
茨城県日立市　売却区分番号：25-3

分類 題名 額面 枚数 消印
1995年ユニバーシアード福岡大会 マラソン 2枚

ITU京都全権委員会議 パラボラアンテナと通信衛星
第1集　 D51型
第3集　8620型・C11型 4枚

UPU100年 牛追い図 50円
愛鳥週間 しじゅうから 15円
愛の血液 血液と採血車 10円 4枚

アマチュア無線50年 初期のスピーカーと電けん 50円 1枚
いけばな世界大会 秋の花と洛北おとめ 60円 3枚

第1集　厩図屏風 5枚
第1集　仔馬
第2集　芦穂蒔絵鞍・鎧
第2集　馬 4枚
第3集　賀茂競馬文様小袖
第3集　駃騠
第4集　佐野渡硯箱
第4集　郵便現業絵巻・郵便物運送馬車
第5集　春暖
第5集　冨嶽三十六景・武州千住図

海の記念日 明治丸とかもめ 10円 4枚
大鳴門橋開通 大鳴門橋とうず潮 60円

沖縄舞踊 20円
紅型 30円
アクアポリスと地球 50円

沖縄復帰 守礼門と紅型 20円 3枚
沖縄海洋博募金 荒磯 25円
沖縄復帰10年 シーサーと県章 60円
沖縄復帰20年 首里城と朝日とツバメ 62円

沖縄復帰25周年 琉球舞踊・四つ竹 80円
お祭りシリーズ 祇園祭・高山祭・相馬野馬追・秩父祭 10円 16枚

おまわりさん誕生100年 見立役服出世競 20円
オランダフェスティバル 阿蘭陀船入津ノ図 62円

ガールスカウト50年 ガールスカウト 15円
テーマ館とシンボルタワー 40円
パビリオン 60円 1枚

科学万博募金 シンボルマークとマスコット 70円 2枚
学制100年 児童の横顔 20円 3枚

ガット東京総会 地球 10円
第1集　鏡獅子 62円
第1集　八重垣姫 100円 2枚
第2集　武蔵坊弁慶 62円 7枚
第2集　粂寺弾正 6枚
第3集　紙屋治兵衛 4枚
第4集　翁 5枚
第4集　熊谷次郎直實 6枚
第5集　石川五右衛門 5枚
第5集　大石内蔵助
第6集　曽我五郎・曽我十郎
第6集　藤娘 62円

関門トンネル トンネルの断面図 10円
喫煙と健康世界会議 トランプ 60円

気球揚る・住吉詣 20円 2枚
罌栗 80円
画室の客 100円

きのこ会議 しいたけ 20円 3枚

80円
各1枚

ＳＬシリーズ 20円

各1枚

馬と文化シリーズ 62円

各2枚

各1枚

各2枚

各1枚

歌舞伎シリーズ
100円

62円

100円
各7枚

各1枚

各1枚
沖縄海洋博

各1枚

各1枚

各2枚
科学万博

各1枚

切手趣味週間
各1枚
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茨城県日立市　売却区分番号：25-3

分類 題名 額面 枚数 消印
行政相談委員制度30周年 豊かなくらしのお手伝い 62円 2枚

魚介シリーズ さけ・さざえ・ぶり 15円 6枚
近代洋風建築シリーズ 第3集　聖ヨハネ教会 60円 1枚

外科学会議 手術室の外科医
健康保険50年 健康な家族
原子炉竣工 原子炉

航空運送会議 つると協会マーク 消印あり
皇太子殿下御成婚 「窠に鴛鴦」「窠にくちなし」 70円
国際ウィルス学会議 「芭蕉の辻」とウイルス粒子の模型図 60円

国際音楽の日 ト音記号とピアノ 80円
国際観光年 ちょうちん 15円 5枚
国際協力年 協力年のマークとはと 40円

国際原子力機関 原子力発電所 10円
国際米穀年 米穀年マーク 15円

国際産科婦人科連合大会 婦人と胎児
国際児童年 宇宙遊泳をする男の子

国際障害者年 シンボルマークに青い鳥 70円
国際スポーツ大会 競技種目の1部 3枚

国際通貨基金 通貨 5枚
花と妖精 45円 3枚
花気球 72円
樹 62円
三坂水面・程ヶ谷 40円 2枚
群鶏図 50円 1枚
宿木 80円 2枚
花鳥図・深山大沢図・鶴図 100円 4枚
佐々木巌流 120円 2枚
清泉・双鳩図 130円 4枚
四季草花図小屏風、冨嶽三十六景・隠田の水軍 90円
四季草花図小屏風、冨嶽三十六景・凱風快晴 110円
はと 40円
手をつなぐこどもたち 1枚

