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さがみ コレクションワールド
　　　　　　　第69号 　発行月；2014年6月度

欧文機械印/小型6本波時刻表示2時間表示印

＊調査の詳細データは、郵趣情報欄・Ｐ－２に掲載

会員三平幸治氏より投稿！

TOKYO AP/日付リング正常印

TOKYO AP/日付リング逆植エラー
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リング正常12-14

リング正常14-16

12-14 リング正常

リング正常

16-18 リング正常

2通

8月11日

8月12日

8月13日

リング正常

リング逆植

3通

8月24日 14-16 リング正常 3通

8月25日 14-16 リング正常 6通

14-16 リング正常 1通

0-8 手押印 2通

8月21日 0-8 リング正常 2通

8月22日 8-12 手押印 2通

1通

8月20日 22-24 手押印 2通

リング正常 2通

14-16 リング正常 2通

2通

1通

1通

2通

10-12 手押印 1通

16-18 リング正植
二重押印 5通

14-16 リング下ズレ 8通

14-16 リング下ズレ 1通

12-14 リング下ズレ 6通

8-10 手押印 2通

3通

0-8 手押印 1通

14-16 リング下ズレ 3通

1通

0-8 手押印 1通

14-16 リング下ズレ 5通

リング下ズレ １通

12-14 リング下ズレ 4通

8-10 手押印 1通

16-18 リング下ズレ

8月6日

8月7日

8月8日

　５通エラー押印

日付 時間帯 印　　影 通数

14-16

16-18

リング逆植
7月27日

8月10日

14-16 リング下ズレ

7月27日 8-10 手押印

8月4日

8月5日

7月31日

8月2日

8月3日

4通

日付

8月16日

レ、１９６７.８.１２～８.２９迄は日付リングが正

7月28日

7月29日

印　　影 通数

14-16

16-18

＊１９６７.７.２９～８.１０日迄日付リングが下ズ

り、到着印として使用された。

１９６８年３月末に業務の簡素化の為に廃止されま

8-12

10-12 リング正常

バライティは

①14-16.　27.Ⅶ.1967/日付リング逆植ｴﾗｰ

　16-18.　27.Ⅶ.1968/日付リング正植二重押印ｴﾗｰ

②日付印リング下ズレ/10.Ⅷ.1967まで

③日付印リング正常/12.Ⅷ.1967から

時間帯

8月17日 14-16

8月19日 14-16

した。

④日付印リング逆植（右波ﾀｲﾌﾟ）/16-18.13.Ⅷ.1967

　16-18.18.Ⅷ.1967の２日.２通エラー押印

⑤手押日付印

の８８通分有り、到着印として東京中央羽田分室の

機械印が押してありましたので、分類報告します。

＜ＴＯＫＹＯ　ＡＰ＞の戦後の欧文機械日付印であ

郵　趣　情　報

　先日、サガミチケットサービス・坂間氏より韓国

から、同一あて先の国際郵便物を入手しました。

１９６７年７月２７日～８月２９日までの約１ケ月

2通

8月27日 0-8 リング正常 2通

7月30日

常。時間帯は１４－１６が主体で 日付リング部逆植

エラーが３日９通発見されました。

日本宛ての外信便の１９６７年代は 封筒の裏面を見

ていただきたい。

2通

8月15日

8月18日

8月23日

8月26日

8月28日 0-8 リング正常 1通

手押印

①：日付ﾘﾝｸﾞ逆/正2重 ②：日付ﾘﾝｸﾞ下ズレ

③：日付ﾘﾝｸﾞ正常 ④：日付ﾘﾝｸﾞ逆（右波）

⑤：手押印

＊参考：小型６本波時刻２時間表示印について

として使用した。

東京中央局羽田分室は、波線の無いものあり。

小型６本波時刻２時間表示印について

三平幸治

1961年8月～1968年10月までのデーターが知られ

ている。

使用局は東京中央局(TOKYO）・東京中央局羽田

分室（TOKYO AP)・大阪中央局（OSAKA)の3局。

東京中央局は主に抹消印として使用した。

東京中央局羽田分室と大阪中央局は主に到着印
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＜カタカナ局＞

