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横浜切手倶楽部

趣味の切手
月刊販売カタログ 2019 年 12 月 25 日発行

お申込先

マルメイト

〒 221-0822 横浜市神奈川区西神奈川 1-7-8 ことぶきビル 1F

TEL 045-323-3869
FAX 045-323-4142
stamp@marumate.com
http://www.marumate.com/

ご注文の手引き
1)

ご注文方法は下記の何れかからお選び下さい。( 商品は入金確認後の発送となります。)

現金書留

注文書は代金と一緒にお送り下さい。
下記いずれかの口座にご送金ください。振込料はお客様ご負担でお願いします。
郵便振替

お振込み

銀行振込

口座番号

00260-4-83913

三井住友銀行
楽天銀行

東神奈川支店

第二営業支店

加入者名

株式会社マルメイト

普通 6944532
普通 7505359

ソゴウ

ユウキ

カ）マルメイト

注文書は郵便、FAX、e-mail などでお送り下さい。
合計代金の 30% 増分の切手を、注文書と共にお送り下さい。但し、額面 80 円以上の切手で代用さ
れる場合は 20% 増しで結構です。
切手代用

※下記事項をご留意下さいますようお願い致します。
＊糊落、破損の切手はお受けできません。
＊額面別に仕分けしてお送り下さい。
合計代金の 20% 増分の収入印紙を、注文書と共にお送り下さい。

収入印紙
代用

※下記事項をご留意下さいますようお願い致します。
＊糊落、破損の収入印紙はお受けできません。
＊額面 200 円未満の収入印紙はお受けできません。

2) 包装送料は下表を目安として加算してください。過不足が生じた場合は、精算させて頂きます。
普通

簡易書留

書留

速達

単片 (30 枚位迄

ご注文品の内容

200 円

550 円

620 円

490 円

小型シート、切手帳等を含む場合

250 円

600 円

670 円

540 円

シート、はがき、FDC 等を含む場合

300 円

650 円

720 円

600 円

1,000 円

-

1,360 円

-

アルバム等の付属品をふくむ場合
※重量、地域により多少異なります。

※往復何れの場合でも普通郵便の不着事故についての責任は当方では負いかねます。
※郵便受けが一ケ所に設置してあるマンション等の場合、誤配よる不着事故が発生する危険性がありますので、できるだけ書留等の
ご指定をお願い致します。

3) マルメイト会員の方は、掲載価格から 3% 割引になります。ただし、メール入札販売品、及び店頭でのお買い上げ時は
除外させて頂きます。
4) 表示価格には消費税が含まれています。
横浜倶楽部は毎月月末に発行しています。弊社会員の方には、12 回分郵送します ( 白黒版 )。会員登録ご希望の方は、便
振替口座 (00260-4-83913・株マルメイト ) に年会費 2,000 円をお振込下さい。通信欄には、「新規入会」ご記入ください。

年末年始休業のお知らせ
12 月 31 日 ( 火 ) 〜 1 月 3 日 ( 金 ) は休業させていただきます。商品の発送、メール返信などの業務は、1 月 4 日より順次対応
させていただきます。ご不便 をお掛けし大変申し訳ございませんが、何卒よろし くお願い申し上げます。

1.

新発行

外国切手

中国

川 蔵 青 蔵 公 路 開 通 65 年 2 種
(2019-18J) 120 円
※川蔵公路（せんぞうこうろ）
は四川省とチベット自治区を
結ぶ国道。青蔵公路（せいぞ
うこうろ）はチベット高原を
横断する国道。
五岳図 M/S(2019-16TM)

520 円

※五岳（ごがく）とは、
道教の聖地である東岳
泰山・南岳衡山・中岳
嵩山・西岳華山・北岳
恒山の５つの山の総
称。

五岳図 5 種 (2019-16T)

340 円

中国古代神話 6 種 (2019-17T)

魯班 2 種 (2019-19T)

140 円

360 円

※燧人取火、伏羲画卦、神衣芸百草、累祖始蚕、倉頡造字、大禹治水

2.

魯班 S/S(2019-19TM)

340 円

中国香港

中華人民共和国成立 70 年 4 種
450 円

海底世界 S/S

海底世界 6 種

620 円

※魚の形をした小型シート。

世界遺産 8 次

左江花山岩絵文化的景観 S/S

中華人民共和国成立 70 年 4 面シート

中華人民共和国成立 70 年 S/S

マクリホース・ト
レイル セルフ糊
切手帳 570 円

280 円

450 円

280 円

※中国広西チワン族自治区に残る、断崖に描かれた岩絵
群。紀元前 5 世紀〜紀元 2 世紀に描かれたと見られてい
ます。

粤港澳大湾区 S/S

620 円

3.

※中央二つ折りの
セルフ糊切手帳で
す。

280 円

マクリホース・トレイル S/S
マクリホース・トレイル 10 種

570 円

570 円

※香港九龍地区を東西に横断する全長 100 キロのトレ
イル。
裁判所 2 種

中国マカオ

※終審及中級法院大
樓、初級法院刑事大
樓

第 30 回マカオ国際花火コンテス
ト 4 種 680 円

第 30 回マカオ国際花火コンテスト S/S

260 円

裁判所 S/S

480 円

4.

480 円

※南湾旧初級法院大樓

粤港澳大湾区

田型

680 円

粤港澳大湾区 S/S

480 円

中華人民共和国成立 70 年 S/S

中華人民共和国成立 70 年
680 円

田型

泰山

※切手の並びパターンは図版と異
なる場合があります。

田型

480 円

680 円

※切手の並びパターンは図版と異
なる場合があります。

粤港澳大湾区ラベル切手 4 種
680 円

聖公会蔡高中学 100 年 3 連

泰山 S/S

500 円

480 円

5.

