
お客様各位                                                                                            2022 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 539 回 JPS オークションカタログの追加・訂正について 

 

第 539 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 7 日(木)追加、☆印…4月 12 日(火)追加、◎印…4月 14 日(木)追加、■印…4月 22 日(金)追加 

◆出品停止(ＷＤ)                                                                                    

■#150、☆#2439、☆#2442、☆#2443、☆#2445、☆#2446、☆#2604、■#2668、■#2727、■#2740、■#2840、■#2842、 

■#2844、■#2846 

◆最低値訂正                                                                                           

☆#433  (誤) 12,000円 ⇒ (正) 13,000円 ☆#435 (誤) 5,000円 ⇒ (正) 25,000円 ■#2868 (誤) 34,000円 ⇒ (正) 25,000円 

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

カラーP1 下から2段目左端 (誤) #74 ⇒ (正) #73 

※(番号入れ違い) カラーP6左下 (誤)#89→(正)#177、P8中央(誤)#117→(正)#89 

◎モノクロP10左下 (誤)ex168 →(正)#188 

◆記述追加・訂正                                                                                         

■#45 (誤) 旧小判 茶1銭(63)貼市内便､白抜十字+DN3B2 神戸 9.2.( ) ⇒ (正) KB2 

■#47 (誤) 旧小判 ｵﾘｰﾌﾞ2銭(64)､書留､KG 尾張･名古屋(5印) →KG 伊勢･松坂 

 ⇒ (正) 旧小判 ｵﾘｰﾌﾞ2銭(64)4枚貼､書留､KB1 尾張･名古屋(5印) →KG 伊勢･松坂 

◎#67 (誤) 旧小判6銭(69)､白紙 P11L･赤二(79)貼､書留､KG 武蔵･大宮駅(3印) ⇒ (正) KB2 

■#93 (誤) 旧小判4銭(67)4枚(1枚後貼?)･赤二(79)貼､6倍重量書留便､京都大ﾎﾞﾀ(5印)+N3B3 

 ⇒ (正) 旧小判4銭(67)4枚(1枚後貼?)･赤二(79)貼､10倍重量書留便､京都大ﾎﾞﾀ(5印)+N3B3､切手ｷｽﾞ 

■#96 (追加) 赤二(79)貼､KG 豊後･別府(表裏2印) →(裏)KG 豊後･四日町､切手ﾍｹﾞ 

■#112 (追加) 菊4銭(109)横P､欧櫛(ｺﾞﾑ印)､OSAKA 27.3.09 ⑩(鮮印)､切手ｼｻﾞｰｶｯﾄ 

■#122 (誤) 菊20銭(115)､丸一 清国･安東県 39.4.27 電信 ⑩ ⇒ (正) 支那字入 菊20銭(OC15) 

■#126 (誤) 菊25銭(116)､P121/2 ⇒ (正) P12 

#155 (追加) 富士鹿 旧版3種完(186～188)､LH 

#161 (追加) 富士鹿 改色新版4銭(192)2点､4銭(192)､8銭(193)､OH 

■#173 (誤) 風景2次10銭(217)･風景1次6銭(214)計16銭貼､4倍重量便､(略) ⇒ (正) 風景 昭毛10銭(217) 

■#188 (追加) L葉(FFC) 

◎#210 (誤) 1次国立公園 陸中海岸SS(P87)､風景印 宮古 30.11.17⑩､ﾀﾄｳ付 ⇒ (正) 30.10.17 

※#214 (追加) 阿寒4種完(P50～53)､14円裏紙付着､24円裏少ｼﾐ･一部目打離れ 

※#216 (追加) 中部山岳4種完(P60～63)､5円裏少ｼﾐ､10円裏極少点ｼﾐ･裏紙付着 

◎#246 (誤) 満州国皇帝来訪10銭(C64)､欧櫛 TOKIO 2.4.35⑨､発行月 ⇒ (正) 23.4.35 

◎#248 (追加) 議事堂完成4種完(略)･1銭5厘(C68)2枚､NH､発行新聞切抜に同1銭5厘(C68)貼 特 名古屋 11.11.7(初日)､6銭少ﾍｹﾞ 

#254 (誤) L○ 三島展SS(C121)初日2点､櫛 三島 23.4.3､特 三島 23.4.3 

⇒ (正) ○ 三島展SS(C121)､櫛 三島 23.4.3＋特 三島 23.4.3 

■#295 (誤) 大白3銭(135)･富士鹿 旧版8銭(187)横P貼､航空便､(略) 

    ⇒ (正) 旧毛3銭(146)･富士鹿 旧版8銭(187)横P貼､航空便､(略) 

