
茨城県日立市　売却区分番号：25-4

分類 題名 額面 枚数
28回職業訓練競技 競技者とマーク 40円 1枚

第1集　D51型・C57型
第2集　C58型・D52型
第3集　8620型・C11型
第4集　9600型・C51型
第5集　7100型・150型
UPU記念碑
牛追い図 50円
初期の郵便旗とUPUマーク　世界地図 100円
小型シート 150円

アマチュア無線50年 初期のスピーカーと電けん
安全週間 働く人々・高層建築・荷役作業・機械作業 4枚

医療文化100年 レオナルド・ダ・ビンチの人体デッサン
沖縄・ルソン・香港海底ケーブル 電話をかける子供

沖縄海洋博募金 荒磯 25円
アクアポリスと地球 50円
沖縄舞踊 20円
紅型 30円
小型シート 100円

沖縄復帰10年 シーサーと県章 60円
おまわりさん誕生 見立役服出世競 20円
科学博物館100年 フタバスズキリュウと星座 50円

テーマ館とシンボルタワー 40円
パビリオン 60円
小型シート 100円

科学万博募金 シンボルマークとマスコット 70円
議会開設90年 国会議事堂にハト

眼科学会 眼
関越トンネル開通 トンネルと断面図

官報100年 官報第1号と錦絵
指・松浦屏風 20円 3枚
はたおり・寛文美人図・春の野遊図・彦根屏風・立美人 50円 10枚
見立夕顔
待乳山の雪見
台所美人
大谷鬼次の江戸兵衛・岩井半四郎の重の井
北方の冬・朝の光へ

きのこ会議 しいたけ 20円 1枚
第1集　大浦天主堂・表慶館　
第2集　旧開智学校校舎・同志社礼拝堂
第3集　旧札幌農学校演武場・聖ヨハネ教会
第4集　旧済生館本館・旧日本銀行京都支店　
第5集　尾山神社神門・旧岩崎家住宅
第6集　旧西郷従道住宅・北海道庁旧本庁舎　
第7集　旧睦沢学校校舎・桜宮公会堂
第8集　旧グラバー住宅・豊平館　　
第9集　旧学習院初等科正堂・旧五十九銀行本店本館　
第10集　旧ハンター住宅・日本銀行本店本館　
慶事用　松竹梅 70円 1枚

60円
40円

外科学会議 手術室の外科医
検疫制度100年 検疫官と検疫船
健康保険50年 健康な家族

高速増殖炉臨界 常陽の炉心部
国際産婦人科連合大会 婦人と胎児
神戸ポートアイランド博 会場とマーク 60円

50円

60円

切手趣味週間
60円 各2枚

近代洋風建築シリーズ 60円 各2枚

ＳＬシリーズ
20円

各2枚

UPU100年

各1枚
UPU加盟100年

50円

各1枚

沖縄海洋博

科学万博

慶弔用
慶事用　折鶴・花輪 各2枚

50円
各1枚
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茨城県日立市　売却区分番号：25-4

分類 題名 額面 枚数
港湾協会総会 コンテナ船・クレーンとマーク

工業所有権100年 人の横顔と高橋是清
国際ウイルス学会議 「芭蕉の辻」とウイルス粒子の模型図

宇宙遊泳をする女の子・男の子 4枚
小型シート 2枚

国際障害者年 シンボルマークに青い鳥 70円
国際青年年 青年男女とマーク

国際皮膚科学会議 能面とデザイン化した皮膚
国際赤十字献血年 採血ビンと地球

国際婦人年 婦人と太陽、マーク
孔雀葵花図・松に鷹 50円 2枚
花鳥図・山鳥図・鶴図・鳶烏図 100円 4枚
清泉・双鳩図・地久・瀞・遊楽 130円 5枚

国際郵便電電労組大会 宇宙のひろがりとシンボルマーク
国際養蜂会議 イチゴとみつばち

樹木に川・南部あかまつ 20円 2枚
御在所岳と杉・紅ドウダンつつじ
杉林・筑波山と梅
杉林に虹、足摺岬
鳳来寺山とはなのき
陽光に映える樹林
マークとオオルリ鳥
奈良の風景とナラノヤエザクラ
かいこうずと杉林に桜島
りんどう・楠の木・阿蘇山
「あて」と白山連峰

