
お客様各位                                                                             2021 年 11 月 2 日         

     公益財団法人日本郵趣協会 

JPS オークション係         

第 536 回 JPS オークションカタログの追加・訂正について 

 

第 536 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…10 月 23 日(土)追加、☆印…11 月 2 日(火)追加 

◆出品停止(ＷＤ)                                                                              

☆#2782、☆#2854 

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

#2250 (誤) 600円 ⇒ (正) 700円     #2607 (誤) 700円 ⇒ (正) 1,500円 

#2678 (誤) 2,100円 ⇒ (正) 3,000円   #2683 (誤) 2,600円 ⇒ (正) 3,200円 

#2684 (誤) 2,600円 ⇒ (正) 3,200円   #2685 (誤) 2,600円 ⇒ (正) 3,200円 

#2688 (誤) 500円 ⇒ (正) 800円 

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

※カラーPi 3段目右端 #23←→#24(図版入れ違い) 

(誤)                                  (正)   

 

 

 

 

 

 

◆記述追加・訂正                                                                                     

※#98 (追加) 旧小判6銭(69)二重丸印 2枚､石見･濱田⑦､信(濃)･大町⑦､OH 

☆#101 (誤) 旧小判6銭(69)､高知ﾎﾞﾀ⑨､目打10 ⇒ (正) 旧小判8銭(70) 

☆#124 (誤) 赤2(79)貼､左銘付､松本ﾎﾞﾀ+N3B3 松本 21.1.28 →(裏)N3B4 名古屋 ⇒ (正) (裏)N3B3 東京 

☆#132 (追加) 赤2(79)貼､KG 後志･小樽 9.26 →N3B3 京都 16.10.3(やや不鮮)､切手閉じｻｹ 

#176 (誤) 3点､新大毛3銭(160)貼 伊勢神宮お札 山田 昭和14年4月25日､(略) 

 ⇒ (正) 新大毛3銭(160)貼 伊勢神宮お札 山田 昭和11年1月17日 

#340 (誤) 菊葉書 紐枠1銭(PC16)､鉄郵丸一 王子桜井間 32.2.26 上り三便､(略) ⇒ (正) 王寺桜井間 

☆#360 (誤) ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ6通､(略)､航空書簡2通(略)､航空郵便2通(略) 

 ⇒ (正) ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ7通､(略)､航空書簡2通(略)､航空郵便3通(略) 

☆#373 (誤) 戦前国内52種､(略)､分銅8通､楠公29通､私葉14通 ⇒ (正) 私葉15通 

☆#376 (誤) 戦後19種､昭和24年～27年､議事堂15通､年賀2通､私葉1通 ⇒ (正) 議事堂16通 

※#444 (誤) 5回国体4種完(C194～197)貼(横P2組)､特印 (名古屋) 25.10.25 (やや薄い) ⇒ (正) 25.10.28 

☆#2080 (誤) 昭白3銭(182)･5銭(183)縦P貼､書留､櫛 東京海上ﾋﾞﾙ内(廃止局) 10.8.22 后4-8､(略) 

     ⇒ (正) 新大毛3銭(169)･5銭(170) 縦P貼､書留､櫛 東京海上ﾋﾞﾙ内(廃止局) 10.8.22 后4-8､(略) 

※#2090 (誤) 風景 陽明門6銭(214)2組､(略)､横P 欧櫛(紫ｺﾞﾑ印) (Y)OHAMA ( )4.10.24  

  ⇒ (正) 風景 陽明門6銭(214)2組､(略)､横P 櫛 横浜 ( ).1.13 

 



※#2094 (誤) 風景 名古屋城10銭(215)2枚､(略)､欧櫛(紫ｺﾞﾑ印) (Y)OHAMA ( )4.10.24  

 ⇒ (正) 風景 名古屋城10銭(215)2枚､(略)､欧櫛(紫ｺﾞﾑ印) (Y)OKOHAMA 20.1( ).2( ) 

☆#2173 (誤) L★○FDC ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付普通切手ｺﾚｸｼｮﾝ､(略)､FDC･実逓10通 

 ⇒ (正) L★○□ ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付普通切手ｺﾚｸｼｮﾝ､(略)､FDC風初期使用ｶﾊﾞｰ･実逓10通 