住友ｹﾐｶﾙﾋﾞﾙ内局

平成5.5.6

8-12

丸欧文 D欄文字入

20.1.93

8-12

＜超特急郵便＞

銀座局

平成5.5.6

超特急郵便

＜船内郵便局＞

世界青年の船局

＜カタカナ局＞

沖縄ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰ局

平成5.4.27

12-18

＜超特急郵便＞

銀座局

平成4.12.16

8-12

＜船内郵便局＞

昭和基地内局

＜船内郵便局＞

しらせ丸

平成5.5.6

即日配達郵便

平成4.12.16

8-12

＜5.4.3＞

横浜松坂屋局

平成5.4.3

12-18

平成4・５年度変わり種消印

郵趣情報/消印情報
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切込２ケ

＃250-336/上毛三山　榛名山

ＮＴＴバリエーション№９回目

＃250-339/よこはま　中華街

正常品 口唇に赤点

切込１ケ 切込２ケ

切込２ケ

＃250-342/神橋

切込１ケ

切込１ケ

北陸

＃250-355/Chiba　Art　クローバー

北海道 430

＃250-343/日光華厳の滝

391

*参考資料として、会員のＮＴＴ地方版収集家で有

ら参考にして収集して下されば嬉しく思います！

　以前まで「カード情報/過去」というテーマーで

地区別 旧版 新版 地区別

四国

＊参考/地区別コード番号

紹介は,地方版で表図柄のバリエーションを中心で

各地方別に掲載したいと思います。(変種及び切込

等、表から判別できるカードを）

330全国 関西

231

切込１ケ

251

410 411

切込２ケ

370250

310

②関東支社発行カード

中国 350

290 291 東北

東京

関東

230

431

＃250-357/ペルシャ/キャリコ

東海

方版のバリエーションを,連載してみたいと思いま

会員の皆様！ ＮＴＴ地方版のカードが有りました

て戴きたいと思います。

切込１ケ

331110 111

新版

名な渡辺文雄氏編集の,膨大なデーターを利用させ

切込２ケ

カ ー ド 情 報

古いカード情報誌から ミス・エラー・バリエーシ

ョンを連載して来ましたが,ネタ不足で続投は難し

ので,今後はテレホンカードの基本であるＮＴＴ地

す。

351

旧版

371

270 271 九州

311

390信越

切込１ケ

切込２ケ

＃250-338/上毛三山　妙義山



　

5

富士山と新幹線（再販）

オレンジカード＜フリー・500円券＞「鉄道関係」（24回目）

ＪＲ東日本/横浜支社 ＜009911Ａ＞

カ　ー　ド　情　報

　オレンジカードの収集の 一つのテーマーとして

フリーカードの500円額面のカードが面白い！

限定数発行で入手が難しいが,その反面入手した時

は嬉しいものです。

　所蔵品のうち,鉄道関係のカードを古い順に紹介

して行きたいと思っております。

同好の方々に少しでも参考になればと・・・・・・

*重品のお持ちの方、是非ご一報願います！

TRAing/踊り子号

秋田新幹線こまち号

ＪＲ東日本 ＜000004Ａ＞

TRAing/特急列車

TRAing/あさま号

ＪＲ東日本/東東京支店 ＜000001Ａ＞

ＪＲ東日本/町田営業支店

＜000002Ａ＞

ＪＲ東日本/東北工事事務所 ＜000004Ａ＞

仙石地下線路下工区完成記念

ＪＲ東日本/東北工事事務所 ＜000004Ａ＞

東洋企画

仙石地下線路下工区完成記念

＜000002Ａ＞
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②

人と人との関係もこれに尽きるのではないでしょう

か？　私も仕事の関係上付合いが多いです。相手を

批判するより賞賛する事を根本にして付き合ってお

り、人間関係をうまくいっています。

これからも山崎様とはうまく付き合っていけます。

①

でもあとの祭り。これに気づかなった私の不徳に恥

入っております。

 いつも心のこもったお便りを有難うございます！

毎々掲載内容にお褒めのお便り戴き、ＳＣＷ誌制作

の弾みになり感謝しております。逆に批判されるお

便りには意気消沈します。

い程、価値あるものに映ったのではないでしょうか

。それにしてもびっくりしたのは、坂間様が郵趣と

カードの収集だけでなく、煙草票までお集めになっ

ていたことです。東京オリンピックの煙草票は圧巻

でした。

ったあ！その手があったかあー！＞と地団駄を踏ん

山本誠之様　お便り！

＊ケース入り1964五輪1000円硬貨各５セット

＊キティ・どらえもん各５セット

　毎号楽しく拝読させて頂いております。

さまざまな郵趣情報が満載で、毎号が永久保存版と

存じます。前号の「平成５年度変わり種消印」は感

動ものでした。毎号掲載されている変わり種消印を

そのページだけコピーして保存していますが、一定

量が揃えば＜図鑑＞になります。

も驚きですが、消印収集の初級者には図鑑と変わら

１０頁の「鳥シリーズ定常変種」があれだけの種類

でオークション出品されるというのも驚きでした。

定常変種マニアにはヨダレものだったのではないで

しょうか。また１１頁の消印のＣ・Ｔ・Ｏは出品数

すっかりお元気になられまして安心しました。

「コインセット」

高松様の「配達日指定・休日・郵便料金改定前日差

出」のエンタは思わず唸ってしまいました。＜しま

今後ともよろしくお願い致します！

　先般は有難うございました！.

