
 

お客様各位                                                                            2021 年 4 月 22 日       

     公益財団法人日本郵趣協会 

JPS オークション係       

第 533 回 JPS オークションカタログの追加・訂正について 

 

第 533 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月15日(木)追加、☆印…4月22日(木)追加 

◆出品停止(WD)                                                                              

#441、☆#557、#2100、#2130 

◆最低値訂正                                                                                  

#2662 (誤) 1,500円 ⇒ (正) 1,000円   #2667 (誤) 1,000円 ⇒ (正) 1,500円 

※#2802 (誤) 1,500円 ⇒ (正) 2,000円  ※#2803 (誤) 1,200円 ⇒ (正) 2,000円 

※#2805 (誤) 1,000円 ⇒ (正)   500円  ※#2811 (誤)   800円 ⇒ (正)   500円 

※#2815 (誤) 1,800円 ⇒ (正)   900円  ※#2825 (誤) 1,200円 ⇒ (正)   600円 

※#2826 (誤) 1,800円 ⇒ (正) 2,400円  ※#2828 (誤)   500円 ⇒ (正) 1,000円 

※#2829 (誤) 1,200円 ⇒ (正) 1,800円  ※#2884 (誤)   500円 ⇒ (正) 1,000円 

◆記述追加・訂正                                                                                

※#1～4、6 (誤) ﾀｲﾌﾟI ⇒ (正) 1版 

※#7～12 (誤) ﾀｲﾌﾟII ⇒ (正) 2版 

※#19、20、22～28 (誤) 和桜 青1銭松田(10) ⇒ (正) 和桜 青1銭政府(16) 

※#405 (誤) 旧大毛2銭(145)･3銭(146)･5銭(148)貼､外信便､欧櫛 OSAKA 19.11.2(2印) →ﾄﾞｲﾂ 

   ⇒ (正) 19.11.21 

☆#407 (誤) 新大毛11/2銭(159)貼､私葉(裏面現地絵葉書)､櫛 ﾎﾟﾅﾍﾟ10.5.20 郵便局 →東京 

 ⇒ (正) 切手帳 旧大毛11/2銭11L貼､ 

☆#410 (誤) 富士鹿 昭和白紙20銭(199)縦P貼､軍事航空郵便､櫛 第六野戦 13.11.3 三星 (略) 

 ⇒ (正) 第86野戦 

※#470 (誤) L葉(○) 関東庁発行はがき 点なし楠公2銭(ZK4)､特印付(奉天 8.3.1) ⇒ (正) 葉(○) 

