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JPタワーに東京中央郵便局移転オープン
編集部

　平成 19 年 10 月１日の郵政民営化を受け、ビル賃貸

事業が可能になったことから、東京中央、名古屋中央

（駅前分室）、大阪中央の建て直し計画が進められるこ

とになった。いち早く東京駅丸の内南口前の東京中央

郵便局の改築が行なわれることになり、平成 20 年７

月 22 日に東京中央郵便局は丸の内南口から八重洲北

口に移転して仮局で営業することになった。同時に丸

の内分室と大手町分室を設置して３ヶ所で業務を行

なった。

　東京中央郵便局の移転に先立ち、平成 20 年５月６

日限りで併設されていた丸の内支店を廃止（銀座支

店に統合）し、代替として跡地に銀座支店丸の内分室

を設置、翌７日、大手町ビル内に銀座支店大手町分室

を開設した。その後、東京中央郵便局大手町分室が７

月 22 日に設置され、郵便局と支店の併設となった。

なお、銀座支店丸の内分室は、東京中央郵便局移転に

伴って廃止された。

　平成 24 年７月 17 日（火）、５月 31 日に竣工した JP

タワーの１階に、分散していた郵便局３つ、支店、ゆ

うちょ銀行が再び一諸になって移転して来た。新しい

東京中央郵便局は、JP タワーの１階とはいえ、元の東

京中央郵便局の部分に入った。そこは、昔日の東京中

央郵便局の面影を残していて、ロビーの照明や天井と

壁の漆喰は元の局舎のイメージを残し、柱に使った黒

い大理石や窓枠などは保存していた元のものを使用し

ているという。　

　JP タワー内の商業施設、国際カンファレンスセン

ター、学術文化総合ミュージアムおよび国際ビジネ

ス・観光情報センターのグランドオープンは、平成

25 年春を予定している。JPタワー
（2012 年８月７日撮影）
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東京中央郵便局のJPタワー内へ移転・オープン

東京中央郵便局大手町分室
平成 24 年７月 13 日　21：00 閉鎖
銀座支店大手町分室
平成 24 年７月 14 日　19：00 閉鎖
100-0004　千代田区大手町1-6-1

大手町ビル１階

東京中央郵便局
平成 24 年７月 17 日　9：00 移転・オープン
銀座支店JPタワー内分室
平成 24 年７月 14 日　9：00 移転・オープン
100-8994　千代田区丸の内2-7-2

JPタワー１階

東京中央郵便局
平成 24 年７月 13 日　19：00 閉鎖
100-8994　中央区八重洲1-5-3

不二ビル１階／４階

東京中央郵便局丸の内分室
平成 24 年７月 13 日　19：00 閉鎖
100-0005　千代田区丸の内3-2-2

東京商工会議所ビル１階

ゆうちょ銀行本店
平成 24 年７月 13 日　18：00 閉鎖
100-8996　千代田区丸の内2-3-2

郵船ビル１階

〈移転・オープン後の営業時間〉
東京中央郵便局

種別 平　日 土曜日 日曜日
郵便 9：00 〜 21：00 9：00 〜 19：00 9：00 〜 19：00
貯金 9：00 〜 18：00 　　 　　
ATM 0：05 〜 23：55 0：05 〜 23：55 0：05 〜 21：00
保険 9：00 〜 18：00 　　 　　

銀座支店JPタワー内分室（ゆうゆう窓口）
種別 平　日 土曜日 日曜日
郵便 0：00 〜 24：00 0：00 〜 24：00 0：00 〜 24：00

東 
京 
駅

八
重
洲
北
口丸

の
内
南
口

東京中央の風景印

　東京中央郵便局の日付

印は、移転だけなので変

更はないが、風景印は JP

タワーと東京駅を描くも

のに改められた（小坂基

成画）。

　東京中央郵便局の風景

印は、戦後になって２度

目の図案改正である。

初日：平成８年４月24日

最終：平成24年７月13日

初日：平成24年７月17日初日：昭和23年１月１日

最終：平成８年４月23日
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７月13日廃止の丸の内分室／大手町分室

銀座支店は大手町分室からJPタワー内分室に移転改称
（JPタワー内分室は、２ヶ月半の短命になるのか？）

　７月 17 日の JP タワー内への移転が発表された時に

は、まだ郵便事業会社と郵便局会社を合併する法案が

国会で可決していなかった。

　移転に際しては、郵便局会社の東京中央郵便局と郵

便事業会社の銀座支店 JP タワー内分室が併設するこ

とになった。

　現在のスケジュール（正式に報道発表されていない）

によれば、10 月１日に第一次統合と称して郵便局と

支店が合併するそうなので、銀座支店 JP タワー分室

は９月末で消滅すると思われる。

　つまり、銀座支店 JP タワー分室は、設置から２ヶ月

半の短命となる。もともと、ゆうゆう窓口で夜間の特

殊取扱郵便物の引受等しか扱わないので、郵趣家以外

に利用した使用例は残されることがあまりない、非郵

趣家便は珍印になるだろう。10 月１日以降、年号活字

の下線がどうなるのか、現時点では不明。
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《全日本切手展 2012》開催
山﨑　好是

ることなく毎年開催されてきました。

　今年は、切手収集家団体が主催したので、収集家が

行なう収集家のための切手展としての色合いが強い運

営になりました。

　まず、出品申込方法が変わりました。従前は、いき

なり作品を持込むというもので、申込数が多い場合に

　去る７月 14 日から 16 日までの３日間、大手町の逓

信総合博物館で《全日本切手展 2012》が開催されまし

た。今年は㈶日本郵趣連合が主催する切手展となり、

郵便事業会社は後援に回りました。《全日本切手展》

は、《切手コンクール》として昭和 25 年に第１回が開

催されて以来、主催者は幾度も変わりましたが、欠け

は、展示されずに返却されることもありまし

たが、今回は、タイトルリーフを添えて出品

申込書を郵送し、仮審査をして受付けた作品

だけが、その後出品料を納めて作品を出すと

いう国際切手展方式が採用されたのです。

　この方法だと、作品未着の空フレームがで

きたらみっともないと心配されましたが、１

作品の欠けもなく全部が揃いました。これ

は、快挙であると思います。

授賞式に参加した金賞と金銀賞の方々。

　左から落合宙一（（公）日本郵趣協会）、山下健一郎（郵便事
業㈱）、関口孝司郎（逓信総合博物館長）、澤まもる（㈶日本
郵趣連合会長）諸氏による開幕式のテープカット。
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　作品も、日本、外国、テーマ、ワンフレームと満遍な

く力作が揃い、５フレーム作品には国際切手展を強く

意識したものが多数ありました。国内の切手収集啓蒙

のための切手展から、国際切手展を目指す登竜門とし

ての性格を強く感じるようになりました。

　今回の全日展では、競争出品だけではなく、①逓信

総合博物館の機械印の実物や秘蔵切手類の展示、②会

期中に「開運！なんでも鑑定団」切手・コイン大会の

開催、③清水敏之コレクション展の併設がありまし

た。

　機械印の実物展示では、初公開のドイツ製足踏式押

印機や、平川式押印機が、日付印活字の見える状態で

展示されたことから、食い入るように見入る収集家の

姿が多数見られました。

　なんでも鑑定団では、柳家花緑さんが司会を務め、

南方切手収集家の土屋さんが手品を披露するなどして

大いに盛り上がりました。

　清水敏之コレクションは、航空ラベルや小包ラベル

の変遷など、切手展には出品されない分野の専門コレ

クションで、これもメモを取る熱心な収集家の姿を見

受けました。

　《全日本切手展 2012》は、目標の入場者数 3,000 人

を軽く突破し、日本郵趣連合主催の展覧会は成功裡に

幕を閉じました。

　逓信総合博物館１階に、70 作品 220 フレームが展示された。
申込作品の全部を受付けたので、当初予定よりも展示スペース
が増えたという。

　ペニーブラックの初日カバーなんていう
大目玉も競争出品に登場。（長濱哲比古さ
ん「1D Black and Red」銀賞より）

　英領ギアナのコットンリールが見られる
と思わなかった。（吉田敬「目打が発明され
るまでの全ての切手」金銀賞）

　ワンフレームにも力作が並んだ。（石代
博之「南満州鉄道附属地の行政権の移譲」
金銀賞）

　３階の特設展示会場には、清水敏之さんのチケット類（航空
票符や小包ラベル）の個展が開かれた。
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伝統部門（日本切手関連）入賞記録 １　（敬称略）

金賞＋グランプリ＋財団法人日本郵趣連合賞　『菊切手』（５）　寺中  良幸

金賞　『封皮 1873-1908』（３）　杉原  正樹

金銀賞　『旧小判切手　1876-79』（３）　田中  啓之

サンプル SAMPLE
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伝統部門（日本切手関連）入賞記録 ２　（敬称略）

