
お客様各位                                                                            2021 年 8 月 25 日        

     公益財団法人日本郵趣協会 

JPS オークション係        

第 535 回 JPS オークションカタログの追加・訂正について 

 

第 535 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…8月 25 日(水)追加 

◆リスト追加(ホームページは追加済み)                                                               

ロット番号 記号 記事 最低値  
2795 

 

L△ 大･中･小型 記念･ふるさと切手､ｴﾝﾀｶｯﾄ紙付 1 袋(約 1,051g)､封書 82 円･84 円時期の切手､

2021 年 2 月～2021 年 4 月の購入品 
3,000 

 

2796 

 

L△ 大･中･小型 記念･ふるさと切手､ｴﾝﾀｶｯﾄ紙付 1 袋(約 1,031g)､封書 82 円･84 円時期の切手､

2021 年 2 月～2021 年 4 月の購入品 
3,000 

 

2797 

 

L△ 大･中･小型 記念･ふるさと切手､ｴﾝﾀｶｯﾄ紙付 1 袋(約 1,028g)､封書 82 円･84 円時期の切手､

2021 年 2 月～2021 年 4 月の購入品 
3,000 

 

2798 

 

L△ 大･中･小型 記念･ふるさと切手､紙付 1 袋(約 1.94kg)､封書 80 円時期以前の切手､後年使用含

む 
3,400 

 

2799 

 

L△ 大･中･小型 記念･ふるさと切手､紙付 1 袋(約 1.74kg)､2010 年の購入品 

  

4,400 

 

◆最低値訂正(ホームページは修正済み)                                                              

#2443 (誤) 700円 ⇒ (正) 3,000円     #2603 (誤) 800円 ⇒ (正) 1,500円 

#2604 (誤) 900円 ⇒ (正) 1,500円 

◆出品停止(ＷＤ)                                                                       

※#2760 

◆記述追加・訂正                                                                                   

【フロアの部】 

※#50 (誤) 房2銭(50)1枚貼､官民往復重量便? ､KG岐阜(美濃 5.13)､付箋紙書込み｢金八厘九毛賃銭先拂いたし｣  

脚夫への支払 ⇒ (正) 金八厘有 

※#65 (誤) 旧小判45銭(76)､白紙､LH ⇒ (正) 旧小判45銭(76)､無地､LH 

※#78 (誤) 大白3銭(135)を大阪天保山絵葉書の絵面に貼付､大阪中央 2.8.31 前0-8(初日) ⇒ (正) 前0-7 

※#95 (誤) 富士鹿 旧版20銭(188)貼2通､櫛 公州 14.1.24 后0-4 →米国､欧櫛 TOKIO 20.11.(24) JAPAN(紫印)  

ｼﾍﾞﾘｱ経由 →ﾌﾗﾝｽ(着印) 

 ⇒ (正) 富士鹿貼2通､昭白20銭(199)貼 櫛 公州 14.1.24 后0-4 →米国､ 旧版20銭(188)貼 欧櫛 TOKIO  

20.11.(24) JAPAN(紫印) ｼﾍﾞﾘｱ経由 →ﾌﾗﾝｽ(着印) 

※#111 (追加) 1次動植物SS3枚､ 多宝塔80銭(348)､平等院24円(350)､弥勒50円(351)耳紙に紙付着 

#153 (誤) □ ⇒ (正) 葉 

#162 (誤) □ ⇒ (正) 葉 

#173 (誤) L□ ⇒ (正) L□葉 

#211 (誤) 菊葉書 青枠11/2銭(PC18)､丸一 下総･銚子 38.10.26 ﾊ (略) ⇒ (正) 38.10.23 ﾊ 

※#249 (誤) L△ ⇒ (正) L葉 

#292 (誤) 1次動植物 尾長鶏5円(343)貼､櫛 御免 26.12.25 ⇒ (正) 後免 

#297 (追加) 2次動植物 ｵｼﾄﾞﾘ5円(356)横P貼､風景 宮内庁内 30.9.10 

#307 (誤) 72年ｼﾘｰｽﾞ 伐折羅500円(446)銘版つき6枚B貼､(略) ⇒ (正) 8枚B貼 

※#367 (誤) 台湾｢民国998年郵票冊｣､(略) ⇒ (正) 台湾｢民国98年郵票冊｣ 

 