☆#2240 (誤) 郵便番号宣伝(1次)7円(C512､513)第1ｺｰﾅｰ･計番付10枚B ⇒ (正) 第2ｺｰﾅｰ 

#2252 (誤) 日本の伝統･文化ｼﾘｰｽﾞ第3集840円ｼｰﾄ(C2437)84円単片使用済10種完(a～j)揃､可読多い 

 ⇒ (正) 伝統色ｼﾘｰｽﾞ第3集840円ｼｰﾄ(C2437) 84円単片使用済10種完(a～j)揃､可読多い 

#2253 (誤) 日本の伝統･文化ｼﾘｰｽﾞ第4集840円ｼｰﾄ(C2461)84円単片使用済10種完(a～j)揃､可読多い 

 ⇒ (正) 伝統色ｼﾘｰｽﾞ第4集840円ｼｰﾄ(C2461) 84円単片使用済10種完(a～j)揃､可読多い 

#2265 (誤) 2020(令和2)年 ﾊｯﾋﾟｰｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞ940円ｼｰﾄ(G252)94円単片使用済5種完(a～e)揃 

   ⇒ (正) 2020(令和2)年 ﾊｯﾋﾟｰｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞ940円ｼｰﾄ(G242)94円単片使用済5種完(a～e)揃 

#2569 (誤) FDC ⇒ (正) LFDC 

☆#2276 (誤) 小判･印刷局銘葉書1銭(PC14)､和歌山ﾎﾞﾀ+M3B3 和歌山 18.2.1､ｼﾐ強い 

⇒ (正) 小判･紙幣寮銘はがき1銭(PC12)､和歌山ﾎﾞﾀ+M3B3 和歌山 18.2.1､ｼﾐ強い 

#2586 (誤) 1995(平7)年発行の記念切手貼FDC､単貼･2種貼･2種貼､19種12通組､(略) 

 ⇒ (正) 1995(平7)年発行の記念切手貼FDC､単貼･2種貼･3種貼､19種12通組､(略) 

☆#2296 (誤) 通信事務(未使用)3点､封緘葉書菊3銭(LS1)､(略) 

  ⇒ (正) 通信事務(未使用)3点､切手つき封筒 菊1次(短型横型)3銭(SE18)､(略) 

☆#2399 (誤) 記念切手貼7通､(略) ⇒ (正) 6通 

#2598 (誤) 2011(平13)年発行の記念切手貼FDC､2種貼､8種4通組､(略) 

 ⇒ (正) 2011(平23)年発行の記念切手貼FDC､2種貼､8種4通組､(略) 

#2599 (誤) 2012(平14)年､2013(平25)年発行の記念切手貼FDC､単貼と2種貼､11種6通組､(略) 

 ⇒ (正) 2012(平24)年､2013(平25)年発行の記念切手貼FDC､単貼と2種貼､11種6通組､(略) 

  #2617 (誤) 日本国憲法施行2種完(C102､103)～UPU加入75年2種完(C225､226)､34種138枚､北斎加入百年 

SS(C122) 欧櫛 TOKYO(3印､年号不明)､(略) 

 ⇒ (正) 北斎百年祭SS(C122) 

#2623 (訂正) 封書60円時代の初日印25種50枚､封書62円時代の電気機関車ｼﾘｰｽﾞ初日印10種完11枚､ｽﾄｯｸﾘｰﾌ 

3枚､ｻｰﾋﾞｽ:みほん､EF58形式(初日印) 

☆#2631 (誤) 戦後記念切手580枚以上(未使用510枚)､(略)､ｽﾄｯｸﾘｰﾌ5枚 ⇒ (正) 9枚 

☆#2729 (誤) ﾌﾗﾝｽ美術ｼﾘｰｽﾞ140点以上､(略)､切手60種(SS1種)､ｶﾗｰﾌﾟﾙｰﾌ16枚､FDC60通､MC6通､(略) 

   ⇒ (正) ｸﾞﾗﾋﾞｱ ｵﾌｨｽｨｴﾙ16枚 

☆#2737 (誤) L★ 米国 ﾛｯﾄ1,180点以上､(略) ⇒ (正) L★○ 

☆#2838 (誤) ｢日専｣を読み解くｼﾘｰｽﾞ｢軍事切手｣､玉木淳一､日本郵趣協会､2005年 ⇒ (正) ｢軍事郵便｣ 

☆#2845 (追加) ｢旧中国切手ｶﾀﾛｸﾞ｣､福井和雄､日本郵趣協会､2014年､書込済 

☆#2853 (追加) ｢中國郵票図鑑 1878-1949｣､何国安､台湾､1978年､使用済 

☆#2855 (誤) ｢LAOS STAMPS CATALOGUE 1951-2001 ｣(ﾗｵｽ切手ｶﾀﾛｸﾞ) ⇒ (正) LAO 

☆#2861 (誤) ｢PEPORTES SPORTS｣(ｽﾎﾟｰﾂ切手ｶﾀﾛｸﾞ) ⇒ (正) DEPORTES 

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。 


