
ﾛｯﾄ番号
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記号 記事 最低値

第1部 【戦後ステーショナリー
使用済コレクション】1～235
(メールによる入札締切
=2019年11月15日(金)正午必着)

内信用普通はがき

1 葉 桜5銭 単独適正使用､櫛 東京中央
/21.7.20(発行初日)､日本郵便切手会
差出､鮮明印

20,000

2 葉 桜5銭 単独適正使用､和文機械印 落
合長崎/21.7.24 内信5銭料金最終日
差出､適正使用期間はわずか5日間､鮮
明印

60,000

3 葉 桜5銭へ3次昭和10銭加貼､1946.7.25
の料金値上げ後の差額料金加貼使用
例(15銭料金)､和文機械印 七条
/22.1.4

3,400

4 葉 桜5銭･白紙へ2次新昭和45銭加貼､
1947.4.1値上げ後の加貼使用例(50銭
料金)､櫛 鳴海/23.1.4

2,000

5 葉 桜5銭へ3次昭和5銭､10銭､1次新昭和
30銭､計45銭加貼､外信 米国宛､櫛 局
名不詳/21.11.10､占領軍検閲印

5,000

6 L葉 2通､桜15銭 単独適正使用､和文機械
印 岡山/22.3.10､桜15銭･白紙 櫛 尼崎
/21.12.5､白紙の単独使用例は少ない｡

3,000

7 葉 桜15銭 中華民国台湾省宛､15銭特別
料金単独適正使用､櫛 局名不詳
/22.1.28､占領軍検閲印

7,000

8 葉 桜15銭･白紙へ2次昭和20銭､1次新昭
和15銭､計35銭加貼､朝鮮半島宛 50銭
特別料金､横須賀/(昭和)23.4.20､慶北
清道/(19)48.5.19 到着印､占領軍検閲
印

6,000

9 葉 稲束50銭 台湾台北宛 50銭特別料金
単独適正使用､櫛 広島駅前/(昭和
22).6.17､占領軍検閲印

6,000

10 葉 稲束50銭 単独適正使用 朝鮮半島宛
50銭特別料金､櫛 大磯/23.4.2､占領軍
検閲印､到着印不鮮明

6,000

11 葉 桜15銭･白紙へ1次新昭和1円加貼､速
達便(速達の印影薄い)､櫛 局名不詳
/22.2.20､速達料金1円加貼の使用例
は少ない

6,000

12 葉 桜15銭へ2次新昭和35銭加貼(50銭料
金)+速達料として1次新昭和2円ﾍﾟｱを
加貼､櫛 笠岡･富岡/22.9.30

3,000

13 葉 稲束50銭へ民間貿易再開4円(速達料)
加貼､櫛 洲本/22.10.8

3,000

14 葉 桜15銭･白紙へ3次昭和5銭､30銭､計35
銭加貼､米国宛､櫛 西宮/(昭和)22.1.9
占領軍検閲(薄い)とﾎﾞｽﾄﾝ着印
1947.3.24､封ｼﾜあり

3,000

15 葉 稲束50銭へ3次昭和50銭3枚ｽﾄﾘｯﾌﾟ(1
円50銭)加貼､米国宛､櫛 西舞鶴
/23.5.28

3,000

16 葉 稲束50銭へ1次新昭和1円50銭加貼､
台湾(中国)宛､櫛 神戸/23.2.10 台北
/(19)48.3.11､中継 新埔/(民国)37.3.27

3,000



17 葉 稲束50銭へ3次新昭和1円50銭､2次新
昭和4円2枚､計9円50銭加貼､米国宛､
櫛 岐阜/24.11.26

3,000

18 葉 桜15銭往復 往信部 和文機械印 東京
中央/22.3.27､返信部未使用

10,000

19 L葉 桜15銭往復2通､往信部 櫛 広島
/22.3.22､返信部 櫛 相川/22.3.18

10,000

20 L葉 桜15銭往復2通､往信部へ2次新昭和
35銭加貼 櫛 芝/22.12.6､返信部へ2次
新昭和35銭加貼 櫛 中野/22.12.10

3,000

21 L葉 稲束50銭往復2通､往信部 櫛 坂出
/23.1.29､返信部 櫛 芥見/23.1.8

3,000

22 葉 稲束50銭往復 往信部 和文機械印 東
京中央/23.5.22､返信部未使用

5,000

23 L葉 稲束50銭往復2通､往信部へ1次新昭和
1円50銭加貼 櫛 広島駅前/23.11.13､
返信部へ3次新昭和1円50銭加貼 櫛
輪島/24.5.28

5,000

24 葉 桜15銭往復 返信部 台湾宛 特別料金
単独使用､櫛 昭和/22.2.5

8,000

25 葉 桜15銭往復 往信部へ35銭(3次昭和20
銭､1次新昭和15銭)+速達料4円(1次新
昭和1円4枚)加貼､速達便､櫛 広島駅前
/22.4.28

8,000

26 葉 旧議事堂2円紫 和文機械広告印 府中
/25.4.14/｢青少年･不良化防止･芦品治
安協力会｣(とび色)､芦品は広島県芦品
郡､府中町は芦品郡に所属､この広告印
は府中局のみで短期間使用､確認例2
例

