
1 □ 和桜2銭黄単貼書状 ◎N1B1/ 大
阪 6.9.2→朱□肥前長崎郵便役
所 9.10 (着印)､封全体皺と汚れ､
封上部ｶｯﾄ

3,000

2 △ 和桜1銭青2枚貼書状 ◎東京
7.5.30→ ◎大阪 7.6.3

2,000

3 葉 小判5厘葉書 支局ﾎﾞﾀ+◎浅草橋
27.ﾇ(6の誤植).16 ﾘ+□不足 銭→
大阪､少古色

2,000

4 □ 無切手郵便事務封筒書留 ◎N1
型 大阪 21.7.25→◎大和 中峯山
7.26､綴じ穴と薄汚れ

2,000

5 □ 無切手郵便事務封筒書留 ◎N1
型 東京 20.2.22→◎信濃 南佐久

2,000

6 □ U小判1銭単貼印刷物帯封 ◎陸
前石巻 6.8→◎陸前麻崎内柳津
6.9､切手は開封時に中央でｶｯﾄ

1,000

7 □ 米国5ｾﾝﾄ封日に2ｾﾝﾄ切手2枚加
貼外信便書状 ○NASHVILLE
TOWN DEC18 89→ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ
中継→年号4字/ YOKOHAMA 9
JAN 1890→20ﾐﾘ/KOBE 11 JAN
1890→ 丸一/鹿児島23.1.15

2,000

8 □ U小判2銭単貼書状 丸一/朝鮮仁
川23.10.17→ 沖家室島､封上部
ｶｯﾄ

1,500

9 □ 小包送票にU小判1銭･5銭2枚+新
小判3銭田型+4銭貼 茶丸一/ 上
野 伊香保 26.7.13(鮮明)→丸一/
越後小千谷､｢特別留置｣記載

2,500

10 □ 軍事郵便書状 U小判2銭単貼 丸
一/京都 28.7.23→ 朱丸一/第○
軍第○野戦郵便局 28.7.31→大
連湾､開封乱､封少ｷｽﾞ

2,000

11 □ U小判2銭5枚+新小判5厘2枚貼
書留配達証明書状 茶丸一/東京
芝口30.12.15→朱丸一/信濃 赤
穂､開封乱

1,000

12 □ 日清勝利2銭単貼書状 丸一/ 台
湾･枋寮29.10.29→ 丸一/備中 玉
嶋､枋寮衛生病院発､封上部ｶｯﾄ

2,500



13 □ 新小判10銭貼(他に脱落痕有) 外
信書状 ﾛｼｱ局 DEC5 98→年号2
字/(SHANG)HAI 13 DEC 98→上
海ﾛｰｶﾙﾎﾟｽﾄ印→年号2字
/YOKOHAMA→米ﾀｺﾏ→ 米
LINCOLN CITY JAN16 1899

2,000

14 葉 厚手唐草2銭葉書 ◎MEIJI/
YOKOHAMA 2 VI 1893→英ﾛﾝﾄﾞ
ﾝ ｢YO T｣横浜 不足印押捺､台折
れ筋有

2,000

15 葉 厚手唐草3銭葉書 褐丸一/ 東京
牛込 35.10.2 (料金改定2日目)→
年号2字/ TOKIO→英国 ｢TO T｣
東京不足印押捺､軽い折れ筋有

2,000

16 葉 厚手唐草2銭葉書 年号2字/( )+｢
SA T｣京都三条不足印 → 年号2
字/YOKOHAMA13 AUG 98→英
※日本郵便印ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ243頁【三
宮】は【京都三条】の誤り

10,000

17 葉 厚手唐草2銭葉書 茶丸一→年号2
字/ TOKIO 27 DEC98→○英
NEYBRIDGE JA30 99+｢TO T｣東
京不足印押捺

2,000

18 葉 菊1 1/2銭単貼私葉 丸一/金沢
33.11.25 (鮮明印)→台北､私葉の
初期

3,000

19 △ 支那加刷菊10銭縦P+同3銭3枚+
同1銭(少ｷｽﾞ)貼 外信書状ﾌﾛﾝﾄ
年号2字/ SHANGHAI 18 OCT 01
→NY､ﾃｰﾌﾟ貼

1,500

20 □ 支那加刷菊3銭(ｷｽﾞ)単貼書状 丸
一/  清国･天津36.9.11→ 丸一/
甲斐若神子､天津郵便局差出

5,000

21 葉 菊1 1/2銭縦P+1銭貼外信私葉 丸
二/ 大阪船場 27.7.4→年号2字/
OSAKA →独ﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞ(着印有)

1,500

22 葉 事務用葉書(左上少角欠) 軍用流
用例 丸二/ 第十野戦局(不鮮)→
年号2字/ TIENTSIN IJPA(紫竹林
出張所) 9 NOV 04→天津ﾄﾞｲﾂ駐
屯軍司令官宛

5,000

23 葉 菊1/2銭3枚(1枚RC)貼私葉軍事
郵便 丸一/(無国名)京都
38.10.27→第四旅団､台に少裂

1,500



24 葉 軍事郵便葉書 戦役記念印 關東
第十一野戦局 39.8.-→櫛/ 飯田
39.8.18 時刻

1,500

25 葉 菊4銭桃 単貼外信絵葉 櫛/ (局名
不鮮) 39.6.20 時刻→櫛/
NAGASAKI→英､不足印押捺

2,000

26 葉 日露1 1/2銭2枚+菊1銭貼絵葉 紫
記念印+櫛/ SANNOMIYA KOBE
30.4.06 JAPAN→ 英､日露は外国
郵便使用不可のため不足表示
T(赤)有

4,000

27 □ 菊10銭単貼外信業務用書類250g
迄(Commercial Paper) 櫛/
(SANNOMIYA) KOBE 日付不鮮
→米ｼｱﾄﾙ､封軽折

3,000

28 □ 菊10銭単貼外信書状 丸一/ 信濃
新町 38.12.8→中継 櫛/ TOKIO
9.12.05 (櫛型暫定使用期の初期)
→米ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ(着印有)

2,500

29 □ 菊3銭赤単貼書状 丸二/樺太庁
郵便電信局 40.8.5→長野 小諸､
封少ｼﾐと開封乱

2,500

30 葉 菊1 1/2銭紫単貼絵葉 櫛/ 富士
山 41.3.24 時刻→ 櫛/ 小石川
41.8.25 時刻､登頂記念葉

2,000

31 □ 支那加刷菊10銭(一部RC)単貼 外
信書状 櫛/ TIENTSIN 2 11.1.09
→米

3,000

32 葉 菊1 1/2銭紫単貼絵葉 丸一/相模
逗子 41.9.3+□不足→ 英ﾘﾊﾞﾌﾟｰﾙ
(着印有)､紫T不足印押捺

2,000

33 葉 菊1 1/2銭紫単貼軍艦郵便 絵葉
紫櫛/ KOBE 24.(4.08) JAPAN→
櫛/ 本郷 41.4.25 時刻

2,500

34 葉 薄墨連合葉書4銭 櫛/ 神戸
43.12.30 時刻→櫛/ KOBE→ｻｲ
ｺﾞﾝ(裏面にSAIGON-CENTRAL
COCHINCHINE 着印有)

2,500

35 葉 支那字入薄墨連合葉書4銭 櫛/
SHANGHAI 13.4.12→市内､文明
無

4,000

36 □ 旧毛5厘(C12×12.5)第1角霞罫付
単貼帯封 櫛/ 高知 7.10.22 時刻
→静岡･浜名郡､封に裂有

2,000



37 □ 旧毛25銭+3銭2枚+1銭貼外信書
留書状 紫櫛/ OSAKA 22.4.19
JAPAN→英

1,500

38 葉 支那旧毛1 1/2銭単貼絵葉 櫛/
KIUKIANG 12.9.16 (少不鮮)→ 名
古屋

2,000

39 □ 旧毛2銭5枚貼外信書状 櫛/ 安東
県<満>8.4.3 時刻→米ﾜｼﾝﾄﾝ

2,000

40 葉 田沢1 1/2銭切手帳切抜白耳付単
貼絵葉 櫛/ 山田 9.11.1 時刻→
滋賀県

7,000

41 □ 旧毛2銭+4銭+6銭+8銭貼外信書
留書状 櫛/ 東京･浜川 10.7.25 時
刻→ﾛﾝﾄﾞﾝ(中継印)→ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ

2,000

42 □ 旧毛2銭+3銭(ｷｽﾞ)+5銭(ｷｽﾞ)貼書
留書状 櫛/ 千島･内保 10.8.13 時
刻→ 茨城県

2,500

43 □ 旧毛10銭単貼外信書状 櫛/ 沖
縄･首里 10.9.30 時刻→ﾍﾟﾙｰ､封
薄汚

4,000

44 葉 旧毛8銭単貼絵葉 櫛/
NAGASAKI 1-.7.23→天津(着印
有)

2,500

45 □ 旧毛6銭3連を小包送票に貼 書留
小包大型封 櫛/ 東本願寺前
11.8.12 時刻→岐阜県､封2つ折

1,500

46 □ 旧毛5銭+10銭貼 代金引換書留書
状 櫛/ 中橋和泉町 <京都>
12.4.5 時刻(少薄)→櫛/ 須坂
12.4.6 時刻､封少欠､付箋2枚付

6,000

47 □ 旧毛1銭･2銭･8銭･10銭･1 1/2銭+
富士鹿20銭貼 外信書状 紫櫛/
DAIREN 18.11.24→中国HARBIN
中継印→伊ﾄﾘﾉ､中華郵政媒介に
よるｼﾍﾞﾘｱ経由便

5,000

48 □ 関東大震災 罹災電報頼信紙 朱
印｢罹災地初 郵送電報｣｢東京発
電報｣

30,000

49 △ 旧毛6銭+10銭☓2銭貼 外信印刷
物重量便大型封 紫ﾛｰﾗｰ/難波
14.12.22→ｽｲｽ､全体ｼﾐ

2,500

50 葉 震災3銭☓3枚貼 速達書状 東京
市内便 櫛/ (局名不鮮) 13.4.14
時刻→(本郷) 13.4.14 時刻､封上
部ｶｯﾄ

5,000



51 葉 震災葉書1 1/2銭 櫛/ 美唄炭山
石狩13.10.2 時刻→岩手県､炭鉱
内局発

2,000

52 葉 震災葉書1 1/2銭年賀状 市郡同
高(初期) 櫛/ (局名不鮮) 13.1.8
時刻→秋田県内

2,000

53 □ 旧版富士鹿20銭縦P貼 外信書留
書状 櫛/ TOKIO ( ).5.22 JAPAN
→米(着印有)､ 旧版20銭の初期使
用

3,000

54 □ 旧版富士鹿4銭単貼外信印刷物
重量便 櫛/ TOKIO22.().25
JAPAN→ 独ﾗｲﾌﾟﾁﾋ､封中折

2,000

55 葉 分銅葉書1 1/2銭の樺太使用 櫛/
富内 2.8.6 時刻→山形県

1,500

56 葉 分銅葉書 1/2銭 櫛/ 長春･吉林 <
満> 6.4.29→大阪府内､吉林は満
鉄附属地外の秘密局 長春局の出
張所

5,000

57 葉 分銅葉書1 1/2銭 櫛/ 大連長春
線 <満> 8.12.6→寛城子､千山守
備隊発

4,000

58 葉 分銅葉書1 1/2銭 唐草/安東県
(局名横一列) 3.1.1→岡山県､台
にｷｽﾞ

2,500

59 葉 外交官郵便 東京ﾌﾗﾝｽ領事館印
東京発1920年7月27日書込→仏

3,000

60 葉 国勢調査2完貼外信絵葉 櫛/ 日
本橋9.10.-→ﾍﾞﾙｷﾞｰ ﾌﾞﾗｯｾﾙ(着
印有)､外信使用不可の切手を
誤って通用

4,000

61 □ 風景2銭単貼印刷物 唐草/ 日本
橋 15.9.30 (内地での初期使用)→
栃木､三越差出

3,000

62 □ 風景2銭☓2枚+10銭+田沢3銭･10
銭貼外信書状 櫛/ 久留米
15.12.6→独､風景発行年使用

2,000

63 □ 昭和大礼3銭+10銭貼書留書状 櫛
/ 渡島 上磯 3.11.30 時刻→岩手

2,000

64 □ 昭和大礼3銭(上辺ｷｽﾞ)単貼書状
櫛/ ﾊﾟﾗｵ 4.1.23 郵便局→大分

1,000



65 □ 新毛3銭単貼書状 櫛/ ﾄ(ﾗｯｸ)
4.12.14郵便局→東京?､封右部ｶｯ
ﾄ

1,000

66 □ 風景10銭単貼外信書状 丸二
/TAINAN 12.2.30 TAIWAN→英
国内転送

2,500

67 □ 新毛30銭☓3枚+新改20銭☓3枚+
風景6銭貼 外信航空書留書状 櫛
/ OSAKA 6.11.33 JAPAN→ｷｭﾗ
ｿｰ､全体薄汚､料金:書状10銭+書
留16銭+蘭領西印度宛航空130銭

10,000

68 □ 新毛50銭+富士鹿20銭+風景2銭
貼外信航空書留書状 櫛/ KOBE
18.11.30→櫛/ YOKOHAMA
20.11.30→米ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ(着印
有)

2,000

69 葉 旧毛1銭横4連貼 外信絵葉 櫛/
(東京名古屋間) 6.11.9→米

1,500

70 □ 風景2銭単貼印刷物 櫛/ 七條
10.6.26 時刻→上海､転送付箋付

1,500

71 葉 新毛1 1/2銭+風景10銭貼 書留私
葉 櫛/ 帝国ﾎﾃﾙ内 10.12.12 時刻
→兵庫県､全体皺

1,500

72 □ 富士鹿(新改)4銭縦P(1枚ｷｽﾞ)+新
毛3銭貼 速達書状 櫛/ 大阪本町
11.3.8 時刻→京都市内(着印無)

2,000

73 □ 新毛1円+1銭+風景10銭(切手ｼﾐ
有)貼 外信航空書留書状 櫛/
OSAKA 10.3.37 NIPPON→豪ｼﾄﾞ
ﾆｰ(中継印)→NZｵｰｸﾗﾝﾄﾞ､封上部
ｶｯﾄ､料金:書状10銭 +書留16銭+
香港経由NZ宛85銭

5,000

74 □ 富士鹿(新改)20銭6枚B+風景2銭･
10銭貼 外信航空書状 紫櫛/
OSAKA 3.7.37 NIPPON→豪ｼﾄﾞ
ﾆｰ(着印有)､全体皺と薄汚れ､折
れ筋､書状20銭+重量加算12銭+
航空50銭x2

5,000

75 葉 風景2銭+富士鹿(新改)8銭貼 速
達私葉 東京市内便 櫛/ 荒川町
屋 12.5.10 時刻→ 櫛/ 日本橋
12.5.10 時刻､全国化前短期料金

4,000



76 □ 風景10銭単貼外信書状 ﾛｰﾗｰ/
YOKOHAMA NIPPON 31.3.37→
米ｵﾚｺﾞﾝ､封に折れ筋有､SS
GENERAL SHERMAN発､料金
終日

3,000

77 □ 昭和白紙20銭単貼外信書状 北支
戦地→米ｱｲﾀﾞﾎ､部隊検閲印 切
手ﾍﾟﾝ抹消､内容付

5,000

78 □ 昭和白紙6銭+20銭+50銭貼 外信
航空書留書状 櫛/ TOKYO
18.10.38 NIPPON→米ﾜｼﾝﾄﾝ(着
印有)､封中折

2,000

79 □ 愛国切手4+2銭単貼 外信印刷物
櫛/ 麹町 12.11.26 時刻→ﾌｨﾝﾗﾝ
ﾄﾞ(着印有)

2,000

80 □ 昭和白紙30銭13枚+20銭2枚+新
毛3銭+乃木2銭貼 外信航空書状
櫛/ OSAKA 19.11.37 NIPPON→
ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ(着印有)､全体薄汚

6,000

81 □ 昭和白紙20銭+1次昭和50銭金閣
寺貼 外信航空書状 櫛/ 大阪東
1-.7.28 時刻→豪ｼﾄﾞﾆｰ

5,000

82 □ 昭和毛紙10銭+昭和白紙10銭+議
事堂竣工10銭･6銭+芦ﾉ湖航空9
1/2銭+愛国4+2銭+年賀しめ縄5枚
+御朱印船5厘貼 外信書留書状
風/ 東京中央+櫛/ TOKYO
24.1.38 NIPPON→ﾍﾞﾙｷﾞｰ

4,000

83 □ 1次昭和5厘+14銭(初期使用)+年
賀しめ縄2銭+昭白20銭貼 外信書
留書状 櫛/ 落合長崎 13.2.21 時
刻→櫛/ TOKYO 21.2.38
NIPPON→米ﾃｷｻｽ(着印有)

2,500

84 □ 昭白3銭+5銭+1次昭和14銭(｢銭｣
字一部潰れ定常変種)貼 書留速
達書状 櫛/ 福井14.8.31 時刻→
櫛/ 伊勢崎14.9.1 時刻

2,000

85 葉 楠公往復葉書(往診)2銭に昭白30
銭加貼市外速達便 櫛/ 名古屋江
川14.1.25 時刻→市外新川町

2,000

86 □ 風景6銭+1次昭和14銭☓2枚貼 航
空書状 軍事郵便 櫛/八幡昭和町
14.2.13 時刻→中支派遣部隊→
差出人戻

1,500



87 □ 1次昭和20銭単貼書状 櫛/ 咸南
徳源15..16.21 三ツ星→米､朝鮮
から米あて

2,500

88 □ 1次昭和3銭発電所単貼開封書状
ﾛｰﾗｰ/神田15年 (月日抜け)→兵
庫県

1,200

89 □ 国立公園日光20銭☓2枚+1次昭
和4銭･10銭･30銭貼 外信書留書
状 櫛/ 昭和 16.3.14 時刻→櫛/
YOKOHAMA→ ｶﾅﾀﾞ ｵﾝﾀﾘｵ､検
閲ﾃｰﾌﾟ付､切手･封にｷｽﾞ有