国立文楽劇場 劇場と文楽人形
昆虫学会 ギフチョウ

コンピュータ会議 集積回路
財政監督制度100年 はかりと紙ふぶき

最高裁判所落成 最高裁新庁舎 20円
砂防100年 砂防ダム

産業教育100年 産業イメージと青少年
自然公園50年 トキ

アカヒゲ　 50円
アホウドリ　
アマミノクロウサギ　
イトヨ　 50円
イリオモテヤマネコ　
オガサワラオオコウモリ　
カブトガニ　
ゲンジボタル　
コウシンソウ　
コマクサ　
サクラソウ　
シマアカネ　
タンチョウ　
ニホンカワウソ　
ハハジマメグロ
ヒメハルゼミ　
ミカドアゲハ　
ミヤコタナゴ　
モリアオガエル　
リュウキュウヤマガメ　

上越新幹線開通 新幹線列車・ED16電気機関車 2枚
エネルギーリサイクリング
節水節電 40円

国際児童年 50円

各1枚
60円

20円

国際文通週間

60円 各1枚

20円

50円

20円

50円

60円
省エネルギー

60円 各1枚

国土緑化

50円

各1枚

60円

50円

60円

自然保護シリーズ

20円

各1枚
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茨城県日立市　売却区分番号：25-4

分類 題名 額面 枚数
証券取引所100年 装飾像

商工会議所 マークと旧会議所
消防100年 はしごのり図

昭和記念公園 昭和記念公園とモニュメント 60円
宮殿・二重橋
小型シート

昭和天皇・皇后ご訪米 米国国旗と桜
神経等国際会議 脳に世界地図
新電気通信制度 衛星通信用アンテナ
人権宣言35年 世界人権宣言のシンボルマーク

人権週間 家族・太陽・マーク
昭和天皇在位50年 万歳楽
新東京国際空港 ターミナルビルと旅客機

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

整形災害外科学会議 人工関節とマーク
青年会議所会議 エネルギーを象徴的にデザイン化

青年海外協力隊20年 活動する協力隊員
世界コミュニケーション年 人々の心を結ぶ観覧車・世界を結ぶ子供たち 2枚

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
全国菓子博 和菓子と茶せん
石油会議 石油のやぐらにマーク 20円

全国看護婦協会大会 看護婦の国際交歓 50円
第1集　執金剛神立像　 100円
第1集　薬師寺東塔　
第2集　唐招提寺金堂
第2集　平家納経　
第3集　雲中供養菩薩像
第3集　鳥獣人物戯図
第4集　紫式部日記絵巻
第4集　制多伽童子像 100円
第5集　寒山図　 50円
第5集　松本城 100円
第6集　松に草花図 50円
第6集　清水寺本堂　 100円
第7集　みおつくし図 50円
第7集　舟橋蒔絵硯箱
第8集　東照宮陽明門　
第8集　納涼図 50円

第2次国立公園シリーズ 西表　海中の光景・マリュドウの滝 20円 2枚
第29回国体 サッカーと帆曳舟
第30回国体 重量あげ
第31回国体 新体操と競技場
第32回国体 自転車競技に岩木山と岩木川
第33回国体 軟式野球と槍ヶ岳
第34回国体 長距離ランナー
第35回国体 アーチェリー
第36回国体 バドミントン
第37回国体 卓球
第38回国体 なぎなたに妙義山
第39回国体 ホッケーに薬師寺東塔
第40回国体 ハンドボールと大山

第3次ローマ字入り いぬわし 90円
第4次ローマ字入り 中尊寺菩薩像 50円

50円
各1枚

昭和大婚50年
20円

各2枚

各1枚
60円

50円
相撲絵シリーズ 各3枚

各1枚

60円

各1枚

第2次国宝シリーズ

50円

100円

50円

100円

10円

各1枚

20円

40円
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茨城県日立市　売却区分番号：25-4

分類 題名 額面 枚数
すいせん 60円
能面翁 140円
平等院鳳凰 150円
はにわ 200円 2枚
こまいぬ 250円 1枚
仏頭 300円
観音菩薩立像 350円
天灯鬼 400円
伐折羅大将 500円
吉祥天立像 1000円 2枚

