
お客様各位                                                                             2022 年 7 月 6 日       

     公益財団法人日本郵趣協会 

JPS オークション係        

第 540 回 JPS オークションカタログの追加・訂正について 

 

第 540 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…6月 22 日(水)追加、☆印…6月 23 日(木)追加、◎印…7月 2日(土)追加、■印…7月 6 日(水)追加 

◆出品停止(ＷＤ)                                                                              

■#2180、■#2457、■#2695、※#2736、■#3072、#3120、#3121、#3122、#3123、#3124、#3125、#3126、 

■#3130、■#3131、■#3136、■#3145、■#3156、■#3162、■#3163、■#3164、#3168、#3198、#3199、3200、 

#3201、#3202、#3203、#3204、■#3205、■#3206、■#3207、#3210、#3211、#3214、■#3217、#3227、 

■#3234、#3241、#3242、#3243、■#3255、■#3257、■#3282、■#3290、■#3297、■#3298、■#3299、 

■#3307、■#3308、■#3309、■#3310、■#3311、#3314、#3315、■#3340、■#3376、■#3393、■#3399、 

■#3411、■#3412、#3429、■#3433、■#3453、■#3479、■#3480、■#3483、■#3485、■#3486、◎#3492 

◆最低値訂正                                                                                  

※#2028 (誤) 10,000円 ⇒ (正)100100100100,000,000,000,000円円円円 #2812 (誤)  1,200円 ⇒ (正)  3,0003,0003,0003,000円円円円    

#2813 (誤)  1,200円 ⇒ (正)  3,0003,0003,0003,000円円円円 #2814 (誤)  1,200円 ⇒ (正)  2,5002,5002,5002,500円円円円 

#2815 (誤)  1,200円 ⇒ (正)  2,0002,0002,0002,000円円円円    #2816 (誤)  1,600円 ⇒ (正)  2,0002,0002,0002,000円円円円    

#2817 (誤)  1,800円 ⇒ (正)  2,0002,0002,0002,000円円円円    #2818 (誤)  1,800円 ⇒ (正)  1,5001,5001,5001,500円円円円    

#2829 (誤)  1,000円 ⇒ (正)  2,0002,0002,0002,000円円円円    #2830 (誤)  1,000円 ⇒ (正)  1,5001,5001,5001,500円円円円    

#2831 (誤)  1,200円 ⇒ (正)  1,5001,5001,5001,500円円円円    #2834 (誤)  1,200円 ⇒ (正)  1,5001,5001,5001,500円円円円    

#2835 (誤)  1,200円 ⇒ (正)  1,5001,5001,5001,500円円円円    #2836 (誤)  1,200円 ⇒ (正)  1,5001,5001,5001,500円円円円    

#2839 (誤)  1,200円 ⇒ (正)  1,5001,5001,5001,500円円円円    #2869 (誤)  1,900円 ⇒ (正)  1,7001,7001,7001,700円円円円    

#2961 (誤)  8,200円 ⇒ (正)  7,0007,0007,0007,000円円円円    #2975 (誤)  4,800円 ⇒ (正)  5,0005,0005,0005,000円円円円    

#3218 (誤)  1,000円 ⇒ (正)    500500500500円円円円    #3269 (誤) 26,000円 ⇒ (正) 23,00023,00023,00023,000円円円円 

◆記述・最低値訂正                                                                                  

#2119 (誤) 菊 赤3銭(107)貼､櫛 鉄嶺(満洲) 4.1.7 →長野県､中身入       最低値   500円  

⇒ (正) 軍事切手 菊3銭(M1)貼､櫛 鉄嶺(満洲) 4.1.7 →長野県､中身入  最低値 5,0005,0005,0005,000円円円円 

◆記述追加・訂正                                                                                

※#2059 (誤) 和桜 黄緑10銭(20)･旧小判 ｵﾘｰﾌﾞ2銭(64)貼､記番ｲﾜ1号消､赤い付箋付 

⇒ (正) 和桜 青緑10銭(12)･旧小判 ｵﾘｰﾌﾞ2銭(64)貼､記番ｲﾜ1号消､赤い付箋付 

■#2116 (誤) 新小判25銭(88) P13､H ⇒ (正) P12 

■#2127 (追加) 絵葉書2通､旧大毛1銭(143)貼､富士鹿旧版改色20銭(191)貼､各櫛 赤十字国際会議場内 D欄(第

15回) 9.10.15､実逓便､誤植印?(追加)､as is 

■#2137 (追加) 富士鹿 昭白20銭(199)RC･1次昭和 乃木2銭(219)貼､書留､櫛 三重･木本 13.12.2 (2印) 