3,000

90 葉 楠公2銭葉書 軍事郵便 櫛/ 長野
坂城16.1.12 時刻→満州の部隊あ
て→差出人戻し 朱□東京中央局
印押捺

1,500

91 □ 無切手軍事公用便 陸軍特務機関
差出 櫛/ 第百六八野戦 16.5.28
三ツ星→東京･芝､付箋痕有

2,000

92 □ 1次昭和6銭灯台縦P貼 4倍重量
便書状 櫛/ 芝 16.11.4 時刻→金
沢､封少ｷｽﾞ

2,000

93 □ 1次昭和20銭富士桜単貼 外信書
状 櫛/ TOKYO 26.8.42 NIPPON
→ｽｲｽ､戦時中立国ｽｲｽ宛､逓信
省検閲印付､検閲ﾃｰﾌﾟ付､封中折

6,000

94 □ 2次昭和5銭東郷単貼書状 ﾛｰﾗｰ/
ﾆｲｶﾞﾀ…(日付不詳)→千葉県､封
に綴じ穴

1,200

95 □ 2次昭和17銭靖国単貼 速達書状
櫛/ 両国 18.6.18 東京府→京都
上京

2,000

96 葉 楠公2銭葉書 櫛/ (上敷香)
18.3.18 三ツ星→東京･芝､差出人
は樺太上敷香郵便箱第四号

1,500

97 葉 軍事郵便葉書 北方派遣軍事郵便
所気付→帯広市内

1,500

98 □ 無切手軍事郵便書状 裏面 爪哇
軍政監部ﾎﾞｺﾞﾙ州庁差出→千葉
県､主印｢封書差出許可｣付

2,000

99 葉 特別軍事往復葉書(右辺破損)に2
銭乃木加貼付(返信部)唐草/ 落
合長崎 18.3.29→ﾏﾗｲ派遣部隊

6,000



100 葉 楠公3銭往復葉書(返信部)唐草/
奈良 丹波市 19.01.8→埼玉県､無
加貼適正使用

3,000

101 □ 無切手軍事郵便書状 満州軍事郵
便所発公用便 櫛/ 第579軍
12.3.8 (昭和20年)→富山県､全体
皺

4,000

102 □ 2次昭和40銭灯台単貼 速達書状
櫛/ 大学病院内 (20).10.20→山
形､東北帝大研究所発､封に穴有

2,500

103 葉 分銅葉書1 1/2銭(未)裏面に沖縄
年賀挨拶印刷+青□ No.139米軍
接収印押捺

1,000

104 葉 新毛切手帳1 1/2銭(ｷｽﾞ)単貼 絵
葉 標語唐草/あて名は正しく 長崎
11.10.22→沖縄金武､○PASSED
BY NAVEL CENSOR 米軍印押
捺､右上に付箋痕有

2,000

105 葉 3次昭和5銭飛燕単貼私葉 復員郵
便 櫛/ () 20.12.18→比島､検閲印
押捺､岐阜県差出

2,500

106 葉 2次昭和5銭東郷3枚貼私葉 復員
郵便 櫛/ (20.11.16)→比島､復員
郵便初日差出 文面｢郵便物発送
許可の記事…発表云々｣､ｼﾐ有

20,000

107 葉 楠公5銭葉書(未)に 捨印櫛/ 中野
桃園 ｢東京府｣

1,000

108 葉 2次昭和7銭東郷単貼私葉 櫛/
()21年→ﾏｯｶｰｻｰ宛､差出地は大
分県高田､7720STIS 検閲印

2,500

109 □ 3次昭和10銭富士桜単貼書状 櫛/
黒崎 21.6.24 三ツ星→滋賀県､
GHQ検閲2箇所 ｢U.S.ARMY
EXAMINER…｣初期の検閲ｼｰﾙ
(2種)

3,000

110 葉 昭和23年の料金別納私葉 中野→
長野県小諸､中野税務署発 非戦
災特別税の催促状

1,500

111 葉 桜15銭往復葉書(返信) 無加貼適
正使用(短期)櫛/ 室戸岬 22.3.23
(上下逆植)→和歌山

2,000

112 □ 塔30銭封皮 無加貼適正使用(短
期) 櫛/ (宇部 3月29日)→新潟県

2,000



113 葉 3次昭和10銭2枚+30銭厳島貼私
葉 櫛/ 山口徳佐 (22).5.8→徳佐
村内､裁判所差出､切手と台にｼﾐ
有

1,200

114 □ 富士1円SS切抜4連貼 櫛/
TOKYO 10.12.()→米ｼｱﾄﾙ

2,000

115 □ 稲束50銭葉書に1次新昭和1円50
銭錦帯橋(右下角欠)加貼 櫛/ 王
子 <王子岸町> 23.9.6→和歌山県

2,500

116 □ 記念SSからの切抜無目打切手7枚
貼(各ﾏｰｼﾞﾝ広)書状 櫛/ 岐阜
27.5.13 時刻→神奈川 大磯

1,500

117 葉 新昭和縦螺鈿10円単貼外信船便
私葉 適正9ヶ月短期 徳島県内差
出→米ﾜｼﾝﾄﾝ

1,500

118 □ 3回国体自転車5円単貼書状 櫛/
善通寺 23.12.18 香川県→武蔵野

1,200

119 □ 3回国体2種3枚+1次新昭和1円富
士貼 外信書状 櫛/ 逗子
23.11.25 神奈川県→米ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ

2,500

120 葉 国土緑化5円+捕鯨5円貼 外信船
便絵葉 櫛/ 前橋 24.1.20 群馬県
→米NY

2,000

121 FDC 国土緑化5円単貼書状(適正期間1
か月) 特+櫛/ (名古屋中央)
24.4.1→千葉､検閲免除印

2,500

122 葉 日本貿易博無目打5円単貼私葉
鳶色唐草/浅草 27.1.14→秋田県

2,000

123 □ 日本貿易博無目打5円+吉野熊野
2円+新昭和1円水色富士貼書状
櫛/ 横浜中(つぶれ) 24.9.10→静
岡県､発売地域限定切手の発売
地域使用

3,000

124 □ 富士箱根3種貼 外信書状 櫛/ 八
雲 24.8.6 北海道→米

1,200

125 葉 農夫5円単貼絵葉 鳶色広告機械/
森永ﾄﾞﾗｲﾐﾙｸ 世田谷 25.3.21→鎌
倉

1,000

126 □ 趣味月に雁8円(左下角欠)単貼書
状 櫛/ 豊中 25.5.17 時刻→大阪
市内

4,000



127 葉 議事堂往復2円(返信部)鳶色広告
機械/ 宇都宮競輪 宇都宮
26.2.20→鳥取

1,200

128 □ 新昭和前島1円+植林20円☓2枚
貼 外信航空印刷物重量便 櫛/
(不鮮) 25.12.20 時刻→米ｵﾊｲｵ､
5円+18円☓2倍

1,500

129 □ 産業8円炭鉱夫☓2枚貼 APOﾒｰﾙ
重量便書状 櫛/ TOKYO 2-.12.-
(5)0 JAPAN→APO331 琉球宛

2,000

130 □ ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ8円+産業20円植林貼
速達書状 櫛/ 琴平 26.3.7 時刻
→櫛/ 武蔵野 26.3.9 時刻

1,200

131 △ 観光地和歌浦8円+5円捕鯨+100
円鉄鋼計113円貼 外信航空印刷
物重量便ｵﾝﾋﾟｰｽ 櫛/ 北浜→仏､
5円+36円☓3倍=113円､1951.4.1
に改定料金(適正8か月)

2,500

132 □ 貿易博無目打横P+産業30円貼
外信航空印刷物 櫛/ 京橋
26.12.3 時刻→米ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞ

2,000

133 □ 吉野熊野2円☓3枚貼 4種便 櫛/
宝塚 26.9.17 時刻→東京･新宿､
宝塚歌劇団出版部差出

2,000

134 葉 議事堂2円葉書に炭鉱夫50銭6枚
B加貼 櫛/ 藤岡 27.4.26 時刻→
多野郡

1,500

135 □ 透無4円初雁単貼 3種便帯封(新
聞付) 櫛/ 中京 28.11.20 時刻→
上京区内

1,500

136 □ 1次動植物1円前島単貼 盲人用点
字便 櫛/ (井原) 28.4.23 時刻→
福山､宛名鉛筆書､中身入

7,000

137 □ 1次動植物5円尾長鶏単貼年賀状
図入年賀櫛/ 大阪日置荘 29.1.1
→兵庫県

1,500

138 □ 2次動植物35円金魚縦P+1次動植
物10円観音貼 速達書留書状 櫛/
京都七條油小路 27.5.30 時刻→
目黒､35円発行月使用

2,000

139 □ 観光地箱根8円2枚+日本平8円2
枚+赤十字10円貼 外信書状 櫛/
東京塩尻間 27.7.7 上二→米ｵﾊｲ
ｵ､美封

2,000



140 □ 透無20円植林+2次動植物1円前
島(発行日使用)田型貼 外信書状
櫛/ 諏訪 27.8.11 時刻→米ｵﾊｲ
ｵ､封裏微ﾔｹ

2,500

141 □ 中部山岳10円単貼 外信印刷物
櫛/ 長野--- 27.8.13 時刻→米ｶﾘ
ﾌｫﾙﾆｱ

1,000

142 葉 議事堂5円葉書に1次動植物5円
尾長鶏5枚加貼 速達便 櫛/ 和歌
山 27.7.21 時刻→櫛/ 京都中央
27.7.22 時刻

1,500

143 □ 円位立山航空75円(少ｷｽﾞ)+文化
人寺田10円･岡倉10円･木村10円
+東大75年10円+赤十字10円貼 外
信航空書状 櫛/ OSAKAHIGASHI
10.11.52 JAPAN→ｽｲｽ

1,200

144 □ 1次動植物5円尾長鶏(左下角
欠)+10円観音+円位塔航空20円貼
速達書状 櫛/ 大阪青森間
28.5.27→櫛/ 岡山28.5.28

1,200

145 □ 10円観音簡易書簡に円位塔航空
25円(ｼﾐ)加貼 速達便 櫛/ 東京中
央 30.2.9 時刻→櫛/ 米沢
30.2.10 時刻､折れ筋有

2,000

146 □ 2次動植物35円金魚単貼 速達書
状 APOﾒｰﾙ 櫛/ 神戸中央
30.1.18 時刻→櫛/ 奈良30.1.18
時刻､"FPO CAMP NARA"あて

1,500

147 葉 昭和32年用年賀葉書に2次動植
物1円前島+35円金魚加貼 外信航
空便年賀状 三日月/NISHINARI -
.XII.55→米

1,500

148 葉 議事堂5円葉書に円位塔航空25
円加貼 航空便 櫛/ 八丈島
33.7.21 時刻→沖縄 那覇､八丈島
大賀郷差出 離島間の航空便

3,000

149 葉 2次動植物10円観音3枚貼 即日速
達私葉 櫛/ 石神井32.3.17 時刻
→櫛/ 杉並32.3.17 時刻､台に裂
有

1,500

150 □ 大仏航空115円+2次動植物8円ｶﾓ
ｼｶ+10円観音4枚貼 外信航空書
留書状 櫛/ 東京中央日活ﾋﾞﾙ内
33.2.28 時刻→ｽｳｪｰﾃﾞﾝ､封の四
隅にｼﾐ有

1,500



151 □ 児童福祉会議10円単貼 外信印刷
物(大型絵葉書) 欧文機械5本波
/OSAKA(日付不鮮)→独

5,000

152 □ 2次動植物45円陽明門+50円弥勒
貼 書留配達証明書状 櫛/ 大阪
南35.3.8 時刻→大阪東､差出人
戻し+還付料35円記載の付箋有､
封にﾊﾟﾝﾁ穴

1,500

153 □ 2次動植物30円平等院2枚貼 外信
航空絵葉 三日月/NIKKO
22.V.60→ｲﾀﾘｱ

1,500

154 葉 1959年暑中見舞葉書5円にｵｼﾄﾞﾘ
5円+赤十字思想10円加貼 外信便
三日月/TOKYO 1.VII.59→ﾃﾞﾝ
ﾏｰｸ

1,500

155 □ 2次動植物8円ｶﾓｼｶ8枚貼 速達書
状 櫛/ 長崎勝本36.6.15 時刻→
櫛/ 佐賀呼子36.6.16 時刻､九州
の離島間逓送便

2,500

156 □ 1959年 母の日記念葉書5円にた
なばた10円+ｽｶｳﾄ10円(各ｼﾐ有)2
種加貼 ﾊﾜｲ宛外信便 三日月/
SHIBUYA 22.VIII.62→ﾊﾜｲ､通信
文無

1,000

157 FFC 円位塔航空40円単貼 航空書状
櫛/ 鹿児島平土野(徳之
島)37.12.11 時刻→ 櫛/ 鹿児島
喜界37.12.14 時刻(着印)､徳之島
→喜界島のFFC､付箋有

2,000

158 □ 3次動植物90円青風神単貼外信3
倍重量船便書状 ﾛｰﾗｰ/金沢
39.().-2→米ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ

4,000

159 □ ｵｼﾄﾞﾘ5円+日本三景松島10円貼
外信書状 欧文機械/ TOKYO (日
付不鮮)→米(着印有)､若鷹物産
封筒

1,200

160 □ 昭和41年用年賀5円+南極観測10
円貼 外信印刷物 欧文機械
/TOKYO 222.II.1966→仏､美封

2,500

161 葉 夢殿7円葉書 日立型唐草/本郷
43.3.2→塩尻､全体ｼﾐ

1,500



162 □ 新動植物15円菊+100円赤丹頂貼
外信航空書状 和欧文機械/日本
橋 21.7.69→ｻｳｼﾞ宛を転送→三
日月/TATOMI 22.VII.69､60年代
の和欧文印外信使用

2,000

163 葉 70年万博7円切手帳単貼私葉 標
語唐草/芦屋46.7.11→東京､非郵
趣家便

1,200

164 □ ｵｼﾄﾞﾘ5円+新動植物50円赤弥勒
貼 航空重量便書状 櫛/ 名瀬
46.3.5 時刻→沖縄･宜野湾､奄美
大島発の離島間航空便

4,000

165 葉 飛天往復葉書7+7円(返信部未使
用付)新動植物3円ﾎﾄﾄｷﾞｽ加貼 和
欧文機械/横浜中央 10.2.72→
APO96343 (ZAMA)､APOﾒｰﾙ

1,500

166 □ 沖縄海洋博50円単貼 外信印刷物
ﾊﾟｸﾎﾞｰ便 機械/AGANA DEC16
1975→ｸﾞｱﾑ､第二薩摩青雲丸のｶ
ｼｴ印押捺

1,500

167 □ 梵鐘ｺｲﾙ60円単貼 外信船便印刷
物 欧ﾛｰﾗｰ/TOKYO 27.VII.84→
米→差出人戻､料金適正､封少皺

1,200

168 □ 印字ｺｲﾙ130円単貼定形外書状
ﾛｰﾗｰ/草加9.11.30→?(宛名ﾗﾍﾞﾙ
剥離)､封2つ折

1,000

169 □ 琉球2次普通1円+2円貼 船便書状
丸二/NAHA 50.12.19 RYUKYU→
米､封にﾒﾓ書き有

2,000

170 葉 無切手葉書 料金別納/越来局→
琉球内､1950年代?

1,500

171 □ 琉球新聞週間4円+普通1円☓2枚
貼 船便書状 櫛/ 嘉手納54.11.23
→ｵｰｽﾄﾘｱ､美封

2,000

172 □ 琉球普通8円むんじゅる単貼 船便
書状 櫛/ NAHA8.11.57 RYUKYU
→米､封に閉裂有

1,500

173 □ 琉球ﾄﾞﾙ暫定2c+4c☓2枚+25c貼航
空書状 櫛/ NAHA6.9.59
RYUKYU→米

1,500

174 □ 琉球普通1次動植物1/2c☓8枚
+8c☓2枚+17c☓2枚貼 航空書状
櫛/ NAHA 26.11.59 RYUKYU→
米

1,500



175 □ 琉球ﾄﾞﾙ暫定25c+5c☓4枚+3c貼
航空書留書状 櫛/ NAHA 1.7.59
RYUKYU→米(着印有)

1,500

176 □ 琉球普通改定14c+舞踊10c田型
貼航空書状 櫛/ NAHA4.6.61
RYUKYU→ 米

1,500

177 □ 琉球天女航空改定9c☓3枚+27c
貼航空2倍重量便 櫛/ NAHA →
米

2,000

178 □ 琉球天女航空改定27c単貼 航空
書状 櫛/ NAHA16.3.60 RYUKYU
→米

1,500

179 □ 琉球ﾄﾞﾙ暫定1ﾄﾞﾙ+改定27c+35c貼
航空重量便書状 櫛/ NAHA
5.2.61 RYUKYU→米､封に少傷み

5,000

180 □ 琉球普通改定27c単貼 航空書状
櫛/ NAHA 14.9.60 RYUKYU→米

2,000

181 □ 琉球天女航空14c+政府創立10年
貼 航空印刷物 櫛/ NAHA 3.4.52
RYUKYU→米

1,500

182 □ 琉球普通1ﾄﾞﾙ御前風節+陸上8c貼
航空重量便書状 櫛/ NAHA
28.3.62 RYUKYU→米

2,500

183 FDC 琉球子供の日7枚貼 航空印刷物
特/こどもの日 1962.5.5→東独

2,000

184 □ 琉球普通改定9c☓3枚貼 航空書
状 櫛/ NAHA 27.9.60 RYUKYU
→米

2,000

185 □ 琉球+花ｼﾘｰｽﾞ いじゆ8c☓横4連
貼 航空書状 櫛/ NAHA 23.8.66
RYUKYU →米

1,500

186 □ 琉球天女航空35c+舞踊10c+50c
貼 航空書状 櫛/ 浦添63.7.24 三
ツ星→米

1,500

187 □ 琉球全日本剣道大会3c銘付田型
+天女14c+花ゆうな1/2c☓2枚貼
航空書状 櫛/ KOZA 16.11.62
RYUKYU→米

1,500

188 葉 ちんちん馬はがきに普通5 1/25c
加貼 航空便 櫛/ NAHA 11.9.70
RYUKYU→広島県

1,200



189 □ 舞踊5c(目打部ｼﾐ)単貼 内地宛船
便書状 櫛/ 八重山72.5.14 三ツ
星→櫛/ 浦和 47.5.18 時刻､適正
三ヶ月半

1,000

190 葉 琉球花2cｻﾝﾀﾞﾝｶ単貼絵葉 櫛/
YAEYAMA 14.5.72 RYUKYU→埼
玉県

1,000

191 □ 琉球天女航空19c+舞踊10c+2次
動植物2円犬混貼 日琉ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮ
ﾝ 櫛/ 西表島47.6.3 時刻→埼玉
県