国際養蜂会議 イチゴとみつばち 2枚
伊豆七島　八丈富士
玄海　芥屋の大門
蔵王　蔵王の火口湖
水郷
室戸阿南　阿南海岸
若狭湾　高浜海岸
佐渡弥彦　弥彦山
日南海岸　堀切峠より
祖母傾　祖母山・高千穂峡
高野竜神　高野山・ごまだん山
越前加賀　呼鳥門附近
比婆道後帝釈　帝釈峡・比婆連峰
鈴鹿　羽黒山・鎌が岳 3枚
栗駒　栗駒山と木地山こけし・鳴子峡と鳴門こけし 4枚
明治の森高尾・箕面　高尾山・箕面の滝 3枚
樹木と陽光 10円
森林と「ゆきつばき」 20円
デイゴと珊瑚礁に囲まれた島
シダレザクラと北山杉 4枚
御在所岳と杉・紅ドウダンつつじ 7枚
杉木・筑波山と梅
ソメイヨシノと副都心

各2枚

各1枚50円

10円

国際花と緑の博覧会
各1枚

50円

各1枚
10円

国際文通週間

国際文通週間・グリーティング用
各2枚

国際平和年
60円

国定公園シリーズ

10円
各1枚

各2枚
15円

20円

国土緑化

各2枚

41円

50円
各2枚
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茨城県日立市　売却区分番号：25-3

分類 題名 額面 枚数 消印
モミジと安芸の宮島 50円
虹の松原とカササギ
屋島とホトトギス
かいこうずと杉林に桜島
マークとオオルリ鳥
モズ、アシ、仁徳天皇陵
りんどう・楠の木・阿蘇山
雲仙ツツジと雲仙岳
やまももとすだちと剣山

国連25年 樹木と国連マーク 2枚
戸籍制度100年 こどもの顔 3枚

国連及びユネスコ50周年 こどもアンサンブル・心のハーモニー 80円
こどもの国 こどもと動物 10円

第1集　ウスバキチョウ 1枚
第2集　オオクワガタ・キリシマミドリシジミ
第2集　マイマイカブリ・ミヤマアカネ
第3集　エゾゼミ・オガサワラタマムシ
第4集　オニヤンマ 1枚
第5集　キバネツノトンボ・コノハチョウ
第5集　ヒゲコガネ・ミヤマカワトンボ

財政監督制度100年 はかりと紙ふぶき 50円
佐久間ダム 佐久間ダム 10円

シーボルト生誕200年 シーボルトの肖像とナツヅタ 80円 3枚
第1集　桜　・第3集　菊 62円 2枚
第3集　桔梗 41円
第4集　寒椿 80円

自然公園50年 トキ 60円 2枚
ハハジマメグロ
アマミノクロウサギ
ニホンカワウソ
コウシンソウ
サクラソウ　
ヒメハルゼミ
コマクサ 1枚

商業登記制度100年 商業登記の文字 62円
自治体消防制度50周年 町火消しと救急車・町火消しと消防車 80円

首都高速道路 高速道路
巡航見本市 見本市船
消防100年 はしごのり図 50円

上越新幹線開通 新幹線列車
昭和記念公園 昭和記念公園とモニュメント

日本国旗とはなみずき
米国国旗と桜 4枚

昭和天皇在位60年 京都御所と鳳凰
神経等国際会議 脳に世界地図
人権宣言40年 地球と人間

新鉄道事業体制発足 リニアモーターカー
スポーツ世界選手権大会（柔道・体操） 柔道・体操 80円 2枚

第1集　秀ノ山雷五郎横綱土俵入り・太鼓やぐら 3枚
第3集　愛敬角力・英雄取組図 4枚
第4集　勧進大相撲弓取・大角力両国橋渡 3枚
第5集　武隈と岩見潟取組 2枚

