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主催：日本郵趣協会 鉄道郵趣研究会 
 

場所：切手の博物館 ３Ｆ スペース１・２ 
  



 2 

はじめに 

JPS 鉄道郵趣研究会は 1985 年 9 月に「Railway 

stamps」の創刊号を発行し、鉄道切手部会としての活

動を開始しました。また、鉄道記念日をはさんで、鉄

道切手展 RAILPEX を隔年開催しています。 

2018 年 4 月に郵趣出版より「テーマ別風景印大百

科 Vol.1 鉄道編」が刊行されました。これを受けて、

今回は、鉄道と風景印をメインテーマとして関連する

コレクションを展示します。また、その他鉄道に関する

コレクションも展示し、広く鉄道マニア、切手マニアに

切手収集の醍醐味を紹介します。 

多くの方に、これらを見ていただき、鉄道郵趣の楽

しみを理解していただければ幸いです。 

また、このＲａｉｌｐｅｘ参観を契機に、当鉄道郵趣研

究会に入会して頂ければ、光栄です。 

 

風景印に描かれた鉄道 

横山 駿一 

現在、郵便局で使用されている風景印は 12,000

種ほど、その中で鉄道に関係するものは 750 種ほど

です。描かれているものは車両、駅舎、鉄橋、施設

（線路、トンネル等）、鉄道記念碑等です。その中から

現在使用されているもの、図案改正等により廃止され

たものを含め展示します。 

 

鉄道図柄の風景印を楽しむ 

朝月 清次 

風景印は、全国で使用されており、その図柄は多

種多様で、その図柄をテーマ別に蒐集して楽しむこ

とが最近注目されています。私は、主に鉄道図柄を

蒐集して楽しんでいます。 

 

鉄道と風景印 

井上 龍太郎 

手元の文通便から今回のテーマに沿うものを拾っ

てみたものです。記念印でもなく、小枠の風景印の中

に地域の特徴ある鉄道を織り込むことは難しい。それ

でも、ロープウェイやモノレールなどではその風情を

如何なく発揮している、と思います。 

鉄道に関するスタンプ集（特印・小型印・風景印） 

繪鳩 昌之 

切手以外に入手した鉄道に関する絵葉書等を収

めたアルバムから、明治・大正・昭和（戦前）のものを

選びました。順不同です。記念乗車券もいれました。 

 

京成下町日和切符を使って見える風景 

吉田 幸江 

慣れ親しんだ京成線の「下町日和切符」（京成線

23 区内乗り降り自由一日切符）を利用して見える風

景を主に郵趣品と自分で撮った写真で表現しまし

た。１フレーム目はルポ編、2 フレーム目は歴史・思

い出編としました。 

 

比叡山のロープウィ 

三浦 正悦 

Railpex2018 の小型印に採用したのは戦前の風景

印に描かれた比叡山のロープウェィです。郵趣品は

風景印しかありませんが、古い絵葉書でロープウェィ

及び比叡山を描くものを、まとめました。 

 

鉄道と風景印（合作） 

鉄道郵趣研究会 

鉄道を描く風景印に関連するマテリアル持ち寄っ

たものです。1 人では 1 フレームの出品ができなくて

も、数リーフ出品すると、こうした合作ができます。 

合作の参加予定者：樽井秀美、井上龍太郎 朝月清

次、堀口洋平、吉田幸江、三浦正悦、 他。 

 

台湾軽便鉄道と鉄道郵便 

Lin Chih Ming 林 志明 

台湾には 2 つの軌間の鉄道があります。官設縱貫

鉄道とその支線は 1067mm、私設鐵道と台東線は

762mm で軽便鉄道と呼ばれます。両方とも鐵道郵便

線路として役割はありますが、1 つの私設鐵道と台東

線だけが鉄道郵便を運びました。 

この展示では軽便鉄道の鉄道郵便印でではなく、

鉄道郵便史の意義を反映させるべく、様々なマテリア

ルを紹介します。 
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20 世紀を駆けた魅惑の蒸気機関車 

浜名 賢一 

蒸気機関車が牽く列車を描く切手の中から、その

列車の所在(通過も含め)国発行のものを選び、それ

らを「20世紀」「魅惑」「列車」をキーワードにピックアッ

プしてまとめました。 

（スタンプショウ 2018 トピカル展・銀賞） 

 

東海道新幹線 

堀口 洋平 

スタンプショー2018 の企画展示「切手でふり返る

『思い出の昭和』」に出品したコレクションをそのまま

展示します。昭和 39 年の新幹線開通から 0 系を主

体としています。 

 

世界各国の鉄道切手 1 番切手とカバー 

和食 克維 

最新世界鉄道切手総図鑑に掲載されている各国

の鉄道一番切手をまとめてみました。 

展示方針としては、一番切手が数枚一緒に発行さ

れているものはセットで展示し、セットの中の一部が

鉄道切手の場合は、鉄道図案のみとしました。展示

の全貌が把握できず、出来上がりにご期待下さい。 

 

最近の鉄道の話題（世界の鉄道切手から） 

今井 博 

鉄道関連切手は年間100～150件のペースで発行

されています。歴史的事柄・風景の中の鉄道・最新の

車両等、取り上げ方は様々で、これらの切手を眺める

と世界の鉄道の動きを知ることができます。最近発行

された切手で鉄道の話題を探ってみました。 

 