■#316 (追加) 封緘葉書 議事堂5銭(LS13)に1次昭和 乃木2銭(223)･2次 ｵｰﾛﾜﾝﾋﾟ灯台40銭(264)縦P貼､航空便､櫛 ( ) 9.5.15 2印 

(不鮮)､台湾消し →神奈川 

■#317 (誤) 新大毛11/2銭(159)･富士鹿 昭白8銭(198)貼､航空便､四貫島 9.8.8 ⇒ (正) 富士鹿 改色新版8銭(193) 

■#318 (誤) 新大毛30銭(161)横P貼､航空便､欧櫛 YOKOHAMA 10.2.37 NIPPON →米国 ⇒ (正) 10.7.37 

■#324 (誤) 新大毛1銭(167)･風景1次2銭(213)貼､航空便､櫛 東京中央 15.12.9 ⇒ (正) 旧毛1銭(143) 

#328 (誤) 愛国切手3+2銭(C73)･芦ﾉ湖航空161/2銭(A3)･1次昭和 朱印船5厘(221)貼､航空便､欧櫛 TOKYO 21.1.39 NIPPON(2印) → 

ﾊﾞﾝｺｸ(裏着印)､日暹親善飛行 ⇒ (正) 24.1.39 

■#333 (誤) 風景2次10銭(219)･1次昭和 春日大社14銭(232)･法隆寺25銭(234)貼､航空便､(略) ⇒ (正) 風景 昭白10銭(219) 

■#362 (追加) 切手付封筒 小判(小型)長形2銭(SE13)､東京大ﾎﾞﾀ+N3B3 16.1.14 ﾍ､朱 横浜､停車場印付 

#380 (誤) 帝国議会議事堂竣工11/2銭(CC1)､機械印 京橋 昭和11.11.07､初日実逓 ⇒ (正) 11.11.7 

#381 (誤) 帝国議会議事堂竣工11/2銭(CC1)､機械印 大連中央 11.11.07､絵面に11/2銭･6銭貼 記念押印 ⇒ (正) 11.11.7 

#392 (誤) 大東亜戦争記念報国葉書2銭(CC4) ﾊﾜｲ空襲 3+2銭､櫛 長野湯田中 18.12.08 ⇒ (正) 18.12.8 

#393 (誤) 大東亜戦争記念報国葉書2銭(CC4) ﾊﾜｲ空襲 3+2銭､櫛 岩手･盛 19.1.29 ⇒ (正) 19.3.29 

#396 (誤) 大東亜戦争記念報国葉書2銭(CC4) ﾊﾜｲ空襲 3+2銭女工1銭加貼､和文機械 熱田 19.5.15 ⇒ (正) 19.8.15 

#403 (誤) 小判･紙幣寮銘往復葉書1+1銭(PC13)往信､大型ﾎﾞﾀ 東京N3B3 31.16 ⇒ (正) 21.1.14 

#404 (誤) 小判･紙幣寮銘往復葉書1+1銭(PC13)返信､二重丸 備中 7.21 1.12 い､笠岡⑩ 備後 水越着印 

⇒ (正) 小判･紙幣寮銘往復葉書1+1銭(PC13)返信､二重丸 備中 7.12 い､笠岡⑩ 備後 水越着印 

#418 (誤) 小包葉書 議事堂3円(PP1)間隔5.0ﾐﾘに3円ﾎﾄﾄｷﾞｽ加貼､和文ﾛｰﾗｰ 金沢･野田 ( ).8.9 ⇒ (正) 金沢･野町 39.7.13 

※#419 (誤) 小包葉書 議事堂3円(PP1)間隔5.0ﾐﾘ､3円収納 高梁､和文ﾛｰﾗｰ 岡山･玉川 28.4.7 ⇒ (正) 櫛 岡山･玉川 28.4.7 

#425 (誤) 小包葉書 土器10円(PP6)､櫛 因島 47.2.17 ⇒ (正) 47.2.12 

#427 (誤) 小包葉書 土器10円(PP6)､10円収納 10円 西宮□ﾉ池(20円料金) ⇒ (正) 西宮樋ﾉ池(20円料金) 55.1.28 

#428 (誤) 小包葉書 土器10円(PP6)に10円鹿加貼､櫛 岐阜･川辺 52.16.7 ⇒ (正) 52.11.7 

#432 (誤) 手彫葉書 脇付二つ折り半銭(PC3)､大阪市内便､記番子第壱号 二重丸 N1B1 明治3.8.5 大阪 ⇒ (正) 明治8.7.15 



■#438 (追加) 手彫葉書 小型仮名なし1銭(PC10)､不統一印 佐野(抹消印)､二重丸 KG 和名( )根 9.5 佐野 

#525 (追加) 紀1 政治協商(提灯) 初版未使用･使用済各4種完､型価6,900円､台紙にﾋﾝｼﾞ貼 

#527 (追加) □ ⇒ (正) □(FDC) 