生化学会議 微生物構造 15円 3枚
税関100年 横浜波止場と異人館 20円 1枚

青函トンネル開通 機関車と地図 60円 4枚

国土緑化

各2枚

60円

各1枚

62円

15円

四季の花シリーズ
各1枚

自然保護シリーズ

20円
各1枚

各2枚
50円

各6枚

昆虫シリーズ 60円
各2枚

各4枚

各1枚

60円 各1枚

相撲絵シリーズ 50円

各2枚

10円

各1枚
60円

昭和天皇・皇后ご訪米 20円
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茨城県日立市　売却区分番号：25-3

分類 題名 額面 枚数 消印
青年海外協力隊20年 活動する協力隊員 60円

青年海外協力隊創設30周年 識字教育 80円
青年会議所会議 エネルギーを象徴的にデザイン化 50円

青年の船 若人と青年の船
政府印刷事業100年 竜虎の図 2枚

税理士制度50年 税理士の徽章の桜文様 62円 1枚
世界一周航空路 ジェット機と地図 15円
世界獣医学大会 獣医学にかかわる動物たち 80円

世界デザイン博覧会 光の結晶と端雲 41円
世界盆栽大会 五葉松に書

世界人権宣言45年 浅羽壮一郎画
赤十字100年 赤十字マークと地図

赤十字思想100年 看護婦の活動 1枚
第1集　沖縄復帰 5枚
第1集　サンフランシスコ平和条約締結
第1集　日本国憲法発布
第2集　東京オリンピック 5枚
第2集　日本万国博覧会 7枚
第3集　家電製品の普及と女性の社会進出
第3集　高度経済成長
第4集　環境（自然）保護
第4集　情報通信の発達
第5集　歌う美空ひばり
第5集　悲しき口笛の美空ひばり
第5集　自画像とアトム
第5集　手塚治虫とキャラクター
第5集　俳優石原裕次郎
第5集　若き石原裕次郎

第100回天皇賞競走 シンザン 62円 1枚
第10回国勢調査 日の丸と住民 10円 2枚

第10回国際エイズ会議 瞳と会議のマーク
第18回貯蓄銀行世界大会議 シンボルマークとリス

第18回万国家禽会議 にわとりとタマゴ
第1集　姫路城図 3枚
第1集　姫路城天守閣
第2集　法隆寺金堂 110円
第3集　縄文杉
第3集　ヤクシカ
第4集　ブナ原生林
第4集　クマゲラ
第2集　法隆寺金堂壁画 4枚

第22回国際助産婦連盟学術大会 母子と助産婦 62円 1枚
第22回国体 選手とさくらそう 2枚
第24回国体 ラグビーと「つばき」 1枚
第25回国体 馬術競技 2枚
第27回国体 剣道 1枚
第28回国体 スタート 3枚

第29回万国地質学会議 アンモナイトと地図と地層図 62円 1枚
第2回郵便切手デザインコンクール 世界平和 70円 2枚

第2次ローマ字入り 丹頂 100円
第2次円単位 染井吉野 10円

鎌倉時代　平治物語　
室町時代　八角三重塔　
飛鳥時代　くだらかんのん
江戸時代　きじ香炉 50円

各2枚

各1枚
15円

各3枚

各1枚
62円

各2枚
10円

戦後50年メモリアルシリーズ 80円

各2枚

各2枚

各4枚

10円

各1枚
第1次国宝シリーズ

15円

80円
各1枚

第1次世界遺産シリーズ 各1枚

80円

15円
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茨城県日立市　売却区分番号：25-3

分類 題名 額面 枚数 消印
第2集　平家納経 100円 2枚
第6集　松に草花図 50円
第6集　清水寺本堂
第7集　舟橋蒔絵硯箱 2枚
第4集　厳島神社 60円
第8集　神人車馬画象鏡 100円
金印 62円
阿寒　雄阿寒岳 7円
阿寒　硫黄山 15円
阿蘇　阿蘇五岳 10円 2枚
伊勢志摩　宇治橋 5円 3枚
伊勢志摩　鳥羽湾 10円 1枚
西表　海中の光景・マリュドウの滝 20円 2枚
雲仙天草　普賢岳 1枚
大山隠岐　大山
大山隠岐　隠岐浄土ヶ浦
大雪山　黒岳 2枚
大雪山　しかりべつ湖 5円
支笏洞爺　昭和新山 15円
支笏洞爺　羊蹄山 7円 2枚
上信越高原　清津峡 5円 1枚
上信越高原　野尻湖 10円
知床　硫黄山 5円
知床　羅臼岳 10円
瀬戸内海　鷲羽山より 5円
秩父多摩　秩父湖 15円
中部山岳　立山 20円 2枚
十和田八幡平　岩手山 7円
白山　翠ヶ池 5円
白山　白山連峰 10円
南アルプス　赤石岳・聖岳・東岳
吉野熊野　那智の滝 3枚
吉野熊野　吉野山の桜 7円 2枚
小笠原　父島海岸 10円 6枚