聖公会蔡高中学 100 年 S/S

480 円

イギリス

アメリカ

月面着陸 50 年 2 連

男子クリケット・ワールドカップ優勝 M/S

330 円

1,310 円

※ 切手の並びは画像と左右逆の場合
があります。

女子クリケット・ワールドカップ優勝 M/S

グラファロ M/S

1,310 円

※ 2019 年クリケット・ワールドカップ男子大会はイングラン
ド代表が初制覇。記念切手発売にあわせ、同国女子チームの
前々年 W 杯においての優勝メモリアルシートも、同じタイミ
ングで発行されました。

1,280 円

※賢いネズミと怪物グラ
ファロのお話。日本では
「もりでいちばんつよい
のは？」というタイトル
で絵本になっています。
ジュリア・ドナルドソン
(1948-) 作
→
グラファロ 6 種
1,960 円

'19 クリスマス 1st 切手帳
'19 クリスマス 8 種

2,850 円

6.

2,390 円

'19 クリスマス 2nd 切手帳

2,080 円
アステリックス生誕 60 年 M/S

フランス

チント山

250 円

※フランス南西部のコ
ルシカ島最高峰の山。

'19 公用切手ユネスコ用
380 円

1,250 円

※ルネ・ゴシニとアルベール・ユデルゾによるフラン
スの人気コミック。

アステリックス
生誕 60 年 250 円

ル・クルーゾ

250 円

※フランス東部、ソーヌ・
エ・ロワール県にある工業
都市。

'19 工芸 ( 製本 )

美 術 切 手 レ オ ナ ル ド・
ダ・ヴィンチ「聖アンナ
と聖母子」 600 円

310 円

マハトマ・ガンディー
生誕 150 年 380 円

スエズ運河 150 年 エジプト
共同発行 380 円

ア レ ク サ ン ド ル・ バ レ
ンヌ 250 円

フランス人 レセップス
「Ferdinand Marie Vicomte de
Lesseps」によって開発が行わ
れたスエズ運河。それまでの
海運に劇的な変化をもたらし
た運河開通から 150 年を迎え
ます。

※ A l e x a n d r e
Varenne(1870-1947) フ
ランスのジャーナリス
ト、政治家。

郵便博物館

7.

250 円

ESCP ヨーロッパ 100 年
380 円
※ ESCP EUROPE は、
1819 年パリに設立された
グランゼコール ( 高等職
業訓練学校 ) の 1 つであ
り、世界でも古い歴史を
持つビジネススクールで
す。

'19 赤十字 M/S

付加金付

パリ国立オペラ 350 年 S/S

1,480 円

760 円

スイス

'19 冬季慈善 2 種付加金付セルフ糊

バル・モラ S/S

850 円

多様性 2 種 リヒテンシュタイ
ンとのジョイント発行 570 円

'19 切手の日 S/S

310 円

セルフ糊

付加金付

470 円

※ビュル (Bulle) の風景。

イタリア国境近くのアルプス山中に続く、世界
的にも有名なマウンテンバイクを楽しめるコー
ス。

'19 クリスマス 4 種

冬季ユースオリンピック
310 円

1,660 円

オーストリア

オーストリア・日本友好 150 年

8.

750 円

マ リ ア ツ ェ ル 鉄 道 ET1
形 640 円

'19 切手の日

1,280 円

パラグライディング

220 円

スカイダイビング

250 円

※かつてフリードリヒ
3 世 の 居 城 で も あ っ た、
ウィーナー・ノイシュタッ
トにあるお城。

グライダー

500 円

フラッハガウの民族衣
装 220 円
フラッハガウの民族衣装 10 面シート

2,200 円

'19 クリスマス クリス
マスツリー 740 円
ツリーのてっぺん部分
に本物のカットクリス
タルが貼ってあります

カール 5 世
'19 クリスマス 「ソリで遊ぶ子供達」
220 円

'19 クリスマス クリストキン
ドル郵便局 70 年 220 円
※シュタイヤーにある「クリス
トキンドル・クリスマス特別郵
便局」。特定の時期に手紙やはが
きを送ると、クリスマス用の特
別なスタンプを押してもらえま
す。剥離紙 ( シール切手の裏紙 )
の裏面部分に、製造工程でつけ
られた、赤いインクラインが見
られる場合があります。

ルクセンブルク共同発行
480 円

※ Karl V.(1500-1558) 神聖ローマ帝国皇
帝、スペイン国王 ( スペイン国王とし
ての呼称はカルロス 1 世 )。

12 月 25 日
新発売

JPS 新 中 国 切 手 カ タ ロ グ
2019
採録内容 : 中国・中国マカオ
※ 1949 年 発 行 １ 番 切 手 か ら、
1980 年代初頭にわたり、多く
の銘柄で評価の見直しがなされ
ています。
日本郵趣協会刊
B6判/並製・380ページ/オールカラー

'19 クリスマス
キリスト降誕
250 円

2,640 円

9.

( 梱包送料 370 円 )

即売

戦前記念絵葉書

※現品限り

ご予約承ります。

時代物のマテリアルです。いずれも経年による古色感が見られるなど、保存状態は年代相応です。

昭和大礼記念 2 種揃い タトウ・説明書付き
1,100 円 商品番号 : te31_08

東宮殿下御訪欧記念謹寫 8 種 - 報知社代理部
2,600 円 商品番号 : z043

東宮殿下御訪欧記念謹寫 6 種 - 報知社代理部
1,900 円 商品番号 : z045

皇太子 ( 昭和天皇 ) 宮城
行啓 3 種 - 宮城県庁
800 円 商品番号 : z189

東宮殿下御訪欧記念謹寫 8 種 - 報知社代理部
2,600 円 商品番号 : z042

10.

謹写団撮影 昭和の御大礼 16 種袋付き
2,500 円 商品番号 : z095
( 昭和天皇 ) 行幸記念 3 種タトウ付き - 浜松市
1,500 円 商品番号 : z200

於京都 御大典之実況 ( 昭和大礼 )8 種 袋付き
1,500 円 商品番号 : z096
御大典 7 種
1,200 円 商品番号 : z097

攝政宮摂政宮殿下北海道行啓実況
特印 (1916.7.19-20) 付き 7 種 - 旭屋書店
2,800 円 商品番号 : z192

11.