金銀賞　『田沢旧大正毛紙切手』（５）　丹羽  昭夫

銀賞　『Ｕ小判切手２銭』（３）
濱谷  彰彦

銀賞　『第３次動植物国宝切手 1961-65』（４）
福田  博和

銀賞　『小判５厘はがきの使用例』（３）
多田  由一

銀銅賞　『菊切手（1899-1907）』（３）
太田  克己

銀銅賞　『50 円弥勒菩薩像』（５）
石野  逸雄 　伝統部門は、すぐれた外国切手

の作品が出品されて、日本関連は
９点といういささか寂しい作品数
だった。
　それでも、寺中さんの「菊切手」
は、グランプリに相応しい力作
で、丹羽さんの「田沢切手」も珍
しいマテリアルを多く含んだ力
作。
　田中さんの「小判切手」は、５
フレームに充実させて国際展に挑
戦するようにという意味が込めら
れた金銀賞だろう。
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郵便史部門（日本関連）入賞記録 １　（敬称略）

金賞＋公益財団法人通信文化協会賞　『旧沖縄県の消印』（５）　石澤　司

金賞　『肥前国　明治初期郵便史』（５）　辻　確
かたし

金銀賞　『速達郵便』（５）　行徳  国広

サンプル SAMPLE
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郵便史部門（日本関連）入賞記録 ２　（敬称略）

金銀賞　『東京深川の郵便印（二重丸型日付印の変遷）』（３）　鎌倉  達敏

銀賞　『日本の選挙郵便』（３）
佐藤　巌

銀賞　『速達郵便』（５）
安藤  源成

銀賞　『近江国の郵便印』（３）
吉田  永次郎

銀賞　『明治時代の山形郵便局消印』（５）
髙橋  照雄

銀賞　『櫛型日付印の変遷（明治期から戦後の混乱期まで）』（３）
野口  喜義 　日本関連の郵便史は、「旧沖縄

県の消印」や「肥前国明治初期郵
便史」などのような消印のコレク
ションと、「選挙郵便」や「速達郵
便」のような郵便史コレクション
に２分された。出品者のほとんど
は、お馴染みの顔触れで、それぞ
れの分野で “ 何がない ” と言われ
るものがないような成熟した作品
が並んだ。
　石澤さんが特別賞付の金賞で最
高賞を獲得し、手嶋さんは審査員
詞付となった。
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郵便史部門（日本関連）入賞記録 ３　（敬称略）

銀銅賞　『環太平洋日本人移民郵便史』（３）
金富  善久

銀銅賞　『日本の戦争と俘虜郵便』（３）
沼﨑  弘幸

銀銅賞　『備前、日比郵便局の消印と記録文書』（４）
日比  茂春

銀銅賞　『石狩国の丸一型郵便印』（４）
長野  行洋

銀銅賞　『多摩の櫛型印（1906-1951）』（５）
近辻  喜一

銀賞　『丸一型鉄道郵便印』（３）
青木  章博

審査員詞付＋財団法人切手文化博物館賞　『龍切手カバー上の東京の郵便印』（５）　手嶋  康
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企画部門（昭和切手 75 年）招待出品　（敬称略）

『昭和切手　1937-1946』（８）
林　国博

『昭和切手　1937-1946』（８）
伊藤  純英

『昭和切手　1937-1946』（５）
斎  享

『昭和切手　1937-1946』（５）
山下  哲也

『乃木２銭の消印』（５）
児玉  博昭

『乃木２銭　1937-1947』（５）
児玉  博昭

　昭和切手は、戦線が格大すると郵便料金が一挙に高騰

し、外国郵便の利用が制限される。こうした珍しい使用

例が多く展示されたことも見逃せない。

　さらに、児玉コレクションの消印の部は、乃木２銭を

台にした戦前昭和時代の消印の大集成で、関東州や南洋

の消印には、ここにしかないユニークなものがたくさん

含まれている。

　昭和切手は、図案が額面ごとに異なり、定常変種の収

集が必須であることと、中国や南方占領地などの豊富な

使用例が田沢切手以前との決定的な違いである。その面

白さをアピールするのに充分な展示であった。

　今年は、昭和 12 年５月 10 日に乃木２銭切手が発行さ

れてから 75 年ということで、「昭和切手 75 年」という企

画展示が行なわれた。現在、昭和切手のコレクターとし

て知られる５人の力作が並んだ。

　乃木２銭朱色目打 12 はもとより、同じく無目打、14

銭コイルのカバー、２次昭和の地図 10 銭などの稀少な

銘版の数々、青色勅額の使用例などの名品が一同に会し

た。万国郵便大会議の贈呈用に使われたという１枚刷り

のシートや、無目打エラーはもちろん、定常変種もカタ

ログなどに記載されているもの全てが揃い、昭和切手に

興味を持つ参観者にとっては絶好の機会であったに違い

ない。
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《全日本切手展2012》受賞結果
部　門 受　賞 氏　名 タイトル フレーム

企　画 招待出品 林　　 国博 昭和切手　1937-1946 8
招待出品 伊藤　 純英 昭和切手　1937-1946 8
招待出品 斎　　　 享 昭和切手　1937-1946 5
招待出品 山下　 哲也 昭和切手　1937-1946 5
招待出品 児玉　 博昭 乃木２銭の消印 5
招待出品 児玉　 博昭 乃木２銭　1937-1947 5

日本伝統 　金※１ 寺中　 良幸 菊切手 5
（第２部門） 　金 杉原　 正樹 封皮 1873-1908 3

　金銀 田中　 啓之 旧小判切手　1876-79 3
　金銀 丹羽　 昭夫 田沢旧大正毛紙切手 5
　銀 濱谷　 彰彦 Ｕ小判切手２銭 3
　銀銅 太田　 克己 菊切手（1899-1907） 3
　銀銅 石野　 逸雄 50 円弥勒菩薩像 5
　銀 福田　 博和 第３次動植物国宝切手 1961-65 4
　銀 多田　 由一 小判５厘はがきの使用例 3

外国伝統 　金 奥山　 昭彦 チェコスロバキア・プラハ城切手 3
（第２部門） 　金銀 重山　　 優 香港版烈士切手 3

　金銀 岩崎　 善太 満州帝国明信片 5
　金銀 福田　 達也 Jaipur Chariot Issue 3
　金銀 水村　 伸行 SRI PASHUPATI Series of Nepal 3
　金銀 寺本　 尚史 Romania Ear of Wheat Issues 1893-1908 5
　金銀 大越 紳一郎 米国ワシントン生誕 200 年記念切手 3
　金銀 吉田　　 敬 目打が発明されるまでの全ての切手 5
　銀 岡田　 宙太 上海工部書信館 4
　銀 長濱 哲比古 １ D Black and Red 3

日本消印 　金銀 行徳　 国宏 速達郵便 5
（第３部門） 　銀銅 金富　 善久 環太平洋日本人移民郵便史 3

　銀銅 沼﨑　 弘幸 日本の戦争と俘虜郵便 3
　銀 佐藤　　 巌 日本の選挙郵便 3
　銀 安藤　 源成 速達郵便 5

日本郵便史 　金※２ 石澤　　 司 旧沖縄県の消印 5
（第３部門） 　金 辻　　　 確 肥前国　明治初期郵便印 5

　金銀 鎌倉　 達敏 東京深川の郵便印（二重丸型日付印の変遷） 3
　銀 吉田 永次郎 近江国の郵便印 3
　銀 髙橋　 照雄 明治時代の山形郵便局消印 5
　銀 野口　 喜義 櫛型日付印の変遷（明治期から戦後の混乱期まで） 3
　銀銅 日比　 茂春 備前、日比郵便局の消印と記録文書 4
　銀銅 長野　 行洋 石狩国の丸一型郵便印 4
　銀銅 近辻　 喜一 多摩の櫛型印（1906-1951） 5
　銅 青木　 章博 丸一型鉄道郵便印 3
審査員詞※３ 手嶋　　 康　 龍切手カバー上の東京の郵便印 5

外国郵便史 　金銀 小岩　 明彦 英領インド北西辺境地域軍事郵便 5
（第３部門） 　銀 藤井　 行康 西トルキスタン郵便史 1872-1929 5

　銀銅 鈴木 やすし 韓国ムクゲ型欧文印 1956-61 5
　銀銅 和田　 文明 The U.S. Return Receipy Registered & Avis de Reception to 

1970 
5

サンプル SAMPLE
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部　門 受　賞 氏　名 タイトル フレーム
テーマチック 　金※４ 榎沢 　祐一 Urban Public Transport and It's Backgrounds from the 

Industrial Revolution to the Present Time
5

（第４部門） 　金銀 加賀谷 長之 不滅の交響曲「第九」の誕生から現代まで 3
　金銀 川辺　　 勝 ドラクロワの芸術と生涯 3
　銀 長谷川 良治 水　この貴重な物質 4
　銀 長島　 裕信 Frogs and Toads 5
　銀 北林　 利仁 生活の中の織物 5
　銀 中尾　 謹三 宇宙活動のあゆみ 4
　銀銅 今井　　 徹 チャールズ・ダーウィンの生涯 3
　銀 樋口　　 豊 石油 150 年の軌跡 5
　銅 浅野　 周夫 切手で綴る日本絵画の歴史 5
　銅 松井　 時夫 アジアの仏教美術 3
　銅 孫　　 敬子　 糸の芸術 4
　銅 久岡　 邦山 弓 4

