
お客様各位                                                                                           2020 年 11 月 5 日 

公益財団法人日本郵趣協会 

JPS オークション係       

第 530 回 JPS オークションカタログの追加・訂正について 

 

第 530 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22日(水)追加、☆印…10月29日(木)追加、◎印…11/5(木)追加 

◆出品停止(WD)                                                                                        

◎#435、☆#477、☆#2181、☆#2207、☆#2299、#2708、☆#2799、☆#2925 

◆図版番号訂正                                                                                         

☆カラーvii 最下段 (誤) #2215 ⇒ (正) #2315(HP修正済) 

 ⇒  

※P11 最下段 (誤) #546 ⇒ (正) #542、(誤) #542 ⇒ (正) #546(HP修正済) 

 

 

◆記述追加・訂正                                                                                       

※P32 メールによる入札締切＝2020年11月6日(火) ⇒ (正)11月6日(金) 

☆#76 (誤) 和桜 青1銭中間印刷(10)1版13番 ⇒ (正) 政府印刷 

☆#82 (誤) 和桜 青1銭中間印刷(10)4版22番 ⇒ (正) 政府印刷 

◎#312 (誤) ○ ⇒ (正) ★ 旧小判45銭(76)､無地紙､LH 

※#320 (誤) □ ⇒ (正) ○ U小判2銭(79)､宇都宮大ﾎﾞﾀ⑧ 

※#321 (誤) □ ⇒ (正) ○ U小判2銭(79)､KG 播磨･社⑩ 

※#322 (誤) □ ⇒ (正) ○ U小判2銭(79)､KB2 紀伊･新宮⑩ 

◎#428 (追加) 切手帳 新大毛･内国用(平面版)90銭(B16)完本､裏紙密着 

◎#521 (誤) 切手つき封筒 小判(大型)長形2銭(SE15)5点､白抜十字(東京)､東京大ﾎﾞﾀ､大阪大ﾎﾞﾀ､京都大ﾎﾞﾀ､丸一(伊勢･津) 

⇒ (正) 切手つき封筒 小判5点､(小型)長形2銭(SE13)4点･(大型)長形2銭(SE15)1点､(略) 

◎#522 (誤) 切手つき封筒 菊1次(長形)3銭(SE17)､櫛 丸ﾉ内 44.7.9 →櫛 岐阜･高須 44.7.11､東京鉄道(株)差立 

⇒ (正) 切手つき封筒 菊2次(長形)3銭(SE19)､(略) 

#526 (誤) 新大毛11銭･3銭･富士鹿 改色新版4銭･風景2銭平面版貼､(略)  ⇒ (正) 新大毛1銭 

※#538 (誤) 南方 北ﾎﾞﾙﾈｵ ｻﾗﾜｸ切手ｸﾁﾝ局加刷 2点､1￠(10)横3枚連､10￠(21)ﾀ型､NH ⇒ (正) 田型 

※#543 (誤) 南方 ﾏﾗｲ(ﾈｸﾞﾘｾﾝ州) 2c+2c｢DAI NIPPON 2602 MALAYA｣ﾛｰﾏ字加刷2+2￠(橙)はがき(7MS12)､◎ Kuala Lumpur. 

1.19.260 (紫印) → 日本､□沼南局英分隊検閲印(紫印) 

⇒ (正) 南方 ﾏﾗｲ(ﾈｸﾞﾘｾﾝ州) 2c+2c｢DAI NIPPON 2602 MALAYA｣ﾛｰﾏ字加刷2+2￠(橙)はがき(7MS12)､◎ Kuala Lumpur. 

1.19.2603 (紫印) → 日本､□昭南憲兵分隊検閲印(紫印) 

※#545 (誤) 南方 ﾏﾗｲ 日本切手無加刷使用･1次相和明治神宮8銭(M8M/229)貼､◎昭南 2.26.2603(略) ⇒ (正) 1次昭和 明治神宮 

※#546 (誤) 南方 ﾏﾗｲ 日本切手無加刷使用･1次相和明治神宮8銭(M8M/229)貼､◎昭南 5.20.2603(略) ⇒ (正) 1次昭和 明治神宮 

☆#589 (誤) ｲｷﾞﾘｽ ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟﾆｰ1p黒(ｽｺｯﾄNo.1)貼､ﾏﾙﾀｸﾛｽ(朱)､(裏)○P JY-31 1940､(略) ⇒ (正) 1840 

☆#591 (誤) ｲｷﾞﾘｽ ﾚｯﾄﾞﾍﾟﾆｰ 1p(ｽｺｯﾄNo.3)2枚貼､ﾏﾙﾀ十字(黒･2印)､(裏)黒角印2印(ｸﾞﾗｽｺ 16.7.1943)､(略) ⇒ (正) 1843 

