
お客様各位                                                                            2021 年 7 月 7 日       

     公益財団法人日本郵趣協会 

JPS オークション係       

第 534 回 JPS オークションカタログの追加・訂正について 

 

第 534 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。 

※…6 月 29 日(火)追加、☆印…7月 3 日(土)追加、◎印…7 月 7日(水)追加 

◆出品停止(ＷＤ)                                                                                   

◎#2455、☆#2746 

◆最低値訂正                                                                                     

#2486 (誤) 4,800円 ⇒ (正) 2,400円     #2487 (誤) 4,800円 ⇒ (正) 2,400円 

#2488 (誤) 3,400円 ⇒ (正) 1,700円     #2492 (誤) 4,800円 ⇒ (正) 2,400円 

◆図版ページ番号修正(ホームページは修正済み)                                                      

※カラーP iv 中央右端 #2125←→#2126(番号入れ違い) 

(正)   (誤)                                  

◆記述追加・訂正                                                                                  

※#2072 (誤) 富士鹿 改色旧版20銭(191)1枚貼､4倍重量書留､麹町六 8.10.13 ⇒ (正) 速達 

☆#2106 (誤) 3次昭和 富士と桜10銭(270)2点､田型 欧櫛 TOKYO 31.20.45 NIPPON､(略) ⇒ (正) 31.10.45 

☆#2160 (誤) 新金魚7円(420)100面ｼｰﾄ3枚､CMなし(定変#97:金魚の口先に白点)､CM上､CM下､全て逆二連1､NH 

 ⇒ (正) CM上2枚 

☆#2274 (誤) ふみの日切手帳6種､86年(CB7)～89年(CB12)､95年(CB19)～96年(CB20)､(略) ⇒ (正) (CB13) 

※#2339 (誤) 年賀 こけし5円(N11)貼､図入り年賀 長野･穂高 30.1.1 ｺﾏ､少やけ ⇒ (正) 31.1.1 

#2384 (誤) 帝国議会議事堂完成11/2銭(CC1)､櫛 函館 11.10.8､兵庫宛､非郵趣家実逓 ⇒ (正) 11.11.8 

☆#2406 (誤) 沖縄 初期切手15種､(略) ⇒ (正) 13種 

☆#2413 (誤) 1次新昭和 前島密15銭(281)貼2通､(略)､単貼､欧櫛 TOKIO 20.11.16 NIPPON､各白封 

 ⇒ (正) 20.11.46 

#2470 (誤) 名神高速道路開通10円(C396)貼FDC2通､松屋版II版:銘付田型貼 特印 京都+櫛 京都中央  

38.7.15､(略) ⇒ (正) 松屋版I版 

#2487 (追加) 郵便番号宣伝(1次)4種完(C512～515)横一列貼､櫛 東京中央+三日月 東京 43.7.1､松屋版ｶｼｪ 

2種揃､切手同位置貼 押印同位置2通組 

#2497 (誤) 52回ﾗｲｵﾝｽﾞ大会15円(C539)銘付第4ｺｰﾅｰ田型貼､渡辺版､初日用標語入機械特印 東京中央 特印+ 

三日月 東京 44.7.2 3印押し ⇒ (正) 初日用標語入機械印 

#2526 (誤) 狩野8円(C180)貼､特印 東京 26.2.17 ⇒ (正) 26.2.27 

#2536 (誤) ﾋﾞｰﾄﾞﾛ10円(C252)横P貼､特印+三日月 名古屋 30.11.1 

 ⇒ (正) ﾋﾞｰﾄﾞﾛ10円(C252)横P貼､特印 名古屋+三日月 NAGOYANAKA -1.XI.55 

#2543 (誤) 北九州市発足10円(C385)6枚貼､特印 北九州 36.2.10+風景印5局(戸畑､八幡､小倉､若松､門司) 

 ⇒ (正) 38.2.10 

#2546 (誤) 札幌ｵﾘﾝﾋﾟｯｸSS(C604)貼､特印+櫛 札幌ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ村 45.2.3 ⇒ (正) 47.2.3 