#549 (誤) L□ 紀1 政治協商会議初版4種完貼 天津工業展覧会紀念印ﾀﾄｳなど 3種 

  ⇒ (正) □ 紀1 政治協商会議初版4種完貼 天津工業展覧会紀念印ﾀﾄｳ 

#2041 (誤) 新小判3銭(82)､縦書丸一 讃岐 郵便局 土佐 30.7.18 ⑩ ⇒ (正) 土庄 

#2122 (誤) ○ 菊20銭(115)縦P､欧櫛 YOKOHAMA (紫印) ⑨ ⇒ (正) △ 菊20銭(115)横P､欧櫛 YOKOHAMA (紫印) ⑨ 

#2128 (誤) L○ ⇒ (正) L○△ 

#2133 (追加) 支那字入 菊20銭(OC15)､穿孔､目打1ｹ欠け 

#2154 (誤) 風景1次6銭(214)縦P､欧櫛 DAIOREN ⑤ ⇒ (正) 横P 

#2156 (削除) 風景1次10銭(215)縦P･同2銭(213)貼､欧櫛 KOBE ⑨⑧+2銭 

#2170 (誤) 風景2次10銭(219)変形3枚B+単片貼､欧櫛 YOKOHAMA ⑩ 

  ⇒ (正) 風景2次10銭(219)変形3枚B+年賀 しめ飾り2銭(N3)貼､欧櫛 YOKOHAMA ⑩ 

#2179 (誤) L★ ⇒ (正) ★ 

#2182 (誤) L★ ⇒ (正) ★ 

#2185 (誤) L★ ⇒ (正) ★ 

#2189 (誤) L★ ⇒ (正) ★ 

◎#2213 (誤) 普通切手ﾌｼﾞ20円ﾛｯﾄ12点､(中略)､48ﾘｰﾌ ⇒ (正) 8ﾘｰﾌ 

◎#2249 (追加) 年賀SS 少女とｳｻｷﾞ(N6A)､NH､左上角極少折､裏紙付着 

◎#2278 (追加) 裕仁立太子礼11/2銭(C15)､NH､糊少ﾔｹ､表少難 

◎#2280 (追加) 1回国勢調査11/2銭(C24)､NH､右角下少欠､糊落ち 

#2308 (誤) L○ UPU75年5円(C225)2点､欧櫛 TOKYO 1.11.49(初日)､特 24.11.1 

  ⇒ (正) ○ UPU75年5円(C225)､欧櫛 TOKYO 1.11.49(初日)＋特 24.11.1 

◎#2463 (誤) 文化人 正岡8円(C184)貼､船便印刷物､特 東京 26.9.19 →米国､渡辺版 ⇒ (正) 東京中央 

◎#2479 (誤) 皇太子(明仁)成婚5円･10円(C289､C290)2種貼､特印 宮内庁内 34.4.10､日本風景社版 

 ⇒ (正) 皇太子(明仁)成婚5円･30円(C289､C292) 

#2492 (誤) 三坂水面10円(C434)ﾍﾟｱ貼 ⇒ (正) 三坂水面40円(C434)ﾍﾟｱ貼 

#2527 (誤) 愛･地球博 ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ版ｼｰﾄ(C1942)貼､全9集 

  ⇒ (正) 愛･地球博貼10点､全国版(C1941)､ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ版ｼｰﾄ(C1942)全9集 

◎#2594 (誤) 年賀 のぼりざる7円(N23)3通､延岡 小型印+櫛型ﾊﾄ､版元違い(松屋版III､全郵普わたなべ版) ⇒ (正) 松屋版I､II 

◎#2598 (誤) 年賀 宝船7円(N27)3通､東京中央 櫛型ﾊﾄ+欧文ﾊﾄ､版元違い(松屋III､全郵普) ⇒ (正) 松屋版I､II 

◎#2599 (誤) LFDC 年賀 辰と竜神5円SS(N19A)貼､風景印+櫛 山梨竜王､ｶｼｴ貼付 ⇒ (正) FDC 

◎#2766 (誤) 葉書･みほん26通､(略) ⇒ (正) 25通 

◎#2772 (誤) 官製葉書(風景印)ｺﾚｸｼｮﾝ 4,680枚､北海道～沖縄1,672枚､葉書ﾎﾙﾀﾞｰｱﾙﾊﾞﾑ9冊､(略) ⇒ (正) 8冊 

◎#2953 (誤) 〈近代美術ｼﾘｰｽﾞ〉彫刻凹版初日ｶﾊﾞｰ､全16集32通完+5通､専用ｱﾙﾊﾞﾑ2冊 ⇒ (正) 1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。 