#477 (誤) 年賀 31年用 こけし5円(N11)横P貼､櫛 京橋 31.I1.30 →米国 ⇒ (正) 31.11.30 

#480 (誤) 1次国立公園 阿寒SS(P54)､欧櫛 TOKYO 15.7.50 新宮 24.4.12⑩⑩､ﾀﾄｳ付 

 ⇒ (正) 1次国立公園 阿寒SS(P54)､欧櫛 TOKYO 15.7.50⑩､ﾀﾄｳ付 

#481 (誤) 1次国立公園 十和田2円(P55)田型･文化人 樋口8円(C182)･観光地 和歌浦8円(C206)､計24円貼､ 

船便､徳山 26.10.I →米国､裏封筒ﾌﾗｯﾌﾟ欠け ⇒ (正)  26.10.1 

#483 (誤) 1次国立公園 支笏洞爺SS(P72)､三日月 TOKYO 22.VIII.54⑩､ﾀﾄｳなし ⇒ (正) 27.VII.54 

#488 (誤) 東京逓信展SS(C123)､櫛 和歌山下津 26.4.9 後6-12⑩､実逓消 ⇒ (正) 26.4.8 

#511 (追加) 小判･紙幣寮銘はがき1銭(PC12)､山口ﾎﾞﾀ +N3B3 20.11.11ﾊ →N3B3 神戸､横折れ､ﾄｼﾞ穴あり 

#514 (追加) 小判･紙幣寮銘はがき1銭(PC12)に旧小判 茶1銭(63)加貼､大津ﾎﾞﾀ+dN3B3 15.2.21ﾛ､初期使用､ 

ﾄｼﾞ穴､虫食いあり 

#564 (誤) 沖縄 1次普通･再版 ｿﾃﾂ5銭(1A)7枚(田型+縦3枚連)貼､欧櫛 NHHA 27.6.55(4印) ⇒ (正) NAHA 

#2014 (追加) 旧小判5厘(61) LH､茶1銭(63) NH､裏少難あり 

#2059 (追加) 震災切手9種完(200～208)､3銭以外大阪印刷､NH､10銭裏少汚れ 

#2074 (誤) ○ 2次昭和 大東亜共栄圏10銭(255)上部耳紙付田型､地図上部印刷ｽﾞﾚ ⇒ (正) ★ 

#2083 (誤) 3次昭和 飛燕5銭緑味青(268e)右耳紙付き田型 ⇒ (正) 左耳紙 

#2106 (追加) 産業図案 電気炉100円(322)､みほん､OH､少ｼﾐ 

※#2145 (誤) 新動植物図案切手帳･ﾐﾆﾊﾟｯｸ8点､(略)､ｽﾄｯｸﾘｰﾌ1枚 ⇒ (正) ｽﾄｯｸﾘｰﾌ2枚 

#2155 (誤) 2次動植物国宝 秋田犬2円(353)･3次動植物植物国宝 ﾍﾞﾆｵｷﾅｴﾋﾞｽ4円(372)貼､櫛 奈良 38.5.2､ 

栁原友治差立 ⇒ (正) 38.5.25 

#2334 (誤) 年賀SS 38年用 うさぎ5円(N18A)､櫛 博ｰ多 38.1.2⑩(局名ﾊﾞｰ入り) ⇒ (正) 38.1.20 

※#2337 (線部削除) 年賀切手SS7種､26年 少女とｳｻｷﾞ(N6A)～32年 だんじり(N12A)､応挙のﾄﾗ 裏耳紙に極少ｼﾐ､ 

NH､型価85,000円､ｽﾄｯｸﾘｰﾌ1枚 

 #2341 (追加) 1次国立公園 吉野熊野SS(P44)､みほん､LH､ﾀﾄｳなし､ｼﾜなど難あり 

※#2342 (誤) 1次国立公園(戦後)2組､冨士箱根4種完(P45～48)､阿寒4種完(P50～53)､LH 

     ⇒ (正) 1次国立公園(戦後)2組､富士箱根4種完(P45～48)､阿寒4種完(P50～53) 



※#2349 (誤) 1次国立公園(戦後)SS5種､冨士箱根(P49)､(略) ⇒ (正) 富士箱根 

※#2355 (誤) 1次国立公園(戦後)27種､未使用15種(型価17,200円)､NH､ｽﾄｯｸﾘｰﾌ1枚 

   ⇒ (正) 1次国立公園(戦後)29種､済8種､未使用22種(型価17,200円)､NH､ｽﾄｯｸﾘｰﾌ2枚 

※#2375 (線部削除) 昭和大礼67枚､11/2銭(C46)第4ｺｰﾅｰ銘版付32枚B､3銭(C47)第3ｺｰﾅｰ片銘版付35枚B､糊ｽｼﾞあ 

り､NH､各耳紙付11枚B+単片､NH 

#2397 (誤) L★ 戦後記念SS5点､初日小型印押印､(略) ⇒ (正) L○ 

#2398 (追加) 2点､見返り美人5円上下耳紙付､月に雁8円(C173)上下耳紙(銘版)付､NH､一部目打離れあり 

※#2404 (誤) 新聞週間8円(C166)9枚(ｼｰﾄの#1欠け)少ｼﾐ､NH ⇒ (正) 19枚 

※#2426 (追加) 世界こどもの日5円(C255)26枚､20面ｼｰﾄ1枚+銘版付6枚B､NH､目打離れ有り 

※#2474 (追加) こどもの日5円(C158)30面ｼｰﾄ､裏少ﾔｹ､少汚れ･ｼﾐ､少破れ 

※#2487 (誤) ★ UPU加入75年20面ｼｰﾄ2種完(C225)､裏少ﾔｹ､ｼﾐ ⇒ (正) L★ (C225､226) 

※#2522 (誤) SS 5種､東京逓信展SS(C123)～四国切手展SS(C139)､赤十字･共同募金SS除く､(略) ⇒ (正) 6種 

※#2573 (誤) 文通週間切手18点､(略)､ｽﾄｯｸﾘｰﾌ2枚 ⇒ (正) ｽﾄｯｸﾘｰﾌ3枚 

※#2594 (誤) L葉(○) 楠公はがき11/2銭(PC29)､台湾型櫛 (茶印) 台湾･新高山 5.8.1､非実逓 ⇒ (正) 葉(○) 

#2597 (誤) 新楠公はがき2銭(PC35)に1次昭和 航研機12銭(224)加貼､速達､櫛 荏原宮前 17.6.4(2印) 