ワンフレーム 　金銀 佐々木 孝弘 The 1847 Issue of the United States 1
（第５部門） 　金銀 石代　 博之 南満州鉄道附属地の行政権の移譲 1

　金銀 高久　 健一 チェコスロバキア　独立後の旧宗主国切手等との混貼使用例　1918-1919 1
　銀 柳川　 英幸 支那加刷・田沢旧大正毛紙６銭と８銭の色調 1
　銀 大沢　 秀雄 パラリンピック 1
　銀銅 宇佐見 比呂志 国民体育大会（第２回〜第１４回） 1
　銀銅 木戸　 祐介 天女・風神航空切手 1
　銀銅 加藤　 高広 中国占領地の丸二印 1
　銀銅 谷　　　 喬 切手になった文化人 1
　銅 高塚　 純一 朝鮮戦争 1
　銅 森岡　 正美 モナコ・グレース公妃の切手 1
　銅 中尾 トミ子 象徴と芸術のフクロウ 1

文献 　金銀※５ 横山　 裕三 日本の軍艦郵便
（第６部門） 　金銀 長田 伊玖雄 最近の情報（８９）増刊　小判振舞処 10 周年記念

　金銀 吉田　　 敬 Stampedia Philatelic Journal
　金銀 秋元 信二郎 小判切手　事故印
　金銀 井上　 和幸 朝鮮郵便史
　銀 小藤田　 紘 全日本切手展
　銀 請地 　治門 日本のメータースタンプハンドブック３訂版
　銀 樋口 　　豊 日露戦争と昭和の戦争
　銀銅 三木 　　充 高松局の二重丸型日付印
　銅 元・宇治郵趣倶楽部 切手と絵葉書からふりかえる宇治のあゆみ

　※１）グランプリ・財団法人日本郵趣連合賞＝寺中  良幸『菊切手』
　※２）公益財団法人通信文化協会賞＝石澤  司『旧沖縄県の消印』
　※３）財団法人切手文化博物館賞＝手嶋  康『龍切手カバー上の東京の郵便印』
　※４）郵便事業会社賞＝榎沢  祐一『Urban Public Transport and It's Backgrounds from the Industrial Revolution 
　　　　　to the Present Time』
　※５）逓信総合博物館賞＝横山 裕三『日本の軍艦郵便』（文献）

サンプル SAMPLE
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乃木バカ日記（28）

児玉　博昭

88　乃木２銭、１昭10銭、14
銭ペア、50銭、霧島４銭、
10銭貼　（櫛）YOKOHAMA
　6.3.41　ハノイ宛航空便
　	 20,000円→20,000円Ｍ

　１円４銭貼の料金内訳が

90　特別軍事航空はがきＭ２乃
木２銭貼　（櫛）高砂18.8.16　
北ボルネオ派遣宛
　	 10,000円→13,500円Ｍ

　消印はイマイチだが、ボルネ
オ派遣宛返信がいいね。

244　乃木２銭貼カット　（紫ロ）ナガノ大島
　	 1,000円→2,200円Ｍ

　人気のカタカナローラー印ですが、日付が見え
ないのが残念。

408　乃木２銭貼はがき　（櫛）NAGASAKI-MARU
　	7.11.38（少シミ）	 10,000円→不落札

　長崎丸と上海丸は、存在数も多いため買い手市
場で選べる。

417　乃木２銭、１昭８銭、10銭貼
　（櫛）赤坂16.10.19　ドイツ宛　逓信省封緘紙
　（櫛）逓信省　米国経由？　ナチ検閲
　	 10,000円→52,000円Ｍ

　この時期、欧州戦争に加え独ソ戦も始まったの
で、シベリア経由は使えず、米国経由しか送達方
法がなかった。でも米国の中継印が欲しかった。

539　乃木２銭貼はがき　（櫛）釧路網走間17.8.15
　上二	 1,000円→5,200円Ｍ

　北海道内鉄郵印は、幹線以外非常に少なく人気
も高い。

540　乃木２銭貼はがき
　（櫛）TATSUTA-MARU	17.5.39	 5,000円→不落札

　２月のヤフーに登場し、11,000 円ほどで落札
して鞘稼ぎを目論んだようだ。

551　乃木２銭貼
はがき　青線抹
消Ｔ欠資　（裏）
青島（大連丸）
東京宛
　3,000円
　	 →5,800円Ｍ

　大連丸は、大
連汽船所属なの

741　乃木２銭。１昭10銭貼
　（櫛）仙台北一番丁14.6.27　
速達料金八銭徴収済
　	 2,000円→3,400円Ｍ

　特定局窓口差出のため、速
達料金八銭徴収済の印を押し
たもの。

1151　琉球宮古「富山印」ラストデー台紙28種29
枚貼　（櫛）宮古島23.6.30　使用禁止　逓信部長

　富山常仁署名印	 660,000円→不落札
　富山印切手は、正刷切手の発行に伴い使用禁止
となった。しかし、ラストデーカバーの存在を知
りませんでした。富山氏本人が署名、捺印してい
ます。でも、これ以降の使用もあり、使用禁止を
徹底できなかったようだ。

1291　軍事郵便絵葉書乃
木２銭貼　（風）浦口野
戦局/南京下関台

　	 2,000円→2,500円Ｍ
　野戦局の風景印は、何
局あるのだろうか。

1745　シンガポール陥落
２銭Ｐ、４銭貼

　（風）	KOBE	21.2.41
　２倍重量神戸独人宛
　	 15,000円→15,500円Ｆ

　英文表記で外国人宛の

1882　乃木２銭単　（○）COLOMBO
　PAQUEBOT	 5,000円→8,000円Ｍ

　コロンボパックボー印はよく見か
けるが、これだけ綺麗な消印は少な
い。

1884　乃木２銭コイル単
　（標）「兵は戦線我等は国債」
　	 10,000円→14,500円Ｆ

　コイル切手の標語消は、鮮明なも
のが少ない。

319　乃木２銭未使用田型赤
紫色ＮＨ
　	 5,000円→22,000円Ｍ

　どんな色であろうか。下
見を兼ねて参加しました。
コダマ分類で紅海老茶色と
表現している色でした。下
見をし、納得しないと買え
ない値段ですが大丈夫？

371　荒井国太郎「思い出の消印」から乃木２銭貼
　（櫛）天津野戦局14.7.10　三星
　	 2,000円→8,500円Ｍ

　30 年前、荒井さんが亡くなったとき、珍友が遺
族を説得してくれた。消印集ごと買取、乃木２銭
貼消印関係を我がコレクションに加えた、懐かし
い思い出の消印でした。

372　乃木２銭貼陸軍省
絵葉書　（櫛）大阪中
央 /飛 行 場14.10.1　
記念押
　	 3,000円→6,500円Ｍ

　飛行場分室は、今の

378　乃木２銭、１昭20銭、２
昭１銭貼はがき　（櫛）台中
19.6.27　台中州航空便
　	 3,000円→5,500円Ｍ

　はがきが３銭、航空料金 40
銭の時代ですが、状態がイマイ
チです。

384　乃木２銭、東郷５銭貼
　（櫛）伊丹？から満州ハルビン宛
検閲シール検閲印「二重封筒の使
用不可」付箋
　	 2,500円→8,500円Ｆ

　臨時郵便取締令違反で、配達は
されたが注意を受けている。二重
封筒の使用は御法度らしい。

1888　乃木２銭無目打単
　（櫛）TOKYO	2.9.45
　	 3,000円→21,000円Ｍ

　無目打の欧文満月で高いのでしょ
う。でも、９月２日はいけません。

2039　乃木２銭６枚貼
　（櫛）徳島柿島15.8.22　速達便
　	 3,000円→不落札

　速達 12 銭を乃木２銭６枚貼適正
使用ですが、多数貼が持て囃された
のは昔の話か。

2043　乃木２銭、大仏１円、地図
10銭、靖国17銭貼　（櫛）東舞鶴
18.2.28　価格表記封少疲

　	 10,000円→14,500円Ｍ
　適応料金は、封書５銭＋書留 12
銭＋速達 12 銭＋価格表記１円（100

2242　昭和切手北ボルネオ加刷10種貼
　（○）クチン中央1.8.2605
　	 20,000円→23,000円Ｍ

　敗戦間際の昭和 20 年８月１日に、どうしてこ
の記念カバーを作成したのであろう。日本の敗戦
記念カバー？２週間早すぎます。

2320　乃木２銭ペア貼はがき
　（櫛）第二百二十六野戦18.1.12
　サンダカン郵便局検閲印
　	 30,000円→70,000円Ｆ

　軍事局で差出の場合、国内便
と同じではがきは２銭です。サ
ンダカン局に持ち込むと占領
地料金で、はがきは４銭となり
ます。このはがきは、２銭でも

2350　乃木２銭、１昭20銭貼
　（○）MANILA	No1	AUG.17.1943
　書留便	 200,000円→350,000円Ｆ

　乃木と南方の戦いか。23 万円ス
タートのフロア対決、35 万で乃木
が息切れて終了した。ここで、敗戦
の言い訳、書留は珍しいが消印がボ
ケて読めません。同級生曰く「最高
の材料を収集するはずではなかった
か。」痛いところを突かれた。横浜正