君萬歳 ( 雅楽 万歳楽 )4 種タトウ付き
即位記念特印 (1915.11.10.) 2,000 円 商品番号 : z230

昭和大礼関連資料特印 (1928.11.10) 付き
「黒川翠山」名の大嘗祭京都御苑入場半券等
3,600 円 商品番号 : z203

( 大正天皇 ) 御大典 4 種 袋付き
京都御所内特印 (1915.11.17.) 3,000 円 商品番号 : z231

※記念電車回数券の表紙、新聞の切り抜きを 4 枚の私製
はがきにコラージュしたものです。( 作者が黒川翠山で
あるかは不明 )

立太子礼奉祝記念 5 種 - 中村興文堂
2,000 円 商品番号 : z254
御大典記念 玉の宮居 4 種揃い袋つき - 光村合資会社
1,800 円 商品番号 : z240

12.

( 昭和天皇 ) 御即位式記念高級木版摺 3 枚組
特印 (1928.11.14.) 橘上巻タトウ付き
3,000 円 商品番号 : z261

今上 ( 大正 ) 陛下銀婚御式の図第一集 7 種
2,000 円 商品番号 : z257

靖国神社臨時大祭大東亜戦争陸軍記念 5 種
タトウ付き - 陸軍美術協会
2,300 円 商品番号 : z144

大婚 25 年記念 ( 大正天皇銀婚式記念 )2 種揃い
切手 4 種完貼り 袋・説明書付き
19,000 円 商品番号 : te30s_09

白道像 15 種揃い - 陸軍省恤兵部 1905. 発行
14,000 円 商品番号 : jr04_02

13.

※一種に紙の剥離が見られます。

陸軍特別大演習 2 種 - 富山県
700 円 商品番号 : z286
絵はがき 白道像 6 種 - 陸軍省恤兵部
5,500 円 商品番号 : jr04_06

日露戦役記念第３回発行「赤十字事業の部」3 種揃い
帯紙付き - 逓信省 5,000 円 商品番号 : te09_06

日露戦役記念第２回発行 3 種揃い 帯紙付き - 逓信省
6,000 円 商品番号 : te04_04

日露戦役記念第４回発行「沙河の部」3 種揃い
説明カード付き - 逓信省
6,000 円 商品番号 : te11_02

14.

日露戦役記念第４回発行「沙河の部」3 種揃い
説明カード付き ( ※違式特印 ) - 逓信省
3 ,500 円 商品番号 : te11_04

日露戦役記念第４回発行「沙河の部」3 種揃い
説明カード付き - 逓信省
6,000 円 商品番号 : te11_03

日露戦役記念第４回発行「奉天の部」3 種揃い
説明カード付き - 逓信省
6,000 円 商品番号 : te12_03

日露戦役記念第４回発行「奉天の部」3 種揃い
説明カード付き - 逓信省
6,000 円 商品番号 : te12_04

15.

日露戦役記念第４回発行「奉天の部」3 種揃い
説明カード付き - 逓信省
6,000 円 商品番号 : te12_05

日露戦役記念第４回発行「海軍の部」3 種揃い
説明カード付き - 逓信省
7 ,500 円 商品番号 : jt12_01

皇太子殿下台湾行啓 3 種タトウつき
記念切手 2 種完貼り - 台湾総督府
22,000 円 商品番号 : tw22_01
日露戦役記念第４回発行「海軍の部」3 種揃い
説明カード付き - 逓信省
6,000 円 商品番号 : te14_04

16.

外国パケット

【 国 別 】

アフガニスタン 100 種................................................700
アフリカ 2000 種....................................................10,000
アイツタキ島 50 種...................................................2,400
アジュマン美麗 600 種............................................6,500
オーランド諸島 50 種..............................................5,100
アルバニア 100 種.........................................................800
アルバニア美麗 500 種............................................6,500
オルダーニー島 50 種..............................................3,000
アルジェリア 200 種................................................2,600
アンドラ ( フランス )100 種.................................7,000
アンギラ 50 種.............................................................2,200
アンギラ 75 種.............................................................3,200
アンギラ 100 種..........................................................5,200
アンチグア・バーブーダ 50 種...........................1,300
アンチグア・バーブーダ 100 種.........................3,200
アゾレス 50 種.............................................................2,200
アルゼンチン 200 種....................................................600
アルゼンチン美麗 500 種.......................................2,600
アルゼンチン未使用美麗 1000 種...................40,000
アセンシヨン島 25 種..............................................1,900
アセンシヨン島 50 種..............................................4,000
オーストラリア 300 種................................................950
オーストラリア 500 種............................................1,850
オーストラリア未使用 200 種.............................9,000
オーストラリア未使用 500 種..........................27,000
オーストリア 300 種....................................................900
オーストリア 500 種................................................1,800
オーストリア 1000 種.............................................7,000
オーストリア未使用 100 種..................................1,300
オーストリア記念 1000 種.................................22,000
オーストリア軍事切手 50 種................................1,500
バハマ 100 種..............................................................2,900
バハマ未使用 100 種................................................9,900
バングラディッシュ 200 種..................................2,400
バングラディッシュ 300 種..................................6,000
バルバドス 100 種.....................................................1,800
バルバドス 125 種.....................................................2,900
ババリア 50 種.............................................................1,000
ババリア 100 種..........................................................2,900
ババリア 200 種..........................................................9,800
ベナン 200 種..............................................................2,200
ベルギー 100 種..............................................................300
ベルギー 300 種..............................................................800
ベルギー 1000 種.......................................................6,100
ベルギー植民地 500 種............................................3,300
ベルギー領コンゴ 200 種.......................................4,900
ベリーズ 200 種..........................................................6,000
ベクイア 100 種..........................................................1,400
ブータン美麗 200 種................................................3,300
ブータン未使用美麗 50 種.....................................3,900
ボヘミア・モルビア 100 種..................................1,000
ボリビア 500 種..........................................................7,400
ボリビア 700 種.......................................................26,000
ボスニア・ヘルツェゴビナ 50 種.......................2,100
ボスニア・ヘルツェゴビナ 100 種....................7,000
ボツワナ 100 種..........................................................1,600
ボツワナ 200 種..........................................................4,700
ブラジル 100 種..............................................................530
ブラジル 200 種..............................................................750