2,000

192 □ 琉球天女14c+舞踊10c+50c貼 航
空書留書状 ﾛｰﾗｰ/SHURI
21.4.1972→横浜､切手目打周囲
少ｼﾐ

2,000

193 葉 米2c官葉に普通1/2c☓2枚加貼
機械/ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ 1936.6.17→櫛/
HARBIN 7.7.36､美

1,500

194 □ 満州普通3f×2枚+8f貼 書留書状
櫛/ 営口〈奉天〉3.12.21 時刻→
三日月/ｼﾞｪﾉﾊﾞ 8.1.37(着印有)､
封に折れ筋有

2,000

195 □ 満州普通10f単貼 航空書状 櫛/
富錦4.8.8 時刻→ﾊﾙﾋﾞﾝ､富錦特
務機関差出､封にｼﾐと開封乱

2,500

196 □ 満州普通10f単貼 航空書状 櫛/
哈爾濱中央7.12.6 時刻→朝鮮 京
城､満朝間航空便､封少古色

2,500

197 □ 支那烈士50c単貼外信書状 櫛/
包頭 29.11.28→米､1940年占領
蒙疆発の外信使用例､封ﾔｹ

2,000

198 □ 中国占領地 華北8f☓2枚(1枚上
辺鋏当)貼書状 櫛/ 塘沽新港
32.8.18 36天(櫛型類似印)→京
都･東山､逓信省検閲ｼｰﾙ付､封少
汚

2,000

199 葉 占領蘭印3 1/2c官書 櫛/ MEDAN
17.10.2602年→ﾒﾀﾞﾝ市内､朱印｢
検閲｣押捺

1,000

200 □ 2020年2月発行 中国1.20元旗単
貼書留書状 ○湖北浜湖
2020.02.21→国内､｢防控新型冠
状病独｣ COVID-19対策印押捺

2,000



201 □ 手彫封皮長型4銭 横浜ﾎﾞﾀ+◎横
浜21.2.24(偽消)→群馬､as is

7,000

202 □ U小判2銭6枚(一部少ｷｽﾞ)貼 重量
便書状 東京ﾎﾞﾀ+◎東京19.1.5→
◎須賀川1.6

2,100

203 葉 小判1銭葉書 東京支局ﾎﾞﾀ+◎
N3B3/ 芝田町12.5.29→麹町､美

1,800

204 □ 旧小判4銭(ｷｽﾞ)2枚貼書留 ◎KG/
上田7.2→長野県内､封少傷み､別
配達表示を抹消

1,400

205 葉 小判1銭葉書 ◎KG/ 三河･稲橋
8.1→◎(二行書)東納庫利 大平
8.3

1,400

206 □ 新小判5厘2枚(ｷｽﾞ)+U小判2銭7枚
(少ｷｽﾞ)貼 書留訴訟書類書状 丸
一/ 佐賀26.5.20→丸一/ 肥前 多
久

1,000

207 □ U小判2銭2枚貼長封筒 褐丸一/
(神田)→丸一/ (山口県
内)29.9.21､朱印｢稲扱用転子見
本｣押捺

1,400

208 □ U小判2銭4枚貼 書留書状 丸一/
(郡名入)越後 北蒲原郡中条
31.8.20→丸一/ 宇治8.24

2,100

209 □ 米普通2c+菊10銭貼外信書状 丸
一/ 横須賀33.11.20→米ｻﾝﾌﾗﾝｼ
ｽｺ(着印有)､封微ﾔｹ､米切手は青
鉛筆抹消

1,400

210 葉 日露戦役1 1/2銭単貼絵葉 丸二/
野戦局(遼陽)39.8.14→丸一/ 西
尾36.8.22

3,400

211 葉 薄墨連合葉書4銭 年号2字()→ 年
号2字/KOBE 6 FEB 01→上海独
局○11.2.01→青島

2,800

212 葉 菊2銭緑2枚貼外信絵葉 丸一/ (
) 1月22日→ 年号2字/SHANGHAI
25 JAN (06) → ○TSINGTAU
29.1.06 (ﾄﾞｲﾂ局)→青島､少ｼﾐ

2,800

213 葉 菊4銭単貼外信絵葉 櫛/
()39.10.27 時刻→櫛/ NAGASAKI
27.11.(06)JAPAN→櫛/ TIENTSIN
2 3.11.06

1,400



214 □ 2次長形菊3銭封皮 櫛/ 京橋
41.12.13 時刻(発行年)→丸一/
真岡41.12.14､封ｼﾐと虫穴有

1,400

215 □ 菊3銭赤単貼書状 櫛/ 魯城
44.11.() 時刻→洪州､朝鮮内相互
間便

1,400

216 □ 菊20銭3枚貼 広告郵便請求書 櫛
/ 大分･別府43.(3).4 時刻

3,400

217 葉 菊1 1/2銭単貼絵葉 軍艦郵便 櫛
/ ()3.3.14 時刻→ 軍艦須磨､ﾒｷｼ
ｺ居留日本人保護を目的とした軍
艦出雲からの軍艦郵便､1914年

7,000

218 葉 桜連合葉書4銭 櫛/ 開寧2.2.16
時刻→NY､朝鮮から米あて

1,800

219 葉 田沢1 1/2銭単貼絵葉 軍艦郵便
在ﾊﾜｲ 軍艦浅間差出→櫛/
()3.8.17 時刻 →澎湖島軍艦須磨
宛､葉右端ﾔｹ有

2,800

220 葉 大正大礼1 1/2銭2枚+田沢1銭貼
外信絵葉 特/大礼記念 下関細江
4.11.10→紫櫛/ SHIMONOSEKI-
HOSOE 10.11.15 JAPAN→紫櫛/
KOBE  15.11.15 JAPAN→米NY

2,800

221 葉 旧毛4銭単貼絵葉 鉄郵櫛/ 門司
佐伯間5.9.16→米NY､紫｢
CENSORED｣印押捺

2,800

222 □ 丸型封緘葉書3銭に旧毛2銭+5銭
加貼外信便 櫛/ 長野･平岡
7.6.12 時刻→紫櫛/ TOKIO
13.6.16 JAPAN→米(国内転送
有)､上下封緘紙貼+紫○検閲印押
捺

3,400

223 □ 支那加刷旧毛2銭単貼帯封 3種重
量便 櫛/ SHANGHAI 30.().22→
盛岡､全体薄汚

2,100 

224 欠番

225 □ 旧毛8銭単貼外信絵葉 紫櫛/
DAIREN 14.7.25 I.J.P.O.→米､全
体薄汚

1,800 

226 □ 旧毛20銭単貼外信絵葉 差出書込
大連→ 紫櫛/ KOBE 2 ().9.23
JAPAN→ 米､葉書に傷み有

1,800 



227 □ 旧毛1 1/2銭縦P(白耳銘付)貼書
状 櫛/ (不鮮明:13年9月中関村差
出)→ 下関市内､白耳初期､全体
薄汚

1,800 

228 □ 旧毛6銭第3角単貼 外信印刷物
櫛/ TOKIO 1.1-.()JAPAN →独､
封中折れ有

3,400 

229 □ 旧毛3銭+5銭3枚貼 訴訟書類書類
台湾内使用 櫛/ 台中 15.4.1 時
刻→櫛/ 彰化15.4.2 時刻､綴じ穴
有､封全体少ﾔｹ有

2,800 

230 葉 明治神宮1 1/2銭単貼絵葉 特/
明治神宮内苑5.11.1→福岡県内､
少ﾔｹ

1,400 

231 □ 新毛3銭単貼書状 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ発 ﾗﾌﾟﾗ
ﾀ丸(P)AQUEBOT→ 福島県､全体
少ﾔｹ有

2,100 

232 □ 新毛25銭(左上少欠)+3銭貼 書留
重量便書状 櫛/ 大阪日吉橋
11.7.24 時刻→櫛/ 石川･橋立
11.7.25 時刻､封少皺

1,400 

233 □ 昭白1円2枚+5銭4枚貼 外信航空
書状 櫛/ OSAKA 30.1.40
NIPPON→ｻﾝﾊﾟｳﾛ(着印有)､全体
少ﾔｹ有

4,200 

234 □ 昭白20銭2枚+30銭+50銭貼 外信
航空書状 櫛/ 京橋12.12.9 時刻
→ ｼﾍﾞﾘｱ経由ｽｲｽ

4,200 

235 △ 昭白1円他6枚貼 外信航空書状ﾌ
ﾛﾝﾄ 紫櫛/ DAIREN 7.4.39
I.N.P.O.→ ｼﾍﾞﾘｱ経由ｲﾀﾘｱ､少ﾔ
ｹ有

2,800 

236 □ 昭白30銭2枚+5銭貼 外信航空書
留書状 櫛/ 大阪天満 14.1.31 時
刻→ 米NY､封折れ筋2本有

2,800 

237 □ 新毛50銭(穿孔入)単貼 外信書留
書状重量便 紫ﾛｰﾗｰ/
YOKOHAMA JAPAN 31.10.31→
米ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ(着印有)､基本10
銭+重量6銭x4+書留16銭=50銭適
正

4,200 

238 □ 震災3銭2枚+10銭(ｷｽﾞ)貼 書留配
達証明書状 櫛/ 日本橋13.5.22
時刻→青山原宿

1,800 



239 □ 震災10銭単貼 書留書状 櫛/ 福
島栄町12.12.3 時刻(初期)→米沢
市

1,800 

240 □ 旧版富士鹿20銭単貼 外信書状
唐草/ 小石川 11.6.15(発行年)→
ﾏﾆﾗ(着印有)

4,200 

241 欠番

242 □ 旧版改色20銭+風景6銭貼 外信書
留書状 櫛/ KOBE 22.4.30JAPAN
→米ﾜｼﾝﾄﾝ(着印有)

2,100 

243 □ 新毛3銭+新版改色4銭2枚貼 速達
書状 櫛/ 京都松原広道10.9.26
時刻→櫛/ 京都 10.9.26 時刻､京
都市内速達､封全体ﾔｹ有

4,200 

244 欠番

245 欠番

246 □ 風景2銭+新毛1銭貼 書状 櫛/
()6.3.(3) 時刻→ 南洋ﾔﾙｰﾄ､差出
人は加賀佐野町､全体薄汚れ

2,100 

247 葉 分銅葉書に風景6銭2枚加貼 速達
櫛/ 大阪川口 5.5.6 時刻→京都､
京阪相互間二区間便

4,200 

248 □ 風景6銭2枚貼 私製封緘葉書(印
刷物扱)の書留便 櫛/ 日本橋室
町一11.10.7 時刻 →金沢

2,800 

249 □ 風景10銭単貼外信書状 青櫛/
KEIJO 1.4.33 CHOSEN →米(着
印有､国内転送)､開封乱

1,400 

250 □ 風景10銭単貼 第4種速達大型封
(東京市内便)櫛/ 神田猿楽町
4.3.23 時刻→櫛/ 本所4.3.23 時
刻

10,000 

251 □ 菊3銭単貼書状 櫛/ 紗那45.7.24
時刻→東京麹町､紗那測候所差
出

4,800 

252 □ 分銅葉書銘付 櫛/ 国後7.6.5 時
刻→京都･宇治田原町､国後郡古
丹差出､綴じ穴2有

3,400 

ﾛｯﾄ251-252は戦前の千島関係の使用例



253 □ 公園日光20銭単貼 外信書状 青
櫛/ KOBE ().2.38 NIPPON→仏
COMPIEGNE 16.7.39(着印有)

1,800 

254 □ 風景10銭3枚+1次昭和4銭東郷貼
航空書状 櫛/ 大連中央14.2.8 時
刻→櫛/ 東京中央14.2.9 時刻

2,100 

255 □ 紀元2600年4銭+同20銭貼 外信書
状 櫛/ 大森().1.27 時刻→独､裏
面に検閲ﾃｰﾌﾟと検閲印付

1,800 

256 □ 議事堂4銭封緘葉書に1次昭和1
銭稲刈り+12銭航研機加貼 書留
便 櫛/ 神戸新道 17.4.4 時刻→
小石川､全体薄汚れ､ｼﾐ

3,400 

257 □ 俘虜郵便 英国発 東京赤十字気
付ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ宛 1943年

2,800 

258 葉 特別軍事航空往復葉書 比島派遣
差出(19.8.31書込)→千葉県

1,400 

259 葉 特別軍事航空往復葉書 比島派遣
差出→栃木市､少ﾔｹ

1,400 

260 葉 新楠公2銭葉書に2次昭和1銭女
工加貼 櫛/ 那覇19.7.26→徳島､
宛名鉛筆書

2,800 

261 □ 1次昭和2銭乃木+2次昭和5銭東
郷貼 書状 櫛/ 那覇19.7.7→島尻
郡､沖縄島内相互間便

1,800 

262 □ 無切手公用軍事郵便 櫛/ 牡丹江
第一九 軍 11.7.10 時刻→徳島
県､昭和19年

2,100 

263 □ 昭和ｺｲﾙ5厘2連+公園日光2銭横P
貼私葉 櫛/ 伏見20.12.1→愛知･
半田

4,200 

264 □ 占領香港 郵便料金受領証原符 1
次昭和5円鎌足+1円大仏貼 櫛/
香港 20.4.6 三ツ星

4,800 

265 葉 2次昭和10銭地図単貼私葉 櫛/
(熊本)<貯金支局内>20.9.10 三ツ
星(日付部逆植)→熊本県内､分室
消

1,400 

266 葉 楠公3銭葉書に台湾2000円2枚加
貼 戦後使用 丸二/ (不鮮印)→丸
二/ 台南､台湾内使用､折れ筋有

4,200 



267 葉 楠公5銭葉書に1次昭和25銭法隆
寺+2次昭和5銭東郷加貼速達 櫛/
()桃園21.5.()東京府→静岡県内､
戦後使用

1,800

268 □ 3次昭和5銭飛燕(青味緑)縦P貼書
状 櫛/ 鹿沼21.6.4栃木県→上都
賀郡内

1,400

269 □ 無切手料金別納書留書状 別納印
と紫櫛/ 石川･土田 21.4.1 三ツ星
→京都･下京

1,400

270 □ 無切手料金別納 書留速達配達証
明書状 櫛/ (尾道)(21).5.17→京
都市内､｢21年5月17日｣書込有

2,800

271 □ 民間貿易4円単貼 外信書状 櫛/
()22.11.11京都府→米､GHQ検閲
印+ﾃｰﾌﾟ付､同志社差出

1,400

272 □ 2次新昭和1円20銭2枚(少ｷｽﾞ)+5
円捕鯨+10円横螺鈿貼 速達書留
配達証明2倍重量書状 櫛/ (大阪
朝日ﾋﾞﾙ内)→広島県

1,800 

273 □ 2次新昭和1.20円単貼書状 唐草/
東京中央23.4.27→長崎県

1,400 

274 □ 2次新昭和1円前島(ｷｽﾞ)+捕鯨5円
3枚貼 外信書状 金属櫛/ KURE
7.9.48 JAPAN→ 英､不足印押捺

2,800 

275 □ 塔30銭切手付封筒に新昭和各種
13枚加貼 書留便 櫛/ 東京中央
24.4.25東京都→豊橋､少ｼﾐ

2,800 

276 □ 1次新昭和100円梅花無目打(上辺
ﾀｯﾁ)単貼 外信航空書状 櫛/ 熊
本坪井23.5.16 時刻→米

3,400 

277 葉 透無4円初雁単貼 年賀私葉 図入
櫛/ 福島･中島29.1.1 初日の出→
県内､少ﾔｹ

2,100 

278 欠番

279 □ 4回国体やり投げ(目打L12.5)単貼
書状 櫛/ 日本橋(日付不鮮)→新
潟県

2,800 

280 □ 産業30円郵便配達単貼 重量便書
状? 櫛/ (横浜?)26.1.9 時刻→ 櫛
/ 左京 26.1.10 時刻

1,800



281 □ 別府観光2円他11枚貼 外信航空
書状 櫛/ 大崎<荏原分室>
24.5.31 東京都→ 米､料金 終日

4,800

282 □ 観光地赤目24円+ｷｼﾞ59円貼 外信
航空書状 櫛/ TOKYO
25.6.51JAPAN →ﾊﾜｲ､少古色

1,400

283 □ 観光地菅沼8円単貼書状 櫛/ 神
田26.10.12 時刻→新潟県､適正1
か月間

2,100

284 □ 透無30円郵便配達3枚(少ｷｽﾞ)貼
現金書留速達便 櫛/ 大子清滝
27.11.22 時刻→大分県､少ﾔｹ､封
皴有

1,800

285 □ 産業図案15円紡績女工単貼 外信
船便印刷物 三日月/ NAGASAKI
20.XI.53 JAPAN→米

1,800

286 葉 透無2円農婦2枚(1枚上部目打不
整)貼 年賀私葉 図入櫛/ 徳島･日
和佐29.1.1初日の出→名東郡､ｼﾐ

1,800

287 □ 銭位塔航空25円6連+1次動植物
10円観音貼 外信航空書状 櫛/
神田27.9.21 時刻→米ﾛｽｱﾝｾﾞﾙｽ

1,800

288 □ 公園十和田24円単貼 外信船便書
状 櫛/ 東京玉川 27.11.18 時刻
→米ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ

1,800

289 □ 1次動植物5円尾長鶏3枚+2次動
植物10円観音3枚貼 速達書状 鉄
郵櫛/ 福岡下関間28.11.15→櫛/
京都中央28.11.17 時刻

1,100

290 □ 銭位塔航空15円単貼 外信船便印
刷物2倍重量便 三日月/ AZABU
25.V.56 JAPAN→米ｼｱﾄﾙ､封中折

4,200

291 □ 切手帳 大阪万博15円+同50円+7
円新金魚貼 速達書状 櫛/ 芦屋
46.6.2 時刻→櫛/ 豊島46.6.3 時
刻

1,400

292 □ 赤風神90円単貼 速達書留書状
櫛/ 那覇 47.5.15(沖縄返還当日)
→名古屋､郵趣家便

1,800

293 葉 73年文通50円単貼 外信航空絵葉
三日月/ IBARAKI
26.IX.76JAPAN→ 米ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ

1,400



294 □ 桂離宮110円2枚+陽明門40円青+
若狭国定公園10円貼 外信書留書
状 三日月/ KOBE PORT
27.VII.71 JAPAN→韓国､AOPU特
別料金適用

1,400

295 葉 沖縄海洋博20円+同50円貼 外信
航空絵葉 特/と小型印/沖縄海洋
博 50.8.1→西独

1,100

296 葉 30円官葉麻布菩薩 選挙唐草/ 大
分56.2.12→大分市内､ｼﾐ

1,400

297 □ 満州普通1/2分単貼 市内宛印刷
物 不鮮消

1,100

298 葉 満州 治外法権10分単貼 外信絵
葉 不鮮消→ｼﾍﾞﾘｱ経由→仏
TOULOUSE 28.XII.1937 (着印
有)､折れ筋1本

1,800

299 葉 満州2 1/2分 支那宛用満華葉書
に記念4分加貼 外信便 櫛/
HARBIN 14.10.40→独ﾍﾞﾙﾘﾝ

1,800

300 □ 占領ﾏﾗｲ4c葉書 ◎ﾀｲﾋﾟﾝ2605.8.7
→ﾏﾗｯｶ､占領期 後期

2,100

301 □ 琉球 ﾀｲｺｶﾞｲ8c+青い風の神19c貼
航空書状 櫛/ NAHA 21.5.63
RYUKYU→米ﾜｼﾝﾄﾝ

1,400

302 葉 無切手軍事郵便絵葉 朱丸二/ 第
四軍 39.1.1 第四野戦局→丸一/
須磨 39.1.19

2,100

303 葉 薄墨連合葉書4銭 丸一/ 韓国大
邱 38.12.15→ｺﾞﾑ櫛/
YOKOHAHA 19.12.05 JAPAN(暫
定期)→仏

2,100

304 葉 枠無菊葉書1 1/2銭 年賀状 櫛/
草梁 <所> 42.12.31 時刻→ 奈良

1,000

305 葉 米普通2c赤単貼 外信絵葉 機/
TACOMA (ﾜｼﾝﾄﾝ) JAN 9 1911
→ 紫櫛/ AMERIKA-MARU
15.1.11 SEAPOST→ 伊予 八幡浜

2,100

306 葉 旧毛1 1/2銭切手帳(白耳部分付)
単貼 選挙投票依頼私葉 櫛/ 西
陣 10.10.31 時刻→京都市内

1,300



307 葉 銘付分銅葉書青に旧毛3銭2枚加
貼 東京市内速達 櫛/ (赤)坂
14.3.2 時刻→ 櫛/ 神田､強折れ
筋有

1,000

308 □ 旧毛1銭+2銭×4枚貼 東京市内速
達書状 櫛/ 巣鴨宮仲 15.12.9 時
刻→ 櫛/ 京橋､裏面2/3破れによ
り喪失､封上部ｶｯﾄ

1,100

309 葉 旧毛2銭+3銭+裏に旧版富士鹿8
銭(ｷｽﾞ)貼 外信絵葉 機/
YOKOHAMA 16 JAN 1925+紫櫛/
YOKOHAMA 16.1.25 JAPAN →
ﾍﾞﾙｷﾞｰ

1,000

310 葉 銘無分銅葉書(年賀状) 1 1/2銭
唐草/ 安東縣 4.1.1→大分･宇佐

1,000

311 葉 富士連合6銭葉書 唐草/ 中野･杉
並 8.1.26 時刻(分室印)→米､綴じ
穴2有

1,700

312 △ 小包送票貼付の封ｽｸｴｱｶｯﾄに新
毛3銭×2枚+13銭×3枚貼 櫛/ 落
合長崎 8.4.6 時刻

1,100

313 葉 新毛1 1/2銭単貼絵葉 櫛/ 大連
新京間 8.8.19→ 兵庫県

1,700

314 葉 新毛1 1/2銭切手帳単貼絵葉 櫛/
京城新義州間 8.8.22→広島

1,100

315 □ 新毛3銭切手帳単貼 書状 櫛/ 奉
天中央 <7> 11.6.26 時刻→ 東京
四谷､天津日本租界差出､封皴とｼ
ﾐ

1,300

316 □ 昭白30銭単貼 軍事郵便書状 櫛/
第三丗野戦継立所 15.10.30→ 櫛
/ 浜寺 15.11.1 時刻

2,500

317 △ 風景10銭×5枚+風景2銭+新毛3
銭貼 外信航空書状ﾌﾛﾝﾄ 櫛/ 大
阪西 12.3.17 時刻→ ﾁﾀ→ﾓｽｸﾜ
→ﾍﾞﾙﾘﾝ→英ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ､裏面無い
ため中継印なし

1,300

318 □ 新改富士鹿20銭+新毛50銭(各目
打部少ｼﾐ)貼外信航空書状 櫛/
神田11.5.4 時刻→紫櫛/
HSINKING 8.5.36 INPO→ ｼﾍﾞﾘｱ
→ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ､全体薄汚れ

1,700



319 □ 昭白20銭横P貼外信書状 櫛/ 大
邱(潰れ)15.1.29→ 米PORTLAND
17 FEB 1940､米国郵政棄損補修
ｼｰﾙ3枚で破れを補修

2,100

320 □ 新改富士鹿4銭単貼外信印刷物
ﾛｰﾗｰ/ 天王寺 9年(月日不詳)→
仏､封少疲れ

1,300

321 葉 震災葉書1 1/2銭 櫛/ 長野名古
屋間 13.7.22→長野県内､綴じ穴
有

1,000

322 □ 公園日光20銭単貼外信書状 櫛/
(消印不鮮)→ｽｲｽ､封折れ有

1,000

323 □ 2次昭和東郷5銭単貼書状 櫛/ 東
京中央18.6.9 東京府→ 仙台､開
封乱れ､全体薄汚れ､綴じ穴有

1,000

324 □ 議事堂封緘5銭葉書に2次昭和40
銭灯台8凹版加貼航空便 櫛/ 高
雄 (19).12.24→目黒

1,000

325 葉 終戦前琉球発 別納便葉書 那覇
局気付部隊→福井県内､汚れと傷
み有

2,500

326 葉 楠公2銭葉書に米大型検閲印を押
捺､文面･宛名無

1,000

327 葉 3次昭和5銭飛燕6枚貼 速達私葉
櫛/ 大竹21.3.25広島県→長野県
内､全体皺

1,700

328 □ 2次昭和5銭東郷2枚貼書状 櫛/
(静岡)→米海軍少将

1,000

329 □ 3次昭和20銭富士桜(上部ｷｽﾞ)+1
次新昭和1円富士(水色)貼書状
櫛/ (熱田) 22.6.16 愛知県→京
都･中京､紫丸二/GHQ検閲免除
印(英文字逆植)押捺

1,700

330 □ 新昭和50円能面2枚+産業5円炭
鉱夫･20円植林･2円農婦貼 外信
航空書状 金属櫛/ TOKIO <CT>
9.11.5- JAPAN →西独ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ

2,100

331 △ 産業8円炭鉱夫単貼書状ﾌﾛﾝﾄ 鳶
広告(東京銀座･松坂屋)入唐草/
日本橋 2-.11.2→中京､折れ筋有

1,700



332 □ 新昭和50円能面+1.50円数字縦
P+10円縦螺鈿3枚貼 書留･引受
時刻証明書状 櫛/ 鳥取･用瀬
26.2.1 時刻→広島市､綴じ穴と封
折れ有

2,900

333 葉 透無2円農婦単貼 年賀私葉 図入
櫛/ 横浜 27.1.1 南天→ 三重県

1,100

334 □ 1次動植物80銭多宝塔2枚+5円尾
長鶏+新昭和1.50円数字2枚+3次
昭和10銭富士桜4枚貼 書状 櫛/
奈良 27.4.27 時刻→ 大阪府内､
封にｷｽﾞと皺

1,700

335 □ 国定公園 耶麻日田10円単貼外信
書状 機/ TOKYO 18 IX 1961→
米ｵﾊｲｵ

1,000

336 □ 2次動植物50円弥勒2枚貼 外信航
空重量便書状 三日月/ NAGANO
29.VI.62→中国 通河県､少汚れ

1,000

337 □ 新小判8銭+20銭縦P(左耳付)貼小
包送票 丸一/ 大阪 30.9.21+北久
太郎町郵便受取所朱印→丸一/
豊後高田 30.9.23

1,000

338 □ U小判5銭縦P貼 内国書留書状2
倍重量便 茶丸一/ 武蔵横浜
39.10.1→丸一/ 東京39.10.1(着
印有)

1,000

339 葉 薄墨連合葉書4銭 年号2字/
SEOUL 25 NOV 9- →ﾁｪﾑﾙﾎﾟ

1,000

340 葉 楠公3銭葉書 那覇局気付部隊差
立(未抹消)→丸一(消印漏れ消
印)/渋谷局→1次昭和3銭発電所
+2次昭和1銭女工加貼転送 → 京
都･中京､昭和19年10月以降の使
用例

2,100

341 □ 満州白塔10f単貼外信書状 櫛/
MANCHOULI 6.9.3-
MANCHOUKOU +風/ 満州里
3.9.7→独

2,100

342 葉 満州 一徳一心3f葉書に2f(左上
RC)加貼 櫛/ 老黒山 12.3.12 時
刻→愛媛県､ﾊﾟﾝﾁ穴有

1,000



343 葉 米ﾊｸﾄｳﾜｼ4c航空葉書に琉球ﾍﾟﾙ
ﾘ6円加貼 機械消→米ｺﾈﾁｶｯﾄ

1,000

344 葉 小判1銭葉書 ◎松坂 10.7→ ◎
KG 大内山村間弓(2行書)10.10

2,000

345 □ U小判2銭8枚(1枚ｷｽﾞ)+同1銭貼
書留訴訟書類書状 丸一/ 越後
高田29.12.5→丸一/ 越後 岡田
29.12.6

2,000

346 □ U小判5銭4枚貼外信書状 褐丸一
/ 東京芝口 ( ).10.29→ 年号2字/
TOKIO 29 OCT 97→米着印有

2,000

347 葉 ﾛｼｱ官葉 年賀状 ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ発→
年号2字/(NAGASAKI)+□
PAQUEBOT → 長崎 浜ﾉ町

1,000

348 □ U小判5銭+菊5厘2枚+1銭茶+3銭
茶貼外信書状 年号2字/ KOBE
21 FEB (00)→ 年号2字/
YOKOHAMA 23 FEB 00→ 独(着
印有)

2,000

349 葉 薄墨連合往復葉書4銭 往信部 丸
一/(肥後)熊本 ().12.29→英DEAL
FE4 00(着印有)

1,000

350 葉 枠無菊往復葉書1 1/2銭(返信部
未使用付)に菊2銭緑2枚加貼外信
便 櫛/ 京都五條 41.10.7 時刻→
紫櫛/ KOBE 7.10.08 JAPAN →
独(着印有)

3,000

351 葉 青分銅葉書1 1/2銭 軍事郵便 櫛
/ 第一野戦局 3.6.4 三ツ星→京
都､少汚

1,000

352 葉 旧毛5厘+1銭貼 軍艦郵便絵葉年
賀状 ﾎﾉﾙﾙ発→櫛/ 横浜 (9).1.1
時刻→岩手県

1,000

353 葉 ﾄﾞｲﾂ俘虜収容所(名古屋)製葉書
櫛/ 名古屋赤塚 6.6.19 時刻→
紫櫛/ YOKOHAMA 20.6.()→ 米
ﾌﾞﾙｯｸﾘﾝ､収容所赤印押捺

2,000

354 □ 旧版富士鹿4銭単貼外信印刷物
唐草/ 日本橋11.12.22(発行年)→
米ｼｱﾄﾙ

1,000



355 □ 新毛1銭5厘3枚貼書状 櫛/ (局名
不鮮)12.4.1-(差出書込:斉斉哈爾
発)→奉天､満州内相互間便､封少
傷み

2,000

356 葉 風景2銭単貼絵葉 標語唐草/ ｢年
金に衣食足りて年の暮れ｣新京中
央 12.7.17桜→朝鮮京城､機械印
は上下2回捺､少汚れ

1,000

357 葉 楠公2銭葉書 櫛/ 櫛 樺太･珍内
14.3.19 時刻→宮城県､少ﾔｹ

1,000

358 □ 電報送達紙2頁 ﾛﾀ発信→ 櫛/ 埼
玉･吹上 14.5.18 三ツ星(各頁に
捺)→ 受取人､2つ折

1,000

359 □ 1次昭和4銭東郷(左上RC)+風景
10銭貼 書留書状 櫛/ 樺太･白浦
14.5.17 時刻→金沢､開封乱

2,000

360 葉 旧楠公2銭葉書 櫛/ ｻｲﾊﾟﾝ 14.3.2
郵便局→ 宮城県､微閉裂とｼﾐ

2,000

361 □ 1次昭和4銭東郷単貼書状 櫛/
(局名不鮮) 15.4.4 時刻→ 高雄局
気付海南島海軍設営隊､裏面差
出人記載部切抜

1,000

362 □ 1次昭和12銭航研機+2次昭和5銭
東郷貼 書留書状 櫛/ 沖縄･嘉(手
納) 17.11.14 時刻→ 那覇市内

2,000

363 葉 2次昭和1銭女工+2銭乃木貼絵葉
櫛/ 沖縄･嘉手納 19.9.1 三ツ星
→ 徳島県､那覇局気付飯田隊差
出

3,000

364 葉 楠公葉書に満州普通2f加貼 櫛/
哈爾浜第十四(少不鮮) 7.3.22 時
刻→ 岩手県､軍事郵便所発

1,000

365 葉 楠公2銭往復葉書返信部に1次昭
和12銭加貼速達便 櫛/ (局名潰
れ) 17.12.4 時刻→ 名古屋市内

1,000

366 □ 3次昭和20銭富士桜縦P(左辺切
込)貼速達 櫛/ 仙台 米ｹ袋
21.6.19 宮城県(20銭切手出現3か
月後)→ 岡山県内､速達30銭料金
21.7.24迄

1,000



367 □ 1次昭和30銭厳島3枚貼 書留速達
3倍重量便書状 櫛/ (大津)
21.1.20 (薄い)→滋賀県内､検閲
印押捺

2,000

368 □ 1次新昭和1円水色富士4枚+新昭
和縦螺鈿10円(ｷｽﾞ)貼 外信絵葉
ｺﾞﾑ櫛/ YOKOHAMA 2.7.48
NIPPON→ 米､少汚

1,000

369 □ 円位塔航空25円単貼 特別地帯宛
航空書状 櫛/ 東京･大田西六郷
30.11.14 時刻→櫛/ NAHA
16.11.55 RYUKYU

1,000

370 △ 新昭和50円能面+1次動植物10円
観音3枚貼 外信航空書状ﾌﾛﾝﾄ
櫛/ KANDA 22.12.51 JAPAN→
米

1,000

371 葉 1970年万博切手帳切抜7円単貼
私葉 唐草/ 芦屋 46.7.11→東京､
非郵趣家便

1,000

372 葉 琉球ちんちん馬葉書1 1/2c 選挙
唐草/ 那覇中央1970→ 宜野座村
→転居先不明で返戻 櫛/ 宜野座
70.11.9 三ツ星

1,000

373 □ 旧小判20銭単貼 外信書状 白抜
Y+20ﾐﾘ/ YOKOHAMA 4 MAR
1886 → ○ NEW YORK MAR 24
→◎仏ﾊﾟﾘ(1886年4月5日 到着印
鮮明)､美封

120,000

374 葉 菊1銭茶+3銭赤貼外信絵葉 櫛/
銅店〈所〉45.7.27 時刻+紫楕円櫛
/ MOUKDEN-CHANGCHUN
28.7.2(満鉄鉄郵印)→ｼﾍﾞﾘｱ経由
英国ｴｼﾞﾝﾊﾞﾗ(8月10日着印有)

15,000

375 □ 旧版富士鹿8銭縦P貼 書留重量
便書状 櫛/ 新橋5.3.1 時刻→櫛/
足利5.3.2 時刻

3,000

376 □ 旧毛1銭+3銭3枚貼普通小包 櫛/
神田紺屋町 6.10.20 時刻→滋賀
県

2,000

377 □ 到着便の事故便(破損):ﾁｪｺｽﾛﾊﾞｷ
ｱ記念4枚貼 三日月/BRNO
30.IX.86→三日月/ OSAKA
7.X.62､到着時破損のため郵政省
封緘紙3枚で補強

2,000



378 葉 小判1銭葉書 褐◎播磨 山崎 4.21
→◎神戸 21.4.22

1,000

379 葉 菊1銭茶+旧毛3銭貼外信私葉 大
型紫櫛/ KEIJO (SEOUL) 21.4.16
CHOSEN→ 米ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ

2,000

380 □ 菊10銭単貼外信書状 櫛/ 台南
1.12.26 時刻→ 櫛/ KOBE
().12.12 JAPAN→ 米NY

2,000

381 葉 青分銅葉書 1 1/2銭 櫛/ 基隆門
司間 9.11.19船内係員(少薄)→埼
玉県､台湾歩兵第一連隊差出

1,500

382 葉 昭和ご帰朝1 1/2銭単貼 私葉 櫛/
横浜10.10.11 時刻→横浜外人宛

1,200

383 □ 昭白20銭+風景6銭貼 書留配達証
明書状重量便 櫛/ 西成岸里
14.8.6 時刻→東成区､封上部少
ｶｯﾄ+綴じ穴有

1,000

384 □ 旧毛6銭単貼 2倍重量書状 櫛/
名古屋14.7.9 時刻→東京麻布､
全体少ｼﾐ

1,200

385 葉 新毛1 1/2銭+風景2銭+新毛5銭貼
内国航空私葉 櫛/ 博多6.9.19 時
刻→櫛/ 京橋6.9.20 時刻

1,200

386 葉 新楠公2銭葉書に1次昭和12銭加
貼速達便 櫛/ …支局内(A欄2行
書)17.9.28 時刻→櫛/ 厳島
17.9.29 時刻､葉書に閉裂+皺

1,200

387 □ 特殊郵便物受領証原符に1次昭
和50銭金閣17枚(裏面16+表面1)
貼 櫛/ 世田谷池ﾉ上20.6.29東京
都

1,000

388 □ 2次昭和1銭女工単貼帯封 櫛/ 七
條18.8.11京都府→ 京都市内､中
身(証券日報)入

1,000

389 □ 2次昭和4銭縦P+20銭横P貼 書留
書状 櫛/ 大阪曽根崎上19.4.5→
大阪東､綴じ穴有

1,000

390 FDC 関東神宮完(目打周囲少ｼﾐ)貼 特
/旅順19.10.1(少薄)､日本郵票研
究会製

1,200



391 葉 新楠公2銭葉書に憲法50銭母子
加貼 櫛/ 蕨().6.21埼玉県→千葉
県

1,200

392 □ 新聞帯紙2輪5毛(未)､少ﾔｹ､型
3,000

1,200

393 □ 切手付封筒角形 4銭紅 仮名ﾊ
(未)､型22,000

2,500

394 □ 封緘葉書菊3銭紫(未)､美､型
17,000

2,000

395 □ 封緘葉書小判型3銭(未)､3穴､微ｼ
ﾐ

1,200

396 葉 2点組:小判往復葉書2銭紅(返信
用)､菊葉書(紐枠)1銭茶 微ﾔｹ

1,000

397 葉 3枚組:菊葉書(紐枠)1 1/2銭青
(未)×3枚

1,000

398 葉 4枚組:青分銅葉書1 1/2銭(未)×4
枚

1,000

399 葉 分銅往復葉書1 1/2銭+1 1/2銭
(未)､微ﾔｹ

1,600

400 葉 薄手唐草2銭､微ﾔｹ 1,000

401 葉 薄手唐草3銭､微ﾔｹ 1,000

402 葉 薄手唐草往復2銭+2銭､微ﾔｹ 1,000

403 葉 薄手唐草往復3銭+3銭､微ﾔｹ 1,000

404 葉 薄墨連合4銭､微ﾔｹ 1,000

405 葉 連合桜葉書4銭､微ﾔｹ 1,000

ﾛｯﾄ400-405は外信葉書未使用



406 △ 3次新昭和100円梅花+産業5円炭
鉱夫+30円郵便配達×2枚(ｷ
ｽﾞ)+500円機関車貼外信航空商品
見本ﾌﾛﾝﾄ ﾛｰﾗｰ/浅草26.1.12→
米､検閲印押捺

1,000

407 □ 3次新昭和100円梅花+20銭植林
×2枚+年賀応挙の虎2円貼 外信
航空書状 櫛/ 仙台25.2.25 時刻
→米

1,500

408 □ 新昭和1円前島+産業5円炭鉱夫
☓2枚+日本貿易博5円貼 外信書
状 櫛/ ()24.5.13→米､封折れ筋と
皺

1,000

409 □ 2次動植物5円ｵｼﾄﾞﾘ☓2枚+8円ｶﾓ
ｼｶ+100円鵜飼+500円八つ橋+円
位塔航空30円×2枚貼外信航空
書留書状 ﾛｰﾗｰ/OSAKA
18.1.1958→豪､封ﾔｹ

1,000

410 葉 新動植物50円小豆弥勒+ｵｼﾄﾞﾘ5
円貼 外信年賀私葉 三日月/
FUJISAWA 23.XII.67JAPAN→独

1,200

411 □ 2次動植物50円弥勒2枚+3次動植
物10円桜(右上角欠)貼 書留配達
証明書状 櫛/ 大阪西成田端通
36.9.29 時刻→ 池田､封に少ｼﾐ

1,000

412 □ 2次動植物100円鵜飼+円位塔航
空30円+40円貼 外信航空別配達
書状 三日月/OSAKA 12.IV.62→
西独

1,000

413 □ 2次動植物100円鵜飼+円位塔航
空30円貼 特別送達書状 櫛/ 伊
丹37.4.5 時刻→大阪市内

1,000

414 □ 新昭和5円捕鯨+3次昭和10銭富
士桜2枚貼 速達書状 櫛/ 日本橋
炭町25.7.5→大阪東

1,000

415 葉 議事堂2円葉書水色+3円捕鯨加
貼年賀状 図入櫛(南天)/広島 田
島27.1.1→大門局区内

2,000

416 □ 3次動植物10円桜+90円風神縦P
貼 書留引受 時刻証明+配達証明
書状 櫛/ 四谷38.6.17 時刻→渋
谷､封折れ筋

5,000

417 □ 円位塔航空30円単貼 5種便 櫛/
住吉38.8.8→大阪市内､封折れ筋
有

1,200



418 □ 大仏航空115円+公園大雪山5円
貼 外信航空便 三日月/ITAMI
4.IV.64→米､検査印□
EXAMINESD PASSED押捺

1,200

419 葉 議事堂5円葉書緑に円位塔航空
25円(右上角欠)加貼 即日速達 櫛
/ 小石川… 30.3.18 時刻→櫛/
豊島30.3.18 時刻､楕円｢即日速
達｣表示､台中折

1,000

420 □ 郵便料金受領証原符に3次動植
物100円桃丹頂+魚ｼﾘｰｽﾞ10円鯉2
枚貼 櫛/ 王子41.7.13 時刻､｢転
送料｣

1,000

421 □ 3次動植物10円桜+国宝1次50円
法隆寺貼 外信航空印刷物 櫛/
TOKYO 4.III.68→西独

1,200

422 □ 観光地箱根温泉24円単貼外信書
状 櫛/ 世田谷 27.3.16 時刻→米
ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞ→名宛人不在で差し
戻し(麻布局)､裏面に中継印と返
戻印押捺

1,800

423 □ 観光地宇治川24円単貼 外信書状
櫛/ 27.9.29 時刻→ 米→差出人
戻し(麻布局)､裏面に中継印押捺

1,800

424 FDC 競馬法5円+新昭和4円初雁+2円
清水寺貼 特+櫛/ TOKYO 6.6.48
NIPPON→中国､封少汚

1,500

425 葉 文通箱根30円+皇太子ご成婚20
円貼 外信航空絵葉 三日月/
TOKYO 23.VI.62 JAPAN→ﾕｰｺﾞｽ
ﾗﾋﾞｱ･ｻﾞｸﾞﾚﾌﾞ､美

2,000

426 □ 趣味10円序の舞 横6連+上信越国
立10円･大山隠岐10円☓2枚貼 外
信航空書状 三日月/TSURUMI
7.V.65JAPAN →米

1,000

427 □ 円位塔航空20円横P貼 外信航空
印刷物 三日月/OSAKA 24.VI.59
JAPAN →米ﾃﾞﾄﾛｲﾄ

1,200

428 □ 円位塔航空30円2枚+裏面に赤十
字思想百年10円☓3枚+水郷国定
10円×3枚貼 外信書留航空書状
三日月/ NAKAHARA 12.VI.62
JAPAN→丸二/ TAIPEI 13.VI.62
(着印有)

1,500



429 □ 国宝1次平安時代3種+平治物語
15円+国立劇場25円貼 外信航空
書状 三日月/ TAKANAWA
18.VI.70 JAPAN→ 西独

1,200

430 □ 国際港湾協会50円☓6枚+東京五
輪50円+金風神90円+青鳳凰150
円貼 外信書留航空書状 三日月
/SHINJUKU 26.I83 JAPAN→米､
着印有

1,000

431 □ 東京五輪30円☓3枚+2次動植物5
円ｵｼﾄﾞﾘ☓2枚+20円金色堂+3次
動植物40円陽明門貼 外信航空書
状 三日月/SHITAYA 5.II.65
JAPAN→ 米ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ

1,200

432 □ 司法記念日2円横P貼 外信書状
櫛/ (KOBE)→豪ｼﾄﾞﾆｰ 21 OCT
1947(着印鮮明)､検閲印₊ﾃｰﾌﾟ付

2,500

433 葉 公園富士箱根14円赤(右下角欠)
単貼 外信絵葉 鳶色標語唐草/ ｢
郵便は世界を結ぶ｣ 西陣 26.5.25
→米

1,800

434 □ 文通三坂水面40円+2次動植物20
円金色堂+3次動植物40円陽明門
貼 外信書状 三日月/ISOGO
3.II.66 JAPAN →西独､□東京丸
処女航海記念ｶｼｴ押捺

1,500

435 □ 文通かじか沢50円+南ｱﾙﾌﾟｽ7円
+2次動植物3円ﾎﾄﾄｷﾞｽ貼 外信航
空印刷物 三日月/TOKYO
12.XII.67 JAPAN→ 西独､美

1,500

436 葉 明治百年記念15円+新動植物30
円金色堂貼 外信航空絵葉 三日
月/TOKYO 12.VII.89 JAPAN→
米

1,200

437 □ 郵便番号宣伝20円8枚B+同10円+
桂離宮110円☓2枚貼 外信航空書
状 三日月/NABARI 12.VIII.83
JAPAN→西独

1,200

438 □ 皇太子ご成婚20円扇+30円+2次
動植物50円弥勒貼 外信航空書状
三日月/ NIHOMBASHITORI
25.XII.68 JAPAN→ 独

1,200

439 □ 船ｼﾘｰｽﾞ20円遣唐使船･遣明船5
枚貼 外信船便書状 三日月/
SHIMOTSU 1.IX.77 JAPAN →釜
山

1,500



440 □ 文通1992用横P+同1993用横P貼
外信書留航空書状 三日月/
NAKAHARA 24.XII.83 JAPAN→
西独

1,500

441 葉 英ﾋﾞｸﾄﾘｱ4d(ｷｽﾞ)単貼書状 1866年
3月9日 ﾛﾝﾄﾞﾝ発→仏JARNAC､中
継印有､所々にｼﾐ有

2,000

442 葉 ｶﾊﾞｰ4点₊葉書7点組: 無切手公用
便書状 ○税済+◎渋川→金井村､
旧小判紫2銭単貼書状 京都ﾎﾞﾀ+
◎京都15.8.15､U小判2銭4枚貼
書留書状 丸一/信濃 金沢
25.4.16→東京､U小判2銭単貼書
状 丸一/土佐 赤岡25.10.20→福
島､他に小判-田沢時代の葉書類7
点､状態混合､要下見

3,000

443 葉 ﾍﾞﾃﾗﾝｺﾚｸﾀｰの処分ﾛｯﾄ1: 日本郵
便友の会製｢新しい郵便切手｣
1958(同年発行切手を1ﾍﾟｰｼﾞ毎1
枚貼付)､他に年賀SS 昭和62-平
成30年まで98枚､他に若干の未使
用切手が付属､額面合計12,000円
以上､状態概ね良好

2,800

444 葉 ﾍﾞﾃﾗﾝｺﾚｸﾀｰの処分ﾛｯﾄ2: 軍事郵
便関係 (1)封書80通(菊貼野戦局
宛など含む)､(2)簡易封筒他29通､
(3)絵葉25枚､(4)葉書18枚､状態混
合､要下見

2,500

445 葉 ﾍﾞﾃﾗﾝｺﾚｸﾀｰの処分ﾛｯﾄ3:小判-
菊時代主体ｶﾊﾞｰ類一括 (1)台湾･
満州関係封書6通､(2)菊貼清国宛
書状(鉄郵消含む)7通､(3)小判-菊
貼書留等書状8通､(4)切手貼主体
絵葉24枚､(5)到着便等5通､(6)未
納不足関係4点､(7)その他10通､
状態混合､要下見

1,500

446 Ｌ葉 戦前標語印30種120通のｺﾚｸｼｮﾝ:
ﾌｧｲﾙ1冊に整理済､切手貼含む､
標語毎に1-数通の使用例を収納､
状態概ね良好､要下見

3,600

447 Ｌ○ 大型ﾎﾞﾀ消8枚組+1次新昭和5円
金魚10枚B×2点が付属: 旧小判4
銭･8銭･10銭､U小判2銭5枚､宇都
宮､前橋､岡山他､状態混合､要下
見

1,200

448 Ｌ□
★

現金書留用封筒(未)ﾛｯﾄ 4種25枚
一括

1,000



449 ＬＳ
★

1989年ｼﾘｰｽﾞ みほん加刷と未使
用(CMと銘版)のﾛｯﾄ:見本加刷5
枚､CM付 2円3枚+41円4枚+62円
13枚+175円+210円+360円×4枚､
銘付 2円☓2枚+41円×2枚+62円
☓17枚+210円₊360円☓2枚､額面
合計4,871円､状態概ね良好

3,800

450 Ｌ○
△

三日月型試行印ﾛｯﾄ: ｵﾝﾋﾟｰｽ及
び使用済単片168点をｽﾄｯｸﾘｰﾌに
整理､E34状態混合も概ね良好､要
下見

1,000

451 Ｌ□ 郵便書簡(ﾐﾆﾚﾀｰ)31点のﾛｯﾄ: 啄
木ﾐﾆﾚﾀｰ(未)3種､その他未使用7
種8枚､済(初日印等)3種20枚､状
態概ね良好､要下見

1,000

452 Ｌ○ 風景･富士鹿ﾛｯﾄ:ﾎﾞｽﾄｰｸ2頁にわ
たり単片40枚をｼｪｰﾄﾞ分類で配置､
昭毛20銭は未使用､旧改富士鹿8
銭含む､状態概ね良好

5,000

453 Ｌ葉
□

風景2銭単貼使用例6点組: 私葉
櫛/ 滋賀寺庄12.6.25→県内､開
封書状 櫛/ 大阪中央3.4.19→香
川､帯封 櫛/ 松本5.7.19→県内､4
種便 櫛/ 三重名張6.5.6→滋賀
県､商品見本 櫛/ 山口4.10.1→奈
良五條､外信印刷物 櫛/ 松本
9.8.6→独､状態概ね良好

1,000

454 Ｌ葉
□

風景6銭貼使用例5点組: 単貼2倍
重量書状 櫛/ 東京中央10.10.9→
京都､単貼速達私葉 櫛/ 帝国ﾎﾃ
ﾙ､同速達抹消 櫛/ 名古屋末広
町､2枚貼速達書状 櫛/ 杉並大宮
前五､同 櫛/ 日本橋箱崎町､状態
概ね良好

1,000

455 葉□ 2点組: 風景6銭単貼外信絵葉 紫
櫛/ YOKOHAMA 15.4.33
NIPPON→米ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ､風景6銭
+10銭貼 外信2倍重量書状 櫛/
OSAKA 25.1.36 NIPPON→ ｽｲｽ

1,000

456 □ 風景10銭単貼外信書状3点組: 櫛
/ 茨城下妻12.2.22→米､紫櫛/
MOUKDEN 9.12.33 I.J.P.O.→ﾃﾞﾝ
ﾏｰｸ､紫櫛/ DAIREN 8.6.32
I.J.P.O.→独､微ｼﾐ有

1,200

457 □ 旧版富士鹿4銭緑単貼 4種2倍重
量便 櫛/ 日本橋 11.12.18 時刻
→秋田県

1,000



458 葉 旧版富士鹿4銭横P貼 外信絵葉
紫櫛/ DAIREN 22.5.25I.J.P.O. →
ﾌﾟﾗﾊ

1,200

459 葉
□

2点組:旧版富士鹿8銭単貼 外信
絵葉 櫛/ 東京中央14.4.9 時刻→
ｾﾙﾋﾞｱ(着印有)､旧版富士鹿20銭
単貼外信書状 櫛/ 王子 12.12.30
時刻→ﾊﾟﾘ

1,200

460 □ 旧版富士鹿20銭+風景6銭貼 外信
書留書状 櫛/ KIOTO 6.10.27
JAPAN→YOKOHAMA→ ﾌﾗﾝｸﾌ
ﾙﾄ→ﾗｳｼｭ(着印有)

1,200

461 □ 旧改富士鹿8銭2枚貼 外信重量便
書状 紫櫛/ KOBE ().3.30→米NY

8,000

462 □ 2通組: 富士鹿4銭(新改)単貼 1種
書状 櫛/ 聖護院12.9.10 時刻→
長野県､富士鹿4銭(新改)単貼外
信重量便印刷物 櫛/
YOKOHAMA 29.11.34 NIPPON
→ 豪ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ(着印有)

2,000

463 □ 2通組:富士鹿4銭(新改)+風景6銭
貼 外信書状 櫛/ 姫路5.12.3 時
刻→ ﾍﾞﾙﾘﾝ､富士鹿4銭(新改)+1
次昭和1銭稲刈貼外信書状 櫛/
台北17.12.14 時刻→新潟

1,800

464 □ 2通組: 富士鹿8銭(新改)8銭2枚貼
書留書状 櫛/ 高田11.10.23 時刻
→弘前､富士鹿8銭(新改)8銭2枚
貼 外信重量便書状 櫛/ 名古屋
赤塚 12.2.24 時刻→米ｼｱﾄﾙ

1,800

465 □ 2通組: 富士鹿(新改)20銭単貼 外
信書状 櫛/ 群馬館林 12.12.20
時刻→米､富士鹿(新改)20銭単貼
外信書状 櫛/ 西野田14.4.10 時
刻→米NY

1,200

466 □ 富士鹿(昭毛)4銭単貼 1種書状 櫛
/ 滋賀米原12.10.29 時刻→県内

1,000

467 □ 2通組:富士鹿(昭白)4銭単貼1種
書状 櫛/ 岡山12.10.30 時刻→県
内､富士鹿(昭白)4銭単貼 外信印
刷物 櫛/ 大阪西12.8.19 時刻→
ｲﾝﾄﾞ(着印有)

1,200



468 □ 富士鹿(昭白)8銭単貼 1種2倍重
量書状 櫛/ 長崎矢上 12.12.14
時刻→東京 品川

1,000

469 □ 2通組: 富士鹿(昭白)10銭単貼 外
信絵葉 唐草/ 三田12.9.22 時刻
→米ｵﾚｺﾞﾝ､富士鹿(昭白)10銭2枚
貼 外信書状 櫛/ YOKOHAMA
22.11.39 NIPPON→ 米ｼｶｺﾞ

1,200

470 □ 富士鹿(昭白)20銭+1次昭和2銭乃
木+10銭陽明門貼 外信船便2倍重
量便書状 櫛/ YOKOHAMA
10.6.39 NIPPON→ ﾃﾞﾝﾏｰｸ

2,000

471 □ 2通組: 富士鹿(昭白)20銭単貼 外
信書状 櫛/ 小石川14.12.8 時刻
→米ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ､富士鹿(昭白)20銭
+1次昭和2銭のぎ+10銭陽明門貼
外信書留書状 櫛/ 日本橋15.2.16
時刻→櫛/ TOKYO→米ﾌｨﾗﾃﾞﾙ
ﾌｨｱ