第32回国体 自転車競技に岩木山と岩木川　 2枚
第34回国体 長距離ランナー 5枚
第35回国体 アーチェリー 1枚
第36回国体 バドミントン 2枚
第38回国体 なぎなたに妙義山　
第40回国体 ハンドボールと大山
第41回国体 床運動と富士山
第42回国体 バスケットボール
第43回国体 平行棒と金閣寺

聖火とマーク 10円
ランナー 14円
走り高跳び 41円
砲丸投げ

第3太平洋ケーブル 千倉中継所と地図
キタビキ
バードウォッチング

第50回児童福祉週間 おひさまとなかよし 1枚
愛染 50円
世界地図に国会議事堂 20円

第8回ワシントン条約締約国会議 蘭とチンパンジー 62円
太平洋ケーブル 太平洋地図 10円 4枚

第2次国宝シリーズ 各1枚
100円

15円

20円

40円

各1枚
第3回アジア競技大会

第3回世界陸上競技
62円

第3次国宝シリーズ
各1枚

第2次国立公園シリーズ

5円
各3枚

10円

各3枚

各2枚

各1枚

各1枚

第50回愛鳥週間
80円

各4枚

第61回列国議会同盟
各2枚
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茨城県日立市　売却区分番号：25-3

分類 題名 額面 枚数 消印
現在の地下鉄 1枚
創業当時と現在の地下鉄

地理・地図学会 地図と棒グラフ
地球温暖化防止京都会議 母なる海・母なる大地 80円 2枚

逓信総合博物館 博物館全景 10円 8枚
蒸気機関車形式C62
鉄道開業の図

電気通信連合100年 地球と100年の歩み 10円 4枚
電信創業100年 程が谷 15円 1枚

第1集　九谷焼・西陣織 4枚
第2集　江戸木目込人形 1枚
第5集　博多人形

天皇陛下御即位 高御座の浜床の鳳凰・萬歳楽の装束の文様 62円
電波科学連合 パラボラアンテナ
東海道新幹線 新幹線列車 5枚
登記制度100年 登記の文字と日本地図 60円 1枚
東京オリンピック 聖火台と選手 5円

第1次　槍投げ・飛込み・レスリング
第2次　柔道・水球・平均台
第3次　バスケットボール・ボート・フェンシング
第4次　バレーボール・ボクシング・ヨット 3枚
第5次　自転車・馬術・ホッケー・射撃
第6次　カヌー・サッカー・重量あげ・近代五種

灯台100年 新旧灯台 15円 1枚
東京天文台100年 反射望遠鏡と星座
特殊教育100年 愛の手と子ども

特殊鳥類シリーズ 第1集　シマフクロウ
図書館連盟東京大会 風俗十二月図

うぐいす 2枚
きじばと
こうのとり
ほおじろ 6枚
らいちょう 1枚

長野オリンピック冬季競技大会 エンブレムと競技・スノーレッツ 90円 2枚
南極観測再開 南極地図 10円 3枚
南極条約10年 ペンギン 15円

南極観測船「しらせ」 「しらせ」とオーロラとペンギン 60円
日本海ケーブル開通 ケーブル敷設船 15円

日本開港100年 井伊大老銅像と港
日本三景シリーズ 海上からみた宮島

日本ダービー 仔馬と競走馬
日韓国交20年 むくげ 4枚

日本・トルコ修好100周年 チューリップとカーネーションの文様
日本茶800年 茶の花と花器

日本水準原点100周年 水準機と日本水準原点標庫
日韓国交正常化30周年 李朝の函文帯地 80円

日本国際切手展’91 文遣い図 100円
第1集　荒城の月 3枚
第1集　夕やけこやけ 4枚
第2集　ふるさと 3枚
第2集　もみじ 2枚
第3集　ふじ山 1枚
第3集　冬げしき 2枚
第4集　さくらさくら 3枚
第4集　春の小川 2枚