ブラジル記念 200 種................................................1,700
ブラジル記念 300 種................................................3,000
英領アフリカ未使用 500 種...............................22,000
英領アジア 1000 種..................................................5,300
英領アジア 2000 種...............................................13,000
英領アジア未使用 800 種....................................17,000
英領南極 50 種.............................................................4,900
英連邦 2000 種............................................................6,000
英連邦未使用 1000 種.............................................6,000
英連邦未使用 2000 種..........................................16,000
英連邦未使用美麗 500 種.......................................3,900
英領インド洋諸島 600 種.......................................2,400
ブルネイ 100 種..........................................................5,500
ブルネイ 150 種..........................................................8,000
ブルキナファソ 50 種..................................................600
ブルキナファソ 75 種..............................................1,500
ブルキナファソ 100 種............................................2,600
ブルガリア 300 種.....................................................1,000
ブルガリア 500 種.....................................................2,000
ブルガリア美麗 200 種................................................850
ビルマ・ミャンマー 200 種..................................4,400
ビルマ・ミャンマー 300 種...............................11,000
ビルマ・ミャンマー未使用 175 種.................17,000
ビルマ・ミャンマー未使用 250 種.................31,000
ブルンジ美麗 200 種................................................1,750
ブルンジ美麗 300 種................................................2,450
カメルーン 100 種.....................................................1,300
カメルーン 200 種.....................................................5,100
カナダ 100 種..................................................................300
カナダ 300 種..................................................................600
カナダ 700 種..............................................................2,600
カナダ美麗・記念 400 種.......................................1,800
ケイマン諸島 50 種.......................................................900
ケイマン諸島 100 種................................................3,000
ケープ・ベルデ 100 種............................................2,600
ケープ・ベルデ 200 種............................................5,500
中米 500 種...................................................................3,300
中米 1000 種................................................................6,000
CEPT ヨーロッパ切手 100 種...................................800
セイロン / スリランカ未使用 200 種...............4,500
セイロン / スリランカ未使用 300 種............11,000
セイロン 200 種..........................................................3,000
チャド 400 種..............................................................6,800
チャネル諸島 200 種................................................1,900
チャネル諸島 300 種................................................3,600
チリ 100 種.......................................................................500
チリ 200 種...................................................................1,000
チリ 500 種...................................................................4,300
中国美麗 300 種..........................................................5,200
シスカイ 100 種..........................................................6,800
クリスマス島 50 種...................................................2,300
クリスマス島 75 種...................................................3,500
クリスマス島 100 種................................................4,900
コロンビア 800 種.....................................................9,000
コンゴ 100 種..............................................................1,000
コンゴ 200 種..............................................................3,000
クック諸島 100 種.....................................................4,600
コスタリカ 100 種.....................................................1,050
クロアチア 150 種.....................................................2,300
キューバ 200 種..........................................................1,100
キューバ完揃 200 種................................................3,000
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キューバ 1898 年以前 30 種................................4,900
キュラソ 50 種.............................................................1,050
チェコ共和国 100 種................................................1,050
チェコスロバキア 300 種...........................................520
チェコスロバキア 500 種.......................................1,200
ドミニカ連邦 100 種................................................1,800
ドミニカ連邦 150 種................................................3,400
ダホメ 100 種..............................................................1,300
ダホメ 200 種..............................................................5,500
ダホメ 250 種..............................................................8,400
ダンチヒ 50 種.............................................................1,700
ダンチヒ 100 種..........................................................4,500
ダンチヒ 200 種.......................................................11,000
デンマーク 100 種.........................................................250
デンマーク 200 種.........................................................450
デンマーク 500 種.....................................................2,000
デンマーク 800 種.....................................................5,400
デンマーク美麗 200 種............................................1,150
デンマーク美麗 300 種............................................2,300
ドミニカ共和国 300 種............................................3,000
ドミニカ共和国 500 種............................................8,500
ドバイ美麗 100 種.....................................................1,500
エクアドル 100 種.........................................................850
エクアドル 200 種.....................................................2,400
エクアドル 300 種.....................................................4,700
エクアドル 400 種.....................................................5,600
エジプト 100 種..............................................................550
エジプト 200 種..........................................................1,300
エジプト 500 種..........................................................3,900
赤道ギニア小型シート 105 種.............................2,700