○	 乃木2銭の記録（2012.６）

【６月２,３日　ジャパンスタンプオークション開催】

【６月９日　スターオークション開催】

＊今回の寸評
　　変わらず中国ものは強いです。中国人同士、本
国の相場と照り合わせながら、電話で一声毎に
競りあがる、日本ではなじみはないが、欧米では
普段のセリである。時間が押して、後半戦のス
ピードは新幹線並み、手を上げるこちらも大変で
すが、オークショナーの鯛さんもお疲れ様でし
た。今回の最高値は、2493東宮ご婚儀未発行４
種完240万円Ｆ、2491和桜20銭ハ濃紫色195
万円Ｆ、2488龍100文４枚、200文ペア貼カ
バー 155万円Ｍがビック３でした。今回は、日
本切手の善戦が目立ちました。梅欄芳小型シート
FDC150万円Ｆより勝ってよかった。

で、日本切手が有効のはずですが、Ｔ欠資とはこ
れいかに。大連丸を日本の船として、認めなかっ
たのかな。中国側の意地悪。それとも意地ですか
ね。なら裏にパックボー印押すなよ。

不明である。４銭の端数を考えると封書 20 銭＋
12 銭×２倍＝ 44 銭が妥当か。残り 60 銭÷３で
20 銭の航空料金は、どこからどこまでなの。

ため、欧文印で押印した局員のミスです。これは
国内便です。

米軍兵士のお土産用に大量押印された。無目打切
手は、十分なマージンがあるかペア以上が必要で
す。

円入）＝１円 29 銭となります。記事には、速達の
記載がなく不思議でしたが、図版をいただき納得
です。

４銭でもどちらも正解です。なぜ？このとき、第
二百二十六野戦局は、サンダカン局の中で開局し
ていました。一般の人がこちらは２銭、あちらは
４銭など理解しません。予め、占領地料金の４銭
を貼ってきたものと推察します。このはがきは、
軍事局使用なのか、占領地使用なのか、どう分類
しましょう。

金銀行名古屋支店宛の民間書留便は、最高の材料
でした。

大阪空港ですね。昭和 14 年１月に大阪第２空港
として軍民共用空港で開港した。ちなみに、第１
空港は大和川尻に設置予定であったが、完成しな
かった。開港初日ならよかったのにね。

サンプル SAMPLE
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712　乃木大将関係絵葉書８枚組
　	 4,000円→4,000円Ｍ

　殉死直前の夫婦記念写真ほか、訪欧した時の歓
迎式典等がおもしろい。

716　乃木２銭（穿孔M.I）貼はがき
　（櫛）不明15.11.19　小穴	 1,500円→2,100円Ｍ

　この穿孔は、伊藤萬の切手帳使用ですが、その
表示がありませんでした。消印も大阪東と読めま
すが、不明とは？切手帳の穿孔は、かなり少ない
だけに勉強してね。

717　乃木２銭貼はがき２通組
　（櫛）長野・上高地（夏期季節局）、Ｄ欄秋田/西馬
音内	 2,000円→11,000円Ｍ
　上高地は、昔も今も夏季限定で入山できる避暑
地、当然郵便局も夏季限定となります。

723　乃木２銭貼はがき　（櫛）伊万里14.1.2
　青色印	 2,000円→4,200円Ｍ

　エラー印は、機械印より櫛型印に人気があるよ
うだ。

731　乃木２銭７枚貼
　（櫛）京都烏丸松原15.4.30　書留便
　	 2,500円→不落札

　書留便４銭＋ 10 銭＝ 14 銭の７
枚貼は、適正使用ですがはやりませ
んか。

728　乃木２銭、東郷４銭２枚貼はがき　（櫛）KOBE
　16.4.39　デンマーク宛	 2,000円→不落札

724　乃木２銭貼はがき
　（櫛）奈良・上市15.7.22
　商標「乃木大将印」吉野製薬
　	 1,000円→不落札

　商標に乃木大将の顔を使うと
は驚きです。

720　楠公３銭はがき乃木２銭貼
　（機）奈良・丹波20.4.20
　日付逆植	 2,000円→不落札

319　乃木２銭コイル３枚（ヘゲ有）貼
　（櫛）東京中央19.10.3　第４種便
　	 25,000円→28,000円Ｍ

　切手も封筒もお疲れのようで、多
数貼りは珍しいが触手が動かなかっ
た。

3818　乃木２銭、２昭15銭（半切れ）
　（櫛）熱田18.12.8　徴用事務書留
　愛知県知事差出
　	 10,000円→10,500円Ｍ

　大きな傷はあるが、郵便史から見
ると面白いのでしょうね。

114　旧毛支那字入11/2銭みほん100面シート（中
子持罫）状態難　	 200,000円→不落札
　初めに訂正がありました。支那字入ではなく、
普通の毛紙でした。それでも、100 面シートで
残っていてくれたのが最高でしょう。バラにしな
いで、次の世代に引継ぎましょう。

461　洋改桜玉六（カ）３枚貼　（◎）松山KG大和
　書留別配達便	 300,000円→320,000円Ｍ

　松山村役場からの官民郵便で、大阪宛になりま
す。料金は合って、補修も気にならない素敵なカ
バーですね。そういえば、インドネシア展に速達
専門屋さんが出品していますが、すでに作品はイ
ンドネシアに到着した頃でしょうか。

762　乃木２銭、１昭30銭３枚、昭白５銭、20銭貼
　（櫛）川崎14.11.27　満州国宛航空便
　	 3,000円→5,500円Ｍ

　１円 17 銭の料金は、封書４銭＋航空料金 35 銭
の３倍重量×３＝１円 17 銭でした。新京中央の
到着印もありました。

764　乃木２銭、東郷５銭４枚貼
　（櫛）大連中央17.8.5　配達証明便（開封時キズ）
　	 2,000円→4,400円Ｍ

775　シンガポール陥落２＋１銭３枚、１昭３銭２
枚、10銭貼　（櫛）日本橋通17.4.2　書留便

　	 2,500円→4,600円Ｍ
　料金改定後２日目の使用、２倍重量の書留で
22 銭となる。シンガポール陥落切手を３枚貼っ
たものは、寄付が３銭になるので少ないはず。

761　乃木２銭、１昭20銭貼　
　（櫛）千住河原15.10.16
　書留速達便	 1,200円→不落札

【６月17日　タカハシスタンプオークション開催】

注目品

【６月27日　日本フィラテリックセンターメールオークション締切】
Ｒ４　乃木２銭５枚貼はがき
　（櫛）名古屋鳥羽間14.2.11
　速達便	 1,000円→16,500円

　 は が き の 速 達 便 10 銭 料 金
に、乃木２銭５枚貼です。この
日は、紀元節の旗日で休日のは
ず。郵便局も休みで、速達便処
理を鉄道郵便が行なったので
しょう。

エ20　乃木２銭貼はがき　（櫛）羅南13.2.8
　軍事マンガ絵葉書	 700円→1,100円

　軍事マンガ絵葉書を集めている方もいますが、
彼らは実逓便には拘らないでしょうね。

ム16　乃木２銭貼はがき
　（櫛）台湾・小梅17.4.9
　時刻入	 1,000円→5,000円

　台湾のＺ表示櫛型印である
が、正月元日以外の前０−８は
珍しい。

【ヤフーオークション】
６月１日締切
　乃木２銭貼はがき（標語）36種	 1,800円

　乃木２銭に存在する機械標語印は、国内 64 種
類である。単片なら全種完収しているが、はがき
は揃っていない。

６月３日締切
　乃木２銭琉球富山印未使用糊落ち
　	 5,250円

　輪転版の黒味赤色で、センターも
よく富山印も鮮明に見えるものは少

６月９日締切
　乃木２銭縦ペア
　（櫛）TAINAN	15.2.40　TAIWAN
　	 29,500円

　台湾の欧文印は、台北、高雄、基
隆が知られている。台南も中国本土
用に使用されていた。淡水も記録に
はあるが未見である。

６月９日締切
　乃木２銭ペア
　（○）PASSED	BY	CENSOR
　HONGKONG　	10,000円

　これはいけません。郵

６月９日締切
　乃木２銭貼はがき
　（櫛）UNZEN	8.12.40
　上海宛	 8,000円

　雲仙は、世界的な
温 泉 地 で 長 崎 の 欧

６月23日締切
　乃木２銭横ペア
　（櫛）KOBE-MARU	5.6.41
　	 28,000円

　神戸丸は、昭和 15 年

６月23日締切
　乃木２銭単　（櫛）大森18.6.9
　東京府	 2,300円

　昭和 18 年６月１日、東京市は東
京府となったが、７月１日に東京都

６月30日締切
　乃木２銭香港参圓加刷単
　（櫛）香港20.5.1	 3,900円

　香港局の使用は、お約束どおりの
平台版です。

６月30日締切
　乃木２銭単　（紫ロ）鎮南浦	 1,100円

　朝鮮の紫ローラー、京城以外は非常に少ない
が、年月日が見えない。

732　乃木２銭、１昭５厘２枚貼
　（ロ）下谷16.10.31　京都宛	1,500円→2,300円Ｍ

　第１種開封郵便で３銭料金なのでしょう。表示
がないと何のことやら？

に再び変更された。東京府は一ヶ月のみの使用と
なった。肝心のＣランが見ない。

11 月上海航路に就航した。しかし、昭和 17 年 11
月 11 日揚子江で、天山丸と衝突し沈没、就航期間
は２年のみで印影は少ない。

便印でなく検閲印です。カバーには必要ですが、
偶然切手上に押されたものでしょう。どんなコレ
クションに使われるのかな。

ない。裏紙を除いた糊落ちは、仕方がない状態で
あろう。

米人も訪れたので、外信便用に欧文印が用意され
た。中国宛は、郵便交換条約により、はがきは２
銭が適正使用となる。残念ながら消印が薄すぎま
すね。

　関東州からの書留配達証明便であるが、乱暴な
開封でキズがあるのが残念である。
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震災切手発売時期のはがきの速達

