
お客様各位                                                                              2022 年 11 月 1 日     

     公益財団法人日本郵趣協会 

JPS オークション係        

第 542 回 JPS オークションカタログの追加・訂正について 

 

第 542 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(土)追加、☆印…10 月 29 日(土) 追加、◎印…11 月 1 日(火)追加 

◆出品停止(ＷＤ)                                                                                 

◎#598、◎#601、◎#602 

◆記述追加・訂正                                                                                

#1 (誤) L★ ⇒ (正) L★S 

#5 (誤) □ ⇒ (正) 葉 

#9 (誤) L★ ⇒ (正) L★S 

#108 (誤) ★ ⇒ (正) ○ 

#109 (誤) ★ ⇒ (正) ○ 

#110 (誤) ★ ⇒ (正) ○ 

#111 (誤) ★ ⇒ (正) ○ 

◎#257 (追加) 10銭ﾍﾟｱ貼りｽｲｽ宛書留書状､ﾎﾟﾅﾍﾟ 8.5.22 海軍軍用郵便所､裏面に着印 MOUDON 25.VIII.19 

､目打ｼﾐ 

◎#274 (追加) 軍事切手平面版貼り封書､旅順 6.5.5､封筒折れと裂け､切手も折れ､要下見 

#351 (誤) ○ ⇒ (正) △ 

#363 (追加) 旧小判50銭(77)P13 田型､二重丸電信 鹿児島郵便電信局 ⑩⑩⑤(3印)､ﾋﾝｼﾞで裏補強 

◎#386 (誤) 大白1½銭(133)･10銭(138)貼2倍重量便､書留1種便書状適正料金､櫛 東京中央 3.5.30 →栃木県 

⇒ (正) 大白3銭(135) 

◎#396 (追加) 1次昭和 厳島神社30銭(235)横P貼､外信書留重量､欧ﾛｰﾗｰ不鮮(識者判読) →米国 (裏着印等5 

印)､｢ｱﾒﾘｶ法令による検閲印｣付 

◎#398 (追加) 1次昭和 大仏1円･乃木2銭･2次 東郷5銭貼､航空(台湾 →内地)､櫛 台南 19.4.22 (2印) →奈良､ 

封上部小破ﾚ､1円補修 

◎#400 (誤) 3次昭和 藤原鎌足5円(275)横P､裏面にも印刷 

 ⇒ (正) 台湾印刷 未発行 藤原鎌足5円(275)横P､裏面にも印刷 

◎#401 (誤) 3次昭和 梅花模様10円(276)単片､裏面にも印刷 

 ⇒ (正) 台湾印刷 未発行 梅花模様10円(276)単片､裏面にも印刷 

◎#409 (追加) 支那加刷 菊1銭(OC3)P12､年号2次 SWA(TOW) 16.FEB.05 ⑧ 

#457 (誤) ○ ⇒ (正) ★ 

◎#487 (追加) 年賀SS 翁の面5円(N7A)､目打ｽﾞﾚｴﾗｰ､左ｼﾐ2点 

☆#553 (誤) ○ ⇒ (正) L○ 

☆#554 (誤) ★ ⇒ (正) L★ 

◎#611 (誤) ｵｰｽﾄﾘｱ 1933年 SC#B111(WIPA国際切手展)の表紙､要下見 ⇒ (正) ﾀﾄｳ 

◎#614 (誤) ﾄﾞｲﾂ 1935年 SC#9NB3a(通貨改革による犠牲者SS)､使用済､鑑定書?付､要下見 ⇒ (正) 1949年 

#644 (誤) L□(○S) ⇒ (正) □ 

◎#671 (誤) 軍事切手 大白3銭(M2)､12×12½C ⇒ (正) 旧大毛3銭(M3)､113×13½C 

◎#646 (誤) 航空書簡12種17点(AR1～17､AR9除く) ⇒ (正) 航空書簡12種17点(AR1～13､AR9除く) 



☆#2046 (追加) 新小判20銭(87)､縦書丸一 因幡/郡家郵便電信局 32.11.8 ⑩､上･左2辺ｼｻﾞｰｶｯﾄ 

☆#2048 (追加) 新小判20銭(87)､縦書丸一 淡路/福良郵便電信局 32.4.15 ⑩､左辺ｼｻﾞｰｶｯﾄ 

☆#2055 (追加) 新小判25銭(88) 丸一 釧路/露多布 28.6.4 ⑩､下辺ｼｻﾞｰｶｯﾄ 

#2072 (誤) ○ ⇒ (正) L○ 

#2104 (追加) 1次昭和 金閣寺50銭(236)縦P､櫛 大本営内 18.10.9 三つ星 ⑩ 

※#2137 (追加) 2次新昭和 秀山堂30銭(ﾙﾚｯﾄ)(294)､50面ｼｰﾄ､裏前面に硫酸紙付着 

☆#2198 (追加) 6点､1回国勢調査2種完(C24～25)NH･OH)､明治神宮鎮座2種完(C26～27)NG､閉じｻｹ含む 

#2202 (誤) 葉(FDC) ⇒ (正) L葉(FDC) 

#2215 (追加) 趣味週間SS(C115)に｢第二回 葛飾郵趣展覧会記念 昭和32年11月3日｣朱印加刷､少ｼﾐ 

☆#2258 (追加) 観光地百選14種50枚､少ｼﾐ 

☆#2259 (追加) 未使用ﾛｯﾄ､長野平和博16円(C156)2枚､文通週間 京師24円(C281)5枚､2次動植物 姫路城14円 

(359)3枚､平等院24円(361)7枚､少ｼﾐ 

☆#2293 (追加) 1次国立公園 吉野熊野2円(P40)～磐梯朝日24円(P68)､14種89枚､少ｼﾐ 

#2320 (誤) S ⇒ (正) LS 

見出し (追加) 2611～2615 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ関連FDC､使用済 

☆#2323 (追加) 年賀切手61枚､羽根つき2円(N4)､少女とｳｻｷﾞ2円(N6)など､少ｼﾐ 

☆#2406 (誤) L葉 ⇒ (正) 葉 

☆#2450 (誤) FFC ⇒ (正) LFFC 

☆#2452 (誤) FFC ⇒ (正) LFFC 

☆#2455 (誤) L□FFC ⇒ (正) LFFC 

☆#2792 (誤) <ﾀｲ>1957～72年の内済180種以上､24ﾘｰﾌに貼付､(覧) ⇒ (正) 23ﾘｰﾌ 

☆#2849 (誤) ｢外国郵便事始め｣1982年､｢大日本帝国郵便始末｣1980年､各篠原宏著 

 ⇒ (正) 3冊､｢外国郵便事始め｣1982年､｢大日本帝国郵便始末｣1980年､各篠原宏著､｢占領軍の郵便検閲と郵 

趣｣､1982年､裏田稔著 

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。 