エストニア 100 種.....................................................3,700
エストニア (1991 年以降 )100 種......................4,000
ヨーロッパ 10000 種............................................25,000
フィジー 50 種.............................................................1,400
フィンランド 100 種....................................................400
フィンランド 300 種................................................2,000
フィンランド 500 種................................................4,200
フィンランド 700 種.............................................11,000
フィンランド 900 種.............................................15,000
フィンランド美麗 400 種.......................................9,600
フィンランド美麗 500 種....................................13,000
フォークランド 50 種..............................................1,600
フォークランド 75 種..............................................2,400
フォークランド 300 種.........................................28,000
フェロー諸島 25 種...................................................1,250
フェロー諸島 30 種...................................................1,900
フェロー諸島 50 種...................................................2,900
フェロー諸島 100 種................................................7,900
フランス 100 種..............................................................300
フランス 200 種..............................................................700
フランス 300 種..........................................................1,150
フランス 1000 種.......................................................9,500
仏共同体植民地 100 種................................................400
仏共同体植民地 500 種............................................3,300
仏共同体植民地 2000 種......................................13,000
仏共同体植民地 3000 種......................................22,000
仏領南方・南極 30 種..............................................2,500
仏領ポリネシア 50 種..............................................1,800
仏領ポリネシア 100 種............................................7,900
フジェイラ 100 種.........................................................400
ガンビア 75 種.............................................................3,200
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ガンビア未使用 50 種..............................................2,200
ガンビア未使用 100 種............................................6,200
ガボン 100 種..............................................................2,900
全ドイツ 500 種..........................................................1,200
全ドイツ 1000 種.......................................................3,200
全ドイツ記念 1000 種.............................................4,900
東ドイツ 100 種..............................................................270
東ドイツ 200 種..............................................................550
東ドイツ記念 200 種................................................1,800
東ドイツ記念 1000 種.............................................5,800
東ドイツ記念 1500 種..........................................11,500
東ドイツ記念 500 種................................................4,200
西ドイツ 300 種..........................................................1,200
西ドイツ美麗 200 種................................................1,700
ベルリン 100 種..........................................................1,050
ベルリン記念 200 種................................................5,400
ドイツ・インフレーション (1919-23)200 種.4,500
第 3 ライヒ 100 種....................................................1,300
第 3 ライヒ 200 種....................................................3,700
占領下ドイツ (1945-49)300 種...........................5,700
ガーナ 300 種..............................................................7,900
ギルバート / エリス島 50 種................................2,300
ギルバート / エリス島 100 種..............................6,900
ギルバート及び保護領 300 種..........................10,000
ギリシャ 200 種..........................................................1,500
ジブラルタル 25 種.......................................................800
ジブラルタル 150 種................................................5,800
グリーンランド 50 種..............................................1,700
グリーンランド 100 種............................................7,300
グレナダ 200 種..........................................................1,500
グアダループ 50 種...................................................2,900
グアダループ 100 種.............................................10,000
ガテマラ 150 種......................................................... 3,000
ガテマラ 200 種..........................................................3,800
ガーンジー島 100 種................................................1,200
ギニア共和国美麗 100 種...........................................700
ギニア共和国美麗 600 種.......................................7,900
ホンジュラス 300 種................................................5,900
香港 200 種...................................................................4,400
香港 400 種................................................................24,000
ハンガリー 100 種.........................................................200
香港 500 種................................................................41,000
ハンガリー 200 種.........................................................400
ハンガリー 500 種.....................................................1,200
ハンガリー 1000 種..................................................3,700
ハンガリー美麗 500 種............................................1,600
イフニ 50 種.................................................................1,000
イフニ 75 種.................................................................1,800
アイスランド 200 種................................................4,200
アイスランド 300 種................................................6,100
インド州切手 300 種................................................9,200
インド州独立前 300 種.........................................20,000
インドネシア 200 種....................................................900
インドネシア 300 種................................................1,300
イラク 500 種..............................................................6,900
イラク 600 種...........................................................10,000
アイルランド 100 種....................................................800
アイルランド 200 種................................................1,900
イスラエル 200 種.....................................................1,200
イタリア 100 種..............................................................300
イタリア 300 種..............................................................850