3,000

27 葉 旧議事堂2円紫 和文機械広告印 浦和
/26.○.3/｢浦和競馬/1月
/9.10.11/12.14.15｣

2,000

28 葉 旧議事堂2円往復 往信部 櫛 広島西条
/25.8.29､返信部未使用

3,000

29 L葉 旧議事堂2円往復2通､往信部 櫛 福山
/26.5.8､返信部 和文櫛型図入年賀印
広島水越/26.1.1兎(図入り年賀) 往復
の年賀状使用は稀少

6,000

30 L葉 旧議事堂2円へいずれも2次動植物国
宝3円加貼2通､うす緑青 和文機械印
葛飾新宿/29.10.2､紫 櫛 伊予/32.8.1
2円紫へﾎﾄﾄｷﾞｽ3円の加貼は少ない

2,000

31 葉 旧議事堂2円うす緑青へ昭和すかしな
し20円加貼､速達便､櫛 静岡伊東○○
○/26.10.31(速達料20円料金最終日)

5,000

32 葉 旧議事堂2円うす緑青へ昭和すかしな
し30円加貼､書留便､櫛 山口小郡大正
町/26.8.24､戦後の書留便は稀少

20,000

33 葉 旧議事堂2円うす緑青､書留便､櫛 伊那
/27.7.4､当時の料金5円との差額と､書
留料金を料金別納扱いで支払った使用
例

5,000

34 葉 旧議事堂うす緑青2円へ産業図案8円､
2円2枚､計12円加貼､外信平面路便14
円料金 米国宛､櫛 二俣/26.3.2

1,000

35 L葉 旧議事堂2円往復2通､往信部へ昭和す
かしなし3円加貼 櫛 大阪中央
/26.11.7､返信部へ昭和すかしなし3円
加貼 和文機械印 東京中央/27.3.28/｢
戸毎に表札･戸毎に受箱｣

2,000



36 葉 旧議事堂紫2円へ別府観光2円､こども
の日5円､教育復興1円20銭､計8円20銭
加貼､外信平面路便10円料金(20銭過
納) ｶﾅﾀﾞ宛､櫛 上京/24.5.5

2,000

37 葉 旧議事堂紫2円へ富士箱根8円､2次新
昭和1円､産業図案3円､計12円加貼､外
信14円料金 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ宛､櫛 高地
/24.12.23

2,000

38 葉 旧議事堂2円うす緑青へ､｢3円収納｣印
(栃木)押捺､櫛 栃木/26.12.22､昭和26
年使用

1,000

39 葉 旧議事堂2円往復 往信部へ｢3円収納｣
印(三原)押捺､櫛 三原/27.6.12

2,000

40 葉 旧議事堂2円往復 返信部へ｢3円収納｣
印(高梁)押捺､櫛 高梁/27.3.28､返信部
の使用済は稀少

30,000

41 葉 旧議事堂2円往復へ｢3円収納｣印(山口)
押捺､往信部 櫛 山口/27.1.11､返信部
未使用､この形の使用例は稀少

20,000

42 葉 旧議事堂2円往復 往信部へ｢3円収納｣
印(浜松)押捺､2次新昭和捕鯨5円､昭和
すかしなし植林20円､計25円加貼､速達
便､櫛 浜松/27.3.3､この特殊取扱いは
稀少

10,000

43 葉 旧議事堂5円へ昭和すかしなし20円､1
次動植物国宝5円､計25円加貼､速達便
櫛 神田/27.11.28

6,000

44 葉 旧議事堂5円へ昭和すかしなし20円加
貼､航空便 沖縄宛､櫛 東京蒲田 ○○
/27.6.13

3,000

45 葉 旧議事堂5円､平面路便 韓国宛 5円料
金､唐草印 垂水/37.9.7

3,000

46 葉 旧議事堂5円へ1次動植物国宝5円､昭
和すかしなし2円ﾍﾟｱ､計9円加貼､平面
路便14円 米国宛､櫛 SHIBA/1.8.52

2,000

47 葉 旧議事堂5円へ1次動植物国宝5円､2次
20円､計25円加貼､航空便 韓国宛
PUSAN着印

1,500

48 L葉 旧議事堂5円 往復各使用済､往信部
唐草印･広島駅前/29.32.29､返信部 田
園調布/27.3.28

1,500

49 葉 旧議事堂5円 往復 往信部 櫛 松永
/29.3.12､返信部未使用

1,000

50 葉 新議事堂5円へ塔航空円単位25円加
貼､即日速達便､櫛 東京下谷○○○
/34.3.23

1,000

51 葉 新議事堂5円へおしどり10円､さくら10
円､計20円加貼､平面路便 米国宛､三
日月 TOKYO/13.VII.61

1,000

52 葉 新議事堂5円へ文化人 岡倉10円､東京
五輪5円､計15円加貼､平面路便 米国
宛､三日月 OSAKA JOTO/25.VII.59

1,000

53 葉 新議事堂5円へ金魚35円加貼､航空便
米国宛､三日月型
NARASHINO/21.1.60

2,000

54 L葉 新議事堂5円往復 単色刷2点､往信部
佐賀/36.5.24､返信部 唐草印 宇部
/30.1.7

3,000

55 葉 新議事堂5円往復 単色刷､往信部 櫛
奈良･洞川/30.6.23､返信部未使用

3,000

56 葉 新議事堂5円往復 2色刷､返信部 櫛 一
関盛岡間/35.2.11/上一

1,000



57 葉 新議事堂5円往復 2色刷､返信部へ舎
利殿30円加貼､速達､櫛 ｢郵便差出箱
上り｣ 長野･玉川/37.12.21

3,000

58 葉 夢殿5円へさくら10円2枚計20円加貼､
平面路便 米国宛､三日月型
SETAGAYA/7.III.64

1,500

59 葉 夢殿5円へ菊10円､大沼国定10円各2
枚､おしどり5円､計45円加貼､航空便 ｽ
ｲｽ宛､三日月 KANDA/7.XI.61

2,000

60 葉 夢殿5円へ塔航空円単位15円､七夕10
円､国定水郷10円､計35円加貼､航空便
日本宛､三日月型 ARGENTINA-
MARU/8.VIII.62､美印､非郵趣家便