岡藤　政人

震災郵券拾話（61）

　震災切手が専ら発売・使用されていた時期は、また

震災はがきが発売・使用されていた時期でもあります。

従いまして、この時期のはがきの速達と言いますと、

まず思い浮かんでくるのは震災はがきに震災切手が貼

られたものでして、図１がそれです。速達料金は１区

間６銭でしたので、震災切手の３銭２枚が貼られてい

ます。

　因みに、震災切手の３銭は、大阪版にタイプⅠ・Ⅱ

が、それから東京版タイプⅢの３種がありますし、震

災はがきにも精美堂版と凸版印刷版の２種があります

ので、その組み合わせによって６種が存在することに

なります。そして、存在するとなると、その全ての組

み合わせを集めたくなるのが人情（？）。しかし、それ

がなかなか。

　図１は、切手がタイプⅢ、はがきは凸版印刷版です。

つまり、切手は最後に登場したタイプのものであり、

その一方ではがきの方は先に登場したものであるか

ら、この組み合わせは面白い？　と勝手に思い込んで

います。でも消印が薄いね、それに真ん中に折れ目も

あるし。ウーン、その通り。でも消印はどうにか読み

取ることができます、駒込局大正 13 年３月 19 日と。

かなり苦しいですが。

　でも、この時期の速達の中には図２のようなものも

あるのです。分銅はがきにやはり震災切手６銭分が貼

られたものです。この組み合わせはちょっと想定外で

は？　ですから、この両者のコンビで使用された速達

は意外に少ないのではないかと思うのですが、いかが

でしょうか。何、お前が勝手にそう思っているだけだ、

そんな声が聞こえてきそうですが。

　大正 12 年から翌 13 年の初めにかけては、はがきが

不足状態にあったのだそうです。そのために逓信省は

はがきの復旧も急いだようで、牧野氏は『震災切手と

　　』の「概説」31 ページに、「印刷局はとりあえず、

はがき印刷機５台の修理完了をまって大正 13 年度の

はじめから、震災前と同じはがきの製造を開始した」

と述べておられます。図２の消印は神田局大正 13 年

６月 11 日ですから、図２のはがきはその震災後に製

造されたものではないか、そんな気がします。しかし、

震災前のはがきと全く同じ体裁ですので、今のところ

残念ながら識別・分類することができません。因みに、

1925（大 14）年５月からははがき下部の銘版を取っ

た、いわゆる「銘なし」というタイプに変更されまし

た。よって、「銘なし」であれば震災後に印刷されたも

のと容易に判断することができるのですが。

　最後に、図３を御覧下さい。こちらは図２とは逆に

震災はがきに田沢切手６銭を貼って速達としたもので

図１　震災はがきに震災切手３銭２枚貼付
（駒込局大正13年３月19日）
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す。消印は、浅草七軒町大正 13 年７月 26 日です。こ

の両者の組み合わせもあまり見かけない？　田沢切手

６銭は多分震災後に印刷された白耳のものだったこと

でしょう。あくまでも私の手前勝手な推測に過ぎませ

んが、使用時期からしまして。

§

　今回は 1924（大 13）年に使用されたはがきを御覧

に入れました。

　ところで、この時期の速達郵便はまだ次の２地区の

みしかその取り扱いがなされていませんでした。

　　　明 44. 2.11 より　　京浜地区

　　　明 45. 4. 1 より　　京阪神地区

　ですから、京阪神地区間取り扱いの速達はがきもあ

るはず、いや実際あるのですが、その数は京浜地区に

比べるとひじょうに少ないようです。私の感じでは京

浜地区と京阪神地区の割合は 10 対１、いや京阪神地

区の方がもっと少ないようです。また、東京から横浜

宛のように２区間にわたる場合の速達料金は、１区間

の倍額 12 銭ですが、これもほとんど見かけません。

　それから封書の速達とはがきの速達の存在比につい

ては、封書が少ないようでして、これも私の感触では

８対２といったところでしょうか。

　ああ、京阪神地区使用の速達が欲しい！　２区間の

速達も欲しい！　日暮れて道遠し、ああ。

図２　分銅はがきに震災切手３銭２枚貼付
（神田局大正13年６月11日）

図３　震災はがきに田沢切手６銭貼付
（浅草七軒町局大正13年７月26日）
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※　�局＝郵便局株式会社、�事＝郵便事業株式会社

　　◯和 ＝和文ハト印、◯欧 ＝欧文ハト印、◯機 ＝機械ハト印、◯特 ＝特印、◯絵 ＝絵ハト印、◯押 ＝押印機、◯風 ＝風景印、◯小 ＝小型印

〔初日指定局〕
【窓口で押印する場合】
�局　東京中央局　◯和 ◯機 ◯特 ◯押
�事　日本橋支店　◯和 ◯機 ◯特 ◯押
【押印を郵頼する場合】
�局　東京中央局　◯和 ◯機 ◯特 ◯押（100-8994 東京中央局）
�事　日本橋支店　◯和 ◯機 ◯特 ◯押（100-8799 銀座支店気付）

平成24年９月11日（火）発行平成24年９月４日（火）発行

「旅の風景シリーズ　第16集」「日中国交正常化40周年」

【デザイン】
①浦上天主堂：浦上天主堂は、壮絶な迫害を受けながらも信仰を守り続けた先祖の意志を受

け継いだ信徒達によって大正 14（1925）年に建立された、東洋一のレンガ造りのロマネ
スク様式の教会です。現在の教会は、昭和 34（1959）年に往時と同じロマネスク様式で再
建され、さらに、昭和 55（1980）年に改築されたものです。

②平和祈念像：平和公園の中にある、彫刻家北村西望（きたむらせいぼう）によって製作（1955 年
完成）された長崎市民の平和への願いを象徴する高さ 9.7m の像です。

③④眼鏡橋：寛永 11（1634）年に興福寺の二代住職黙子如定（もくすにょじょう）が中島川に架設
したとされる日本最初のアーチ型石橋です。川面に映った影が双円を描き眼鏡に見えるこ
とから眼鏡橋と呼ばれています。昭和 35（1960）年に国の重要文化財に指定されました。

⑤長崎ランタンフェスティバル：もともと中華街の人たちが街の振興のために始めた中国の
旧正月を祝う「春節祭」がベースとなっており、現在では長崎の冬を彩る一大風物詩となっ
ています。期間中は、長崎新地中華街はもとより、浜市観光通りアーケードなどの市内中
心部には約１万５千個にも及ぶランタン（中国提灯）が飾られ、湊公園をはじめ各会場に
は大型のオブジェが所狭しと飾られます。

⑥崇福寺：寛永６（1629）年、福建省福州府の僧超然を招き、同９（1632）年初めて殿堂を
おこしたのが崇福寺の始まりです。中国建築の特徴と日本建築の特徴を併せ持つ大雄宝殿

（だいゆうほうでん）と、四手先三葉栱（よてさきさんようきょう）と呼ばれる複雑な詰組が他に例のない第
一峰門（だいいっぽうもん）、それぞれが国宝に指定されています。また、大雄宝殿内の仏像群は、
中国仏師により作られた明朝様式による造像として貴重なものです。

⑦⑧グラバー園：安政６（1859）年長崎開港以降、南山手及び東山手を中心に建ち並んでい
た洋館の保存を目的として、旧グラバー邸などがあった南山手の丘を整備、市内に現存し
ていた様々な洋館を移築して昭和 45（1970）年に誕生しました。現在のグラバー園には
数多くの洋館が点在し、西洋の雰囲気を醸し出しています。

⑨長崎くんち：370 余年の歴史と伝統を持つ長崎の氏神である諏訪神社の秋の大祭です。２
人の遊女が諏訪神社神前に謡曲「小舞」を奉納したことが長崎くんちの始まりと言われて
います。以来、長崎奉行の援助もあって年々盛んになり、さらに異国風情のある独特な奉
納踊りが多く取り入れられ、江戸時代から豪華絢爛な祭礼として評判だったと言われてい
ます。

⑩長崎帆船まつり：国内外から数々の帆船が長崎港の出島ワーフ・長崎水辺の森公園の岸壁
に集う日本で随一のイベントです。毎年４月下旬に開催され、入港パレードや帆船が一斉
に帆を広げるセイルドリル（操帆訓練）は圧巻です。