☆#593 (誤) ｲｷﾞﾘｽ ﾏﾙﾚﾃﾞｨｰ封筒､ﾏﾙﾀｸﾛｽ(黒)､(裏) ○F JY-16 1941 → (裏) ○( )BRIGHTON JY 17 1941 

 ⇒ (正) ｲｷﾞﾘｽ ﾏﾙﾚﾃﾞｨｰ封筒､ﾏﾙﾀｸﾛｽ(黒)､(裏) ○F JY-16 1841 → (裏) ○( )BRIGHTON JY 17 1841 

※#2013 (誤) L○ ⇒ (正) L★ 旧小判5厘(61)2枚､藁紙､茶紙(木綿紙) 

※#2021 (誤) ○ ⇒ (正) S 旧小判 ｵﾘｰﾌﾞ2銭(64)､墨点 



☆#2214 (誤) 菊 赤紫3銭(107)､丸一 甲斐･富士産 39.8.9 ﾛ⑧ ⇒ (正) 甲斐･富士山 

※#2231 (誤) 新大毛ｺｲﾙ2種完(164､165)各縦P､NH ⇒ (正) LH 

☆#2248 (誤) L★ 1次昭和 乃木2銭ｺｲﾙ(241)2点､単片､5枚連､NH ⇒ (正) L★○ 1次昭和 乃木2銭ｺｲﾙ(241)2点､単片(済)､5枚連､NH 

☆#2253 (追加) 2次昭和 靖国神社17銭(260)銘付田型､NH､一部目打離れあり 

☆#2265 (追加) 1次新昭和 金魚5円(289)銘付田型､NH､少汚れ 

☆#2267 (追加) 2次新昭和 五重塔30銭(294～297)小ﾛｯﾄ150枚､(略)､一部目打離れあり 

☆#2447 (追加) 第26回国体ｽｷｰ7円はがき(CC33)2通､霞ヶ関46.1.23 8-12､誤発売(正式発売日46.2.19)､非実逓 

※#2524 (誤) 戦前･戦後記念38種､伊勢神宮式年2種完～明治神宮鎮座10年2種完･15回赤十字国際会議4種完～満州国皇帝来訪4種完･ 

愛国切手3種完(2+2銭済･機械年賀供え餅⑩)･紀元2600年4種完～関東神宮2種完(満州国建国10年20銭)欠･鉄道70年5銭 

済)･郵便創始75年4種完･日本国憲法施行2種完､未NHも極少難含む､4ﾘｰﾌにﾊｳｲﾄﾞで整理 

 ⇒ (正) 戦前･戦後記念47種､伊勢神宮式年2種完～明治神宮鎮座10年2種完･15回赤十字国際会議4種完～満州国皇帝来訪4種完･ 

議事堂完成4種完･愛国切手3種完(2+2銭済･機械年賀供え餅⑩)～関東神宮2種完(満州国建国10年20銭欠･鉄道70年5銭 

済)･郵便創始75年4種完･日本国憲法施行2種完､未NHも極少難含む､5ﾘｰﾌにﾊｳｲﾄﾞで整理 

☆#2590 (追加) 趣味週間 10面ｼｰﾄ3点､(略)､一部目打離れあり 

#2601 (誤) がん征圧運動 X線診療15+5円(C464)貼､櫛 野沢 41.10.29 最初期使用(9日目)､鮮明印､内容入 ⇒ (正) 中身入 

#2608 (誤) 東京天文台100年50円(C802)貼､鉄郵 有田佐世保完 56.1.1. 下二､民間会社封筒 ⇒ (正) 有田佐世保間 

☆#2614 (誤) 沖縄 (略)､8枚B(ｼｰﾄ下二段･4×2)20種､(略) ⇒ (正) 8枚B(ｼｰﾄ下二段･4×2)18種 

#2628 (誤) 平成切手1994年ｼﾘｰｽﾞ低額面2種組､松屋版､ﾐｶﾄﾞｱｹﾞﾊ15円(513)横6枚B貼 丸型印 東京中央 6.4.25(2印)､ﾐﾂﾊﾞﾁ20円 

(515)第4ｺｰﾅｰ銘版付4枚連貼 丸型印 東京中央 9.11.28(2印)､ﾍﾞﾆｼｼﾞﾐ30円(516)第4ｺｰﾅｰ銘版付3枚連貼 丸型印 東京 

中央 9.11.28(2印) ⇒ (正) 低額面3種組 

#2635 (誤) 年賀 守犬7円(N25)P貼､風景印 奈良+櫛 奈良法華寺 44.12.10､現地出張2局印製作､研究会肉筆版限定60部 

 ⇒ (正) 原地出張 

#2636 (追加) 年賀切手貼渡辺版5通(P貼1通と田型貼4通)､39年用 竜神5円(N19)P貼 小型/櫛 鳥取･岩井38.12.16､(略) 