1,200

472 Ｌ□ 1種便書状25通組: 菊貼7通(5厘
多数貼､配達証明1通含む)､田沢
貼15通(大白貼2通､2銭無封書状1
通含む)､富士鹿3通､状態混合も
概ね良好､要下見

1,000

473 Ｌ□ 5通組: 平成7年阪神淡路大震災｢
災害用無料郵便｣ 封書4通(2通は
速達扱い)+第3種帯封(四国新聞
内容付)､すべて郵趣家便

2,500

474 □葉 8通組: 昭和64年1月7日→平成元
年1月8日以降を跨ぐ速達便8通
組:封書5通+葉書3通､すべて郵趣
家便

2,500

475 Ｌ○ 普通切手及び記念切手35枚上に
鉄道郵便局の消印漏れ消印
CTO､状態良好

2,000

476 □葉 満州2通組: 4次普通4f単貼書状
櫛/ 奉天大和田町8.6.30 時刻→
岡山､国勢調査2f単貼絵葉 櫛/ 新
京中央3.4.9自億→福岡

1,500

477 Ｌ葉
□

戦後外信便 全142ﾘｰﾌ:ﾎﾞｽﾄｰｸに
整理済のﾍﾞﾃﾗﾝｺﾚｸﾀｰによる郵便
史ｺﾚｸｼｮﾝ､外信航空便71通(第1-
5地帯および沖縄宛)+印刷物31通
+船便(書状･葉書･印刷物)40通､
料金等ﾃﾞｰﾀ書込有､2次動植物14
円姫路城単貼私葉など面白いも
の含む､状態概ね良好､要下見

100,000



478 Ｌ○ 1979-96年ふみの日切手(済)ﾛｯﾄ
満月印中心計3000枚(うち600枚は
変形切手)を切手毎に分類･袋入､
状態概ね良好､内容明細付(出品
者による)

3,000

479 Ｌ○ 1995-2000年ｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞ切手他
(済)ﾛｯﾄ 計1314枚を切手毎に分
類･袋入､状態概ね良好､内容明細
付(出品者による)

3,000

480 Ｌ○ 現行切手満月印ﾛｯﾄ 計832枚: 櫛
無試行印80枚､年賀印44枚､櫛抜
櫛型印17枚､E欄櫛抜印32枚､消
印もれ消印103枚､欧文印94枚､そ
の他満月378枚､明細付(出品者に
よる)

3,000

481 Ｌ○ 普通切手80円ｷｼﾞﾊﾞﾄ 満月印ﾛｯﾄ:
CTO含む計436枚､袋入

1,000

482 Ｌ○ 普通切手田型ﾛｯﾄ: 2次動植物-現
行､計563点､重複有､状態概ね良
好

3,000

483 Ｌ○ 普通切手縦P･横Pのﾛｯﾄ: 2次動植
物-現行､計2940枚､重複有､状態
概ね良好

3,000

484 Ｌ○ 満月印で綴る365日｢切手ｶﾚﾝ
ﾀﾞｰ｣ｺﾚｸｼｮﾝ一括: 80円ﾔﾏｾﾐおよ
び80円ｷｼﾞﾊﾞﾄ夫々に1月1日-12月
31日の日付印を押捺したもの､各
365枚×2種=730枚をﾌｧｲﾙ1冊に
収納､状態概ね良好､要下見

1,800

485 Ｌ葉 外信葉書(未)10点組: 薄手唐草2
銭☓2枚､薄手唐草3銭×4枚､厚
手唐草2銭､同2+2銭往復､厚手唐
草3銭☓2枚､状態概ね良好も一部
微ﾔｹ有

3,000

486 葉 外信葉書(済)3枚組: 薄手唐草3銭
◎MEIJI/ YOKOHAMA16 V 1892
→ LONDON→ ﾍﾞﾙﾘﾝ(着印有)､
厚手唐草2銭 褐丸一/ 長崎→年
号2字/ SHANGHAI 30 JUL 98､厚
手唐草3銭 年号2字/
YOKOHAMA→独

1,200

487 葉 外信薄手唐草2+2銭往復: 往信･
返信部ともに 丸一/ 大阪舩場
27.3.9消(宛名あるも非実逓)､文面
記載無､美

1,000



488 葉 外信厚手唐草2+2銭往復(返信部
未使用付): 丸一/ 東京青山
29.12.9→ 米ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ(着印有)

3,000

489 葉 外信厚手唐草3+3銭往復(返信部
未使用付): 往信部に菊1銭茶加
貼 丸一/ 広島(33).67.()→年号2
字/ KOBE 25 JUL 00→ 年号2字
/ YOKOHAMA 26 JUL 00 →ﾍﾞﾙ
ｷﾞｰ(着印有)

3,000

490 葉 薄墨連合4銭(未) 1,000

491 葉 薄墨連合4+4銭往復(返信部未使
用付): 丸一/ 仙台33.4.25→ 褐年
号2字/ TOKIO 26 APR 00→米ﾎﾞ
ｽﾄﾝ

3,000

492 葉 2点組:富士連合4銭(未)､同4+4銭
(往復)(未)､少ﾔｹ

1,000

493 葉 外信葉書(済)6点組: 富士連合4銭
櫛/ 聖護院13.11.14→ﾊﾟﾘ､富士連
合加刷6銭 櫛/ 北見() 2.12.27→
米､富士連合10銭往復(往信部の
み) 唐草/神田12.12.14→米､瀬戸
内連合50銭に憲法母子50銭+1円
前島加貼 特/静岡23.7.5→米､瀬
戸内連合14銭往復(往信部のみ)
櫛/ 大阪寝屋川29.2.16→米､富
士桜連合30円に天皇陛下御訪欧
15円加貼 三日月/ KYOBASHI
7.IV.76→米､状態混合も概ね良､
要下見

3,000

494 Ｌ葉 小判葉書(済)ﾛｯﾄ 5厘6枚+1銭74
枚(大型ﾎﾞﾀ15+その他9)計30枚､
状態混合もまずまず､要下見

1,200

495 Ｌ葉 小判葉書80点ﾛｯﾄ:未使用3点(1銭
青1枚､往復印刷局1点､同紙幣寮
1点)､使用済77点(往復1点､丸一
印東京支局印63枚､その他13枚)､
状態混合もまずまず､要下見

4,000

496 Ｌ葉 年賀状104点ﾛｯﾄ:明治17年(小判
葉書1銭)~昭和45年(年賀切手貼)
までの各種､面白いもの含む､状態
混合もまずまず､要下見

5,000

497 Ｌ□ 特別送達12通組: 昭和41-平成20
年までの使用例をﾘｰﾌに貼､書込
有､状態概ね良好

1,200



498 Ｌ□ 配達証明40通組: 大正元-平成20
年まで(戦前18通､戦後22通)の使
用例をﾘｰﾌに貼､書込有､状態概
ね良好

4,000

499 Ｌ□
葉

消印ｺﾚｸｼｮﾝ一括: ｢21世紀を記念
した小型印｣押捺葉書+ｶﾊﾞｰ(151
通うち1通は実逓)､｢2000年･2001
年ﾒﾓﾘｱﾙ記念印｣押捺書状7通+
葉書21通､｢21世紀を記念した年
賀機械印｣押捺実逓書状10通+葉
書9通､殆どがﾘｰﾌに貼､書込有､状
態概ね良好､@10円程度の 低値

2,000

500 Ｌ★
○□
葉

戦前記念ｺﾚｸｼｮﾝ;ﾎﾞｽﾄｰｸ64頁にﾋ
ﾝｼﾞ貼 書込有 明治銀婚-靖国75
年まで未使用単片完揃(立太子10
銭かんむり､飛行試行ﾄﾝﾎﾞ2完含
むも､制定SSと不発行4種は含ま
ず)､目打ﾊﾞﾗｴﾃｨは使用済で提示
し､使用例(ｶﾊﾞｰ､葉書)を提示､珍
品稀品含まないものの､よく纏まっ
たｺﾚｸｼｮﾝ､型価高いが状態混合､
要下見

50,000

501 □ 2点組:1次昭和5厘単貼帯封 櫛/
前橋16.11.24 時刻→伊勢崎､同5
厘単貼(ﾍｹﾞ) 軍事郵便 櫛/ 茨城･
境 14.1.30 時刻→中支派遣軍

1,000

502 □ 3点組:1次昭和1銭稲刈単貼帯封
櫛/ 山科18.4.5 三ツ星→盛岡市
中身入､同1銭縦P貼私葉 唐草/
灘 14.1.1→岡山県内､同1銭縦P
貼絵葉 櫛/ 兵庫揖保 18.6.38 三
ツ星→武庫郡

1,000

503 葉□ 2点組:1次昭和2銭乃木 単貼私葉
唐草/ 大阪中央 12.7.22→江州栗
太郡､同2銭乃木2枚貼書状 櫛/
滋賀･米原12.7.12 時刻→坂田郡､
10点とも発行翌々月使用

1,000

504 □ 2点組:1次昭和5厘単貼帯封 櫛/
前橋16.11.24 時刻→伊勢崎､同5
厘単貼(ﾍｹﾞ) 軍事郵便 櫛/ 茨城･
境 14.1.31 時刻→中支派遣軍

1,000

505 □ 3点組:1次昭和1銭稲刈単貼帯封
櫛/ 山科18.4.5 三ツ星→盛岡市
中身入､同1銭縦P貼私葉 唐草/
灘 14.1.1→岡山県内､同1銭縦P
貼絵葉 櫛/ 兵庫揖保 18.6.39 三
ツ星→武庫郡

1,000



506 葉 憲法発布20年記念絵葉(非売品)2
枚組: 絵柄面に菊1 1/2銭紫貼 朱
櫛/ 衆議院内 42.2.11(CD欄☆)
憲法発布二十年記念会 明治
42.2.11記念印捺､袋付

5,000

507 葉 日本一周飛行記念絵葉(非売品)
義勇財団海防議会3枚組:川西式
第八型水上飛行機､袋付(未)

3,000

508 葉 関東都督府始政十五周年記念葉
書(#KT7) 関東庁逓信局2枚組 袋
付､特印 鉄嶺空捺 大正10.9.1､少
ｼﾐ

5,000

509 葉 関東庁満鉄発行記念葉書3枚組
赤封筒付 各新毛1 1/2銭貼 特印
御遷宮奉祝新都博覧会記念 山田
昭和5.3.10-5.10､奉天駅･大連埠
頭

3,000

510 葉 朝鮮総督府始政10周年記念葉書
朝鮮総統府発行(#CS18)2枚組 袋
付 各絵柄面に特印 大邱9.10.1捺

4,000

511 葉 樺太豊原市政記念絵葉 3枚組ﾀﾄ
ｳ付 豊原市役所発行(未)

3,000

512 葉 小判5厘葉書に旧小判黒1銭(朱
×)加貼 記番/子12豪+◎KG/摂
津尼崎5.29+朱印/税不足→大阪､
台中折

30,000

513 □ 小判2銭封日角形 ◎KG/羽前新
庄5.17→◎N3B3/東京16.5.21

10,000

514 葉 支那字入分銅 1 1/2銭葉書 櫛/
HANKOW 7.8.22 時刻→大阪

3,000

515 葉 新毛1 1/2銭単貼絵葉 風
/ASAMA-MARU SEAPOST
7.8.1934→兵庫県

2,000

516 葉 風景2銭(目打周囲少ｼﾐ)単貼絵葉
紫櫛/ HIKAWA-MARU SEA
POST 8.4.37 NIPPON→渋谷

4,000

517 葉 1次昭和2銭乃木単貼 私葉 櫛/
那覇 16.2.24 時刻→大阪市

1,000



518 □ 1次昭和2銭乃木縦P+20銭富士桜
縦P貼 外信書状 櫛/ KOBE
31.8.40 NIPPON→米NY､切手周
囲少汚

3,000

519 葉 楠公3銭葉書に2次昭和2銭乃木
(P.12 L､薄い赤)加貼 櫛/ 中村
20.6.25愛知県→豊橋､宛名鉛筆
書

1,000

520 葉 新楠公2銭葉書に2次昭和1銭女
工+3次昭和2銭乃木加貼 櫛/ 蟹
江21.2.15→海部郡

2,000

521 □ 1次昭和4銭東郷単貼外信印刷物
櫛/ KOBE 7.12.38 NIPPON→米

2,000

522 葉 1次昭和10銭陽明門単貼速達私
葉 櫛/ 神田橋16.2.8 時刻→櫛/
広島16.2.9 時刻

2,000

523 □ 2次昭和5銭東郷単貼書状 櫛/ 神
戸中央18.3.15 時刻→大阪市､封
下部検閲済封緘紙+封緘印櫛/ 逓
信省 第六 押捺､封にﾊﾟﾝﾁ穴

3,000

524 FDC 東宮婚儀3銭単貼書状 丸一/ 東
京麻布 33.5.10ｲ便→丸一/薩摩
鹿児島､初日実逓

5,000

525 □Ｓ 航空書簡つばめ50円 みほん加刷 2,000

526 □Ｓ 航空書簡45円はと みほん加刷 2,000

527 □ 占領ｽﾏﾄﾗ為替証書にｽﾏﾄﾗ統一
機械加刷20c(#11S61)横P貼 櫛/
ﾍﾟﾏﾀﾝｼｱﾝﾀﾙ19.1.31ｽﾏﾄﾗ東海
岸､余白にｽﾏﾄﾗT3大日本 加刷

5,000

528 □ 占領ｽﾏﾄﾗ為替証書に東海岸
5c(#1S211)貼 櫛/ ﾋﾞﾝｼﾞｪｲ19.8.17
ｽﾏﾄﾗ東海岸､余白にｽﾏﾄﾗT4大日
本 印押捺

5,000

529 □ 占領ｽﾏﾄﾗ為替証書に正刷10c☓2
枚貼 櫛/ ｶﾊﾞﾝｼﾞｬﾍ19.11.28ｽﾏﾄﾗ
東海岸､余白にT4大日本 印押捺

5,000

530 葉 小判5厘葉書 小型白抜十字+◎
dN3B2/京都14.1.22→◎KB2/伏
見1.22｣

1,000

531 □ 旧小判紫2銭単貼書状 ◎KG/丹
波亀岡5.13→戸長役場宛

2,000



532 葉 小型楠公5銭葉書に3次昭和10銭
富士桜(白紙)加貼 櫛/ 神奈川
21.10.13→和歌山県､料額印面部
未抹消

1,000

533 葉 楠公5銭葉書に3次昭和5銭飛燕2
枚加貼 櫛/ ( )21.9.2→広島県内､
広島県沼隈郡差出

1,000

534 葉 桜葉書15銭 櫛/ (局名不
鮮)(22).2.15大阪府→生野区､検
閲印押捺

1,000

535 葉 議事堂5円葉書緑 APO便 鳶色唐
草/東京福生 28.1.6→米軍横田
基地､裏面に機/U.S. ARMY
POSTAL SERVICE JAN27
APO500 1953押捺､台に針孔複数
あり

2,000

536 □ 2次新昭和4円初雁単貼外信書状
櫛/ 大河原23.6.10宮城大河原
(AC欄とも局名の変形印)→米､

5,000

537 □ 3円捕鯨+年賀2円ｳｻｷﾞと少女貼
外信便 櫛/ 荻窪26.3.20 時刻→
独､封中折

1,000

538 葉Ｓ 楠公3銭往復葉書 みほん加刷 美 10,000

539 資 試験用葉書(表裏とも白地) NEC
製

2,400

540 ★ 新昭和4円初雁ｹﾞｰﾍﾞﾙ白紙 銘付
10枚B 96番に定常変種有 小さな
紙ﾋﾝｼﾞ付､型13,500

5,500

541 ★ 3次昭和3銭楯と桜 粗紙･銘版中
字 ｼｰﾄ下2段20枚B

8,000

542 ★ 3次昭和50銭炭鉱夫 5×2=10枚B
白紙 うらうつり

1,000

543 ★ 新昭和35銭ｼｰﾄ下2段20枚B 横抜
平台 91番に定常変種有

1,600

544 ★ 1次新昭和15銭前島 灰白紙 狭す
かし 銘付12枚B

1,600

545 ★ 1次新昭和1円紺富士 銘付12枚B
長銘 狭すかし 97番定常変種有

2,000



546 ★ 1次新昭和1円50銭 灰白紙 銘付
12枚B 日本国銘

4,000

547 ★ 1次新昭和1円50銭 灰白紙 狭す
かし 銘付12枚B 印刷局銘

1,600

548 ★ 1次新昭和1円50銭 白紙 銘付12
枚B 印刷局銘

1,600

549 FDC 教育勅語2銭･4銭各縦P貼 外信便
櫛/ TOKYO 25.10.40 NIPPON→
ﾊﾜｲ

1,000

550 FDC 満州建国10年4完を2通に貼 特/
満州建国10周年記念 東京
17.9.15､少ｼﾐ

1,000

551 FDC 緯度観測8円単貼 特/東京+櫛/
TOKYO 30.10.29 NIPPON､渡辺
版､美

4,800

552 FDC 松山博10円単貼 特/松山
24.3.20､渡辺版

9,500

553 FDC 3回国体4完田型貼 特/福岡
23.10.29 渡辺版

9,500

554 ★ 赤十字75年2完(耳紙付) NH 郵政
省贈呈ﾀﾄｳ付

1,600

555 ★ ｱﾙｺｰﾙ専売10年5円(耳紙付) NH
郵政省郵務局長贈呈詞紙(英文)
付

1,600

556 ★ ｱﾙｺｰﾙ専売10年5円 NH 郵政省
郵務局長贈呈詞紙(和文)付

1,000

557 葉 分銅青 1 1/2銭葉書に震災3銭+5
銭+田沢5厘2枚+3銭+平和ﾊﾄ3銭
加貼 航空便 櫛/ 大阪中央4.6.21
時刻→櫛/ 京城4.6.22

4,000

558 葉 年賀富士1 1/2銭単貼 年賀状絵
葉 図入唐草/ 長野11.1.1→東京
渋谷

1,000

559 ○ 新小判20銭田型 縦書丸一/武蔵
幸手 郵便電信局 32.9.25⑩

1,000

560 ○ 手彫 鳥12銭仮名ｲ 白抜十字 4,000



561 葉 新昭和5円捕鯨単貼私葉2枚組:
白紙貼 唐草/三島27.1.8→岡山
県､灰白紙貼 鳶色唐草/熊本坪井
27.10.3→岡山県

1,600

562 葉 楠公3銭葉書 櫛/ 広島 西條
19.9.1 三ツ星→呉､傷痍軍人療養
所差出

1,000

563 葉 菊1 1/2銭青単貼私葉年賀状 丸
一/甲斐 甲府 34.1.1→静岡県､裏
面銅版印刷

1,000

564 □ 1次昭和30銭+2次昭和17銭貼 書
き留速達書状 櫛/ 大阪空堀
19.12.19 三ツ星→長野県

1,600

565 □ 菊3銭赤 単貼書状 櫛/ 鎮南浦
〈局〉 2.3.4 時刻→櫛/ 大分四日
市2.3.7 時刻､ｿﾞﾛ目印

1,000

566 □ 年賀応挙の虎2円2枚+産業20円
植林2枚+1.00円前島貼 書留書状
櫛/ 日本橋人形町〈東京〉 27.4.9
時刻→茨城県

1,200

567 □ U小判2銭単貼書状 大型ﾎﾞﾀ+◎
熊本 19.10.27→◎豊後 豆田
10.29

3,200

568 □ U小判2銭P13 単貼書状 ◎備前
天城7.21→串田村

1,000

569 □ 菊10銭横P貼外信書留書状 丸一
/越後 小千谷 38.12.16→英(着印
有)