第4次ローマ字入りコイル 中宮寺菩薩像
第61回ライオンズ大会 唐獅子とマーク

愛染
世界地図に国会議事堂 20円

第69回ロータリー大会 マークと富士山 50円
大鳴門橋開通 大鳴門橋とうず潮
中央銀行100年 日本銀行の雪

地下鉄50年 創業当時と現在の地下鉄 2枚
地理・地図学会 地図と棒グラフ

遣欧少年使節400年 南蛮船と古地図
天気予報100年 気象衛星と天気図

電気通信連合加盟100年 光ファイバーで表したITUと地球 50円
電子郵便用 マークとスピードのイメージ・網とマーク 500円 2枚

第1集　九谷焼・西陣織
第2集　江戸木目込人形・琉球紅型
第3章　伊万里・有田焼・一位一刀彫　　
第4集　鎌倉彫・小千谷縮　
第5集　南部鉄器・博多人形　
第6集　出雲石燈ろう・輪島塗　
第7集　京扇子・砥部焼

電話自動化完了 電話のダイヤル
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
東京国際切手展 小型シート

動物園100年 ゴリラ・ライオン・パンダ・キリン
東北新幹線開通 新幹線列車・1290型蒸気機関車 2枚

小型シート　 180円 1枚
第1集　シマフクロウ　　 2枚
第1集　ヤンバルクイナ
第2集　シジュウカラガン　　
第2集　ノグチゲラ　
第3集　オオセッカ　　
第3集　カンムリワシ　　 2枚
第4集　アカガシラカラスバト　　
第4集　カラフトアオアシシギ　　
第5集　オーストンオオアカゲラ　　
第5集　シマハヤブサ

都市対抗野球大会 黒獅子を配したボールと選手 50円
内科学会 銀閣寺

内閣制度100年 内閣の公印と桐の紋章
南極観測船「しらせ」 「しらせ」とオーロラとペンギン

日韓国交20年 むくげ
日中海底ケーブル 地図とケーブル施設船 50円

日中国交正常化10年 雲中天壇
日本ダービー 仔馬と競走馬

第1集　荒城の月・夕やけこやけ
第2集　ふるさと・もみじ　　

50円

各1枚
第61回列国議会同盟

60円

50円

各1枚60円

第4次ローマ字入り

各1枚

各1枚

特殊鳥類シリーズ
60円

各1枚

各1枚
60円

60円

伝統的工芸品シリーズ 60円 各4枚

50円 各1枚

60円
各4枚

日本の歌シリーズ 50円 各2枚
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茨城県日立市　売却区分番号：25-4

分類 題名 額面 枚数
第3集　ふじ山・冬げしき
第4集　さくらさくら・春の小川
第5集　うみ・おぼろ月夜
第6集　夏の思い出・日のまる
第7集　赤とんぼ・浜辺の歌

日本プロ野球50年 投手・打者・球場と正力松太郎 3枚
日本列島クリーン運動 空き缶と掃除するうさぎ

昭和50年用　桂離宮「水仙の釘隠し」
昭和51年用　たつぐるま
昭和52年用　竹へび
昭和53年用　飾り馬
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
昭和57年用　犬
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
昭和61年用　神農の虎
昭和48年用　色絵土器皿「梅模様」
昭和49年用　梅竹透釣灯ろう
昭和50年用　たつぐるま・桂離宮の「水仙の釘隠し」 6枚
昭和52年用　竹へび
昭和53年用　飾り馬
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
昭和57年用　犬
昭和58年用　ししのり金太郎
昭和59年用　小槌乗りねずみ

