
大ガラクタ市　開催！ミニ
ロット、コレクション等、

何が出るか、乞お楽しみに。
   アオヤマスタンプ

〒737-0853 呉市吉浦中町2-8-6　　
TEL&FAX 0823-31-2895

中国、東南アジア、日本、
昆虫他トピカル。フルカラ

ーリスト無料配布。

〒190-0191 あきる野局私書箱2号　
　Eメール iistamp@js3.so-net.ne.jp 

ディーラーズブース出店切手商一覧
※ 白抜き文字の店は、特別賞寄贈
店です。　 マークの付いているブ
ースは、JPSコミュニティ通貨フィ
ラ取扱加盟店です。
※1〜㉞ は７階にて出店。

１ ２

エンタイア箱売１箱約15キロ15,000
円、逓信省絵葉書500円〜、初日カバ

ー 1通50円〜、エンタイア１通100円均一。

〒124-0006 葛飾区堀切3-6-5　　
TEL&FAX 03-3693-4959

外国未使用１枚30円より、
他1,000円均一ロットなど

新入荷品多数持参します。
                   アダチ
〒544-0002 大阪市生野区小路1-15-14

３ 外国切手未使用小型シート
200円バラ30円均一、ミス

テリーパック500円。
（有）アベノスタンプ・コイン社

〒545-0012 大阪府阿倍野区桃ヶ池町
2-11-16　TEL 06-6621-4634

中国切手、バラ、使用済み、初日カ
バー、切手帳、小型シート、単片セ

ット、民国切手、台湾切手、高額買取中！
宇中スタンプ

〒167-0051 杉並区荻窪3-47-21-601
TEL 03-6276-9155 携帯電話 080-3018-3695

通常・記念切手を買取しま
す。お問い合わせください。

http://www.kennedystamp.com

（株）ケネディ・スタンプ・クラブ
〒160-0004 新宿区四谷1-9 

新盛ビル3F　

７ ヨーロッパ中心にゼネラル
使用済切手。

小西孝司
〒585-0053 大阪府南河内郡千早

赤阪村小吹68-473

８ 永らくお世話になった収集
家の遺品で昭和・ハガキ他

を展示即売する予定です。
小林スタンプ商会

〒121-0813 足立区竹の塚1-13-16-501
TEL&FAX 03-3860-5750

９ 手彫〜昭和迄のエンタイア、
絵ハガキ・エンタ百円均一、

中国切手各種高価買入致します。
　　   セキグチ

〒371-0033 前橋市国領町2-1-8　　
TEL 027-232-5789　FAX 027-231-3025

久しぶりの出店です。日本切手全
般から外国・トピカル図案等豊富

に取り揃えてご来店をお待ちしています。
ゼネラルスタンプ

〒151-0053 渋谷区代々木2-7-5
中島第二ビル　TEL 03-3379-3307

11 通常、記念切手使用済満月
印在庫豊富。公園・記念・

国体シート特価販売。
大盛スタンプコーナー

〒150-0042 渋谷区宇田川町22-1　
TEL&FAX 03-3463-3640

12 日本・中国・アジア・欧州
テーマ別、MC・カバー・

良いロット多数持参！
多摩フィラテリックセンター

〒191-8691 日野郵便局私書箱41号　
TEL&FAX 042-591-7688

13 普通シート、銘版、CM付、
FDC、絵ハガキ。15円均一、

単片の額面販売あり。

〒110-8691 東京上野郵便局私書箱112号
　TEL03-3872-6082　FAX 03-3872-6054

14

外国トピカル別切手、カバ
ー、外国コレクション、日

本占領地関連を販売。
中川スタンプ・コイン商会

〒151-0053 渋谷区代々木2-7-5 
中島第２ビル３階

15 日本切手全般、日本切手カ
タログ価格の1/3。韓国、

北朝鮮他外国切手バーゲン。
日郵コイン

〒150-0002 渋谷区渋谷1-13-8 サカエビル
４F-401号　TEL&FAX 03-3406-6503

16 日本切手全般（未・済）、エ
ンタ類等持参します。早目

の御来店お願い致します。
日本フィラテリックセンター
　〒530-0001 大阪市北区梅田1-2-2　
大阪駅前第2ビル1F  TEL 06-6341-8466

18

日本切手名鑑・古スコット
など、郵趣関連書籍多数。

中古収集用品、格安ご提供。
   日本郵便趣味協会

〒110-0001 台東区谷中2-11-4　　
TEL 03-3821-4847

19 日本、外国全般。九州価格
で頑張ります。

パインスタンプ
〒824-0003 行橋市大橋3-4-8　

TEL 0930-23-2068

20 趣味、資料、百円葉書持参。
御来店乞!!!!!!!!