1,600

570 □ 3次動植物10円桜単貼 特別地帯
宛帯封 櫛/ 武生38.12.11 時刻→
那覇

1,600

571 □ 郵便料金受領証原符に1次昭和
10銭陽明門+1円大仏貼 櫛/ 山梨
鰍沢16.6.15 時刻

1,000

572 □ 郵便料金受領証原符に1次昭和3
銭発電所2枚+1円大仏2枚貼 櫛/
山梨 鰍沢16.6.14 時刻

1,000

573 □葉 3点組: 愛国2+2銭単貼私葉 唐草
/大阪西13.1.29､愛国3+2銭+1次
昭和1銭稲刈貼書状 櫛/ 桐生
16.4.19 時刻､愛国4+2銭単貼書
状 櫛/ 東京中央 12.8.2 時刻

1,200

574 Ｌ葉 明治期の学童用｢作文はがき｣ｺﾚｸ
ｼｮﾝ: ﾘｰﾌに整理済40種

4,000



575 □ U小判2銭単貼書状2通組: 大ﾎﾞﾀ+
◎神田21.2.11→◎信濃 豊科村
成相新田2.12(2行書)､丸一/武蔵
東京神田 21.9.27→信濃 豊科村
成相新田(着印有)

4,800

576 □ 房桜1銭単貼官民往復 ◎信濃 水
内 飯山 11.1→第二小区

12,000

577 ★ 年賀応挙の虎2円5枚貼専用ﾀﾄｳ2
種組:木版多色刷と凸版多色刷(並
製)

2,400

578 ○ 公園 秩父多摩SSに櫛/ 東京中央
30.3.1 時刻+三日月/TOKYO
1.III.55､ﾀﾄｳ付

2,000

579 ○ 公園 上信越高原SSに櫛/ 東京中
央29.6.25 時刻+三日月/TOKYO
5.VI.54､ﾀﾄｳ付

2,000

580 ○ 公園 支笏洞爺SSに櫛/ 東京中央
28.7.25 時刻+三日月/TOKYO
25.VII.53､ﾀﾄｳ付

2,000

581 ○ 公園 阿寒SSに櫛/ 東京中央
25.7.15 時刻+櫛/ TOKYO
15.7.50JAPAN､ﾀﾄｳ付

3,200

582 Ｓ 乃木2銭切手帳ﾍﾟｰﾝ(切手4枚欠
36枚綴)みほん加刷

28,000

583 Ｓ 乃木2銭切手帳ﾍﾟｰﾝ(40枚綴)みほ
ん加刷

65,000

584 ★ 大仏航空70円20面完ｼｰﾄ 正櫛上
抜 白紙 200線 AD糊(分類は出品
者による)

8,000

585 ★ 大仏航空70円20面完ｼｰﾄ 正櫛
上下抜 200線 AD糊(分類は出品
者による)

8,000

586 ★資 東海道電化10円銘付単片+完封
袋

4,000

587 ★資 10回国体2連刷5円+5円 20面完
ｼｰﾄ+完封袋

6,500

588 ★資 放送25年8円銘付田型+記念銘付
横4連+完封袋､ｼﾐ有

6,500

589 ★資 文化人狩野8円3連+完封袋､ｼﾐ有 8,000



590 資 鉄道郵便列車逓送用｢荷札｣9枚
組:各｢速達｣｢速｣表示(うち鉄郵印
押捺2枚)

1,000

591 □ 切手付封筒長形2銭仮名ﾇ(未) 3,000

592 □ 切手付封筒長形2銭仮名ﾀ(未) 3,000

593 □ 切手付封筒角形2銭仮名ﾊ(未)､少
ｼﾐ

1,600

594 □ 切手付封筒角形2銭仮名ﾎ(未)､少
ｼﾐ

3,200

595 □ 切手付封筒角形4銭仮名ﾊ(未)､少
ｼﾐ

4,000

596 □ 切手付封筒長形6銭仮名ﾆ(未)､少
ｼﾐ

8,000

597 □ 切手付封筒角形2銭仮名ﾄ(未) 3,200

598 □ 切手付封筒角形2銭仮名ｲ(未)､少
ｼﾐ

1,000

599 ★ 1次昭和4銭東郷 平台 第1角田型 1,000

600 Ｌ○ 昭和60年発行記念特殊13種各P
に三日月型試行ﾊﾄ押捺(CTO)､美

1,600

601 Ｓ 大蔵省印刷局製 切手型試作品4
種 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄ､ﾃﾞｭｰﾗｰ他

1,600

602 ○ 新昭和2円清水寺縦P 紫ﾛｰﾗｰ/
水戸24.4.26

1,600

603 ○ 五輪募金SS6完 各 櫛/ 東京中央
局初日印押捺

2,000

604 Ｌ★ 新昭和30銭塔(目打有)第1角田型
8種組:紙質､目打形式､枠線のﾊﾞﾗ
ｴﾃｨ､状態混合も概ね良好

8,000

605 葉 公園 陸中10円単貼 外信絵葉(印
刷物) 三日月/HIMEJI 7.III.59→
米ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ

1,600



606 FDC 満州臨時国勢調査2f+4f貼 櫛/
HARBIN 10.9.40 MANCHUKUO
→米

1,600

607 葉 明治37年戦役 陸軍凱旋観兵式記
念絵葉 逓信省発行 日露凱旋1
1/2銭 紫櫛/ CHANGSHA
30.4.06 I.J.P.O.､袋付

2,400

608 葉 1次昭和2銭乃木単貼絵葉(図柄は
乃木邸) 唐草/日本橋 18.10.30→
秋田

1,000

609 葉 1次昭和2銭乃木単貼絵葉(図柄は
｢旅行記念には名所ｽﾀﾝﾌﾟ｣)櫛/
秋田 金浦19.3.31 三ツ星(料金
終日)→由利本荘

1,600

610 葉 1次昭和2銭乃木単貼絵葉 櫛/ 香
川･安田 14.7.28 時刻→大阪府

1,200

611 葉 楠公5銭葉書に3次昭和10銭富士
桜加貼 不明消→GHQﾏｯｶｰｻｰ元
帥宛､◇大型検閲印押捺､料額印
面は未抹消

3,200

612 ★Ｓ 沖縄海洋博SS+会場内のみ発売
の記念ﾀﾄｳ付､他に同記念3種み
ほん加刷および沖縄復帰記念20
円みほん加刷

1,000

613 FDC 琉球記念切手33種単片を2つ折
解説書に貼 初日印押捺(櫛､特印
等)

1,600

614 □ 沖縄天女航空9c2枚貼 特別送達
書状 櫛/ 美栄橋65.9.2 三ツ星→
那覇市内､ﾎﾁｷｽ痕

1,000

615 □ 沖縄普通15c+14c貼 特別送達書
状 櫛/ 美栄橋 65.10.16 三ツ星→
那覇市内

1,200

616 ★ 琉球 国連創立20年記念 20面完
ｼｰﾄ 各切手は定常変種(白い指)

1,000

617 ★ 琉球舞踊ｼﾘｰｽﾞ(改版)花風10c 13
×13 1/2目打 50面ｼｰﾄ×2枚(目
打左抜と左右抜)

4,000

618 □ 国際返信切手券 ○HIMEJI
HYOGO 1.IX.09 JAPAN

1,000



619 FDC 2通組:皇太子ご成婚4完貼 特/宮
内庁内､同30円+佐渡弥彦国定10
円貼 三日月/ADACHI 22.VI.59･
風/東京中央→米(実逓)

1,000

620 □ 8円ｶﾓｼｶ+20円松+200円朱埴輪
貼 速達書状 ﾛｰﾗｰ/那覇56.5.4→
大阪

1,000

621 Ｌ葉 11枚組: 1次昭和2銭乃木単貼 私
葉 標語入唐草消各種､発行年使
用含む

1,000

622 Ｌ葉 11枚組: 昭和20-30年代年賀はが
き各種に図入年賀櫛型印消各種

1,000

623 Ｌ□
葉

菊-産業図案使用例13通組: 菊10
銭貼外信便､同4銭貼外信絵葉(櫛
/ TSURUGA)､東宮婚儀3銭単貼
書状､富士鹿20銭単貼外信書状､
1-2次昭和6種貼記念ｶﾊﾞｰ､1-2次
昭和貼速達書状3通､封緘葉書小
判3銭､震災葉書2枚等､状態混合
もまずまず

1,000

624 Ｌ葉 戦後記念特殊葉書(未)8種+書中
葉書1961年用､少ﾔｹ含

1,000

625 ★○ ｺｲﾙ5種組: 10円染井吉野+5円ｵｼ
ﾄﾞﾘ+10円観音+30円塔航空(以上
未使用)+ｵﾑﾛﾝみほん3連､2次昭
和1銭女工にﾛｰﾗｰ/神戸中央

1,000

626 ★ ﾚﾊﾞﾉﾝ1926-28航空機加刷4種 NH 1,000

627 ★ 1次新昭和15銭前島 第3角銘付12
枚B､95番に定常変種､81番ｶﾗｰに
傷､NH

1,000

628 ★ 1次新昭和15銭前島 横P 青緑 縦
3連+同緑味青､各NH

1,000

629 □ 1次新昭和15銭前島 私製目打単
貼 盲人用点字 櫛/ 飯田22.6.22
→松本市

10,000

ロット627-639は新昭和関係、状態要下見



630 □葉 1次新昭和30銭塔貼3通組: 単貼
書状 櫛/ 郡山22.1.20､30銭議事
堂封緘葉書に3枚加貼(私製目打)
櫛/ 安田 22.5.23､5銭桜はがきに
30銭+3次昭和5銭+同10銭加貼 外
信便 櫛/ 鎌倉22.2.11 三ツ星→
米

1,000

631 ★ 1次新昭和1円青富士 銘付田型
日本国銘2点組: 狭透･短銘と正
透･長銘､各NH

1,000

632 ★ 1次新昭和1.50円錦帯橋 銘付7点
組:印刷局P×2､同田型☓2､同狭
透､同正透田型､同12枚B､各NH

1,000

633 葉 1次新昭和1.50円錦帯橋貼葉書3
点組: 稲束50銭葉書に加貼 櫛/
逗子23.3.12神奈川県､新昭和50
銭と混貼年賀状 年賀機/+櫛/ 七
條24.1.1､稲束50銭往復葉書(返
信)に貼 櫛/ 岩瀬湯本<福島
>23.7.30 三ツ星 綴じ穴有

1,000

634 葉 1次新昭和2円清水寺横P+3次昭
和50銭炭鉱夫貼私葉 速達便 櫛/
蕨駅前22.6.30埼玉県(玉の字変
異)

1,000

635 葉 1次新昭和2円清水寺単貼外信船
便私葉 ｺﾞﾑ櫛/ YOKOHAMA
10.12.47 NIPPON→米

1,000

636 ★ 1次新昭和5円金魚 3点組:銘付田
型2組(糊有･暗い赤紫､同くすみ赤
紫)､第3角田型(糊無､89･100番定
常変種)

1,000

637 □ 1次新昭和5円金魚単貼 外信印刷
物 櫛/ 神田 25.4.23 時刻→ﾎﾞﾝﾍﾞ
ｲ(着印有)

1,000

638 □ 2通組: 1次新昭和100円梅花+同1
円水色富士+産業5円炭鉱夫2枚
貼 外信航空書状 櫛/ 渋谷
24.4.10→米 開封乱､1次新昭和
50円能面+初雁4円+10円横螺鈿
貼 外信航空書状 櫛/ TOKYO
22.1.48 NIPPON→米

1,000

639 ★○ 大阪逓信展SS3枚組: うち1枚は小
型印押捺､1枚は｢局｣一部太字(定
常変種)､各NH､要下見

1,000

ロット640-669はすべて切手帳関係、状態要下見



640 ○ 旧毛3銭 L11 楕円◎ﾊﾟｸﾎﾞｰ
/ARC(潰れ)

1,000

641 ○ 旧毛3銭 L11 櫛/ 京城14.2.13 時
刻⑩

1,000

642 ★ 旧毛1 1/2銭 L11 横P､同3銭 L11
横P､少ｼﾐ

1,000

643 ★ 旧毛1 1/2銭 L13×12 上耳付横P
1枚にH 少古色

1,000

644 ○ 旧毛1 1/2銭､同3銭､各3枚組 C13
×13 1/2､少ﾔｹ

1,000

645 ○ 新毛1 1/2銭 縦P (西)陣 3.8.20
時刻､初期使用

1,000

646 ○ 新毛1 1/2銭 消印漏れ消/ 芝局 1,000

647 ○ 新毛1 1/2銭5枚組 消印各種 1,000

648 ○ 新毛3銭 上白耳付横P 櫛/ 麹町
9.9.18 時刻

1,000

649 ○ 新毛3銭 外国局ﾊﾟｸﾎﾞｰ(上
海?)25.8.16

1,000

650 ○△ 新毛3銭 10枚組､消印各種 1,000

651 △ 新毛3銭 横P ﾛｰﾗｰ/京城12.3.3.() 1,000

652 葉 旧毛1 1/2銭単貼 絵葉 L波唐草/
尾道4.8.14→福岡

1,000

653 □ 旧毛1 1/2銭 L11+C13×13 1/2貼
書状 櫛/ 滋賀日野3.5.28 時刻→
野州佐野町

1,000

654 □ 2通組:旧毛3銭 C13×13 1/2貼書
状 櫛/ (局名不鮮)13.6.6 時刻→
高知県内､櫛/ (局名不鮮)13.6.9
時刻→高知県内

1,000

655 □ 新毛1 1/2銭+同3銭楯3連+風景6
銭貼外信書状 櫛/ OSAKA
21.2.29JAPAN→ ﾍﾞﾙﾘﾝ

1,000

656 Ｌ○ 乃木2銭10枚組､ﾍﾟｱ含､可読消各
種

1,000

657 Ｌ○ 東郷4銭10枚組､可読消各種 1,000



658 ○ 炭鉱夫5円3点組: 単片に鳶色唐
草/ 大阪中央26.12.16､同/高田
27.2.25､田型に櫛/ 東京中央
24.2.15(右書初日印)

1,000

659 ○ 炭鉱夫5円9枚組: 単片8枚+縦P､
櫛型印各種､要下見

1,000

660 葉 炭鉱夫5円単貼私葉 鳶色唐草/浅
草 27.1.14→福島

1,000

661 Ｌ○ 観音10円10枚組:単片6枚+P2組､
局名･日付可読

1,000

662 □ 書状2通組: ｵｼﾄﾞﾘ5円P貼 櫛/ 石
狩 石平 39.1.1 時刻→奈良､観音
10円貼 櫛/ 左京 35.1.13 時刻→
上京

1,000

663 ○ 上耳付田型初日消3点組: 5円ｵｼ
ﾄﾞﾘに 櫛/ 東京中央､10円観音に
櫛/ 東京中央と櫛/ 大阪中央

1,000

664 □ 上耳付田型5円ｵｼﾄﾞﾘ+同10円桜
貼速達書状 櫛/ 渋谷40.3.31 時
刻→横浜南(着印有)､少ｼﾐ

1,000

665 FDC 上耳付田型5円ｵｼﾄﾞﾘ+同10円桜
貼 櫛/ 東京中央39.8.1 時刻

1,000

666 □ 上耳付田型5円ｵｼﾄﾞﾘ+同縦P+ﾒｰ
ﾀｰｽﾀﾝﾌﾟ貼外信書状 三日月
/NAGOYA 6.III.82 JAPAN→米

1,000

667 ○ 初日印押捺ﾍﾟｰﾝ2点組: B34に櫛
/ 仙台中央 43.3.1､B35に櫛/ 東
京中央43.12.16

1,000

668 ★ 切手帳完本3点組 B26､B27､B29 1,000

669 ★ 郵便番号切手帳｢あて名に郵便番
号を｣

1,000

670 Ｓ 1964東京五輪記念5完+SS 各みほ
ん加刷

1,000

671 ＬＳ 馬と文化ｼﾘｰｽﾞ全5集 合計16種揃 1,000

ロット670-680はすべてみほん関係、状態要下見



672 ＬＳ 歌舞伎ｼﾘｰｽﾞ全6集 合計12種揃 1,000

673 ＬＳ 記念特殊11種組:1990年8月以降
発行分 21国際数学者会議~裁判
所100周年

1,000

674 ＬＳ 記念特殊8種組:1991年11月天皇
即位記念-新簡保制度

1,000

675 ＬＳ 記念特殊8種組:1991年4月趣味-
第2回郵便切手ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｸｰﾙ

1,000

676 ＬＳ 記念特殊9種組:1991年7月世界ろ
う者会議-文通週間

1,000

677 ＬＳ 水辺の鳥ｼﾘｰｽﾞ1-6集 合計12種
揃

1,000

678 Ｓ 公園 支笏洞爺SS ﾀﾄｳ付 見本 少
汚

1,000

679 Ｓ 公園 陸中海岸SS ﾀﾄｳ付 見本､少
汚

1,000

680 Ｓ 年賀SSみほん 3点組:米食いﾈｽﾞ
ﾐ､赤べこ､張り子とら､一部少汚

1,000

681 FDC 新中国1984 牡丹亭3通組：8分＋
20分貼、8分+70分貼、SS2元貼、
状態良好

1,000

682 ○ 使用済ﾛｯﾄ計11点組: 旧小判1銭
黒 白抜十字⑩､菊15銭 丸二/(樺
太)､旧改富士鹿4銭橙 ﾛｰﾗｰ､風
景2銭 ﾛｰﾗｰ､昭白3銭 ﾛｰﾗｰ､1次
国立支笏済2種(5円 櫛⑨､10円
ﾛｰﾗｰ)､1次動植物10円壁画 2点
(櫛/ 東淀川 戦後型⑩､ﾍﾟｱ様再
接 三日月/ NIHONBASHI)､無透
100円 三日月 と 鵜飼100円 ﾛｰ
ﾗｰ､状態少難含む

1,000

683 葉 桜連合4銭外信葉書に旧毛4銭加
貼 機/小倉 11.11.6→ﾛﾝﾄﾞﾝ宛(着
印有)､産図15円貼3通組: 同1枚
+2次動植物100円鵜飼貼ｽｲｽ宛
三日月/ NIHONBASHI 12.V.54､
他に同様1通と産図1枚+2次動植
物55円ﾏﾘﾓ貼米宛

1,000

684 ○ 令和普通低額3種､令和慶事3種
唐草機/鷹巣 2.1.1 年賀 各⑩ 少
薄い

3,000



685 ○ 新平成普通ｶﾙﾄｰﾙ製 5･20･30円
CM上付 唐草機/鷹巣 2.1.1年賀
と令和2年年賀4種 同上印 各⑩

3,000

686 ○ 令和210･290･320円 和欧機/熊本
東と宮崎中央 19.9.6 0-8 ⑨-⑩
料金改定前

2,000

687 ○ 令和普通･慶弔総計10種 ○豊中･
大阪国際空港内 1.8.20 切手初日
分室 和文と欧文混合 各⑩

4,000

688 ○ 令和普通･慶弔総計10種 ○東京
中央局ｿﾞﾛ目ﾊﾄ印 1.11.1 各⑩

3,000

689 ○ 令和普通･慶弔総計10種 櫛 愛
知･西尾八ﾂ面 1.11.5 戦後型 午
前､午後印混合 各⑩

5,000

690 ○ 令和普通6種･令和慶事3種各縦P
ﾛｰﾗｰ/北浜･高等裁判所内
1.11.1 ｿﾞﾛ目分室印 各⑩

4,000

691 ○ 令和普通6種･令和慶弔4種各縦P
旧型ﾛｰﾗｰ/京都･当尾 1.8.20 切
手初日 各⑩

6,000

692 ○ 令和普通5種に 旧型ﾛｰﾗｰ/
KYOTO TAKASHIMAYANAI 20.
Ⅷ.19､令和慶弔5種に ﾛｰﾗｰ/
TOYONAKAOSAKA
KOKUSAIKUKONAI 20.Ⅷ.19 (分
室二行表示) 切手初日 各⑩

6,000

693 ○ 令和普通6種･令和慶弔4種各縦P
新ﾛｰﾗｰ 縦書各局 2.3.4 日並び
印 大阪堺市内3局混合 各⑩

5,000

694 □ 令和新普通切手 料金改定前使用
計5通: 特定記録3通､外信書留1
通､簡易書留1通

3,000

695 □葉 令和1年11月1日付11時11分 引受
時刻証明郵便3通組受領書付 新
平成1000円+､100円､10円横P､1
円9枚貼 ○東京中央 1.11.1 速
達､84円慶事10枚ｼｰﾄ+平成3円3
枚貼○東京中央1.11.1､令和記念
私製葉書表裏に新元号記念S/S
切抜500円､各種普通切手等貼○
同上

5,000



696 □葉 令和1年11月11日付11時11分 引
受時刻証明郵便3通組受領書付
新平成1000円+100円+10円横P+1
円9枚貼 ○奈良中央 1.11.11 速
達､84円慶事10枚ｼｰﾄ+平成3円3
枚貼○奈良中央1.11.11､令和記
念私製葉書に新元号記念S/S切
抜500円､各種普通切手貼 浸透○
同上

5,000

697 □ 令和290円縦3連+平成1円縦5連
貼 ﾛｰﾗｰ 北浜･高等裁判所内
1.11.1 11時11分 引受時刻証明
局留着印､同上形態 同 奈良中央
1.11.11  11時11分 2通組

4,000

698 □ 新平成20円43枚+平成2円7枚+同
1円貼 浸透○神奈川･横浜中央
2.2.22  22時22分 引受時刻証明
郵便 受領書付､新平成20円16枚+
同30円15枚+貝4円18枚他貼 浸透
○新金沢 2.3.4  2時34分 引受時
刻証明郵便 受領証付 日並び､ｿﾞ
ﾛ目計2通

4,000

699 葉 私製令和記念葉書に慶事63円貼
○東京中央1.11.1 裏令和記念ｽﾀ
ﾝﾌﾟ､   同84円貼 同形態､同に慶
事94円貼○東京中央1.11.11  裏
令和記念ｽﾀﾝﾌﾟ､同に令和63円貼
○東京中央2.2.2､同に年賀ｼｰﾄ切
抜福切手+平成2円貼○東京中央
2.2.22､同に同寿切手+普通2,3,4
円貼○東京中央2.3.4  計6枚組

5,000

700 □ 平成31年4月30日23:55 (平成
終速達)と令和元年5月1日0:09
(令和､初日)の引受時刻証明郵便
新平成1000円他高額面切手中心
に貼付 浸透○札幌中央 局留着
印

4,000

701 □ 平成 終日付実逓便3通､令和初
日付実逓便4通 計7通 全て特殊
扱い 局留着印 1通付箋はがし跡

3,000

702 □ 新元号特別小型ｼｰﾄ切抜+平成3
円切手4枚貼 書留実逓便2通 風
景と黒活各1通 富士山五合目
1.5.5

3,000

703 ○ 平成･慶弔9種国立銘(初期)付に
平成16年年賀印各種満月印 各⑩

3,000



704 □ 白定型封に平成5種分貼 釜山局
か釜山国際局から日本宛ﾊﾟｸﾎﾞｰ
船名印､日本到着印付 一部少ｼﾜ

3,000

705 葉 私製葉書に2020五輪聖火ﾘﾚｰ2種
貼 絵入りﾊﾄ印手押と機械 東京中
央2.3.10+私製｢中止｣ｶｰﾄﾞ添付(切
手貼付や押印はなし)+同切手未
使用ｼｰﾄﾎﾙﾀﾞｰ付

3,000

706 Ｌ○ 平成28年-31年 集合ｼｰﾄ丸ごと使
用済 丸消､欧文丸消 計23ｼｰﾄ 額
面計14,700円 裏はがしあと､裏荒
品含む

7,000

707 Ｌ○ 新平成10円に平成31年4月29日
付(平成 終期) 30局､4月30日付
1局､令和元年5月1日付3局､令和
元年5月2日付(令和 初期) 30局
それぞれ満月印⑩

5,000

708 Ｌ葉 おしどり50円葉書に2000年和欧文
年賀押印官白 499局 ほぼ完集
葉書ｱﾙﾊﾞﾑ2冊に収納

25,000

709 〇 和桜2銭IIIN □不統一/八幡郵便
請改⁺PH 上辺鋏当

2,000

710 〇 和桜2銭 仮名ｲ □不統一/大津検
査済+二重丸印一部

15,000

711 〇 洋桜2銭 仮名ﾊ □不統一/坂本検
上辺ｼｻﾞｰｶｯﾄ

2,000

712 〇 房2銭 記番/ﾅ29号(勝野)⑧ 裏少
薄

1,000

713 〇 洋桜半銭 仮名ｲ 大津小ﾎﾞﾀ⑩ 4,000

714 〇 房1銭 大津小ﾎﾞﾀ⑨ ｼﾐ 3,000

715 〇 旧小判1銭茶 大津小ﾎﾞﾀ⑩ 2,000

716 〇 改色桜6銭 仮名ﾂ 大津ﾎﾞﾀ⑥ 1,500

717 〇 I小判2銭 白紙 縦3連 大津ﾎﾞﾀ⑩
⑨⑩

2,000



718 葉 小判5厘葉書に旧小判5厘(下辺
鋏）加貼 大津ﾎﾞﾀ+◎N3B3/
16.6.2.ﾛ→N3B3/ 京都 葉古色

1,000

719 葉 小判１銭葉書紙幣寮銘 長濱ﾎﾞﾀ+
◎N3B3/ 20.12.27.ﾎ→KB2/高
宮､葉に綴穴1ｹ

3,000

720 ★ 2次昭和5銭 糊有大日本銘ｼｰﾄ ｼ
ﾐ有 四折れ 要下見

1,000

721 □
FFC

JPSA･FFC封筒に1次昭和20銭
+50銭貼 櫛/TOKYO 11.7.40
NIPPON →ﾊﾉｲ（着印有）

2,000

722 〇 洋桜2銭 仮名ﾄ 不統一/〇に青 ⑩ 2,500

723 〇 旧小判4銭 長崎正N大ﾎﾞﾀ⑩ 2,000

724 〇 旧小判12銭 P.11L×10 不足⑨ 5,000

725 〇 U小判2銭 札幌ﾎﾞﾀ ⑨ 2,000

726 〇 U小判5銭 ◎JN3/仁川港⑧ 2,000

727 〇 新小判25銭 朱｢消･･｣⑨ 1,500

728 〇 1次国立公園日光SS 櫛（紫）/
TERUKUNI-MARU <SEAPOST>
18.8.39 ⑩2印

2,000

729 〇 1次国立公園大山SS 櫛（紫）/
TERUKUNI-MARU <SEAPOST>
18.8.39 ⑩2印

2,500

730 □ 菊2銭+3銭+5銭貼外信書状 丸一/
下野・中宮祠 34.8.21.ﾊ 季節局→
年号2字/TOKIO →独宛（着印
有）

2,000

731 □ 風景2銭2枚貼帯封 ﾛｰﾗｰ/ 仁川
11.3.30→新潟宛

2,000

732 ＬＢ The Congress Book 2002-2014
13冊揃 American Phil Congressの
論文集

3,000

733 Ｂ G.B.Pai "The Classics of India"
(1997) ｶﾗｰ42頁含

1,000

732-755は郵趣文献､基本的に古書､ｼﾐ等少難有､
返品不可



734 Ｂ 2冊組: James Mackay "Great
Britain: the story of Great Britain
and her stamps" 1967刊､
E.W.King "Postal History of
Belize" 1981刊

1,000

735 Ｂ 英文概説書/事典 4冊組: Douglas
Patrick "The Musson Stamp
Dictionary" (1972刊)､S.I.
Rothschild "Stories Postage
Stamps Tell" (1930刊）､K.A.Wood
"Basic Philately" 3刷 (1984刊)､
K.R. Lake "Stamps for
Investment" (1956刊)

1,000

736 Ｂ 大龍郵票切手とｶﾊﾞｰ選集 英中2
か国語 台湾郵政 1978刊 ｵｰﾙｶﾗ
- 134頁

1,000

737 Ｂ ｺﾚｸｼｮﾝ売立てｵｰｸｼｮﾝ誌 ｺﾘﾝﾌｨ
ﾗ 179Classic Romania (2013)､197
ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ（2015)､207ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱＧａ
ｌｉｔｚ大金ｺﾚｸｼｮﾝ（2016)､217ｽｲｽ･
ｶﾝﾄﾝLuderｺﾚｸｼｮﾝ(2017)  4冊組

1,000

738 Ｂ ｺﾚｸｼｮﾝ売立てｵｰｸｼｮﾝ誌 ｺﾘﾝﾌｨ
ﾗ 206ﾈﾊﾟｰﾙ（2016)､240ﾊﾟﾙﾏ
(2019)､242ﾚﾊﾞﾝﾄ郵便史(2019)  3
冊組

1,000

739 Ｂ ｺﾚｸｼｮﾝ売立てｵｰｸｼｮﾝ誌 ｺﾘﾝﾌｨ
ﾗ Besançon collection: ﾌﾗﾝｽ
PartI,II (2016) 2冊組

1,000

740 Ｂ ｺﾚｸｼｮﾝ売立てｵｰｸｼｮﾝ誌 ｺﾘﾝﾌｨ
ﾗ Besançon collection: ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
Part I-IV (2017-18) 4冊組

1,000

741 Ｂ ｺﾚｸｼｮﾝ売立てｵｰｸｼｮﾝ誌 ｺﾘﾝﾌｨ
ﾗ Hackmay collection: ﾁﾘ PartI,II
(2018-19) 2冊組

1,000

742 Ｂ ｵｰｸｼｮﾝ誌 Reprint and Forgeries
(1986) Harmers of London

1,000

743 Ｂ Fakes Forgeries Expert AIEP刊 ｿ
ﾌﾄｶﾊﾞｰ 4冊組 No.1(1998)､
No.5(2002)､No.6(2003)､No.12
(2009) 松本純一ﾃﾞｸﾞﾛﾝ君ｶﾊﾞｰ
含）

2,000

744 Ｂ 大蔵省印刷局｢新版 切手と印刷｣
(1977)､植村峻「世界の切手印刷」
(1979) 印刷局朝陽会 JPS発売 試
作品付

1,500



745 Ｂ 日本関連ｵｰｸｼｮﾝ誌  Levy Japan
(1964) Robson Lowe

1,000

746 Ｂ 日本関連ｵｰｸｼｮﾝ誌 Peplow ｼｰﾄ
(1970) HR.Harmer

1,000

747 Ｂ 3冊組: 児玉博昭-山崎好是 "｢乃
木2銭切手の研究｣草稿" 2018 た
んぶるぽすと増刊83号､鳴美ｵｰｸ
ｼｮﾝ誌64回・66回 共に乃木2銭

1,000

748 Ｂ JAPEX07記念出版 ｢外国郵便｣ 1,000

749 Ｂ JAPEX09特別出品ﾏﾃﾘｱﾙ編集 ｢
戦後記念切手1946-1971｣ CD付
（2009）

1,000

750 Ｂ JAPEX 2012企画出品 ｢切手画家
木村勝の世界｣

1,000

751 Ｂ JPSﾓﾉｸﾞﾗﾌ9  山田廉一･田畑裕司
｢U小判･新小判 色調分類とその
集め方｣ (1999)

1,000

752 Ｂ JPSﾓﾉｸﾞﾗﾌ14  田畑裕司｢旧小判
色調分類とその集め方｣ （2003）

1,000

753 Ｂ JPSﾓﾉｸﾞﾗﾌ16  天野安治･古家美
和 ｢日本の郵便切手帳｣ （2007）

1,000

754 Ｂ JPSﾓﾉｸﾞﾗﾌ22 神宝浩 ｢第1次国立
公園切手の体系的収集｣ （2014）

1,000

755 Ｂ 阿部昭夫 ｢記番印の研究｣ (1994)
HC函

1,000

756 Ｂ 2冊組: ｢Stampedia Philatelic
Journal｣2016-17 2年分 並製本 定
価合計2,000円

1,000

757 Ｂ ｢備前国の明治初期郵便印｣(安藤
源成ｺﾚｸｼｮﾝ) 鳴美刊 定価8,000
円

1,500

ﾛｯﾄ1184-1203は「全日本郵趣連合」提供の郵趣
文献､過去の全日本切手展にて展示されたもの､当
機構では全日本切手展チャリティセールとして
換金、売上は全日本切手展の運営に使用､古書(展
示品)のため状態相応･返品不可



758 Ｂ 現代郵便局関係 4冊組: ｢全国郵
便局名録2018｣｢風景印2018｣｢風
景印ｱｰｶｲﾌﾞ｣ 鳴美刊､｢茨城県・
栃木県・群馬県・埼玉県 全郵便局
索引｣ 小島純二､定価合計15,000
円以上

2,000

759 Ｂ 2冊組: 井上卓郎｢鴻爪痕 前島密
伝｣上製本2冊組函入(1冊表紙少
ｷｽﾞ)､井上・星名｢郵便の歴史｣ 上
製本､共に鳴美刊 定価合計
10,800円

1,000

760 Ｂ ｢手彫切手 千葉晋一ｺﾚｸｼｮﾝ｣ 鳴
美刊 上製本 定価12,000円

2,000

761 Ｂ ｢乃木2銭切手の研究｣ 鳴美刊 定
価4,000円､｢新昭和切手｣飯澤達
男 ｽﾀﾝﾍﾟﾃﾞｨｱ刊 定価3,500円､共
に並製本

1,000

762 Ｂ ｢ﾁｪｺｽﾛｳﾞｧｷｱ美術館｣ 市川敏之
並製本帯付 えにし書房 定価
3,500円

1,000

763 Ｌ 明治-現行の使用例(記念押印含)
主体の大ﾛｯﾄ:FDC､絵葉書(戦前-
)､軍事郵便､電報､貯金台紙､各種
消印の歴史(機械印､風景印等)､ｴ
ﾝﾀｲｱ(小判-現行までの切手貼<
特殊扱い含む>､無切手まとめ便ｺ
ﾚｸｼｮﾝ等)､ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ(二つ折-現
行)､内容は玉石混交なるも､中国
ｼﾞｬﾝｸ貼 ﾊﾟｸﾎﾞｰ使用例(私葉と封
書)､小判切手貼込帖1冊等興味深
いものを含む､戦前絵葉書上の特
印は展示用に丁寧にﾘｰﾌに収納
☓ｱﾙﾊﾞﾑ数冊規模､他に郵便ﾐﾆｶﾞ
ｲﾄﾞや記念品等のｵﾏｹが付属､未
使用系は殆どなし､ｶﾊﾞｰ類だけで
数千通あり､下見乞

100,000

764 Ｌ△ 日本紙付ﾐｸｽﾁｭｱ: 2017年冬以降
に回収の日本紙付ﾐｸｽﾁｭｱ約10kg
箱､慈善団体回収･梱包品の為下
見不可能､as is扱い(会場には持
参しないためﾌﾛｱ落札者も別送扱
いとなります)､返品不可

10,000

以上　ありがとうございました。

ﾛｯﾄ763はアルバムに整理されたコレクション、
売り切りのため割安最低値スタート、保管環境
によるアルバム等の汚れがありますのでご了承
願います