能楽堂開場 国立能楽堂と能楽師
農林水産100年 100をバックに穀物・木・魚

さくら 50円
福寿草 10円
ゆり 20円
つばき 30円
菜の花と蝶 40円
平等院梵鐘 60円
春日山蒔絵硯箱
法隆寺金銅小幡
人物画象鏡 80円
ハート形土偶 90円
銀鶴 100円
法隆寺弥勒菩薩 170円
一字金輪像 260円
恵喜童子像 300円
東大寺広目天像 310円
色絵藤花文茶壺・摩耶夫人像 410円 2枚
広隆寺弥勒菩薩 600円
銀鶴 100円
菜の花と蝶 40円
福寿草 10円
平等院梵鐘 60円

フィギュアスケート 女子シングル競技・ペア競技 50円

60円

各1枚
年賀切手

10円

20円

40円

日本の歌シリーズ 50円 各2枚

60円

各1枚

花・貝・文化財

70円

各1枚
花・貝・文化財コイル

年賀切手（小型シート）

10円
各3枚

20円

各2枚

40円

5 / 6 



茨城県日立市　売却区分番号：25-4

分類 題名 額面 枚数
第1集　遣明船・遣唐使船
第2集　御朱印船・天地丸　
第3集　千石船・昌平丸 50円
第4集　天洋丸・大成丸
第5集　浅間丸・畿内丸
第6集　コンテナ船・タンカー
こぐまと手紙・手紙 20円
かもめと手紙・ふくろうと手紙・手紙を書く女の子 40円 3枚
ふみ・結び文 50円 2枚
手紙を書く男の子・少年と手紙・妖精からの便り・妖精と手紙 4枚
きずな
炎と風 40円

放送50年 観聞頌
かぐや姫　かぐや姫・かぐや姫月へ・竹とおじいさん
こぶとりじいさん　こぶふたつ・鳥居・踊り
つる女房　つるのはたおり・つる娘・とびたつつる
ねずみの浄土　もてなし・出会い・浄土へ
一寸法師　おわんの舟・鬼退治・打出のこづち
浦島太郎　亀・玉手箱・竜宮
花さかじじい　おばあさんともちつき・ここほれワンワン・枯れ木に花をさかせましょう

郵便貯金100年 貯金箱と硬貨
りんご100年 りんごの実と木

前島密生誕150年 郵便駅逓寮と前島密
民間ユネスコ大会 はとと地球とシンボルマーク

薬理学会 人体とせきずいと用量反応曲線
湯川秀樹中間子理論 原子核モデルと湯川秀樹

ユニバーシアード神戸大会 体操
輸入博名古屋 古地図

歴史民俗博物館 歴史民俗博物館とデザイン化した文字
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
練習帆線50年 練習帆船とマーク

第1集　非母観音像・わだつみのいろこの宮
第2集　炎舞・もたれて立つ人
第3集　金蓉・黒き猫図
第4集　収穫・裸婦
第5集　阿弥陀堂・鮭
第6集　母子・舞妓
第7集　アレタ立に・黒扇
第8集　女・黒船屋
第9集　飛鳥の春の額田王・雪の発電所
第10集　Ｎの家族・筍
第11集　一葉・麗子像
第12集　テラスの広告・洞窟の頼朝
第13集　あやめの衣・普陀落山観世音菩薩像
第14集　辻芸人・弁財天妃の柵
第15集　吹雪・波斯の壺
第16集　老猿・無我
第1集　ウルップソウ・ミヤマウスユキソウ　
第2集　シナノキンバイ・ハクサンコザクラ　
第3集　オヤマノエンドウ・キバナシャクナゲ
第4集　チョウノスケソウ・ナンブイヌナズナ
第5集　ヒダカソウ・ミヤマリンドウ　　
第6集　タカネスミレ・チシマギキョウ
第7集　イワウメ・ミヤマシオガマ

昭和天皇・皇后ご訪米 小型シート・日本国旗とはなみずき 20円
昭和天皇在位50年 小型シート・儀装馬車 50円

各2枚
船シリーズ

20円

船シリーズ 50円
各2枚

ふみの日

60円
防災

各1枚

各3枚

20円
昔ばなしシリーズ 各3枚

各1枚
60円

50円

近代美術シリーズ

各2枚

60円

高山植物シリーズ
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