10,000

61 葉 夢殿5円往復､返信部へ2次国立日光4
種ｾｯﾄ計30円加貼､速達便､櫛 新宿
/37.9.14

2,000

62 葉 夢殿5円往復､往信部へ35円金魚加貼､
航空便 米国宛､三日月型
AKITA/8.I.63

2,000

63 葉 夢殿5円往復､往信部へ舎利殿30円加
貼､速達便 ｢速達配達区域外｣､櫛 神戸
/40.7.29

1,000

64 葉 夢殿5円往復､速達便 ｢速達配達区域
外｣ 往信部 櫛 灘/41.2.2240.7.29､返
信部未使用

2,000

65 葉 夢殿7円発光 単独適正使用 ｢日立型｣
和文唐草機械印 浦和/(昭和)43.2.12

6,000

記念はがき

66 葉 日本国憲法公布15銭(絵面 迎日) 単独
適正使用､櫛 神奈川葉山/22.2.27

30,000

67 葉 日本国憲法公布15銭(絵面 平和) 単独
適正使用､和文機械印 田園調布
/22.2.7 宛所は/詳しく/判りよく

34,000

68 葉 日本国憲法公布15銭(絵面 不尽) 単独
適正使用､櫛 東京中央/21.12.27､初日
実逓便

20,000

69 葉 日本国憲法公布15銭(絵面 平和) 単独
適正使用､年賀状､櫛 烏山/22.1.1

30,000

70 葉 日本国憲法公布15銭(絵面 迎日)へ2次
新昭和35銭加貼､料金値上げによる加
貼使用例､櫛 長野今井/22.4.26

25,000

71 葉 日本国憲法公布15銭(絵面 迎日)へ2次
新昭和35銭加貼､年賀状､櫛 鳥取山上
/23.1.1

25,000

72 葉 日本国憲法公布15銭(絵面 不尽)へ2次
新昭和35銭加貼､櫛 厳原/23.6.15､差
出人 米軍 根出少佐(ﾌﾞﾙｰｽ･ｺﾝﾃﾞ)

25,000

73 葉 日本国憲法公布15銭(絵面 迎日)へ計
35銭加貼(外信便50銭料金)､櫛 東京中
央/21.12.27(発行初日実逓便)､占領軍
検閲印

38,000

74 葉 日本国憲法公布15銭(絵面 平和)へ計1
円85銭加貼(外信便2円料金)､米国宛､
欧文櫛型ｺﾞﾑ印 KOBE/3.3.48

25,000

75 葉 日本国憲法公布記念(絵面 不尽)へ計1
円85銭加貼(外信便2円料金)､欧文櫛
型 金属印 KOBE/8.7.48(1948)

25,000

76 葉 郵便はがき75年2円 単独適正使用､小
型印 郵便葉書75年記念展覧会 麹町
/23.12.1､占領軍検閲印､初日小型印を
押した実逓便

5,000



77 葉 郵便はがき75年2円､年賀状､和文機械
印 東京中央/24.1.1

4,000

78 葉 郵便はがき75年2円へ産業図案15円加
貼､速達便､櫛 東京帝国ﾎﾃﾙ内
/23.12.2､速達便は稀少

8,000

79 葉 郵便はがき75年2円へ計3円加貼(料金
5円時期)､櫛 京都中央/28.1.15

2,000

80 L葉 5円記念はがき 単独実逓使用 16種揃
い

8,000

81 L葉 7円記念はがき 単独実逓使用 13種揃
い

5,500

82 L葉 10円記念はがき 単独実逓使用 12種揃
い

5,000

83 葉 印刷文化典5円へ塔航空銭単位25円
加貼､速達便､和文櫛型鉄道郵便印 東
京門司間/27.11.26/上三･糸門､鉄郵
印消の速達便は少ない

7,000

84 葉 61年こどもの日･母の日5円へ塔航空円
単位30円加貼､速達便､櫛 銚子
/37.2.17

2,000

85 葉 58年母の日こどもの日5円へ日本開港
100年10円3枚(1枚裏面)計30円加貼､
即日速達便､櫛 伊勢崎/33.5.11 着印
前(橋)/33.5.11

2,500

86 葉 59年母の日こどもの日5円､鉄郵印 櫛
東京門司間/34.7.7･下四阪系

2,000

87 葉 60年こどもの日･母の日5円､和文櫛型
鉄郵日付印 東京門司間/35.5.3/下三･
東浜

2,000

88 葉 62年成人の日5円へ花ｼﾘｰｽﾞさくら10
円､りんどう10円､計20円加貼(外信葉書
便25円料金)､ｸｳｪｰﾄ宛､三日月
NARA/7.III.1960

3,000

89 葉 印刷文化典5円へ立山航空円単位75
円加貼(航空便80円料金)､第3地帯(米
国)宛､欧文櫛型 KYOTO/15.9.195. 及
び､特印 印刷文化典 京都/27.9.1､立
山航空75円の稀少な適正使用例

7,000

90 葉 58年母の日こどもの日5円へ2次動植物
国宝10円ﾍﾟｱ､同5円､第10回国体5円ﾍﾟ
ｱ､計35円加貼､第2地帯(米国)宛､三日
月 OSAKA/28.XI.59

2,000

91 葉 59年母の日こどもの日5円へ皇太子明
仁成婚記念5円､20円､30円､計55円加
貼､航空便 第3地帯(ﾁｪｺｽﾛヴｧｷｱ)宛､
三日月 SUGINAMI/6.VII.59

