お客様各位

2019 年 4 月 20 日
公益財団法人日本郵趣協会
JPS オークション係
第 521 回 JPS オークションカタログの追加・訂正について

第 521 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…4/17(水)追加、☆印…4 月 20 日(土)追加

◆ＷＤ(出品停止)
※#2140、#2584、☆#2835
◆図版ページ番号修正(ホームページは修正済み)
※カラーP2 最上段右端
(誤) #ex214

(正) #ex215

⇒

カラーP6 下から2段目中央
(誤) #263

(正) #269

⇒

カラーP9 最下段中央
(誤) #517

(正) #519

カラーP11 最下段左
(誤) #ex111

⇒

⇒

カラーP10 下から2段目中央
(誤) #597

(正) #597と599

⇒

☆モノクロP8 左端中央

(正) #602

(誤) #ex214 ⇒(正) #ex215

◆記述追加・訂正
※#101 (誤) 菊20銭(115)､2銭(106)縦P､計24銭貼､櫛 東京 44.12.29(2印) →東京(裏着印) ⇒ (正) 44.12.9
※#109 (追加) 新大毛･輪転版6種完(158～163)､みほん､NG､30銭裏少ｼﾐ
※#193 (誤) 芦ﾉ湖航空161/2銭(A3)貼､航空､櫛 大阪中央 4.10.8 →大連(着印) ⇒ (正) 4.10.6
#233 (誤) 松山ﾎﾞﾀ ⇒ (正) 松山ﾎﾞﾀ､右上目打欠け
※#2102 (誤) 風景切手10銭(215)貼 外信便2通､(略)､横P+新大毛3銭(160)2枚貼 書留 葵町 2.12.3(3印)､(略)
⇒ (正) 2.12.30
#2109 (追加) 新大毛ｺｲﾙ2種完(164､165)､NH､裏少ｼﾐ
※#2150 (誤) 1次昭和 明治神宮8銭(229)100面ｼｰﾄ2枚､後期印刷､裏極少ｼﾐ､NH ⇒ (正) 1枚
※#2155 (誤) 2次昭和 女子工員1銭(244)銘版つき20枚B3組､平面版､〈大日本〉銘､少ｼﾐ､NH ⇒ (正) 2組
※#2159 (誤) 3次昭和 富士と桜20銭(271)10面ｼｰﾄ､小字､粗紙､裏極少ｼﾐ､NH ⇒ (正) 100面ｼｰﾄ
※#2167 (誤) 2次新昭和 数字45銭(299)280枚､100面ｼｰﾄ枚､60枚B(上6段)､NH
⇒ (正) 2次新昭和 数字45銭(299)280枚､100面ｼｰﾄ1枚､60枚B(上6段)3枚､NH
※#2179 (誤) L□ ⇒ (正) L□葉
※#2183 (誤) L□ ⇒ (正) L□葉
※#2204 (誤) 昭和すかしなし10種､2円～30円､全てかすみ罫つき､NH
⇒ (正) 昭和すかしなし8種､2円～30円､NH
※#2228 (誤) L□ ⇒ (正) L□葉
#2243 (誤) 大正白紙2銭(134)横P､3銭(135)横P貼､(略) ⇒ (正) 大正白紙2銭(134)縦P､3銭(135)縦P貼
#2245 (誤) □ ⇒ (正) 葉
※#2380 (誤) 支那字入 菊分銅11/2銭(ZC5) 櫛欧 PEKING 16.6.12 I.J.P.O (略) ⇒ (正) 16.5.12
#2436 (誤) 世界こどもの日制定5円(C255)2枚､櫛 福岡･浮羽 31.8.21⑩､唐草 隈本 31.5.7⑩ ⇒ (正) 熊本
※#2457 (追加) 満州国皇帝来訪20面ｼｰﾄ2種9枚､11/2銭(C61)4枚､3銭(C62)5枚､NG､ｼｰﾄ難あり含む
※#2497 (追加) 1次国立公園 磐梯朝日SS(P69)､下部(耳紙部分)少ｼﾐ､ﾀﾄｳつき､NH､NG
#2501 (誤) 1次国立公園 上信越高原5円(P79)2枚､櫛 長野 29.8.13⑨､櫛 長野･塩(田) 28.8.()⑦､各ご当地消
⇒ (正) 長野･東塩(田)
#2559 (誤) 昭和すかしなし6種､農婦2円(324)～炭坑夫8円(328) ⇒ (正) 5種
※#2583 (誤) 大正銀婚4種完(C38～41)5枚､10銭2枚(1枚11L) ⇒ (正) 20銭2枚
※#2618 (追加) 立山航空(銭位)6種完(A16～21)､少難､折れあり含む
※#2679 (誤) L葉 ⇒ (正) 葉
※#2685 (誤) L葉 ⇒ (正) L□
#2758 (誤) 年賀SS 昭和35年用 米食いねずみ5円(N15A)､(裏)文通･桑名30円(C299)など4枚貼､三日月 TOKYO
20.I.80 白封 →米国 ⇒ (正) 20.I.60
※#2776 (誤) 五重塔航空30円ｺｲﾙ(A37)縦P､2次動植物国宝(円位)ｵｼﾄﾞﾘ5円ｺｲﾙ(370)縦P､花ｼﾘｰｽﾞ ｷｷｮｳ10円(C335)
貼､京都中央 36.10.2(5印､櫛+三日月+小型印+風景印)､版元不明 ⇒ (正) ﾘﾝﾄﾞｳ10円(C336)
#2791 (誤) 郵便番号宣伝･切手帳ﾍﾟｰﾝ(CP2)貼､東京中央 53.7.1(櫛+三日月)､(略) ⇒ (正) 43.7.1
#2802 (誤) 日米修好100年2通､2種完(C311､312)貼 櫛 東京中央 35.5.17+特印 東京､SS(C313)貼 東京中央
35.9.21 櫛+特印､JPS版 ⇒ (正) 35.9.27
#2825 (誤) ふるさと切手SS 平成3年3種完(R119A､R125A､R129A)切抜き(横3枚連+耳紙)貼､簡易書留速達､東京
中央 5.1.1(4印)､NCC版､宛名あり ⇒ (正) 5.1.11
☆#2836 (誤) (額割)普通切手480枚以上(慶弔､印字切手含む)､(略)､ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ4冊 ⇒ (正) 3冊
☆#2865 (追加) 集印帳1冊､62点､昭和10年～17年､風景､特印､小型印､貼付切手 田沢11/2銭30枚､記念切手15枚､
年賀切手6枚ほか
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。