#2159 (誤) L★ 1次昭和 梅花模様10円(239) ⇒ (正) ★ 1次昭和 梅花模様10円(239)､OH 

#2191 (追加) 1次新昭和 清水寺2円(288)貼､櫛 神奈川･二宮 25.1.2､中央折れ 

■#2220 (訂正) 乃木2銭(223)平面版､朱赤､大日本銘 

■#2234 (追加) 梅花模様10円(239)､＃49・50と#59・60の間目打離れ 

#2270 (追加) 産図 捕鯨3円(313)＋産図 炭坑夫5円(314)計8円貼､櫛 (局名不鮮) 27.3.29､ｵｰﾌﾟﾝｶﾊﾞｰ 

☆#2278 (追加) 1次動植物7種完(341～347)､少ｼﾐ 

#2289 (追加) 2次動植物 陽明門45円(364)､OH 

#2294 (追加) 2次動植物 やつ橋500円(369)､LH 

◎#2321 (誤) LS ⇒ (正) S 

#2332 (追加) 世界大戦平和3銭(C19)､少ｼﾐ 

☆#2344 (追加) 皇太子帰朝4種完(C32～35)､少ｼﾐ 

#2360 (誤) □ ⇒ (正) 葉 

#2389 (追加) 民間貿易再開1.20円(C106)､LH 

#2391 (追加) 民間貿易再開4円(C107)､LH 

#2408 (誤) ○ ⇒ (正) ★ 

#2420 (追加) 観光地百選 昇仙峡24円(C215)､欧櫛 TOKYO 18.III.56､目打ｼﾐ 

☆#2437 (追加) 20面ｼｰﾄ2枚､ﾊﾜｲ官移住75年10円(C316)角1つ欠､49回列国議会同盟会議10円(C319) 

☆#2438 (追加) 20面ｼｰﾄ2枚､岡山天体物理観測所10円(C321)角1つ欠､白瀬中尉南極探検50年10円(C324) 

#2445 (誤) 皇太子成婚3種完(C289､291､292)､(略) ⇒ (正) 皇太子成婚3種(C289､291､292)､ﾔｹ･ｼﾐ､(略) 



※#2483 (誤) 2回国体4種完(C111～114)80面ｼｰﾄ､型価12,000円 ⇒ (正) 型価120,000円 

#2519 (誤) ○ ⇒ (正) ★ 

#2544 (追加) 芦ﾉ湖航空4種､81/2銭(A1)､91/2銭(A2)､161/2銭(A3)､18銭(A4)､LH 

■#2546 (誤) 芦ﾉ湖航空18銭(A4)･新大毛1銭(167)貼､書留､櫛 小倉維尾町 1.7.3 ⇒ (正) 10.7.3 

#2608 (誤) 葉(★) 外信葉書 厚手唐草往復2＋2銭(FC10)､裏少ﾔｹ 

 ⇒ (正) 葉(S)  外信葉書 厚手唐草往復2＋2銭(FC10)､みほん､裏少ﾔｹ 

■#2608 (誤) 外信葉書 厚手唐草往復2＋2銭(FC10)､みほん､裏少ﾔｹ ⇒ (正) 薄手唐草往復2+2銭(FC6) 