#2547 (誤) 3次動植物 ｵｼﾄﾞﾘ･ｻｸﾗ100円(B25)貼､逓信博物館内 風景+櫛 38.4.1､白封､表紙も貼付､逓信博物館 

内 ⇒ (正) 表紙封入､ 

#2549 (誤) 新動植物 ﾎﾄﾄｷﾞｽ60円(B37)貼､東京中央局､風景･櫛･三日月 47.1.31､JPS版､表紙も貼付 

 ⇒ (正) 新動植物 ﾎﾄﾄｷﾞｽ30円 



#2555 (誤) 平成 ﾍﾟｰﾝ貼2通､ｵｼﾄﾞﾘ･ｷｼﾞﾊﾞﾄ515円(BP43)､ｷｼﾞﾊﾞﾄ620円(BP44)､東京中央 丸型 5.2.26､渡辺版 

 ⇒ (正) 平成 ﾍﾟｰﾝ貼2通､ｵｼﾄﾞﾘ･ｷｼﾞﾊﾞﾄ515円(BP43) 丸型 東京中央､ｷｼﾞﾊﾞﾄ620円(BP44) 丸型＋風景印  

       鳩ヶ谷､5.2.26 渡辺版 

#2556 (誤) 郵便番号宣伝(1次)ﾍﾟｰﾝ(CP2)貼､東京中央+宮内庁､風景+櫛 43.7.1､表紙封入､渡辺版 

 ⇒ (正) 宮内庁内 

#2565 (追加) 祖母傾2種完(P226､227)貼FDC2通､宮崎木版 風景印+櫛 竹田 42.12.20､松屋版I版 風景印 竹田  

42.12.20 

#2604 (誤) 日本国際切手展2011 PHILA NIPPON2011 金箔ｼｰﾙ式1000円ｼｰﾄ(C2101)全貼､特印+丸型印 横浜  

23.7.28､松屋版 ⇒ (正) 金箔･ｱﾙﾐ箔･ｴﾝﾎﾞｽ加工 

#2606 (誤) 87年 3通､(略)､切手帳ﾍﾟｰﾝ(CP6)全貼 小型印+丸型印×3印 名古屋中央 62.7.23 ⇒ (正) 2印 

#2612 (誤) 93年 3通､2種(C1422､1423)貼 特印 大阪中央 5.7.23､SS(C1424)貼 特印 大阪中央 5.7.23､切手 

帳ﾍﾟｰﾝ(CP15)全貼 特印+丸型印×2印 大阪中央 5.7.23 ⇒ (正) 小型印 

#2638 (誤) 文通 三坂水面10円(C434)横P貼､速達､三日月 FUJIYOSHIDA(YAMANASHI)+特印 富士吉田 40.10.6､ 

松屋版I版 ⇒ (正) 文通 三坂水面40円 

#2652 (誤) 19回国体2種完(C409､410)8枚B(銘付第3ｺｰﾅｰ)貼､速達､櫛×2印+小型印+特印 新潟 39.6.6､長封 

筒､ｶｼｪ写真 ⇒ (正) 8枚B銘付貼 

#2659 (誤) お祭り 秩父まつり10円(C406)田型貼､速達 風景+櫛 原町 40.12.3､ｶｼｪ貼付 ⇒ (正) 秩父 

☆#2685 (誤) 昭和切手貼68通､東郷4銭18通､東郷5銭7通､その他43通､要下見 ⇒ (正) その他13通 

☆#2697 (追加) 戦後ｴﾝﾀｲｱﾛｯﾄ6通(封破損大含む)､新昭和～産業図案､らでん12枚貼(3枚ｷｽﾞ)引受時刻証明･配達 

証明含む 

◎#2700 (誤) 公園･観光切手ﾛｯﾄ700点､(略)､みほん40種､封書4通､ﾎﾞｽﾄｰｸｱﾙﾊﾞﾑ1冊 

⇒ (正) 公園･観光切手ﾛｯﾄ700点､(略)､みほん40種､封書2通､ﾎﾞｽﾄｰｸｱﾙﾊﾞﾑ1冊 

☆#2703 (誤) 日清戦争勝利4種完(C3～5)49枚､2銭(有栖川､北白川)未使用15枚､使用済22枚､5銭(有栖川､北白 

川)未使用4枚､使用済18枚､未使用 裏少難あり､型価118,000円以上 

   ⇒ (正) 日清戦争勝利4種完(C3～6)49枚､2銭(有栖川､北白川)未使用5枚､使用済23枚､5銭(有栖川､北白川) 