頂きました。

んでみようと思いますが？

又、下記の郵趣品を戴き誠に有難う御座います。

①記念切手目打ち大ズレエラーのフォート

②スタンプショー記念カバー

来年には消費税１０％アップに伴い、又新切手に変わ

私も新切手の紙付きのキロボックスで、消印等で楽し

山崎純醒様　お便り！ 

ります。約１年間の勝負・・・・・・

会員　お便り

当日、三平幸治氏はあいにく所用があり同席出来ま

せんできませんでした。

もしおゆずり頂けるようでしたら、紙付き記念切

手と一緒に送って下さい。

　先般は一緒に夕食を有難うございました！.

楽しくお話が出来、有意義な一時を過ごせ、元気を

今後も宜しくお願い致します！

 お便り有難う御座います！

＜配達日指定＞少ないＣ・Ｔ・Ｏと思います！

③

松橋豊様　お便り！

コレクションの一部に入れて頂ければ幸いです！

③新切手全額面旧ローラー印ペアー

なると思います。

の実逓便有難う御座います。

この１年間は使用済のキロボックスは、貴重な存在に

　「新料金Ｃ・Ｔ・Ｏ」ウ～ン種類が多くて大変です　

又、次回は三人で一杯飲みましょう！

新２円切手の左下１０枚ブロック貼＜配達指定日便＞



 親愛なる切手コレクターへ！

文ローラー印に〒番入りも・・・）あるのは（欧文・・・）

今回はこれで止めます！

7

た。（後略）

　前号で紙面の都合で遅くなりましたが、投稿頂きました

うか？

化して、現在は日本郵便、ゆうちょ銀行として活動してお

ります。

上記推進機関に対して規制機関として「日本郵趣協会(JPS）

」があります。

推進機関としては郵政省と全日本郵便普及協会がありまし

その仕事をして来たのが郵政省でした。そして数年前民営

今回は「おまわりさん１００年記念」

の事を書いてみたいと思います。

昨日入手した出窓社の本によれば、

明治７年に「おまわりさん」が生まれ

た。

なぜこんな切手の事を取上げたのだろ

。集配局での使用は想定されていなかったが、この型式を使

用した局もある。(参考文献/日本郵便印ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ（鳴美発行)

