440 (誤) 戦前記念切手100枚以上､(中略)､ｽﾄｯｸﾘｰﾌ2枚 ⇒ (正) ｽﾄｯｸﾘｰﾌ3枚

#2443 (誤) 戦後記念切手18種､(中略)､見返り美人､月に雁 各NH(美品)含む､型価39,900円以上
⇒ (正) 戦後記念切手18種､(中略)､見返り美人(NH)､月に雁(LH)含む､型価39,900円以上
#2461 (追加) 単片32点､郵便創始75年4種完(C97～100)～新聞週間8円(C166)､上記(2447～2460)記載分を除く
#2462 (追加) 単片28点､UPU75年4種完(C167～170)～8回国体2種完(C239､240)､上記(2447～2460)記載分を除く
#2463 (誤) 単片25点､東京天文台75年10円(C241)～国際連合加盟10円(C264)､上記記載分を除く
⇒ (正) 単片24点､東京天文台75年10円(C241)～国際連合加盟10円(C264)､上記(2447～2460)記載分を除く
#2478 (誤) 1次国立公園(戦後)SS11種14枚､吉野熊野(P44)～西海(P90)支笏洞爺､陸中海岸欠け､吉野熊野2枚､
十和田2枚(1枚切手1つ欠け)､西海2通､富士箱根難あり､全てﾀﾄｳつき､型価115,000円
⇒ (正) 1次国立公園(戦後)SS9種12枚､吉野熊野(P44)～西海(P90)､支笏洞爺､伊勢志摩､秩父多摩､陸中海
岸欠け､吉野熊野2枚､十和田2枚(1枚切手1つ欠け)､西海2通､富士箱根難あり､全てﾀﾄｳつき､型価
98,600円､NH～OH
※#2508 (誤) 五重塔航空(銭位)40円(A15)10枚 田型1組､横P1組､単片3枚 ⇒ (正) 9枚
#2511 (誤) 航空切手37種完､(中略)､NH､(中略)､4ﾘｰﾌに整理
⇒ (正) 航空切手37種完､(中略)､NH(五重塔銭位30円のみLH)､(中略)､2ﾘｰﾌに整理
#2535 (誤) ふるさと 都道府県の花47種完(R23～69)右耳紙つき横P､NH､額面5,828円
⇒ (正) ふるさと 都道府県の花45種(R23～69)､ｷﾘ(R25)､ｶｷﾂﾊﾞﾀ(R45)欠け､右耳紙つき横P､NH､額面5,580円
#2559 (誤) 沖縄 航空切手24種､(中略)､3ﾘｰﾌに整理､(後略) ⇒ (正) 1ﾘｰﾌに整理
※#2624 (誤) 封緘はがき 議事堂4銭こい赤/うす黄紙(LS10)､みほん､右側少ｼﾐ ⇒ (正) 左側少ｼﾐ
#2714 (誤) LFDC ⇒ (正) FDC
#2765 (誤) 1次国宝ｼﾘｰｽﾞ 弟1集3種(C485～487)貼3通､(中略)､2M朝封版(松田豊肉筆)､限定7部
⇒ (正) 1次国宝ｼﾘｰｽﾞ 弟1集3種(C485～487)貼3通､(中略)､2M麻封版(松田豊肉筆)､限定7部
※#2780 (誤) 年賀 昭和30年用 加賀起き上がり5円(N10)貼､小型印 金沢 24.12.20､封少ｼﾐ､文化部版
⇒ (正) 29.12.20
※#2781 (誤) 年賀 昭和30年用 加賀起き上がり5円(N10)貼､小型印 金沢 24.12.20(薄い)､松屋版
⇒ (正) 29.12.20
◎#2831 (誤) 日本切手ｺﾚｸｼｮﾝ､1960年～2008年(欠番あり)､NH(ﾏｳﾝﾄ使用)､額面438,000円以上､ﾎﾞｽﾄｰｸｱﾙﾊﾞﾑ12冊
⇒ (正) 額面424,000円以上
#2836 (誤) 戦後日本切手､1946年～1960年､(中略)､ﾎﾞｽﾄｰｸ図入りｱﾙﾊﾞﾑ13ﾘｰﾌ ⇒ (正) 29ﾘｰﾌ
#2872 (追加) (額割)記念､ふるさと､公園切手､単片主体､額面80,000円以上､ｱﾙﾊﾞﾑ1冊(ｽﾄｯｸﾘｰﾌ53枚)
#2895 (誤)〈切手誕生150年記念切手ｺﾚｸｼｮﾝ〉(中略) ､専用ｱﾙﾊﾞﾑ3冊､(略) ⇒ (正) 専用ｱﾙﾊﾞﾑ2冊
#2910 (誤) 中国6ｾｯﾄ19枚､特3(4)､特16(4)､特18(4)､紀23(2)､紀26(3)､紀30(2)､型価4,300円
⇒ (正) 中国6ｾｯﾄ19枚､特3(4)､特16(4)､紀18(4)､紀23(2)､紀26(3)､紀30(2)､型価4,300円
☆#2935 (誤) ｽｲｽ切手ｺﾚｸｼｮﾝ1,100種以上(SS26種)､(略)､ﾗｲﾄﾊｳｽ社製大型ｱﾙﾊﾞﾑ2冊 ⇒ (正) 大型ｱﾙﾊﾞﾑ1冊
#2952 (追加) 世界各国(上記(2946～2951)の国を除く)多数､(後略)
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。