3,000

92 L葉 27回国体ｽｹｰﾄ7円3点 単独適正使用
(21日間)､和欧文 機械 消 大阪
/27.1.72､櫛 兵庫 姫路下野田/3円収
納､同3円ﾎﾄﾄｷﾞｽ加貼 唐草･福島
/42.7.27､各実逓

3,000

93 L葉 4点､5円記葉へ2円収納印 岡山･里庄､
7円記葉へ3円収納印 3点､各実逓

2,000

94 葉 44年国土緑化7円へ東名高速15円3
枚､おしどり5円､計50円加貼､速達便､
櫛 因島/44.5.26

2,000

95 葉 24回国体ｽｷｰ7円へ赤仏像50円加貼､
速達便､櫛 因島/44.2.13

1,500

96 葉 26回国体ﾎﾞｰﾄ7円へ能面70円加貼､速
達便､櫛 広島鞆/46.9.4､｢地域外承知｣

2,000



97 葉 44年国土緑化7円へﾒｰﾀｰｽﾀﾝﾌﾟ73円､
別10円収納印､航空便 西ﾄﾞｲﾂ宛､三日
月 KOBE/25.II.80

1,500

98 葉 24回国体飛び込み7円へ計48円加貼､
平面路便 ﾛｰﾃﾞｼｱ宛､三日月
NAGATA/15.XI.69

2,000

99 葉 24回国体ｽｹｰﾄ7円へ48円加貼､航空便
ﾛｰﾃﾞｼｱ宛､三日月 NAGATA/9.II.69

2,000

切手付き封筒

100 葉 五重塔30銭 櫛 八戸/22.3.29､第1種便
単独適正使用例は稀少

30,000

101 葉 五重塔30銭へ塔無目打30銭3枚ｽﾄﾘｯﾌﾟ
計90銭加貼､櫛 世田谷/23.2.18

2,000

102 葉 五重塔30銭へ1次新昭和1円加貼､第1
種速達便､櫛 小倉白銀/47.3.13､来民
/22.3.15着印

36,000

103 葉 五重塔30銭へ1次新昭和5円､3次昭和
20銭2枚､50銭､計5円90銭加貼､櫛 七
尾/22.10.14､占領軍検閲印

10,000

104 葉 五重塔30銭 印面切抜使用､櫛 川和
/22.4.1､投函は3月31日(第1種30銭料
金最終日)

40,000

105 葉 五重塔30銭 印面切抜16枚､3次新昭和
1円50銭2枚､計7円80銭を混貼､櫛 関ヶ
原/24.7.12

30,000

106 葉 五重塔1円20銭 櫛 新潟/23.5.15､検閲
済印

3,000

107 葉 五重塔1円20銭へ3次新昭和3円80銭
加貼､櫛 横手/24.2.18

30,000

108 葉 五重塔1円20銭へ2次新昭和4円加貼､
速達便､櫛 横浜○岡/23.3.5

5,000

109 葉 五重塔1円20銭へ1次新昭和2円2枚､1
円､計5円加貼､書留便､櫛 東京中央/ﾎ
ﾃﾙ東京(分室)/23.1.22

30,000

110 葉 切手つき封筒 五重塔1円20銭 印面切
抜､2次新昭和 五重塔1円20銭混貼､2
倍重量便､櫛 川口/23.5.21

40,000

111 葉 炭坑夫8円 櫛 石動/26.4.9 2,000

112 葉 炭坑夫8円へ2次動植物国宝2円加貼､
櫛 玉川/26.11.26

2,000

113 葉 炭坑夫8円へ産業図案20円加貼､速達
便､櫛 小田原/26.3.12

4,000

114 葉 切手つき封筒 炭坑夫8円 印面切抜と
昭和すかしなし8円貼､2倍重量便､櫛
大阪中央/26.10.31 後6-12､8円料金
最終日

30,000

115 葉 炭坑夫8円へ昭和すかしなし30円加貼､
書留､櫛 滋賀縣廰前/25.7.14 后0‐4

5,000

116 葉 切手つき封筒 炭坑夫8円 印面切抜2
枚､産業図案30円混貼､2倍重量書留
便､小浜/26.2.8

30,000

レターシート(封緘はがき･簡易書簡･簡
易てがみ)

117 葉 封緘はがき 議事堂30銭 単独適正使用
例､櫛 日本橋/22.1.5

24,000

118 葉 封緘はがき 議事堂1円20銭 櫛 山口富
海/22.8.31､｢封緘はがき｣時期

8,000



119 葉 封緘はがき 議事堂1円20銭 櫛 七條
/23.6.25､｢便箋兼用切手つき封筒｣時
期

8,000

120 葉 封緘はがき 議事堂30銭へ2次新昭和
30銭3枚計90銭加貼､櫛･機械印 下谷
/22.7.25､｢封緘はがき｣時期

5,000

121 葉 封緘はがき 議事堂30銭へ2次新昭和
秀山堂30銭3枚計90銭加貼､櫛 七條
/23.5.19､｢便箋兼用切手つき封筒｣時
期

8,000

122 葉 封緘はがき 議事堂1円20銭へ3次新昭
和2円2枚計4円加貼､速達便､櫛 熱海
/23.6.26､｢便箋兼用切手つき封筒｣時
期

12,000

123 葉 封緘はがき 議事堂1円20銭へ1次新昭
和1円50銭2枚計3円加貼､外信平面路
便 米国宛､櫛 東京中央/22.7.25(発行
初日)

15,000

124 葉 封緘はがき 議事堂30銭 印面切抜､3次
昭和50銭2枚貼､書留便､櫛 竹ヶ鼻
/22.3.7 不鮮､違法使用

5,000

125 葉 封緘はがき 議事堂1円20銭 印面切抜､
産業図案3円､2次新昭和1円20銭3枚､3
次昭和10銭2枚､計8円混貼､櫛 東山
/24.7.3

15,000

126 葉 簡易書簡 炭坑夫8円 櫛 尼崎/26.2.22 4,000

127 葉 簡易書簡 炭坑夫8円へ産業図案30円
加貼(上下目打切れ)､書留便､櫛 盛岡
/25.1.30

10,000

128 葉 簡易書簡 炭坑夫8円へ2円加貼､櫛
代々木/27.10.13.