未使用4枚､使用済18枚､未使用 裏少難あり､型価118,000円以上 

☆#2704 (誤) 大正銀婚3銭(C7)54枚､未使用1枚(裏少ｼﾐ､OH)､使用済8枚､日韓通信合同3銭(C8) 使用済1枚､(略) 

 ⇒ (正) 大正銀婚3銭(C7)10枚､未使用1枚(裏少ｼﾐ､OH)､使用済9枚､日韓通信合同3銭(C8) 使用済1枚､(略) 

☆#2705 (誤) 大正大礼4種完(C11～14)9枚､11/2銭1枚､3銭2枚､4銭4枚､10銭2枚､型価19,100円以上 

 ⇒ (正) 大正大礼4種完(C11～14)8枚､11/2銭1枚､3銭2枚､4銭2枚､10銭3枚､型価19,100円以上 

☆#2706 (誤) 裕仁立太子礼(C15)～皇太子帰朝(C33)､未使用(OH､NG)9枚､使用済8枚､型価13,000円以上 

 ⇒ (正) 裕仁立太子礼(C15)～皇太子帰朝(C33)､未使用(OH､NG)10枚､使用済6枚､型価13,000円以上 

☆#2707 (誤) 皇太子台湾訪問2種完(C36､37)5枚､11/2銭 未使用1枚(NH)､3銭 未使用2枚(OH)､使用済2枚､(略) 

 ⇒ (正) 皇太子台湾訪問2種完(C36､37)5枚､11/2銭 未使用1枚(NH)､3銭 未使用1枚(OH)､使用済3枚､(略) 

☆#2708 (誤) 昭和大礼(C46)～帝国議会議事堂(C69)63枚､未使用29枚､使用済30枚､関東局始政30年2種完 OH､他 

はOH～NG､型価32,500円以上 

 ⇒ (正) 昭和大礼(C46)～帝国議会議事堂(C69)59枚､未使用29枚､使用済30枚､関東局始政30年2種完 OH､他 

はOH～NG､型価32,500円以上 

☆#2712 (誤) 戦後記念切手67枚､1953年～1956年､国立公園3枚､年賀5枚(犬張り子SS1枚)含む､銘付9組､型価 

116,300円以上､ｽﾄｯｸﾘｰﾌ3枚 

 ⇒ (正) 戦後記念切手67枚､1953年～1956年､国立公園3枚､年賀5枚(加賀起上りSS1枚)含む､銘付9組､型価 

79,100円以上､ｽﾄｯｸﾘｰﾌ3枚 

☆#2731 (誤) 小判葉書 ﾎﾞﾀ印などﾛｯﾄ55通､(略) ⇒ (正) 54通 

◎#2743 (誤) 鉄郵印72通､封書8通､葉書84通(戦前2通含む)､ｱﾙﾊﾞﾑ1冊 

⇒ (正) 鉄道関連の郵便77点(鉄郵印72点)､封書8通､葉書69通(戦前2通含む)､ｱﾙﾊﾞﾑ1冊 

#2768 (誤) 大･中･小型 記念･ふるさと切手､ｴﾝﾀｶｯﾄ紙付1袋(約1.00kg)､(略) ⇒ (正) ⇒ (正) (約1.10kg) 

☆#2793 (誤) (額割)年賀切手(略)､額面39,700円以上､ﾌｧｲﾙ(20世紀ﾃﾞｻﾞｲﾝ切手)1冊 ⇒ (正) 2冊 

☆#2805 (誤) 米国切手ｺﾚｸｼｮﾝ5,900点以上､(略)､ｱﾙﾊﾞﾑ19冊 ⇒ (正) ｱﾙﾊﾞﾑ11冊 

#2855・#2856・#2857 (誤) 大柴峯吉 ⇒ (正) 大柴峰吉 

☆#2917 (誤) ｢わたしの収集遍歴 外信用葉書収集60年｣､天野安治､日本郵趣協会､2013年 ⇒ (正) わたくし 

☆#2921 (誤) ｢昭和切手 ｶﾀﾛｸﾞ｣､山崎好是､鳴美､2015年 ⇒ (正) ｢昭和切手専門ｶﾀﾛｸﾞ｣ 

☆#2933 (誤) 外国郵趣文献13点､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ･ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ切手ｶﾀﾛｸﾞ含む､要下見 ⇒ (正) 16点 

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。 