鉄道100年 20円 各1枚

伝統的工芸品シリーズ 60円

各2枚

10円

地下鉄50年
50円

各2枚

60円 各1枚

鳥シリーズ 10円
各1枚

各1枚
10円

60円

各6枚

東京オリンピック募金 10円

各4枚

50円 各2枚

62円 各1枚

各2枚

日本の歌シリーズ 50円
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茨城県日立市　売却区分番号：25-3

分類 題名 額面 枚数 消印
第5集　うみ 1枚
第5集　おぼろ月夜 2枚
第6集　夏の思い出 4枚
第6集　日のまる 2枚
第7集　赤とんぼ 3枚
第7集　浜辺の歌 2枚
第8集　子もり歌 6枚
第8集　椰子の実　 1枚
第9集　花 4枚
第9集　春がきた 3枚
会場とかん燈
博覧会場風景
地球と万博会場 3枚
地球と桜花 4枚
かきつばた
夏秋草図
サッカーとシンボルマーク
シンボルマークと国の花
シンボルマークと国の花・サッカーとシンボルマーク 320円

日本プロ野球50年 球場と正力松太郎 60円
昭和33年用　犬はりこ
昭和38年用　のごみ土鈴
昭和39年用　竜神と辰
昭和40年用　麦わらへび 3枚
昭和41年用　しのび駒 4枚
昭和42年用　ひつじ
昭和44年用　とり
昭和47年用　宝船 1枚
昭和48年用　色絵土器皿「梅模様」 2枚
昭和49年用　梅竹透釣灯ろう 6枚
昭和50年用　桂離宮の「水仙の釘隠し」 9枚
昭和51年用　たつぐるま 5枚
昭和54年用　ひつじ鈴
昭和55年用　喜々猿
昭和56年用　にわとり 9枚
昭和57年用　犬 5枚
昭和58年用　ししのり金太郎
昭和59年用　小槌乗りねずみ
昭和60年用　作州牛 7枚
昭和62年用　うさぎの餅つき 8枚
昭和63年用　倉敷はりこ
昭和64年用　土鈴の蛇
平成2年用　浜松張子 62円 14枚
平成2年用　八幡馬 3枚
平成3年用　「のごみ人形」十二支土鈴の「羊鈴」 4枚
平成3年用　土佐土鈴「羊」 6枚
平成3年用　常石張子「羊」 62円 4枚

41円
44円

平成4年用　小幡人形「桃持猿」 65円 3枚
41円 2枚
44円 5枚
62円 4枚
65円 6枚

平成6年用　千葉の犬 41円 4枚

日本万国博

7円 各1枚

15円

50円

各2枚
日本ブラジル修好100周年

80円

日本の歌シリーズ

50円

60円

各2枚

各3枚

41円

平成4年用　金沢の張子「猿の三番叟」 各2枚

平成5年用　富山のにわとり

各1枚

年賀切手

5円

5円

7円 各3枚

10円

20円
各8枚

40円

平成5年用　太鼓乗にわとり
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茨城県日立市　売却区分番号：25-3

分類 題名 額面 枚数 消印
平成6年用　千葉の犬 44円

62円
65円 5枚
50円
53円
80円 2枚
83円 7枚

平成8年用　唐辛子乗りねずみ 50円 1枚
平成8年用　かぶ乗りねずみ 53円 2枚
平成8年用　米倉ねずみ 83円 1枚
平成9年用　沖縄張子・闘牛 53円 2枚

50円
53円
83円

農業災害補償50周年 稲田の造形
八郎潟干陸式 稲・麦・牛・りんご 4枚

あさがお
うめ
ききょう
きく
さざんか 2枚
ぼたん 消印あり
やまゆり
りんどう 消印あり

ブラジル移住50年 笠戸丸と南米地図
富士山頂レーダー 山頂レーダー 2枚

婦人参政25年 投票する婦人
犯罪防止国際会議 ひまわりと国連マーク
藤原京創都1300年 畝傍山と藤原宮の瓦 50円
日タイ修好100年 エメラルド寺院と桜

日中国交正常化10年 雲中天壇
標準時100年 子午線と時計

お花畑のたより 41円 7枚
お母さんと手紙 62円 5枚
かにと手紙
かもめと手紙
きりんの手紙 80円
こぐまと手紙 20円 10枚
ぞうと手紙 60円 3枚
だちょうと手紙 80円 1枚
ねこと手紙 40円
はばたく想い 41円
ふくろうと手紙 40円 2枚
ふみ 50円 3枚
花と手紙 40円 1枚
結び文 50円 24枚
犬と小鳥のてがみ 62円 6枚
手紙 20円 8枚
手紙の家
手紙の船
手紙を書く女の子 40円 4枚
手紙を書く男の子 3枚
少女と手紙 2枚
鳥の花瓶と手紙 41円 8枚