イタリア 500 種..........................................................2,400
象牙海岸 200 種..........................................................6,100
ジャマイカ 300 種..................................................16,000
ジャージー 100 種.....................................................1,850
ヨルダン 300 種..........................................................6,000
ヨルダン 400 種.......................................................12,500
ユーゴスラビア 100 種................................................250
ユーゴスラビア 300 種................................................900
ユーゴスラビア 500 種............................................2,000
カタンガ美麗 40 種...................................................1,900
キリバス未使用 100 種............................................5,500
韓国 200 種...................................................................4,500
クウェート 50 種........................................................1,850
クウェート 100 種.....................................................4,000
ラオス 50 種.....................................................................250
中南米 2000 種............................................................8,500
中南米 3000 種.........................................................14,000
中南米 5000 種.........................................................31,000
ラトビア 100 種..........................................................3,500
レバノン 100 種..........................................................1,400
レバノン 600 種..........................................................9,000
レソト 100 種..............................................................1,800
レソト 200 種..............................................................5,100
レソト 300 種..............................................................8,000
リベリア 200 種..........................................................2,500
リベリア 300 種..........................................................4,400
リーワード島 25 種...................................................1,500
リビア 100 種..............................................................1,500
リビア 200 種..............................................................4,300
リビア 300 種..............................................................9,000
リヒテンシュタイン 100 種..................................2,300
リヒテンシュタイン 200 種..................................5,800
リヒテンシュタイン 300 種...............................11,000
リトアニア 100 種.....................................................3,500
リトアニア 1940 年以前 100 種.........................7,500
リトアニア 1940 年以前 200 種......................21,000
ルクセンブルグ 200 種............................................2,200
ルクセンブルグ 500 種............................................8,500
マダガスカル 200 種................................................1,800
マディラ 25 種.............................................................1,500
マディラ 50 種.............................................................6,000
マラヤ連邦州切手 50 種..........................................5,900
マレーシア 200 種.....................................................1,700
マレーシア 500 種.....................................................5,300
マレーシア未使用 300 種.......................................9,900
マリ 100 種...................................................................1,350
マリ 200 種...................................................................3,000
マリ 400 種................................................................13,000
モーリタニア 200 種................................................3,300
モーリシャス 150 種................................................3,400
モーリシャス 200 種................................................4,900
マルチニック 50 種...................................................2,800
マルチニック 100 種................................................7,500
メキシコ 100 種..............................................................550
メキシコ 200 種..........................................................1,650
メキシコ 300 種..........................................................3,100
メキシコ 500 種..........................................................4,800
メメル 25 種.................................................................3,800
メメル 40 種.................................................................6,500
メメル 60 種.................................................................9,000
メメル 75 種..............................................................11,000
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モナコ 100 種..............................................................1,600
モナコ 150 種..............................................................2,600
モナコ 200 種..............................................................5,200
モンゴル 100 種..............................................................400
モンゴル美麗 200 種................................................1,000
モンゴル美麗 500 種................................................3,600
モンゴル未使用 (1991 年〜 )300 種..............23,000
モントセラト 50 種...................................................1,500
モントセラト 100 種................................................4,200
モザンビーク 100 種....................................................900
モザンビーク 200 種................................................2,900
マスカット・オマーン 250 種※ラベル的なもの...
1,000
オランダ 100 種..............................................................300
オランダ 200 種..............................................................650
オランダ 500 種..........................................................3,500
オランダ 1000 種....................................................12,000
オランダ美麗 100 種....................................................550
オランダ植民地 300 種............................................5,900
オランダ植民地 500 種 ( インドネシアを含まず )..
10,000
オランダ植民地 1000 種 ( インドネシアを含まず )
27,000
ネパール 200 種..........................................................3,000
ネパール 500 種..........................................................9,500
ネパール未使用 300 種............................................8,500
ネパール未使用 350 種.........................................11,500
ネビス 100 種..............................................................2,300
ネビス 150 種..............................................................3,700
ネビス / 完セット 200 種.......................................5,500
ニューカレドニア 50 種..........................................2,500
ニューカレドニア 100 種.......................................5,300
ニューヘブリデス 100 種.......................................6,000
ニュージーランド 100 種...........................................400
ニュージーランド 200 種...........................................900
ニュージーランド 300 種.......................................1,500
ニカラグア 200 種.........................................................750
ニカラグア 500 種.....................................................3,600
ニジェール 50 種............................................................700
ナイジェリア 100 種................................................2,800
ナイジェリア 200 種................................................6,900
ナイジェリア未使用 150 種..................................6,800
ノーフォーク島 50 種..............................................1,700
ノーフォーク島 100 種............................................3,900
ノルウェー 100 種.........................................................350
ノルウェー 200 種.........................................................700
ノルウェー 300 種.....................................................1,800
ノルウェー 500 種.....................................................4,400
ノルウェー 700 種..................................................11,000
ノルウェー 800 種..................................................12,500
ノルウェー美麗 100 種................................................700
ノルウェー美麗 400 種............................................7,500
ニヤッサ会社 10 種...................................................1,000
パキスタン 500 種.....................................................6,800
パキスタン美麗 500 種............................................8,000
パナマ 100 種..............................................................1,200
パナマ美麗完揃 153 種............................................7,700
パナマ美麗 100 種.....................................................1,400
パプア・ニューギニア 200 種.............................4,200
パプア・ニューギニア 300 種.............................8,200
パラグアイ 100 種.........................................................500
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パラグアイ 300 種.....................................................2,100
パラグアイ 500 種.....................................................4,900
パラグアイ美麗 500 種............................................6,500
ペナン 100 種..............................................................4,600
ペンリン島 50 種........................................................2,900
ペンリン島 100 種.....................................................8,500
ペルー 500 種..............................................................7,000
フィリピン 200 種.....................................................1,500
ピトケアン島 50 種...................................................3,500
ピトケアン島 100 種................................................9,000
ポーランド 200 種.........................................................400
ポーランド 300 種.........................................................660
ポーランド 500 種.....................................................1,100
ポーランド 1000 種..................................................3,000
ポーランド 1500 種..................................................7,200
ポーランド美麗 100 種................................................300
ポーランド美麗 500 種............................................2,400
ポルトガル 100 種.........................................................500
ポルトガル 200 種.....................................................1,100
ポルトガル 500 種.....................................................4,300
ポルトガル 800 種.....................................................9,400
ポルトガル 1000 種...............................................16,000
ポルトガル植民地 200 種.......................................1,600
ポルトガル植民地 500 種.......................................6,300
ポルトガル領インド 100 種..................................2,900
ポルトガル領インド 200 種..................................6,600
ポルトガル領インド 400 種...............................35,000
レユニオン島 50 種...................................................2,400
ルーマニア 100 種.........................................................250
ルーマニア 200 種.........................................................450
ルーマニア 500 種.....................................................1,200
ルーマニア 900 種.....................................................2,200
ルーマニア 1000 種..................................................2,900
ルーマニア 1400 種..................................................3,900
ルーマニア美麗 200 種................................................700
ロシア 1000 種............................................................5,000
ロシア美麗 500 種.....................................................2,700
ルーマニア美麗 500 種............................................1,900
ロシア未使用 500 種................................................4,000
ロシア未使用美麗 300 種.......................................1,700
ロシア小型シート 100 種.......................................5,300
ザール 50 種.....................................................................780
ザール 100 種..............................................................2,100
セントヘレナ 50 種...................................................1,800
セントヘレナ 100 種................................................4,500
セントルシア 100 種................................................2,100
セントビンセント 200 種.......................................3,200
セントピエール・ミクロン島 50 種..................2,400
エル・サルバドル 300 種.......................................9,000
サモア 50 種.................................................................2,300
サモア 100 種..............................................................6,000
セント・トーマス ( サントメ ) 美麗 200 種...2,000
サンマリノ 100 種.........................................................800
サンマリノ 200 種.....................................................2,100
サンマリノ 300 種.....................................................3,500
サラワク 100 種.......................................................12,000
サウジアラビア 100 種............................................2,300
スカンジナビア 500 種............................................1,800
スカンジナビア 2000 種......................................12,000
セネガル 100 種..........................................................2,100
セネガル 300 種..........................................................7,000