【メールの部】 

#2008 (誤) 2通 ⇒ (正) 3通 

#2012 (誤) 富士鹿 改色新版20銭(194)貼2通､(略)､欧櫛 KOBE 29.3.27 NIPPON →米国 ⇒ (正) 29.5.37 

 



#2019 (誤) 検閲印 3通､(略)､八紘基柱4銭(250)田型貼 櫛､( ) 20.12.7 神奈川県 →比国派遣威宛 

  ⇒ (正) 八紘基柱4銭(250)貼 櫛 田( ) 20.12.7 神奈川県 

#2020 (訂正) 1次昭和 乃木2銭(223)貼4通､(略)､唐草標語｢銃後の/護りを｣不鮮 京城 14.8.2 →久留米 

#2022 (誤) 1次昭和 東郷4銭(225)貼3通､ ⇒ (正) 2通 

※#2055 (誤) 2次動植物 平等院30円(362)FDC1通､ｶﾊﾞｰ2通(略)､櫛/会津 36.8.7 →松本 36.8.9(略) 

 ⇒ (正) 宮津 

※#2065 (誤) 普通切手銘版CM付10枚B10組､新金魚7円(420)CM上､ｶﾌﾞﾄﾑｼ12円(421)CM上､ﾆﾎﾝｼﾞｶ(437)10円CM上､ 

新秋田犬2円(490)CM上2組､下1組､銘付きは各額面にあり､額面660円 

  ⇒ (正) 普通切手銘版CM付10枚B8組20枚B1組､新金魚7円(420)CM上､ｶﾌﾞﾄﾑｼ12円(421)CM上､ﾆﾎﾝｼﾞｶ(437)10 

円CM上､新秋田犬2円(490)CM上2組､20枚B下CM1枚､銘付きは各額面にあり､額面660円 

※見出し(追加) 2088～2092 普通切手100面ｼｰﾄ､中央で2つ折り 

#2144 (訂正) 大仏航空70円(A33)航空便 三日月消4通､(略)､115円(A35)貼 OSAKA 7.III.56 →ﾄﾞｲﾂ 

※#2212 (誤) ふみの日切手ﾛｯﾄ27点､(略)発行案内11通(略) ⇒ (正) 発行案内4通 

#2298 (誤) 4次国宝 1集840円ｼｰﾄ(C2462)単片使用済10種完揃(a～j) ⇒ (正) (C2456) 

#2304 (誤) 2019年 ｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞ ﾐｯﾌｨｰ840円ｼｰﾄ(G229)単片使用済10種完揃(a～j) ⇒ (正) (G227) 

#2355 (誤) 小判･印刷局銘葉書1銭(PC14) 丸一印､下総･銚子 28.1.3ﾆ 着印:磐城･新山 ⇒ (正) 28.10.3ﾆ 

#2358 (誤) 2通､(略)､分銅･銘あり葉書 紫11/2銭(PC22) 銚子 1.1.2 前11-后2 ⇒ (正) 2.1.2 

#2417 (誤) 沖縄6通､(略) ⇒ (正) 5通 

※#2421 (誤) LFDC ⇒ (正) FDC 

※#2423 (追加) 産業図案 穂高16円(319)貼2通､欧櫛 TOKYO 15.1.49 NIPPON 版元不明(1通あて名あり)､うち 

1通破れあり 

#2432 (追加) 立山航空(銭位)80円(A18)･塔航空(銭位)15円(A11)･国際連合加盟10円(C264)･地球観測年10円 

(C265)貼､三日月 TOKYOAP 21.VII.57 →ﾛﾝﾄﾞﾝ着印 

#2460 (訂正) 星座 全4集(C2097､2121､2141､2160)､(略)､4集完揃4通組､新JPS版､額面合計3,200円 

#2461 (訂正) 季節のおもいで 全4集(C2120､2136､2185､2200) (略)､4集完揃4通組､新JPS版､額面合計3,240円 

#2462 (訂正) ほっとする動物 全3集(C2148､2149､2187､2188､2202､2203)､(略)､3集完揃6通組､新JPS版､(略) 