Precursor 1611～1810 

勝見 洋介 

鉄道新切手情報 Locomotive を Precursor に切り

替えて 3 年が経過しました。今回はこの 2 年間の

Preccursor1611～1810 と、往年の一部の Locomotive

の構成で、展示します。 

 

オリエント急行物語 

樽井 秀美 

この作品ではテーマチクの原点に戻り、オープンタ

イプでまとめました。ヨーロッパの贅と言われた豪華

列車に始まり、2 つの世界大戦を挟んで、最後は定

期運航から消え去った栄華盛衰の物語です。特に人

物との係りが重要な面と考えています。 

 

鉄道切手に関する自作本の紹介 

テーブル展示    石田 倫久 

鉄道切手収集のため、そしてその鉄道切手の観賞を

楽しむために、私は自分のコレクションや資料をまと

めて、それぞれ自作の本にまとめています。その中か

ら、以下のものを紹介します。 

・鉄道切手発行年表（1－3） 

・郵便切手で見る日本の鉄道 

・郵便切手で見る中国・モンゴルの鉄道 

・郵便切手で見る英国・アイルランドの鉄道 

・郵便切手で見るドイツ・オーストリアの鉄道 

・郵便切手で見るソビエト・ロシアの鉄道 

・郵便切手で見るアメリカ・カナダの鉄道 

・小型記念印・風景印（鉄道関連）  等 

 

千葉の鉄道 

ショーケース展示も     横山 駿一 

千葉県の鉄道は、総武鉄道が 1894（明治 27）年 7

月 20 日に市川－佐倉間に開業させたのが始まりで、

今年（2018年）で 124年となりました。今回、その中か

ら、主な出来事をマテリアル等で展示します。 

 

日本の気動車・ディーゼル機関車 

浅井 義也 

日本の気動車・ディーゼル機関車の切手は過去

50数年間で 16種類ほど発行｡最初の切手は 1962年

の北陸トンネル開通のキハ80系の気動車で、図案に

数か所の間違いがあります。 

最近では、今年の 10 月 4 日発行の My 旅切手の

JR 最南端駅のキハ 47 形普通気動車です。 

 



 4 

ヨーロッパの路面電車 

滝沢 順 

路面電車は現在約 50 の国と約 400 の都市で運行

しています。特にドイツとロシアの多くの都市に存在

します。20 世紀後半には多くの都市で衰退しました

が、最近は LRT として復活しつつあります。今回はヨ

ーロッパの国別に展示します。 

 

世界の鉄道橋 

朝月 清次 

世界の鉄道は、町中を、平野を、海岸を、山間を

走り、海・川を渡り、幾多の鉄道橋があります。踏切を

無くするためにも高架橋や陸橋が造られています。

そんな鉄道橋は有名になり、絶景も形成されていま

す。これらの鉄道橋を描く主な切手を、まとめました。 

 

高架橋を走る列車 

井上 龍太郎 

今年のヨーロッパ切手のテーマは橋、各国から多く

の橋切手が発行されていて、その中には鉄道橋も多

い。特に高架橋はその構造物の景観（静）と、その上

を走り抜ける列車（動）があいまって、感動を呼ぶの

かもしれない。その中から幾つかを紹介したい。 

 

2017 年発行のフレーム切手(鉄道図案) 

和食 克維 

2017 年発行のフレーム切手の郵趣サービス社リス

トは 491 シートあり、その中に含まれる鉄道図案は 50

シートとリストされています。その中から 1 シート全部

に鉄道図案があるものを A タイプとし、その中から 15

フレームを展示します。 

 

外国切手に描かれた日本の鉄道 

堀口 洋平 

前回の Railpex2016 に引き続き「Q」の国からの発

行分です。この展示ではリーダーズシリーズ切手の

中から 28 種が登場します。 

 

 

マーシャル諸島発行蒸気機関車の小型シートと FDC 

和食 克維 

1996 年 8 月 23 日マーシャル諸島が 1２種を含む

蒸気機関車の小型シートを発行した。 

蒸気機関車は、アメリカ、イギリス、西ドイツ、イタリ

ー、フランス、スペイン、カナダ、オーストラリア、中国、

日本による製造のもので、蒸気機関車の生い立ちや

経歴を FDC とともに解説します。 

 

生駒鋼索鉄道 100 年 

三浦 正悦 

生駒ケーブルカーは 1918 年に開業、今年で 100

年目に当たります。郵趣品は「日本鉄道物語」のフレ

ーム切手しかありません。資料としての古い絵葉書を

紹介します。 

 

日本郵趣協会鉄道郵趣研究会への入会案内 

 

鉄道切手に興味をお持ちの方でしたら、今すぐご

入会ください。当会は鉄道切手の他に機関車、電

車、旅行などの鉄道大好き人間約 100 名の集いです

が、常に対等を旨として、和気あいあいに活動してい

ます。 会費は年 3,000 円です。 

＊主な活動状況 

1．会報「Rai1way Stamps」年 6 回発行 

2．誌上オークション年間１回以上実施 

3．ミニペックス（切手展）などの開催、JAPEX 等への

出品の支援 

4．月例会の開催（切手の博物館 3F） 

5．特別例会の開催 

6．ＪＡＰＥＸにおけるラウンジの開催 など 

問合先：鉄道郵趣研究会 世話人代表 樽井 秀美 

〒191-0053 東京都日野市豊田 3-20-3 