3,000

129 葉 簡易書簡 炭坑夫8円へ昭和すかしなし
2円､塔航空銭単位25円､計27円加貼､
即日速達便､櫛 玉島/27.11.5

5,000

130 葉 簡易書簡 炭坑夫8円 印面切抜使用､
第1種便､櫛 小樽/26.5.20

36,000

131 葉 簡易書簡 炭坑夫8円へ4回国体ﾖｯﾄ8
円､観光地百選昇仙峡8円､計16円加
貼､外信書状 米国宛､櫛 大森
/26.10.17

6,000

132 葉 簡易書簡 炭坑夫8円 印面切抜使用､
第5種便､櫛 姫路/27.12.16

25,000

133 葉 簡易書簡 炭坑夫8円 印面切抜､昭和
すかしなし2円､計10円混貼､櫛 高山
/28.12.16

30,000

134 葉 簡易書簡 観音10円､第1種便､櫛 今治
/31.3.7

3,000

135 葉 簡易書簡 観音10円､外信印刷物､三日
月 TOKYO/1.XI.54(発行初日)

10,000

136 葉 簡易書簡 観音10円へ塔航空円単位25
円加貼､即日速達便､櫛 静岡城北
/33.6.13

4,000

137 葉 簡易書簡 観音10円へ年賀 応挙のﾄﾗ2
円､三番叟5円､別府観光2円､5円､計14
円加貼､外信書状 米国宛､三日月
HIGASHIYAMA/21.XI.54

5,000

138 葉 簡易書簡 観音10円 印面切抜使用､第
1種便､櫛 牛込/32.10.‐

30,000

139 葉 簡易てがみ 菊10円 東京中央
/33.11.20(初日)

2,000

140 葉 簡易てがみ 菊10円へ2次動植物国宝5
円加貼､櫛 大阪中央/41.7.1 後0‐6

2,000



141 葉 簡易てがみ 菊10円へ3次動植物国宝
10円1枚､同ｺｲﾙ2枚計30円加貼､第1地
帯(台湾)宛 航空便､三日月
NIHONBASHI/25.IV.61､小型印 全日
本切手展/36.4.25､TAIPEI中継→台南
着印

3,000

142 葉 簡易てがみ 菊10円へ3次動植物国宝
30円加貼､第1種速達便､櫛 立川
/39.8.15

2,000

143 葉 簡易てがみ 菊10円 印面切抜使用､第1
種便､櫛 尼崎/36.10.15

10,000

外信用はがき

144 葉 楠公5銭へ2次昭和20銭2枚､3次昭和5
銭､計45銭加貼､ｶﾅﾀﾞ宛 櫛 留萌
/21.10.18､占領軍検閲印

4,000

145 葉 姫路城連合10銭へ2次昭和40銭加貼､
米国宛 櫛 箱根宮ﾉ下/21.11.20 印影う
すい､占領軍検閲印

10,000

146 葉 小判桜15銭往復 返信部へ3次昭和5
銭､1次新昭和30銭､計35銭加貼､米国
宛 □□(金沢)/22.2.17､返信部を往信
用に使用

50,000

147 葉 小判桜15銭往復 返信部へ3次昭和5
銭､1次新昭和30銭､計35銭加貼､日本
宛 WAILUKU.HAWAII/1947.5.10､唯
一の確認例

250,000

148 葉 小判桜15銭往復 往信部へ国土緑化1
円20銭､2次新昭和30銭､秀山堂35銭､
計1円85銭加貼､ﾍﾞﾙｷﾞｰ宛､櫛 厳原
/23.6.15､返信部未使用

70,000

149 葉 小判桜15銭往復､台湾宛､櫛 堀ﾉ内
/22.3.30､返信部未使用

100,000

150 葉 瀬戸内海50銭へ新憲法50銭､1円､計1
円50銭加貼､台湾宛(2円料金)､櫛 市川
/22.9.20､潭子 着印

5,000

151 葉 瀬戸内海 粗紙へ国土緑化1円20銭､2
次新昭和30銭､計1円50銭加貼､ｶﾅﾀﾞ
宛､櫛 大高/23.6.15

20,000

152 葉 瀬戸内海50銭往復 往信部へ新憲法施
行50銭､1円､計1円50銭加貼､米国宛､
欧文櫛型 TOKYO/23.6.48

5,000

153 葉 瀬戸内海50銭往復 往信部へ郵便75年
50銭､1円､計1円50銭加貼､ﾍﾞﾙｷﾞｰ宛､
櫛 厳原/23.6.15､返信部未使用､差出
人 米軍 根出少佐(ﾌﾞﾙｰｽ･ｺﾝﾃﾞ)

70,000

154 葉 瀬戸内海50銭往復 返信部へ3次昭和
50銭､1次新昭和1円､計1円50銭加貼､
大阪宛､SALT LAKE CITY/1947.9.12､
唯一の確認例 非郵趣家便