背景上／浦上天主堂：フランス人宣教師のプティジャン、ヒューレの両神父によって西坂の
丘で殉教した「日本二十六聖殉教者」に捧げるために建てられたゴシック調の教会です。
現存する教会堂建築物では日本最古の物で、昭和 28（1953）年に国宝に指定されました。

背景下／鍋冠山からの長崎港夜景：鍋冠山（なべかんむりやま）は、グラバー園の背後に位置する海
抜 169m の山で公園の展望台からは長崎港の町並みが一望できます。地元では稲佐山と並
ぶ絶景、夜景が楽しめるスポットとして親しまれています。

〔初日指定局〕
【窓口で押印する場合】
�局　長崎中央局　◯和 ◯欧 ◯風
�事　長崎支店　　◯和 ◯欧 ◯風
【押印を郵頼する場合】
�局　長崎中央局　◯和 ◯欧 ◯風（100-8994 東京中央局気付）
�事　長崎支店　　◯和 ◯欧 ◯風（850-8799 長崎支店）

10 種連刷シート
オフセット５色
発行数：1,200 万枚（120 万シート）
印面寸法：
①②⑤⑥⑨⑩ 25.0mm × 33.5mm、
③④⑦⑧ 28.0mm × 33.5mm
小切寸法：28.0mm × 36.5mm
シート寸法：140.0mm × 213.0mm
写真撮影：
　①⑤⑨⑩背景下 長崎市、
　②大西義和、③④清家忠信、
　⑥縄手英樹、⑦⑧後藤昌美、
　背景上 西垣良次
デザイン：丸山智（切手デザイナー）

10 面シート（２×５）／グラビア６色／発行数：1,000 万枚（100 万シート）
印面寸法：28.0mm × 38.5mm ／小切寸法：28.0mm × 38.5mm
シート寸法：93.5mm × 222.5mm ／デザイン：中丸ひとみ（切手デザイナー）

① 80 円　浦上天主堂うらかみてんしゅどう （10 種連刷Ａ）
② 80 円　平和祈念像へいわきねんぞう （10 種連刷Ｂ）
③ 80 円　眼鏡橋（１）めがねばし （10 種連刷Ｃ）
④ 80 円　眼鏡橋（２） （10 種連刷Ｄ）
⑤ 80 円　長崎ランタンフェスティバル （10 種連刷Ｅ）
⑥ 80 円　崇福寺そうふくじ （10 種連刷Ｆ）
⑦ 80 円　グラバー園（１）ぐらばーえん （10 種連刷Ｇ）
⑧ 80 円　グラバー園（２） （10 種連刷Ｈ）
⑨ 80 円　長崎くんちながさきくんち （10 種連刷Ｉ）
⑩ 80 円　長崎帆船まつりながさきはんせんまつり （10 種連刷Ｊ）

【旅の風景　第16集】
　長崎県長崎市にちなんだデザ
インです。

① 80 円　サクラ、ボタン

【日中国交正常化40周年】
　日本と中国が昭和 47（1972）年に国交正常化してから、平成 24

（2012）年に 40 周年を迎えることを記念して発行します。
【デザイン】
　日本の代表的な花であるサクラと中国の代表的な花であるボタンを
採用しています。また、題目「日中国交正常か 40 周年」の前には、中国

（China）と日本（Japan）のそれぞれの頭文字「Ｃ」と「Ｊ」を組み合わせ、
ハートを形作ったロゴマーク「ＣＪハート」を採用しています。

郵便局㈱　押印機郵便局㈱　手押し

サンプル SAMPLE



19

（199）

平成24年９月21日（金）発行

「秋のグリーティング（シール式）」

10 種連刷シート／オフセット６色／発行数：各 3,000 万枚（各 300 万シート）
印面寸法・小切寸法：①〜⑥ 28.0mm × 28.0mm、⑦〜⑩ 26.6mm × 29.8mm
シート寸法：67.5mm × 187.0mm ／写真撮影：山田郁朗
テディベア制作：①〜⑩町田節子（イラストレーター＆テディベア作家）
デザイン：中丸ひとみ（切手デザイナー）

10 種連刷シート／オフセット６色／発行数：各 3,000 万枚（各 300 万シート）
印面寸法・小切寸法：①〜③ 26.0mm × 37.5mm、④⑩ 42.0mm × 26.7mm、
⑤〜⑨ 26.6mm × 38.0mm ／シート寸法：127.0mm × 187.0mm
写真撮影：山田郁朗／テディベア制作：①〜⑤、⑦〜⑩町田節子（イラストレー
ター＆テディベア作家）、⑥星山理佳／デザイン：中丸ひとみ（切手デザイナー）

〔初日指定局〕
【窓口で押印する場合】
�局　東京中央局　◯和 ◯機 ◯絵 ◯押
�事　日本橋支店　◯和 ◯機 ◯絵 ◯押
【押印を郵頼する場合】
�局　東京中央局　◯和 ◯機 ◯絵 ◯押（100-8994 東京中央局）
�事　日本橋支店　◯和 ◯機 ◯絵 ◯押（100-8799 銀座支店気付）

【デザイン】世界中で人気の「テディベア」のぬいぐるみと、キャラクターの「ぽす
くま」※をデザインに採用しています。
※ 「ぽすくま」について：グリーティング切手「秋のグリーティング」から誕生し

たキャラクターです。「ぽすくま」は、クマのぬいぐるみの郵便屋さん。この手
紙を送った人はどんな人だろう、この手紙を受け取る人はどんな人だろう、そ
んなことを思いながら「ぽすくま」は今日も元気に笑顔で郵便配達をしていま
す。好きなものは、お花と朝食のハチミツトーストです。

① 50 円　ぽすくま（１） （10 種連刷Ａ）
② 50 円　ぽすくま（２） （10 種連刷Ｂ）
③ 50 円　グレーベア （10 種連刷Ｃ）
④ 50 円　ホワイトベア （10 種連刷Ｄ）
⑤ 50 円　ピンクベア （10 種連刷Ｅ）

⑥ 50 円　ブルーベア （10 種連刷Ｆ）
⑦ 50 円　ゴールドベア （10 種連刷Ｇ）
⑧ 50 円　ベージュベア （10 種連刷Ｈ）
⑨ 50 円　セピアベア （10 種連刷Ｉ）
⑩ 50 円　クリームベア （10 種連刷Ｊ）

① 80 円　クリームベア （10 種連刷Ａ）
② 80 円　ゴールドベア （10 種連刷Ｂ）
③ 80 円　ベージュベア （10 種連刷Ｃ）
④ 80 円　ピンクベアとブルーベア （10 種連刷Ｄ）
⑤ 80 円　セピアベアとクリームベア （10 種連刷Ｅ）

⑥ 80 円　親子ベア （10 種連刷Ｆ）
⑦ 80 円　ホワイトベア （10 種連刷Ｇ）
⑧ 80 円　ブラウンベア （10 種連刷Ｈ）
⑨ 80 円　ベージュベアと花 （10 種連刷Ｉ）
⑩ 80 円　ぽすくまとプレゼント （10 種連刷Ｊ）

郵便局㈱　押印機郵便局㈱　手押し

「第67回国民体育大会」
平成24年９月28日（金）発行

① 50 円　バドミントン（５種連刷Ａ）
② 50 円　新体操 （５種連刷Ｂ）
③ 50 円　ボート （５種連刷Ｃ）
④ 50 円　自転車 （５種連刷Ｄ）
⑤ 50 円　ホッケー （５種連刷Ｅ）

【第67回国民体育大会】
　昭和 21（1946）年に京阪神で第１回大会が開催されて以来、
都道府県対抗、各都道府県持ち回りで毎年開催されている国民体
育大会の 67 回目の開催を記念して発行します。
　岐阜県で国民体育大会が開かれるのは２回目で、前大会（昭和
40（1965）年）から 47 年ぶりの開催となります。
愛称：ぎふ清流国体
合言葉：輝けはばたけだれもが主役―大会にかかわるすべての

人々がキラキラと輝き、夢と感動を分かち合い、ともに未来を
つくる国体にしていきます。

東日本大震災復興支援に向けた合言葉：2011 年３月に発生した
東日本大震災を踏まえ、震災の復興支援を契機にできた岐阜県
と東北との繋がり、絆をメッセージとして全国へ発信し、本大
会を「被災地を元気づける大会」、さらには「日本再生のシンボ
ルとなる大会」にしていきます。

５種連刷 10 面シート／オフセット５色／発行数：600 万枚（60 万シート）
印面寸法：25.0mm × 31.0mm ／小切寸法：28.0mm × 34.0mm
シート寸法：84.0mm × 200.0mm ／デザイン：玉木明（切手デザイナー）
※タブ：マスコットキャラクター「ミナモ」

〔初日指定局〕
【窓口で押印する場合】
�局　岐阜中央局　◯和 ◯欧 ◯風
�事　岐阜支店　　◯和 ◯欧 ◯風
【押印を郵頼する場合】
�局　岐阜中央局　◯和 ◯欧 ◯風（100-8994 東京中央局気付）
�事　岐阜支店　　◯和 ◯欧 ◯風（500-8799 岐阜支店）
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郵便局ニュース・平成 24 年７月分
【異　動】　（◆改称／◆▲改称集配事務廃止／◆□移転改称／□移転／△局種変更／●所属支店変更／☆その他）※各局上段が新データ。