ひげ美術
〒606-8315 京都市左京区吉田近衛町

26-1-106　TEL 075-751-1289

21 お買得の商品を沢山ご用意
してあります。ぜひ、お立

ち寄りください。
ファミリースタンプ
〒590-0013 堺市堺区東雲西町4-4-4　

TEL&FAX 072-238-5491

22

日本切手未使用・使用済各
種、外国切手各種、テーマ

未使用100円均一大量在庫！
（有）フクオ　

〒156-0045 世田谷区桜上水5-11-8
TEL 03-3329-0984

23 外国未使用・日本記念シー
ト・単品特価。

（株）フクオ・スタンプ社
〒164-0001 中野区中野5-52-15  

ブロードウェイ3F  TEL 03-3387-7741

24 外国切手・国別・テーマ別のバインダ
ー 500冊持参。世界の新切手も販売。

リーフに入った外国切手は超特価にて販売。

〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目2-2-200号 大阪駅前
第2ビル2F　TEL 06-6343-2369　FAX 06-6343-1520

25 日本現行未済カバー謝恩
品、大好評外国製A4黒台

紙各種。入札誌配布＋下見会。
  山本誠之（マサスタンプス）
〒581-8691 八尾郵便局私書箱10号　

TEL 072-990-6005

26

今回は面白い蔵出しエンタ
を入手。ぜひお立ち寄りく

ださい。乞ご期待! !
日本切手社

〒430-0912 浜松市中区茄子町132
TEL&FAX 053-461-9058

17

貼込帳（外国使用済１枚
20円）、かわいい切手、

新刊書籍、訳あり郵趣品特価等。

〒168-8081 杉並区上高井戸3-1-9　
TEL 03-3304-0112

日本エンタイア色々。初級
者から中級者向けの各種エ

ンタイアを取り揃えています。
郵文堂

〒611-0041 宇治市槙島町南落合54-1　
TEL 0774-21-1333

27 日本切手未使用・消印・カ
バー・FDC・葉書類取揃え。

絵葉書・エンタの百円均一有。
（株）ユキオスタンプ

　〒460-0008 名古屋市中区栄4-1-1　
中日ビル3F  TEL&FAX 052-261-8024

28 風景印約２万枚。各種の袋
詰切手。可読品各種有。特

価シート値引。買取り可。
ライフスタンプ

〒144-0051 大田区西蒲田8-22-3-303　
TEL&FAX 03-3738-6186

29 風景印、百均エンタ、FDC、
額面、CM。銘版、文献、

見本、沖縄、満月、定変。
渡会一裕

〒177-0041 練馬区石神井町4-11-19　
TEL&FAX 03-3995-4317

30

エンタ－ハガキの詰め放
題、日本切手未使用使用済

各種、外国切手未・済、バラ売り。
和楽屋

〒583-0006 大阪府藤井寺市国府1-1-6
　TEL 072-955-4258

31 トピカル・国別のカバー＆
切手、第三帝国　航空　日

本　ロット物他。
FRED  BOATWRIGHT

　P.O.Box 247 
HAWK POINT, MO 63349 U.S.A.

32 日本の額面販売品を強化しまし
た。外国切手のお買得品も追加

しました。ぜひ、お越しください。
TACHIBANA

〒243-0432 神奈川県海老名市中央
3-4-6-505　TEL 046-234-0438

33 ドイツ中心（ナチスドイツ・
西ドイツ・東ドイツ）の郵便

史をドイツから持ってきます。
  The  Cover  Exchange

Postfach 10 11 21, D-31761 Hameln, German　Tel：++49-
5151-(822)3852 Email：batsuichidokushin@yahoo.co.jp

34

４ ５ ６

10

６階出店

エーススタンプ

東京切手会

フジスタンプ

ご来店をお待ち
しています！

アイアイスタンプ

★50音順。