松野局/静岡県

気象のお便りの中で、経済への影響があるのでは・・・・・

と、確かに私の仕事でも大雨・大雪の日・寒さの厳しい日・

客足が多いですが・・・

　ポスト情報は会員方からのお便りで、郵趣関係のコピーを

＜郵便ポスト＞のお便り有難う御座います。

日告示で定められ、同年から無集配特定局で使用され始めた

沢山頂いております。私も最近興味が湧きまして、ポストの

部分だけ更にコピーをしてファイリングしています。

紙面の都合全部は掲載出来ませんので、一部を紹介させて頂

いております。（提供下さっている会員様には感謝してます）

　尚、〒番入欧文ローラー印については、調査した結果。

三日月型日付印と同様、１９８５年（昭和６０年）２月２０

トが乗っかっているものは赤い角型ポストが普通ですが、こ

このポストは黒丸の上に（＜ヤタ＞ガラス）が乗っていると

いうのも珍しいかと思います。ちなみに同大社境内には、は

　お便り有難う御座います！

毎々＜気象＞に関する詳しいお便りから始まり、＜消印＞と

がきの木として知られる多羅葉の木もあります。

今回、少しの入札分と、小広告一件宜しくおねがい致します。

やモニュメントが付けられたものも、でもその数はごく僅か

マーク等は緑字で、黒地なのでよく映えます）。モニュメン

あれだけ反対したのに「おまわりさん１００年」発行は正

8/1で８月急に猛暑でした。 御誌６９号が届くころは梅雨が

えてしまった様です。（ローラー印も時代と共に刻々と変わ

っておりますが、欧文ローラーに〒番が入る様になったのは

何時ごろからでしょうか？）

　最近は毎号変わり種のポストが紹介される様になりました

が、シガにも何基かあります。変型（手まりの産地なので）

　さて、日本では郵便事業の推進機関として長い間機能し

③カタログに政治をいれた結末

④米国宛て航空郵便物

体調不良との事、私も術後毎月一回検査通院しています。

血液検査結果、数値が1.56→0.52→0.21→0.17→0.16→

明けているでしょうか？  エルミーニョの年は冷夏となるこ

とがあります。今年がもしそうなら景気は低迷することにな

りそうで、夏はやはり暑くなければ消費も延びません。

「ＳＣＷ」６８号、ＧＷ明けに頂戴しております。今回は当

方の質問に応えての「欧文丸型日付印」の資料コピーを同封

１９３３年２月２０日（昭和８年）には小林多喜二が拷問

された。

これより前１９２５年（大正１４年）、１９２８年（昭和

。５月５日には沖縄地方で平年、昨年より少し早く梅雨入り

６年）には、もっと悪法になったと書いています（少し省

為か、今回0.20と若干高めでした。気になりますが頑張り

略して書いてあります・・・・）

いずれにしても１９４５年（昭和２０年）終戦になり、米

国の云うなりに民主国家になってきました。やっと国民の

ための警察になったのです。ですから戦後からだけ祝って

AKIKOの会さまお便り！

戦前から「おまわりさん」というやさしさはなかったと思

0.16と良い方向に向かっていましたが、ストレスと多忙の

います。

猛暑の日等は客足が少ないです！その分気象関係の良い日に

桜井稔様　お便り！

ます。お互いに頑張っていきましょうよ！

しいのでしょうか？戦前からの国民に対する悪事は認める

まりますが、若緑に息吹を感じ風薫る佳い季節でもあります

②「自主独立の精神」とは何か？

となりましたが、極端気象だという見方もあり、気象庁の発

表ではエルニーニョの影響で遅れそうだとか。５年ぶり７年

欲しいのです。

日本郵趣協会が１９６０年が丁度１００年ではないことを

会員　お便り

6/18～7/21ごろが梅雨期かと思いますが、’07年の梅雨明け

以て春は終り、こどもの日（立春）より暦のうえでは夏が始

　５月は百花繚乱です。八十八夜、憲法の日、みどりの日を

で、カラー丸ポストは未見です。珍しいものとしては、三重

ぶりで厄介な夏となるのでしょうか？　関東甲信、例年なら

「おまわりさん１００年」記念切手発行についての件、郵

便事業についての件を掲載させて頂きました。

他に下記の郵趣関係の参考資料は、紙面の都合で割愛させ

て頂きますので、悪しからず！

①「文化大革命」とは何んだったのか？

の熊野本宮大社内にある黒い丸ポスト（＜ヤタ＞ポストや〒

のでしょうか。

下さいまして有難うございました。前回当方の手紙文中（和

のまちがえです。欧文でつもりで書いたのですが書きまちが

会費同封致します。今後とも宜しくお願い致します！

　お便り有難う御座います！

小倉一様　お便り！

⑤会員の手で協会の運営を

その後お身体の調子はいかがでしょうか？無理をせず頑張

って下さい！

前略、

３／１９退園しましたが、体調不良の日が続いています。
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　お便り有難う御座います！

・まごころポスト--の紹介をさせていただきます。

は驚きです。

「歯」文字のある局の消印なんかもどうでしょうか？

又、預託金確かに頂きました。有難うございます。益々のご活

躍お祈りしてして居ります。今後とも宜しくお願い致します！

　さて、今回は、日本で唯一の「抹茶ポスト」--おもてなし

今後とも、よろしくお願い致します。

にしております。斉藤画伯から、色々と資料など送って頂き

封させて頂きます。

この「抹茶ポスト」は愛知県の斉藤画伯と、ポスト写真家の

頂きました資料より、「ポスト」関係の情報を掲載させて頂き

フェイスブック（Ｆ．Ｂ.）で,斉藤画伯や庄司さんとは懇意

ました。

川崎様の幅広い郵趣活動には敬意致します。御自分のお仕事の

歯科医院に関係ある「歯」のある文字・図案の風景印の紹介に

川崎洋介様　お便り！

おもてなしの★まごころポスト（抹茶ポスト）原稿２枚も同

庄司さんのコラブ企画で、誕生したそうです。

追：川崎洋介様　お便り！

久野史郎様　郵趣資料！
　毎々、郵趣情報のコピー有難う御座います！

今回も３回にわたり１９枚も、郵趣資料頂き感謝して居ります。

ます。今後も宜しくお願い致します。