■#2620 (誤) 切手付封筒 小判(大型)長形2銭(SE15)に新小判3銭(82)横P貼､書留､丸一 佐伯･根雨 →岡山 

⇒ (正) 伯耆･根雨 

■#2629 (誤) 航空書簡5種20枚､見本:2羽のかり62円(AR3)､未:飛天ﾛｰﾏ字入り50円(AR19)1枚､飛天郵便番号入 

50円(AR20)8枚､日本万国博50円(AR21)9枚､飛天様式改定50円(AR22)1枚､鳥と忍冬唐草模様100円 

(AR23)1枚 

■#2631 (誤) 1回郵便飛行記念絵葉書 宛名面に切手貼2種､特 大阪 8.10.8､(略) ⇒ (正) 8.10.4 

■見出し (誤) 2656～2689 ⇒ (正) 2656～2687 

☆#2703 (追加) 年賀 43年用 のぼりざる7円(N23)50面ｼｰﾄ､角1つ折れ 

■#2710 (誤) 風景2次昭白10銭(219)櫛2点､第一連隊 13.4.23⑨､他 ⇒ (正) 第一艦隊 

■#2716 (誤) 軍事切手貼3点､菊3銭(M1)貼櫛2通､光州 45.4.20､満･長春 2.4.8､田沢･旧大毛11/2銭(M3)貼 櫛  

羅南 7.9.15 ⇒ (正) 旧大毛3銭(M3) 

☆#2737 (追加) 南方 ﾋﾞﾙﾏ 治安統治委員会 ﾍﾝｻﾀﾞ局加刷 田型 3点､A1 2a (1B25)､A3 1a (1B29)､A3 2a  

(1B31)､NH､裏面3か所にｼﾐ･ﾔｹ有り 

☆#2738 (誤) 南方 ﾋﾞﾙﾏ行政府発行官葉加刷6p青(4RS16)､軍事郵便使用､19.8.14､□検閲済(紫印) 

⇒ (正) 占領ﾋﾞﾙﾏ･ｼﾞｮｰｼﾞⅥ世無加刷葉書(台葉書A3)を､軍事郵便葉書として使用､表に｢19.8.14受信ｽ｣の 

ﾍﾟﾝ書きあり 

#2744 (追加) 赤絵椀8枚(6枚Bとﾍﾟｱ)･(裏面)通常1/2￠4枚連計26￠貼､書留､ﾅﾊ初日特印消､米国宛 

#2754 (誤) 沖縄 国勢調査3￠(79)･通常14￠計19￠貼､国勢調査初日特印済､書留､日本宛 

 ⇒ (正) 沖縄 国勢調査3￠(79)6枚B･通常1￠計19￠貼､国勢調査初日特印済､書留､日本宛 

#2878 (誤) FKK木版普通切手貼FDC21通､(略) ⇒ (正) FKK平版普通切手貼FDC21通､(略) 

#3007 (追加) ふるさとSS 沖縄舞踊62円(R78A)貼､少ｼﾐ 

#3009 (追加) ふるさとSS 野生馬62円(R106A)貼､少ｼﾐ 

◎#3038 (誤) U小判3種(78～80)21枚､1銭3枚(･丸一 羽後･湯沢他)､2銭14枚､5銭3枚 ⇒ (正) 20枚 

■#3134 (誤) L○ ⇒ (正) L★ 

#3270 (誤) 普通切手紙付1箱(正味約488.5g)､(略) ⇒ (正) 普通切手紙付1袋(正味約488.5g)､(略) 

◎#3287 (誤) 戦前葉書50通､記念絵葉書8通､戦後7通含む､ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ1冊 ⇒ (正) ｶｰﾄﾞﾌﾞｯｸ1冊 

※#3363 (誤) ﾍﾞﾗﾙｰｼ 620種､1995年～2004年､切手550種､SS70種､ﾎﾞｽﾄｰｸ(ﾕﾆ)ｱﾙﾊﾞﾑ7冊 ⇒ (正) 1冊 

◎#3387 (誤) ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ 460種以上(SS3種､ｶﾊﾞｰ1通)､1968年～1999年､ﾎﾞｽﾄｰｸ(ﾕﾆ)ｱﾙﾊﾞﾑ4冊 ⇒ (正) ｱﾙﾊﾞﾑ1冊 

◎#3426 (誤) ｸﾘｽﾏｽ切手3,190種以上(SS170種､ｶﾊﾞｰ12通)､1961年～2010年､ﾗﾌｧｴｯﾄのｸﾘｽﾏｽ160種(切手130種､ 

SS29種)含む､ﾎﾞｽﾄｰｸ(ﾕﾆ)ｱﾙﾊﾞﾑ64冊 ⇒ (正) 12冊 

■#3454 (誤) 収入印紙壱円10面ｼｰﾄ､福耳付ｴﾗｰ ⇒ (正) 10枚B 

#3459 (誤) 模造切手4枚 (手彫40枚･小判34枚) ⇒ (正) 模造切手74枚 (手彫40枚･小判34枚) 

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。 