80円

10円
花シリーズ

各1枚 消印あり

各1枚

年賀切手

各6枚
平成6年用　土佐犬

平成7年用　出雲張子・亥 各4枚

平成7年用　高山木版手染ぬいぐるみ・亥

平成10年用　三春張子・虎

各1枚
平成10年用　博多張子・虎

15円

各1枚

60円

ふみの日

40円
各1枚

各3枚

50円 各1枚

60円
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茨城県日立市　売却区分番号：25-3

分類 題名 額面 枚数 消印
木陰の子犬と手紙 41円 6枚
妖精からの便り 4枚
妖精と手紙 2枚
飛べ手紙 62円 5枚
ウォーキングとシラコバトとサクラソウ 80円
愛知　カキツバタ
愛知県　コノハズクと鳳来寺山
愛媛県　来島海峡
茨城　バラ
茨城県　七つの子
茨城県　袋田の滝
岡山県　たまがきとたまがき書状 80円 2枚
岐阜　ゲンゲ 1枚
群馬　レンゲツツジ 2枚
広島県　壬生の花田植
埼玉　サクラソウ
三重　ハナショウブ
山形県　山寺の秋 80円 2枚
山梨県　昇仙峡「仙娥滝」 50円 1枚
滋賀県　琵琶湖と信楽焼 2枚
神奈川　ヤマユリ 1枚
神奈川・千葉県　浮島入口と川崎人口島・夕陽の海ほたる 2枚
神奈川県　仙石原湿原植物群落
神奈川県　洒水の滝
静岡　ツツジ
千葉　ナノハナ 3枚
千葉県　養老渓谷 41円 1枚
大阪府　岸和田だんじり祭と岸和田城 80円 2枚
大分　ブンゴウメ 消印あり
東京　ソメイヨシノ
富山県　立山・称名滝
沖縄県　綱ひき 50円 2枚
沖縄県　エイサー
岐阜県　花の都ぎふ
京都府　牛若丸と弁慶
群馬県　うさぎとかめ 62円
群馬県　吹割の滝 80円
香川県　二十四の瞳 62円
高知県　足摺岬
佐賀県　唐津くんち
三重県　シロチドリと二見浦
山形県　山寺の秋
滋賀県　琵琶湖とヨシにヨット 62円
新潟県　ヒスイの里と相馬御風 80円
静岡県　八十八夜 62円
石川県　金沢城石川門 80円
石川県　七尾湾と能登島大橋
千葉県　証城寺の狸ばやし
千葉県　日本酪農発祥の地
長崎県　長崎くんち
東京都　高尾山とさくら 62円
東京都　夢の架け橋 50円 2枚
徳島県　阿波の木偶人形 62円
北海道　エゾシマリス 80円
北海道　ゴマフアザラシ 62円

ふみの日 60円

ふるさと切手

各1枚

62円
各2枚

各1枚

62円
各1枚

62円

80円

各1枚
62円

62円 各1枚

80円

各1枚

80円

62円

80円

各1枚
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茨城県日立市　売却区分番号：25-3

分類 題名 額面 枚数 消印
北海道　レブンアツモリソウ 2枚
和歌山県　和歌浦とマリーナシティ 1枚

平安建都1200年 観楓図 5枚
平成4年文化人 関孝和の肖像と数学の図

渡辺華山と酉の図
嶋崎藤村と詩

平成6年文化人 宮城道雄の肖像
伊能忠敬の肖像
西田幾多郎の肖像
安藤廣重の肖像
幸田露伴の肖像
みんななかよし 50円 1枚
平和のはばたき
平和のひかり

放送50年 鑑聞頌 20円 1枚
第1集　オオジシギ
第1集　カツオドリ
第2集　ウミネコ
第2集　カイツブリ
第3集　エトピリカ
第3集　ナベヅル
第4集　オオハクチョウ
第4集　タマシギ
第5集　アカショウビン
第5集　オオミズナギドリ
第6集　アマサギ
第6集　カワセミ
第7集　マガン
第7集　マナヅル
第8集　オジロワシ
第8集　トモエガモ