セルビア 100 種..........................................................4,200
セイシェル諸島 150 種............................................6,600
セイシェル諸島未使用 200 種..........................11,500
シエラレオネ 200 種................................................7,300
シエラレオネ 300 種.............................................13,000
シンガポール 200 種................................................3,200
シンガポール 400 種.............................................12,000
スロバキア 50 種............................................................470
スロバキア 100 種.....................................................1,400
スロベニア 50 種............................................................850
スロベニア 100 種.....................................................2,000
スロベニア 200 種.....................................................4,100
ソマリアイタリア領 50 種.....................................3,000
ソマリアイタリア領 150 種...............................13,000
ソマリ・コースト 100 種.......................................5,000
南アフリカ 100 種.........................................................300
南アフリカ 200 種.........................................................700
南ア・ホームランド 100 種..................................2,500
南ア・ホームランド 200 種..................................6,500
南ア・ホームランド 500 種...............................20,000
サウスジョージア / サンドイッチ諸島 100 種........
7,300
サウスジョージア / サンドイッチ諸島 200 種........
30,000
南ローデシア 50 種...................................................1,200
南ローデシア 75 種...................................................2,900
南西アフリカ 200 種................................................6,300
スペイン 100 種..............................................................300
スペイン 200 種..............................................................750
スペイン 300 種..........................................................1,200
スペイン 500 種..........................................................2,400
スペイン植民地 500 種............................................9,800
スペイン領サハラ 100 種.......................................3,000
スペイン領モロッコ 100 種..................................2,400
スーダン 200 種..........................................................5,500
スタファ 200 種..........................................................1,000
スタファ 250 種..........................................................1,600
スウェーデン 200 種....................................................600
スウェーデン 500 種................................................2,900
スウェーデン 1000 種.............................................9,000
スウェーデン美麗 100 種...........................................550
スウェーデン美麗 200 種.......................................1,400
スリナム 50 種.............................................................1,300
スリナム 100 種..........................................................3,300
スリナム 200 種..........................................................7,000
スイス 100 種..................................................................420
スイス 200 種..................................................................850
スイス 500 種..............................................................4,400
スワジランド 100 種................................................2,900
トーゴ美麗 100 種.........................................................950
トケラウ諸島 25 種.......................................................950
トリポリタニア ( 伊 )20 種....................................3,500
トリスタン 75 種........................................................2,900
トリスタン 150 種..................................................11,500
トリスタン未使用 200 種....................................15,000
トルコ 100 種..................................................................300
トルコ 500 種..............................................................1,600
タークス・カイコス 150 種..................................4,900
ウガンダ未使用 150 種............................................6,500
ウクライナ 100 種.....................................................6,000
ユニオン島未使用 100 種.......................................2,400
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ユニオン島未使用 200 種.......................................4,800
国連 100 種...................................................................2,100
国連 200 種...................................................................4,500
国連 300 種...................................................................6,000
国連未使用完セット 200 種..................................8,900
ウルグアイ 100 種.........................................................530
ウルグアイ 300 種.....................................................2,000
ウルグアイ 500 種.....................................................4,800
アメリカ 800 種..........................................................3,600
アメリカ 1000 種.......................................................4,300
アメリカ 2000 種....................................................38,000
アメリカ記念 100 種....................................................400
アメリカ記念 500 種................................................1,700
アメリカ記念 1600 種..........................................28,500
アメリカ航空 100 種................................................3,700
上部セレシア 25 種.......................................................700
上部セレシア 50 種...................................................3,900
アッパーボルタ 100 種................................................800
アッパーボルタ 200 種............................................2,400
ベネズエラ 100 種.........................................................850
ベネズエラ 300 種.....................................................2,900
ベトナム 1000 種....................................................13,500
南ベトナム 100 種.....................................................2,900
バージン諸島 50 種...................................................1,800
バージン諸島 100 種................................................4,600
ワリス・フツナ諸島 50 種.....................................2,500
ワリス・フツナ諸島 75 種.....................................3,200
ワリス・フツナ諸島 150 種..................................9,000
ウュルテンベルグ 50 種..........................................1,600
イエメン美麗 100 種....................................................800
ザンビア 100 種..........................................................2,700
ザンビア未使用記念 500 種...............................17,000
ザンジバル 50 種........................................................2,700