 →櫛 小石川 17.6.4 ⇒ (正) 17.6.5 

☆#2600 (誤) 楠公はがき3銭(PC38)に1次昭和 乃木2銭(223)加貼､兵庫･高砂 20.6.30 →神奈川､乃木2銭 平面 

版12L朱赤 ⇒ (正) 13×13 

#2602 (誤) 小型楠公はがき5銭(PC43)14点､未11枚､未(3次昭和 旭日と飛燕5銭(268)･富士と桜10銭(270)加 

貼)2枚､済1枚 

   ⇒ (正) 小型楠公はがき5銭(PC43)16点､未12枚､未(3次昭和 旭日と飛燕5銭(268)･富士と桜10銭(270)加 

貼)3枚､済1枚 

#2609 (誤) 旧議事堂はがき 額面変更5円(PC52)に五重塔航空(円位)25円(A24)加貼､□即日速達､櫛 入船町  

23.5.21 ⇒ (正) 28.5.27 

※#2618 (誤) 切手付封筒 小判(大型)長形2銭(SE15) ⇒ (正) 切手つき封筒 小判(小型)長形2銭(SE13) 

※#2622 (誤) はがき2種､封緘はがき 簡易書簡 観音10円(LS18)､郵便書簡ｷｸ15円(LS20)､美品 

     ⇒ (正) 郵便書簡ｷｸ15円(LS19) 

※#2625 (追加) 年賀はがき4種､25年用(NC1)未使用､26年用(NC3)みほん(裏面印刷)､27年用(NC4)みほん(少難 

有)､28年用(NC5)未使用､ｻｰﾋﾞｽ:36年用(NC19)2枚 初日風景印など押印 

※#2648 (誤) 沖縄 富山印切手 乃木2銭に貮圓加刷(M2)右耳紙付､裏鑑定印あり､NH､as is ⇒ (正) 左耳紙 

#2675 (誤) 切手帳 1967年ｼﾘｰｽﾞ 菊改版裏表紙変更100円(B36)貼(表紙も)､櫛 東京中央(4印)､藤井孝司朗 

肉筆版 ⇒ (正) 藤井孝次朗 

#2727 (誤) 趣味週間4点､まりつき10円(C269)横P貼 特印 徳島･三日月 TOKUSIMA (2印)､(略) 

 ⇒ (正) TOKUSHIMA 

※#2743 (線部削除) 宮崎版226通､昭和40年代32通､昭和50年代138通､昭和60年代56通､満州建国4種完(C82～ 

90)2通に分貼､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ陥落2種完(C85､88)貼､日本郵便切手会製 

  #2783 (誤) 86年ふみの日SS(C1082A)貼､大阪中央 風景印+櫛  ⇒ (正) 風景印+丸型 

#2797 (誤) 特殊鳥類ｼﾘｰｽﾞ(略)特殊鳥類SS 60円単貼3種完(C977～979)､SS切抜貼､NCC版､試行印 特印 東京 

中央 57.12.10(略) ⇒ (正) (C976～978) 

#2800 (誤) 昆虫ｼﾘｰｽﾞNCC版全16通､(略)切手帳ﾍﾟｰﾝ2種揃 下耳付田型貼(CP7)､(略) ⇒ (正) 上耳付田型 

#2813 (誤) 1次世界遺産ｼﾘｰｽﾞ全4集8種完(C1503～1509)､(略) ⇒ (正) (C1503～1510) 

※#2840 (誤) 趣味週間田型貼4通､(略) ⇒ (正) 5通 

※#2845 (誤) 13回国体2種完(C282､283)8枚連貼､(略) 高岡 33.10.9､白封 ⇒ (正) 33.10.19 

※#2846 (誤) 14回国体2種完田型×2貼､(略)東京+櫛 代々木 3.10.25､全郵普版 ⇒ (正) 34.10.25 

#2858 (誤) 沖縄関連ｶﾊﾞｰ3通､(略) 藤井幸司朗肉筆版 ⇒ (正) 藤井孝次朗 

※#2916 (誤) 楠公はがき170枚､新楠公2銭6枚､3銭9枚､3銭往復68枚､大型楠公5銭100枚､小型楠公50枚 

    ⇒ (正) 楠公はがき170枚､新楠公2銭6枚､3銭9枚､3銭往復65枚､大型楠公5銭100枚､小型楠公6枚 

※#2924 (追加) ｴｺｰはがき190枚､40円～50円､額面7,800円以上､ｽｹｯﾁﾌﾞｯｸ1冊＋1袋 

※#2939 (誤) 郵趣記念品320点以上､(略)､式紙340点ほか､(略) ⇒ (正) 色紙 

※#2987 (誤) ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ切手1,260点以上､(略)､ﾎﾞｽﾄｰｸｱﾙﾊﾞﾑ6冊､ｸﾘｱﾌｧｲﾙ1冊 ⇒ (正) ﾎﾞｽﾄｰｸｱﾙﾊﾞﾑ5冊 

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。 

 