民生委員50年 民生委員の記章 15円
かぐや姫　竹とおじいさん 1枚
ねずみの浄土　出会い 2枚
浦島太郎　亀 1枚
浦島太郎　玉手箱
花さかじじい　おばあさんともちつき
花さかじじい　枯木に花を咲かせましょう
枯木に花をさかせましょう　

名園シリーズ 後楽園 15円
名神高速道路 インターチェンジ 10円

郵便切手デザインコンクール 緑の世界 62円 2枚
第1集　前島密と竜切手
第2集　旧小判切手とキヨッソーネ
第3集　明治大婚記念郵便切手と郵便取扱の図 320円 3枚
第3集　明治大婚記念郵便切手と郵便取扱の図 80円 4枚
第4集　芦の湖航空切手と航空郵便輸送 220円 1枚

郵便創業100年 鉄道郵便 15円 2枚
住宅とナンバー君 1枚
はがきとナンバー君 2枚
樹木とナンバー君 10円 5枚
住宅とナンバー君 15円 3枚
封筒とナンバー君 10円 10枚
ポストとナンバー君
郵便配達

ふるさと切手
80円

62円
各1枚平成5年文化人

80円
平成7年文化人

各2枚
平成9年文化人

昔ばなしシリーズ

20円

20円
各2枚

各1枚

郵便切手の歩みシリーズ

80円 各4枚

平和50周年
80円 各3枚

水辺の鳥シリーズ 62円

各2枚

各4枚

郵便番号

7円

20円 各8枚
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茨城県日立市　売却区分番号：25-3

分類 題名 額面 枚数 消印
ユーロパリア日本祭 紙本金地著色阿国歌歌舞伎図 62円 1枚

ユニバーシアード東京大会 鉄棒 15円 3枚
幼稚園100年 創設時の遊戯

ラジオ体操50年 シンボルマーク
ニオイエビネ
フウラン
第1集　いい日旅立ち 50円
第1集　月の砂漠 80円
第2集　ジングルベル 80円
第2集　砂山
第3集　シャボン玉
第9集　上を向いて歩こう
第9集　早春賦
第3集　北国の春 2枚
歌舞伎　助六 1枚
歌舞伎　娘道成寺 3枚
雅楽　胡蝶 2枚
雅楽　環城楽
文楽　熊谷陣屋 20円
第1集　ミヤマウスユキソウ
第3集　オヤマノエンドウ
第3集　キバナシャクナゲ 2枚
第5集　ヒダカソウ
第5集　ミヤマリンドウ
第7集　イワウメ
第1集　芥子 41円
第1集　桜 62円
第2集　百合 41円
第2集　薊
第3集　菊
第3集　桔梗 41円
第4集　寒椿 80円
第4集　梅 50円

自然保護シリーズ アマミノクロウサギ 20円
人権宣言35年 世界人権宣言のシンボルマーク 60円 2枚
世界こどもの日 こどもと鯉のぼり 5円
世界歯学大会 デザイン化した象牙質に歯鏡とシンボルマーク 60円

浦島太郎　竜宮
花さかじじい　ここほれワンワン
松浦屏風 20円
奥村土牛「醍醐」 80円 1枚
髪梳ける女・化粧の女 60円 2枚

相撲絵シリーズ 第1集　太鼓やぐら 50円
電子顕微鏡学会 電子顕微鏡の構造図と原子のイメージ 60円

藤原京創都1300年 畝傍山と藤原宮の瓦 50円 2枚
ラジコンヘリコプター 80円
ラジコン飛行機 50円

50円

各1枚蘭・世界会議 60円

わたしの愛唱歌シリーズ
各2枚

50円

各1枚
80円

古典芸能シリーズ
15円

各1枚

高山植物シリーズ 60円

各1枚
四季の花シリーズ

各1枚

模型航空世界選手権 各3枚

62円

各1枚

昔ばなしシリーズ 20円
各2枚

切手趣味週間
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