【 トピカル 】
航空機 50 種.....................................................................300
航空機 500 種..............................................................4,200
エアメール 500 種..................................................10,000
動物 500 種...................................................................2,500
動物 600 種...................................................................3,200
動物 800 種...................................................................5,100
動物 ( 総合 )1000 種.................................................4,900
動物 ( 総合 )2000 種.................................................9,500
美術工芸 100 種..............................................................500
美術工芸 500 種..........................................................2,600
宇宙飛行士 100 種.....................................................2,500
ラクダ 50 種.................................................................1,000
自動車 600 種..............................................................7,000
気球・飛行船 100 種....................................................700
気球・飛行船 200 種................................................2,600
気球・飛行船 300 種................................................5,500
甲虫類 50 種.................................................................1,400
オートバイ 50 種............................................................600
オートバイ 100 種.....................................................1,500
猫科動物 300 種..........................................................2,800
鳥 300 種........................................................................1,700
鳥 500 種........................................................................2,800
鳥 1000 種.....................................................................8,500
ボクシング 50 種............................................................500
橋 25 種...............................................................................450

外国パケット
橋 50 種...............................................................................700
蝶・蛾 300 種..............................................................2,200
蝶・蛾 500 種..............................................................4,900
蝶・蛾 700 種...........................................................11,000
サボテン 25 種.................................................................300
馬車 25 種..........................................................................400
チェス 100 種..............................................................1,150
世界の子供 25 種............................................................200
世界の子供 50 種............................................................300
クリスマス 200 種.....................................................1,500
菱形切手 ( ダイヤ )100 種..........................................850
鹿・山羊など 50 種.......................................................970
ディズニー 100 種.....................................................1,700
ディズニー 200 種.....................................................3,900
ディズニー 300 種.....................................................6,000
ディズニー 500 種..................................................13,000
犬 200 種........................................................................1,900
犬 500 種........................................................................9,000
犬 600 種.....................................................................10,000
犬・猫 200 種..............................................................1,400
犬・猫 300 種..............................................................2,400
犬・猫 500 種..............................................................4,200
アヒル・鴨 50 種........................................................1,100
象 50 種...............................................................................650
象 100 種........................................................................1,300
絶滅危惧種 50 種............................................................700
魚介 100 種.......................................................................600
魚 100 種............................................................................850
著名人 200 種..................................................................800
旗 200 種........................................................................1,700
旗 500 種........................................................................4,500
花 100 種............................................................................490
花 500 種........................................................................2,500
花 2000 種..................................................................35,000
花未使用完揃 85 種...................................................8,200
果実 100 種...................................................................1,000
果実 200 種...................................................................2,400
銃砲 25 種..........................................................................150
ゴッホ ( 画家 )25 種...................................................1,900
ガンジー 35 種.............................................................1,900
金魚 25 種..........................................................................500
ゴヤ 25 種......................................................................1,200
狩猟 25 種......................................................................1,050
狩猟 50 種......................................................................2,600
昆虫 200 種...................................................................1,700
ケネディ 100 種..........................................................1,500
ダイアナ妃 50 種............................................................950
ダイアナ妃 100 種.....................................................3,800
レーニン 100 種..........................................................1,700
ピューマ、ヒョウ 25 種..............................................700
灯台 25 種..........................................................................600
地図 50 種..........................................................................480
地図 200 種...................................................................2,800
地図 300 種...................................................................4,200
医学・薬 50 種.................................................................600
医学・薬 100 種..........................................................1,850
医学・薬 125 種..........................................................2,200
猿 100 種........................................................................1,200
楽器 100 種...................................................................3,900
楽器 200 種...................................................................6,700
ナポレオン 100 種.....................................................1,000

ナポレオン 200 種.....................................................3,100
ナポレオン 300 種.....................................................8,900
ノーベル賞 50 種........................................................2,000
ヌード名画 300 種.....................................................3,800
蘭 50 種...............................................................................600
蘭 100 種........................................................................1,700
蘭 200 種........................................................................5,400
オリンピック / 完全セット 500 種....................4,000
パンダ 35 種.................................................................1,400
パンダ・熊 50 種............................................................600
絵画 300 種...................................................................2,000
絵画 500 種...................................................................3,200
極地動物 100 種..............................................................950
陶磁器 50 種.................................................................1,400
ピカソ 50 種.................................................................2,300
ピカソ 100 種..............................................................4,900
法王 50 種..........................................................................600
古代動物 200 種..........................................................3,000
古代動物 300 種..........................................................8,900
ラファエロ ( 画家 )75 種.........................................2,000
赤十字・複十字 100 種................................................820
バラの花 200 種..........................................................2,900
ルーベンス ( 画家 )100 種......................................3,200
シュバイツアー 25 種..................................................780
船 500 種........................................................................4,000
スケート 50 種.................................................................400
スケート 75 種.................................................................800
スケート 100 種..........................................................1,500
SL・鉄道 300 種.........................................................2,100
サッカー 500 種..........................................................3,200
サッカー 800 種.......................................................17,000
サッカー 1000 種....................................................25,000
サッカー / 小型シート 25 種................................1,400
宇宙 500 種...................................................................2,900
宇宙 1000 種................................................................6,600
スポーツ 200 種..............................................................580
スポーツ 500 種..........................................................1,600
スポーツ 1000 種.......................................................3,900
スポーツ / 小型シート 100 種..............................4,900
切手の切手 50 種............................................................320
切手の切手 100 種.........................................................750
切手の切手 200 種.....................................................1,600
切手の切手 300 種.....................................................2,900
水泳 50 種..........................................................................700
水泳 100 種...................................................................1,900
電話 50 種......................................................................1,300
三角切手 50 種.................................................................400
三角切手 100 種..............................................................750
三角切手 200 種..........................................................2,500
アメリカ原住民 100 種................................................900
ユニセフ 50 種.............................................................1,900
水鳥 150 種...................................................................2,300
芸能・映画スター 100 種.......................................2,800
芸能・映画スター 400 種....................................19,500
芸能・映画スター / 未使用 100 種....................4,300
芸能・映画スター / 未使用 300 種.................15,000

20.

パケットをご注文の前にお読みく
ださい。
＊パケットとは発行国、地域、切手図案
などをもとに分類され袋詰めされた商品
です。重複なく効率よく多くの切手を手
に入れることができます。
＊パケットは若干数の過不足やキズ品が
含まれる場合がありますが、その点を考
慮して価格設定されています。1 枚づつ
お求めになるよりずっとお徳です。
＊パケットの切手は、基本的に使用済で
すが発行国の郵便事情によっては未使用
の場合もあります。
＊「美麗」と表示のあるパケットは、記
念切手など、やや大きめの切手が主体に
袋詰めされています。
＊外国では一つの発行目的のもとに、複
数の切手を 1 セットとして一度に発売す
ることがよくあります。「完揃い」と表示
のあるパケットはセット切手をすべて含
むと云う意味です。
＊同じ図案の切手でも、印刷形式、目打、
印刷の色合い、透かしなどが異なってい
るものについては別種のものとして取り
扱われます。
＊同一国、同一テーマの種類数が大きい
商品には、種類数の小さい商品の切手が
含まれるケースが殆どです。例えば 300
種と 600 種をお求めいただいても 900 種
類にはなりません。多種の切手を手に入
れたいのであれば、初めからなるべく多
種のパケットを購入することをおすすめ
します。
＊似通ったテーマのパケット、例えば「航
空機」「旧式航空機」を一緒に購入された
場合には一部の切手が重複してしまう可
能性があります。
＊パケットは海外の複数の業者から仕入
れしていますが、メーカー国の認識の違
いから、地域区分、内容にやや厳密性を
欠くことも稀にあります。お含み置きを
いただきました上でご注文くださいます
ようお願いいたします。
＊商品の性質上、商品違いなどの場合を
除き、パケットのお買上後の返品や交換
はお受けできません。