250,000

155 葉 瀬戸内海50銭 粗紙へ2次新昭和4円ﾍﾟ
ｱ､3次新昭和1円50銭､9円50銭加貼､櫛
西成/24.3.29

8,000

156 葉 瀬戸内海50銭へ緯度観測所75年8円､
1次昭和1円､3次新昭和1円50銭､産業
図案3円､計13円50銭加貼､櫛 麹町
/24.11.23

4,000

157 葉 瀬戸内海50銭往復 往信部､台湾宛 単
独使用例､欧文櫛型
TOKIO/15.4.47(発行初日)､占領軍検
閲印

30,000



158 葉 瀬戸内海50銭往復 往信部へ新憲法施
行50銭､3次昭和富士桜10銭､1次新昭
和15銭､30銭､2次同50銭､計1円55銭加
貼(5銭過納)､櫛 奈良田原本/23.8.27
BUSAN/1948.9.21､着印 差出人戻/博
多局､返信部未使用

20,000

159 葉 瀬戸内海50銭へ1次新昭和1円50銭､2
次新昭和10円､50円､計61円50銭加貼､
欧文櫛型 □□/4.6.48､このはがきの航
空便は稀少

30,000

160 葉 瀬戸内海10円､西ﾄﾞｲﾂ宛､櫛 東京
/24.5.20

25,000

161 葉 瀬戸内海10円へU.P.U.75年2円ぺｱ加
貼､米国宛､櫛 浦和/24.10.21

17,000

162 葉 瀬戸内海10円へ貿易再開4円加貼､米
国宛､櫛 麻布/25.5.15

15,000

163 葉 瀬戸内海10円へ2次新昭和50円､3次
新昭和10円､産業図案3円､計63円加
貼､航空便 第3地帯(米国)宛､櫛 兵庫
竜野/25.1.3､加算料金(増料金)方式の
はがき航空料金が書状にくらべて割高
であったため稀少

30,000

164 葉 瀬戸内海14円､平面路便 英国宛､欧文
櫛型 TOKYO/1949.11.6/NIPPON､最
初期使用例

3,000

165 葉 瀬戸内海14円へｷｼﾞ航空59円加貼､航
空便 米国宛､櫛 名古屋東/26.11.15､ｷ
ｼﾞ航空59円加貼使用は稀少

65,000

166 葉 瀬戸内海14円へ産業図案30円ぺｱ加
貼､追加(増)料金(59円)時期航空便 米
国宛､欧文櫛型
TOKYO/16.6.50/JAPAN

15,000

167 葉 瀬戸内海14円へ長崎国際文化都市記
念8円､2次動植物国宝35円､3円､計46
円加貼､第4地帯(ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ)宛､櫛 京都
中賀茂橋/31.7.23

15,000

168 葉 瀬戸内海10円 欧文櫛型印
TOKYO/10.3.49 初日記念押印 →実
逓差立 和文機械 神奈川/(昭
和)24.3.10､米国宛

20,000

169 葉 瀬戸内海14円往復 往信部･返信部共
に平面路便(くっついたままの使用済)､
往信部 欧文櫛型
YOKOHAMA/3.2.50､返信部 機械印
CLARAMONT/MAR.29.1950

70,000

170 葉 瀬戸内海14円往復 返信部､米国
COMPTON →日本 機械印
COMPTON/JAN.9.1950

50,000

171 葉 瀬戸内海14円往復 往信部･返信部共
につながった使用済､往信部へ平和条
約24円 2次動植物国宝2円加貼 航空
便 米国宛 櫛 日本橋通/31.9.20､返信
部へ平和条約24円 2次動植物国宝2円
計26円加貼 合併料金(40円)時期航空
便 日本宛 NEW YORK
G.P.O./1956.10.9 三日月 ITABASHI
着印 米国航空便ｼｰﾙ貼

70,000

172 葉 瀬戸内海14円へ2次動植物国宝2円､4
円加貼､平面路便 西ﾄﾞｲﾂ宛､三日月
SAKAI/1959.IV.30

1,000

173 葉 瀬戸内海14円往復 返信部へ年賀 米
喰いねずみ5円､2次動植物国宝1円計6
円､西ﾄﾞｲﾂ40pf. 10pf (航空料金)加貼､
航空便 西独 BAD
KREUZNACH/1961.5.4 →日本

30,000



174 葉 瀬戸内海20円､平面路便 韓国宛､三日
月 OISO/26.VII.59(1959)､
SEOUL/1959.7.27(着印)

2,000

175 葉 瀬戸内海20円へ2次動植物20円加貼､
航空便 第2地帯(米国)宛､
TACHIKAWA/1960.4.3.
INDIANAPOLlS/IND. FT. SQUARE
STA./1960.4.8(着印)

3,000

176 葉 瀬戸内海20円へ2次動植物35円､5円
計40円加貼､航空便 第3地帯(西ﾄﾞｲﾂ)
宛､三日月 TAKARAZUKA/14.V.60

3,000

177 葉 瀬戸内海20円往復 往信部､平面路便
米国宛､三日月 YOYOGI/12.IV.59

10,000

178 葉 瀬戸内海20円往復 返信部､平面路便
西ﾄﾞｲﾂ →日本宛､BAD
KREUZNACH.1/7.2.60､平面路便 使
用例は稀少

34,000

179 葉 瀬戸内海20円往復 往信部･返信部共
に使用済､往信部 平面路便 米国宛､三
日月 TOKYO/1960.I.14､返信部 平面
路便 米国 FAIRVIEW/N.J./1960.2.29
→日本宛