局種 局　名 郵便番号 都道府県 位　置 施行日 備考・事務範囲
◆ かんぽ 品川しながわ 108-0074 東京都 港区高輪 3-25-23　京急第 2 ビル 7 階  7 月17日
□ 大森 143-8799 大田区山王 3-9-13
◆ かんぽ 東京とうきょう 105-0001 東京都 港区虎ノ門 3-17-1　TOKYU REIT 虎ノ門ビル 9 階
□ 日本橋 103-8799 千代田区日本橋 1-18-1
☆ 局分室 名古屋中央・名古屋駅前 450-0002 愛知県 名古屋市中村区名駅 4-23-13　名古屋大同生命ビル 1 階 10月 9 日

名古屋市中村区名駅 1-1-1
☆ 支店分室 名古屋支店・名古屋駅前 450-0002 愛知県 名古屋市中村区名駅 1-1-4　JR セントラルタワーズ 15 階

名古屋市中村区名駅 1-1-1
□ 貯金 名古屋中央・名古屋駅前 450-0002 愛知県 名古屋市中村区名駅 4-23-13　名古屋大同生命ビル 1 階

名古屋市中村区名駅 1-1-1
□ 郵便局 伏見京町北 612-8083 京都府 京都市伏見区京町 9-46-1  8 月13日

612-8085 京都市伏見区京町南 8-94-1

【一時閉鎖／再開】　（●一時閉鎖／◎再開／◎◆改称再開／◎□移転再開／▼再開移転変更／▽再開変更／▲変更）

局種 局　名 郵便番号 都道府県 位　置 施行日 備考・事務範囲
● 簡易 上北野 010-0101 秋田県 潟上市天王上北野 129-8  7 月17日
● 簡易 長嶺 383-0051 長野県 中野市七瀬 1504-3  8 月 1 日
● 簡易 本江 933-0244 富山県 射水市本江 2373-3
● 簡易 日頃市 022-0005 岩手県 大船渡市日頃市町関谷 45-3
◎ 簡易 活汲 092-0206 北海道 網走郡津別町活汲 296-2  7 月23日
▽ 簡易 樽前 059-1265 北海道 苫小牧市樽前 99-4  8 月 1 日 保険廃止
▲ 簡易 八幡 952-1313 新潟県 佐渡市八幡町 102 2011 年 11 月 15 日 貯金・為替・振替・保険開始
▲ 簡易 宮地 503-2406 岐阜県 揖斐郡池田町宮地大門南 937-3  6 月11日 貯金・為替・振替・保険開始
▲ 簡易 北谷 954-0037 新潟県 見附市椿澤町 1775-1  7 月24日 貯金・為替・振替・保険開始

【廃　止】　（●廃止／＊閉鎖中廃止）

局種 局　名 郵便番号 都道府県 位　置 施行日 備考・事務引継
● かんぽ 麻布 106-8799 東京都 港区麻布台 1-6-19  7 月17日 東京支店

平成24年10月15日（月）発行

「地方自治法施行60周年シリーズ　栃木県」

【デザイン】
①日光東照宮陽明門：国宝・日光東照宮陽明門をデザインしています。
東照宮陽明門：日光東照宮は、江戸幕府初代将軍徳川家康（1542 〜

1616）の霊廟。日光山内にある二荒山神社、輪王寺とともに、平成
11（1999）年に「日光の社寺」として世界文化遺産に登録されまし
た。陽明門は、同宮を象徴する建築物で、寛永 12（1635）年に三代
将軍徳川家光の命により建造されました。陽明門の名称は、平安京
大内裏にあった十二門のひとつ「陽明門」から授かったとされ、正
面には、後陽成天皇から賜った「東照大権現」の額が掲げられてい
ます。また、同門内には、508 体の彫刻や極彩色の装飾が施され、１
日中見ていても飽きないことから「日暮門（ひぐらしもん）」とも呼ばれて
います。

②足利学校：足利学校は、日本で最も古い学校として知られ、その遺跡
は大正 10（1921）年に国の史跡に指定されています。。
③きぶな：その昔、病気が大流行した時に、ある人が田川で釣った黄色

い鮒を食べたところ、たちどころに病が治り、その後、病気にならな
かったといういわれがある、宇都宮市を代表する郷土玩具です。
④真岡鐵道ＳＬ：真岡鐵道は、日本で最初のローカル線として明治 45
（1912）年に誕生した鉄道で、平成６（1994）年にＳＬＣ 12 型、平成
10（1998）年にＣ 11 型が復活。その勇姿を見ようと、多くの人々が
訪れています。
⑤那須高原：那須高原は、東京から約 180km の距離、東京と仙台のほ

ぼ中央に位置する観光と農林業の町で、北西部には雄大な那須連山の
主峰・茶茶臼岳（1,915m）が聳え、山麓地帯には歴史ある那須温泉郷、
史跡やテーマパーク、多くの宿泊施設や別荘地、更には皇室の方が静
養する御用邸があることから「ロイヤルリゾート那須」として知られ
ています。
背景／いちご（とちおとめ）：栃木県を代表する農産物いちごは、県内全

域で栽培され、生産量は昭和 43（1968）年から連続で日本一となって
います。「とちおとめ」は県農業試験場で開発され、平成８（1996）年
に登録された品種であり、鮮やかな赤、整った形、そしてバランスの
良い食味が自慢です。

① 80 円　日光東照宮陽明門
（５種連刷Ａ）

② 80 円　足利学校 
（５種連刷Ｂ）

③ 80 円　きぶな 
（５種連刷Ｃ）

④ 80 円　真岡鐵道ＳＬ 
（５種連刷Ｄ）

⑤ 80 円　那須高原 
（５種連刷Ｅ）

５種連刷シート
グラビア６色
発行数：700 万枚
　　　　（140 万シート）
印面寸法：
　① 30.0mm × 36.0mm、
　②〜⑤ 25.0mm × 30.5mm
小切寸法：
　① 33.0mm × 39.0mm、
　②〜⑤ 28.0mm × 33.5mm
シート寸法：
　93.5mm × 175.0mm
写真提供・撮影：
　②足利市、③栃木県、
　④宮本孝廣、⑤辻友成
デザイン：丸山智
　　　　　（切手デザイナー）
※①は千円記念貨幣を基にデ

ザイン。 〔初日指定局〕編集締切の時点で未発表
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郵便事業会社／郵便局会社統合のあらまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本郵政グループ報『郵政』平成 24 年８月号より）
　平成 24 年４月 27 日の本会議で郵政民営化等の一部を改正する等の法案が可決し、郵便事業会社と郵便局会社の統合が決まり
ました。平成 24 年 10 月１日（７月 25 日付で公布された政令により決定）に看板や票帳類の変更を行い、内部の統合は来年の７
月末を目指す（当初は３月末を予定したようですが、間に合わないため）というものです。その２ヶ月前になっても具体的な内容
が明らかにされていません。何がどう変わるのでしょうか。そこで、日本郵政株式会社が発行するグループ報『郵政』に掲載され
た解説を参考にして、統合のあらましをまとめてみました。
〔経営形態〕郵便事業会社と郵便局会社は、平成 24 年 10 月１日に統合して日本郵便株式会社（商号）として生まれ変わります。
これにより、①民営化以降、別々の会社が行なっていた郵便業務（内務・外務）と郵便窓口業務の一本化、②集配センターを作業
所として郵便局と組織統合、③郵便配達社員による貯金業務（通帳の預かりなど）の再開、などに取り組むことになります。
〔ユニバーサルサービス〕郵便だけではなく、銀行業務と保険窓口業務についてもユニバーサルサービスが義務づけられた。郵便
局ネットワークは、郵便・銀行・保険の３事業の窓口業務を一体的にサービス提供するという社会的インフラとしての氏名が改
めて課されることになりました。
〔株式保有〕㈱ゆうちょ銀行と㈱かんぽ生命保険の株式は、できる限り早期に全てを処分することになった。
・新しいユニフォームは、会社のロゴ・コーポレートカラーに変更したものになるが、現行の在庫がなくなってから順次交付し

ていく予定。会社統合の時点においては原則として現行のユニフォーム着用。
・マニュアルなどは、読み替えで対応するが、読み替え対応できないものは改定する。
・領収書等は、新組織（○○郵便局）の名称に変更するようにシステム改修。
・マニュアルの改定、ゆうパックラベル等を含む式紙・申込書類は、新しいものに変更するが、使用可能なものは１年以内を目