#2637 (誤) 年賀SS貼切手美術ｶﾊﾞｰ特別版(精緻秀麗木版ｶｼｪ)5通組､52年用 竹へび(N33A)貼 櫛/風景印 神奈川･大川 52.1.20､54 

年用 ひつじ鈴(N35A)貼 風景/櫛印 横手 54.2.5､57年用 犬･相良人形(N38A)貼 風景/櫛印 仙台中央 58.1.20､58年用 

小槌乗りねずみ(N40A)貼 風景/櫛印 滋賀･五個荘59.1.20 

   ⇒ (正) 年賀SS貼切手美術ｶﾊﾞｰ特別版(精緻秀麗木版ｶｼｪ)5通組､52年用 竹へび(N33A)貼 櫛/風景印 神奈川･大山 52.1.20､54 

年用 ひつじ鈴(N35A)貼 風景/櫛印 横手 54.2.5､57年用 犬･相良人形(N38A)貼 風景/櫛印 米沢 57.1.20､58年用 し 

し乗り金太郎貼 風景/櫛印 仙台中央 58.1.20､59年用 小槌乗りねずみ(N40A)貼 風景/櫛印 滋賀･五個荘 59.1.20 

#2664 (追加) 文通週間 神奈川沖浪裏40円(C399)貼､特印 東京 38.10.6､松屋版､秀麗ｶｼｪ 

#2670 (誤) 渡辺版 国体切手田型貼3通､39回40円(C1211)貼 小型 那覇東+丸型印 朱里+特/丸型印 沖縄 62.10.24 3局印制作､43 

回40円田型貼 風景/小型/特/丸型印 京都中央 63.10.14 

   ⇒ (正) 渡辺版 国体切手田型貼3通､39回40円(C1001)貼 小型(2種)/特/櫛 奈良 59.10.12､42回40円(C1211)貼 小型 那覇東+ 

丸型印 首里+特/丸型印 沖縄 62.10.24 3局印制作､43回40円田型貼 風景/小型/特/丸型印 京都中央 63.10.14 

#2694 (誤) 世界卓球10円(C254)題字上耳紙付横P貼､特印 東京･櫛 東京中欧(2印) ⇒ (正) 東京中央 

#2695 (誤) 世界柔道10円(C254)横P貼､特印 東京･櫛 東京中欧 ⇒ (正) 東京中央 

#2696 (誤) 文通週間田型貼3種､三坂水面(C343)特印･風景印･小型印･櫛 甲府(4印)､甲州石班沢(C483)特印･櫛ﾊﾄ･三日月ﾊﾄ(3印)､ 

尾州不二見原(C522)特印･櫛ﾊﾄ･三日月ﾊﾄ 名古屋中央(3印) ⇒ (正) 名古屋中 

#2716 (誤) 国体切手貼3通､26回15円(C597)P貼 特/櫛印 和歌山 46.10.24､27回10円(C616)P貼 特印 鹿児島+櫛 鹿児島中央  

47.10.22､28回10円(C627)P貼 特印 千葉 48.10.14 ⇒ (正) 特/櫛印 千葉 48.10.14 

☆#2768 (誤) 動植物国宝2,060枚､1次60枚､2次1,800枚(1円970枚含む)､3次210枚､ｽﾄｯｸﾘｰﾌ45枚 ⇒ (正) 47枚 

☆#2769 (誤) 新動植物国宝図案2,300枚､慶弔120枚含む､ｽﾄｯｸﾘｰﾌ55枚 ⇒ (正) 53枚 

☆#2816 (追加) (額割)特殊切手帳15冊､1974～1994年(74(2冊)､75(2冊)､79､83～86､89～94)､額面42,890円 

☆#2823 (誤) (額割)小型ｼｰﾄ､ﾍﾟｰﾝ10枚､ふみの日ﾍﾟｰﾝ7枚､(略) ⇒ (正) ふみの日ﾍﾟｰﾝ6枚 

☆#2824 (誤) (額割)額面10円～82円時代､(略)ｸﾘｱﾌﾞｯｸ1冊､(略) ⇒ (正) ｸﾘｱﾌﾞｯｸ11冊 

☆#2897 (誤) 旧韓国 初期25種65枚(内未15枚)､ﾎﾞｽﾄｰｸﾘｰﾌ3枚 ⇒ (正) 旧韓国 初期25種71枚(内未15枚)､ﾎﾞｽﾄｰｸﾘｰﾌ4枚 

☆#2943 (誤) B ｢郵趣｣復刻版7冊､1946～1959年､1959年版表紙少ｺｽﾚ ⇒ (正) LB 

☆#2959 (誤) ｢十勝史｣､十勝地区特定郵便局長会､昭和53年 ⇒ (正) ｢十特史｣ 

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。 