40,000

180 葉 瀬戸内海20円へ2次動植物5円加貼､平
面路使 米国宛､新宿/昭和37.4.4

2,500

181 葉 瀬戸内海20円往復 返信部へ2次動植
物国宝5円加貼､平面路便 台湾 台湾
省(民国)53年7月3日 →日本宛

30,000

182 葉 富士桜25円､平面路便 米国宛､三日月
YAMATO/1964.VI.5

2,000

183 葉 富士桜25円へ2次動植物国宝5円加貼､
航空便 第1地帯(台湾)宛､三日月
BEPPU/9.II.65､和文機械 別府/40.2.9

3,000

184 葉 富士桜25円へ年中行事節分10円､年賀
のごみ人形5円計15円加貼､航空便 第
2地帯(米国)宛､三日月
NISHINOMIYA/21.IV.63､和文機械･西
宮/38.2.21､三日月月数誤植

3,000

185 葉 富士桜25円へ第19回国体平均台5円､
お祭り祇園まつり10円､東海道新幹線
開通10円計25円加貼､航空便 第3地帯
(西ﾄﾞｲﾂ)宛､三日月 TOKYO/13.XI.64

3,000

186 葉 富士桜25円往復 返信部 平面路便 米
国→日本 TAMPA/APR.5.1963､AIR
MAIL の表示があるが平面路便

20,000

187 葉 富士桜25円往復 往信部 初日差立 米
国宛 返信部未使用､三日月
AZABU/1.VI.62

34,000

188 葉 富士桜25円往復 往信部･返信部ともつ
ながった使用済､往信部へ塔航空円単
位15円加貼 米国宛 航空便 三日月
NARA/1.VI.62､返信部 平面路便
LOSANGELS/6.5.62 NOT Vaid for
Prepayment of Postage/Returned for
Postageの2印

70,000

189 葉 富士桜25円往復 往信部へ2次国立公
園富士箱根10円2種､年賀張り子のﾄﾗ5
円計25円加貼､航空便 第3地帯(西ﾄﾞｲ
ﾂ)宛､三日月 OMORI/1.VI.62､初日郵
趣家便

10,000

190 葉 富士桜25円往復 返信部ﾏﾚｰｼｱ切手
25c加貼､航空便､ﾏﾚｰｼｱ
KUALARUMPUR/18.JAN.1964 →日本

30,000



191 葉 富士桜25円往復 往信部･返信部ともつ
ながった使用済､往信部へ年賀しのび
駒5円加貼 平面路便 日本 →ｺｰﾄ･ｼﾞﾎﾞ
ﾜｰﾙ 三日月 HIRAOKA/30.IX.66､返
信部へ年賀しのび駒5円加貼 平面路
便 ｺｰﾄ･ｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ
ABIDJAN/24.11.1966→日本

60,000

192 葉 富士桜30円､平面路便 米国宛 三日月
HIGASHIYAMA/24.I.76

2,000

193 葉 富士桜30円へ新動植物67年5円加貼､
航空便 第1地帯(韓国)宛､三日月
YAIZU/20.III.74

3,000

194 葉 富士桜30円へ新動植物67年15円加
貼､航空便 第2地帯(ﾆｶﾗｸﾞｱ)宛､三日月
KISHIWADA/21.IV.71

3,000

195 葉 富士桜30円往復 往信部､平面路便 ｲｷﾞ
ﾘｽ宛､三日月 SATTE/1967.V.3

10,000

196 葉 富士桜30円往復 返信部 平面路便 西
ﾄﾞｲﾂ発日本宛 AACHEN/2.8.71(1971)､
状態は悪いが稀少な使用例､ｼﾐ大

8,000

197 葉 富士桜30円往復 往信部 平面路便 米
国宛､三日月 FUKUOKA/3.X.70､返信
部未使用

10,000

198 葉 富士桜30円往復 往信部へ新動植物66
年25円加貼､航空便 第3地帯(ｲﾀﾘｱ)
宛､三日月 TOKYO AP/1.VIII.68

8,000

199 葉 富士桜30円往復 返信部へ米国航空切
手13c加貼､航空便 米国 →日本宛､
AMES IA/MAY.10.1967､同5.11の再消
印

25,000

200 葉 富士桜30円往復 往信部へ北海道百年
15円､電話創業75年10円計25円加貼､
航空便 第3地帯(西ﾄﾞｲﾂ)宛､三日月
NISHINOMIYA/20.VII.68､返信部未使
用

10,000

201 葉 富士桜30円往復 往信部･返信部ともつ
ながった使用済､往信部へ新動植物国
宝25円 別に95円計120円加貼 航空便
第3地帯(ﾌﾗﾝｽ)宛 三日月
OSAKA/31.XII.70､往信部へ2,00ﾌﾗﾝ
切手加貼 航空便 ﾌﾗﾝｽ →日本宛
PARIS/5‐1.1971

50,000

202 葉 富士桜30円へ金色堂30円加貼､平面路
便 ｽｲｽ宛､三日月 TOKYO
INT/1976.I.25､料金値上げ初日便

2,000

203 葉 瀬戸内海20円へ2次動植物国宝30円､
ｱｼﾞｱ文化会議10円ﾍﾟｱ計50円加貼､書
留便 米国宛､三日月
TOKYO/1.IV.59､着印
FLUSHING/APR.20.1959

5,000

204 葉 AOPU加盟記念20円､平面路便 AOPU
加盟国(韓国)宛､三日月
TOKYO/14.IX.70

20,000

205 葉 AOPU加盟記念20円､平面路便 AOPU
加盟国(台湾)宛､三日月
OKAYAMA/24.XII.68､折れあり

10,000

206 葉 AOPU加盟記念20円､航空便 沖縄宛､
三日月 ABENO/11.X.68

20,000

207 葉 AOPU創立10年記念20円､平面路便
AOPU加盟国(韓国)宛､三日月
TOYOHAMA/6.III.75

10,000

208 葉 AOPU創立10年記念20円､留置便 沖縄
宛､三日月 INNOSHIMA/1.IV.72(初日
差立)