#2463 (訂正) 日本の山岳 全6集(C2104､2134､2158､2169､2183､2211)､(略)､6集完揃6通組､(略) 

#2464 (訂正) 海外の世界遺産 全5集(C2135､2156､2174､2208､2218)､(略)､5集完揃5通組､新JPS版､(略) 

#2465 (訂正) 2次伝統的工芸品 全5集(C2133､2157､2196､2292､2239)､(略)､5集完揃5通組､新JPS版､(略) 

#2471 (訂正) 日本の建築 全3集､(略)､3集完揃3通組､新JPS版､額面合計492円 

#2472 (訂正) 日本の城 全6集(C2161､2179､2201､2209､2224､2255)､(略)､6集完揃6通組､新JPS版､(略) 

#2473 (訂正) 野菜とくだもの 全6集(略)､6集完揃12通組､新JPS版､額面合計4,000円 

#2478 (追加) My旅切手 3集 富士山 620円ｼｰﾄ(C2353)ｼｰﾄ切抜62円10種完貼､820円ｼｰﾄ(C2354)ｼｰﾄ切抜82円10 

種完貼､各機械特印×4印押し 東京中央 30.3.2､新JPS版2通組､額面合計1,440円 

#2479 (追加) My旅切手 4集 九州 620円ｼｰﾄ(C2375)ｼｰﾄ切抜62円10種完貼､820円ｼｰﾄ(C2376)ｼｰﾄ切抜82円10種 

完貼､各機械特印×6印押し 東京中央 30.9.5､新JPS版2通組､額面合計1,440円 

#2502 (訂正) NCC版 00年ふみの日FDC3通､(略)､SS(C1783)貼 機械特印×2印 大阪中央 12.7.21 

#2508 (追加) 文通 深山大沢図100円(C831)田型貼 櫛 京都中央､特印 京都+特印･櫛 京都西 54.10.8､4印押 

し 2局印製作､MCC藤井肉筆限定版 

※#2526 (誤) 70年ｼﾘｰｽﾞ 8通(略) ⇒ (正) 72年ｼﾘｰｽﾞ  

※#2559 (誤) 文通 保土ヶ谷40円(C422)横P貼､速達書留､特印 横浜+櫛 保土ヶ谷 38.10.4､JPS版 

 ⇒ (正) 39.10.4 

※#2614 (誤) 戦後記念切手170種240枚(SS20種含む)､(略)､ｽﾄｯｸﾘｰﾌ12面(表裏) ⇒ (正) 22面 

※#2616 (誤) 初期年賀切手20種27枚(SS8枚含む)(略)､ｽﾄｯｸﾘｰﾌ6面(表裏) ⇒ (正) 5面 

※#2633 (訂正) 普通切手91枚､動植物～新動植物､(略)､ほぼNH､ｽﾄｯｸﾌﾞｯｸ2冊､袋入り 

※#2675 (訂正) 日本切手使用済ｺﾚｸｼｮﾝ1,300種以上(略)､ﾏｰｷｭﾘｰ30円日本切手ｱﾙﾊﾞﾑ1冊 

※#2680 (誤) (額割)記念切手(ふるさと切手含む)(略)､ﾎﾞｽﾄｰｸｱﾙﾊﾞﾑ6冊 ⇒ (正) ﾎﾞｽﾄｰｸｱﾙﾊﾞﾑ7冊 

※#2750 (誤) 昭和で綴る切手ｺﾚｸｼｮﾝ､(略) ⇒ (正) 昭和を綴る切手ｺﾚｸｼｮﾝ 

 

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

※モノクロP13 中央～下段(番号入れ違い) 

 ×#2586→○#2587、×#2587→○#2588、×#2590→○#2589、×#ex2588→○#ex2586、×#2589→○#2590 

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。 