処に差し替えて行く。
・事業会社支店の表示（看板）は、10 月１日（予定）から「○○郵便局」に変更する。

＊
　これまでの資料に、収集家が注目する日付印についての記述がありません。編集部では、次のように推測しています。
①郵便局（支店併設なし）、簡易郵便局
　平成 24 年中は、「年号下線付」を使用。平成 25 年１月１日から「年号下線なし」に統一。
②支店併設郵便局＝同一名称（集配郵便局）
　平成 24 年 10 月１日から 12 月 31 日まで「年号下線付」と「年号下線なし」を混用。平成 25 年１月１日から「年号下線なし」に
統一。平成 25 年用年賀印も「年号下線なし」を使用。
③支店併設郵便局＝局／支店で名称が異なる（集配郵便局）
　10 月１日から局名は郵便局会社で使用したものに統一、年号活字は 12 月 31 日まで「年号下線付」と「年号下線なし」を混用。
平成 25 年年１月１日から「年号下線なし」に統一。平成 25 年用年賀印も「年号下線なし」を使用。
【該当局／支店】東京中央（銀座支店 JP タワー内分室）（7 月 17 日から 9 月 30 日の短命になるか？）、京橋（晴海支店京橋分室）、

千歳（東京千歳）、さいたま中央（さいたま）、千葉中央（千葉）、水戸中央（水戸）、宇都宮中央（宇都宮）、前橋中央（前橋）、大泉（群
馬大泉）、横浜中央（横浜）、緑（横浜緑）、川崎中央（川崎）、橋本（相模原橋本）、甲府中央（甲府）、長野中央（長野）、新潟中央（新
潟）、名古屋中央（名古屋）、名古屋中央局駅前分室（名古屋支店駅前分室）、緑（名古屋緑）、津中央（津）、上野（伊賀上野）、静岡
中央（静岡）、岐阜中央（岐阜）、金沢中央（金沢）、富山中央（富山支店富山駅前分室）、福井中央（福井）、大阪中央（大阪支店大
阪駅前分室）、京都中央（京都）、神戸中央（神戸）、奈良中央（奈良）、大津中央（大津）、和歌山中央（和歌山）、広島中央（広島）、
大野（廿日市大野）、鳥取中央（鳥取）、松江中央（松江）、岡山中央（岡山）、山口中央（山口）、小郡（山口小郡）、松山中央（松山）、
徳島中央（徳島）、高松中央（高松）、高知中央（高知）、熊本中央（熊本）、大津（肥後大津）、長崎中央（長崎）、福岡中央（福岡）、
博多大井（博多）、博多（博多支店博多駅前分室）、北九州中央（北九州）、佐賀中央（佐賀）、大分中央（大分）、四日市（宇佐四日市）、
宮崎中央（宮崎）、鹿児島中央（鹿児島）、那覇中央（那覇）、宮古（宮古島）、仙台中央（仙台）、福島中央（福島）、盛岡中央（盛岡）、
青森中央（青森）山形中央（山形）、秋田中央（秋田）、札幌中央（札幌）、旭川中央（旭川）、深川（北海道深川）、函館中央（函館）、
釧路中央（釧路）〔（　）内は支店名、以上中央 52 局、中央局以外 16 局〕
④単独支店
　郵便事業会社の支店窓口で郵便だけ取扱う。10 月１日から郵便局となるが、日付印はそのまま。
【該当支店】銀座、晴海、新東京、東京国際、東京多摩、新越谷、新岩槻、成田国際空港、成田国際空港支店第一旅客ビル分室、成田

国際空港支店第二旅客ビル分室、横浜神奈川、北杜、名古屋神宮、新金沢、富山西、新福岡、大阪、新大阪、大阪国際、首里、南
風原、陸前高田（首里、南風原、陸前高田の３支店は、別位置の同名の郵便局あり、名称変更確実）〔以上 23 支店〕

※詳細が判明次第、本誌ならびにナルミ・ホームページに掲載致します。
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【東京中央局JPタワー移転記念】

【実逓カバー】
廃止及び設置の特殊取扱実逓便（書留または速達）を国内（和文）と外国（欧文）
の２通ずつ。外国の宛名は到着印の押される台湾宛。合計８通 …… 12,000 円

【満月印】
50 円切手に廃止（最終印）及び設置（初日印）の和文、欧文、和文ローラー、欧
文ローラーを満月（ローラー印は縦ペアもしくは横ペアに押印）以上の 16 点
及び東京中央の移転初日（17 日）の和文、欧文他の満月。合計 22 点 8,000 円

【即売品の注文方法】
◎本誌自動発送及び自動頒布会々員の方は、はがき・電話・Ｅメールでも可能です。
◎適宜の用紙に注文品を記載し代金を添えてお申込み下さい。
◎注文品合計に 1 回につき 200 円の郵送料を加算して下さい。
◎代金は現金・郵便振替・振込・クレジットカード（VISA）のいずれかでお願いします。

尚、VISA カードをご利用の場合には、①住所　②氏名　③会員番号　④有効期限　
⑤電話番号を明記し、余白にサインをして下さい。

【世界遺産シリーズ　第５集】【国連PKO協力20周年】

【初日カバー】
渡辺版　洋七封　ペア貼　東京中央（和ハト）（特） ……………………… 840 円
　〃　　　〃　　田型貼　東京中央（和ハト）（特）、日本橋（和ハト） … 1,575 円
　〃　　　〃　　押印機　東京中央（押） ……………………………… 787 円
鳴美版　大型封　全　貼　東京中央（和ハト）、日本橋（和ハト）他 …… 3,150 円

【初日印】
シート各切手に東京中央（和ハト）（欧）、日本橋（和ハト）（欧） ………… 2,100 円
シートに東京中央（和ハト）（欧）（特）（押）、日本橋（和ハト）（特） ……… 2,520 円

【初日カバー】
渡辺版　手押し　３通組　東京中央（和ハト）（特）（欧） ……………… 3,885 円
　〃　　押印機　３通組　東京中央（押） …………………………… 3,727 円
鳴美版　大型封　全　貼　東京中央（和ハト）（欧）（特）（押） ………… 3,150 円

【初日印】
シート各切手に東京中央（和ハト） ……………………………………… 2,100 円
シートに東京中央（和ハト）（欧）（特）（押） ……………………………… 2,520 円

サンプル SAMPLE
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【世界遺産シリーズ　第６集】【夏のグリーティング】

【初日カバー】
渡辺版　手押し　３通組　盛岡中央（和ハト）（特）、平泉（和）（風） … 3,885 円
　〃　　押印機　３通組　盛岡中央（押） …………………………… 3,727 円
鳴美版　大型封　全　貼　盛岡中央（和ハト）（特）、平泉（和）他 …… 3,150 円

【初日印】
シート各切手に盛岡中央（和ハト） ……………………………………… 2,100 円
シートに盛岡中央（和ハト）（特）、平泉（和）（風）他 …………………… 2,520 円

【初日カバー】
渡辺版　手押し　３通組　東京中央（和ハト）（特）（欧） ……………… 4,725 円
　〃　　押印機　３通組　東京中央（押） …………………………… 4,410 円
鳴美版　大型封　全　貼　東京中央（和ハト）、板橋舟渡（風）他 …… 5,880 円

【初日印】
シート各切手に東京中央（和ハト） ……………………………………… 3,885 円
シートに東京中央（和ハト）（特）、板橋舟渡（風）他 …………………… 4,620 円

サンプル SAMPLE
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『訴訟書類の郵便史』
月刊「たんぶるぽすと」増刊第60号

編著：池田健三郎／岡本　哲　　監修：日本郵便文化振興機構
Ａ４判272頁（内16頁カラー）上製本

定価：4,500円（送料サービス）

　本書は、2010年11月に東京で開催された全国切手展JAPEX01に出展され上位入賞した、次の３つの
コレクション、すなわち「訴訟書類の郵便史」（岡本哲コレクション）80ページ、「書留訴訟書類・審判審査
書類および特別送達書類」（成田弘コレクション）64ページおよび「特別送達郵便<訴訟書類>の変遷」（常
田勇次コレクション） 80ページの3作品計224ページを解説（池田が担当）とともに採録し、あわせて日
本法制史の視点からみた訴訟書類送達制度に関する論考（岡本が担当）を掲載している。同一の展覧会に、
ほぼ同一の研究テーマを扱った郵便史コレクションが３作品並ぶのは異例なだけに、これはこの分野の書
籍を出すまたとない機会であると考えた池田の企画提案に、岡本が賛同し、これに成田・常田の両氏及び
出版元の山崎氏のご理解とご協力を得て、以来、本書の刊行準備が進められてきたところである。
　この間、岡本コレクションに関しては、さらに国際切手展へと舞台を移し、2011年夏に開催された日本
国際切手展PHILANIPPON2011において「日本郵便史における訴訟書類の公的強制送達　1873-1947」

（邦訳）のタイトルで入賞（銀賞）を果たしている。この分野の専門コレクションでの国際コンペティショ
ンへの出展および入賞はもちろん初めてのことである。なお、こうした事情から、同コレクションのみ、当
然のこととはいえ、すべて英文表記となっていることをお断りしておかねばなるまい（英語は語学学校ベ
ルリッツの校閲を経ているため、英文プレゼンテーションの参考になるであろう）。 （まえがきより）

　本書は、月刊「たんぶるぽすと」増刊 60 号として発行致します。なお、増刊 59 号『国際返信切手券カタログ』の配
本が遅れておりますが、増刊 60 号『訴訟書類の郵便史』と一諸に９月にお届けする予定です。今暫くお待ち下さい。サンプル SAMPLE