8,000



209 葉 AOPU加盟記念20円へ新動植物国宝
15円加貼､航空便 第1地帯(台湾)宛､三
日月 TAKEFU/16.VII.71

10,000

210 葉 AOPU創立10年記念20円へ趣味週間
15円加貼､航空便 第1地帯(台湾)宛､三
日月 TOSHIMA/1.IV.72(初日差立)

10,000

211 葉 AOPU創立10年記念20円へ年賀辰年､
新動植物国宝5円加貼､航空便 第1地
帯(韓国)宛､三日月
MAEBASHI/23.XII.75

10,000

212 葉 AOPU創立10年記念20円へ新動植物
国宝20円､5円加貼､航空便 第2地帯
(米国)宛､三日月
SHIBUKAWA/10.IV.72

10,000

213 葉 AOPU創立10年記念20円へ新動植物
国宝20円､10円､3円､動植物国宝2円加
貼､航空便 第3地帯(東ﾄﾞｲﾂ)宛､三日月
NARASHINO/1.IV.72(初日差立)

12,000

価格表記､保険扱い現金書留

214 葉 通貨価格表記便 専用封筒(現封7)へ1
次昭和12銭､2次昭和10銭､17銭貼(第1
種5銭､書留速達各12銭､価格表記10
銭)取扱中止直前の価格表記速達便､
櫛 京都大将軍/19.2.29

12,000

215 葉 2次昭和10銭､17銭貼､書留便､価格表
記中止直後為替による送金例､櫛 広
/19.4.1

10,000

216 葉 通貨価格表記便 専用封筒(現封7) 料
金別納｢通貨参拾八圓也｣の表示､櫛
和歌山･潮岬/21.7.27､通貨価格表記
取扱い停止時期の異例使用例

60,000

217 葉 通貨価格表記便 専用封筒(現封7)通貨
保険扱い 通貨価格表記代用封筒 2次
新昭和1円20銭､10円各ﾍﾟｱ貼､第1種2
倍重量便､櫛 布袋/23.1.3

36,000

218 葉 物品保険扱い 全国緑化運動1円20銭､
名古屋逓信展10円貼､櫛 長野梓
/23.4.6､物品保険扱い唯一の確認使用
例

70,000

219 葉 通貨保険扱い 通貨価格表記代用封筒
産業図案8円､2次新昭和100円､3次新
昭和10円貼､櫛 吹田片山/25.12.16

20,000

220 葉 通貨保険扱い 通信事務代用封筒 2次
新昭和100円2枚､50円､産業図案30円
貼(切手1枚脱落)､速達便､櫛 宮城･唐
桑/25.12.23､通信事務封筒使用は異
例

60,000

221 葉 通貨保険扱い 専用封筒(印刷局製造)
2次新昭和50円ﾍﾟｱ､3次新昭和10円､産
業図案8円貼､櫛 京都五条東洞院
/25.12.29

25,000

222 葉 通貨保険扱い(専用封筒)､産業図案8
円､20円､2次新昭和50円貼､櫛 高松
/25.5.7

30,000

223 葉 通貨保険扱い 専用封筒(報国製袋製
造) 2次新昭和100円､産業図案30円､8
円貼､速達便､櫛 入船町/26.1.22

20,000

224 葉 現金書留 保険扱い代用封筒(印刷局
製造) 2次新昭和50円､産業図案30円､
8円貼､櫛 大阪東淀川元今里/26.6.20

15,000

225 葉 通貨保険扱専用封筒(印刷局銘)を流
用､現金書留､産業巣案30円2枚､100
円､児童憲章2枚､2倍重量便､通貨書留
料1万円まで160円､櫛 大阪中央
26.9.17 前8-12

15,000



226 葉 現金封筒 価格表記の代用封筒使用
文化人正岡子規8円､3次新昭和10円､
産業図案20円3枚貼､櫛 兵庫尼崎城内
/26.10.20

15,000

227 葉 現金書留 専用封筒 2次新昭和50円､
産業図案100円､6円､塔航空銭単位20
円ﾍﾟｱ貼､第1種2倍重量便､櫛 大阪中
央/26.10.17､この料金の専用封筒使用
例は26日間

50,000

228 葉 現金書留 価格表記代用封筒 2次動植
物国宝45円貼､櫛 新潟･栃尾/31.11.24

5,000

229 葉 現金書留 通貨保険扱い代用封筒(印
刷局製造) 2次新昭和50円ﾍﾟｱ､産業図
案5円貼､櫛 秋田六郷/27.1.26

5,000

230 葉 現金書留 専用封筒 1次動植物国宝50
円､産業図案15円貼､櫛 尾道/27.6.10

5,000

書留封筒

231 葉 書留封筒 ｢書留｣明朝体､1次新昭和1
円､30銭貼､第1種､櫛 岩ヶ崎/22.3.31､
書留1円料金時期は16日間

50,000

232 葉 書留封筒 ｢書留｣明朝体､3次昭和5円､
20銭､1次新昭和1円貼､書留便､櫛 長
野･長沼/22.5.31

10,000

233 葉 書留封筒 ｢書留｣明朝体､1次新昭和5
円､2次新昭和1円20銭貼､第1種書留､
郵便物封緘紙使用 櫛･世田谷千歳船
橋/22.12.27

12,000

234 葉 書留封筒 ｢書留｣楷書体小字､2次新昭
和5円､教育復興1円20銭貼､第1種書留
便､櫛･扇田/23.6.25

25,000

235 葉 書留封筒 ｢書留｣楷書体大字､2次新昭
和5円､1円20銭貼､第1種書留便､櫛 山
口･山口伊上/23.6.1

7,000

以上、ありがとうございました。


