
茨城県日立市　売却区分番号：25-5

分類 題名 額面 枚数

1990年世界選手権自転車競技大会 自転車競技 62円

いけばな世界大会 秋の花と洛北おとめ

アジア開発銀行総会 アジアオセアニア地図

インターフロラ世界大会 ブーケ

第1集　厩図屏風・子馬 6枚

第2集　芦穂蒔絵鞍・鎧・馬 3枚

第3集　賀茂競馬文様小袖・駃騠 2枚

第1集　華厳句・芭蕉像句の書

第2集　ホトトギス句・柳陰句の書

第3集　栗の花句・早苗句の書

第4集　あやめ草句・懐古句の書

第5集　紅花句・山寺句の書

第6集　月山句・最上川句の書

第7集　ねぶの花句・荒海句の書

第8集　わせの香句・赤映句の書

第9集　月光句・那谷寺句の書

第10集　蛤句・浜の秋句の書 62円

第1集　華厳句・芭蕉像句の書

第2集　ホトトギス句・柳陰句の書

第3集　栗の花句・早苗句の書

第4集　あやめ草句・懐古句の書

第5集　紅花句・山寺句の書

第6集　月山句・最上川句の書

第7集　ねぶの花句・荒海句の書

第8集　わせの香句・赤映句の書

第9集　月光句・那谷寺句の書

第10集　蛤句・浜の秋句の書

オランダフェスティバル 阿蘭陀船入津ノ図

議会開設100年 国会議事堂中央広間のステンドグラス

海洋生物学100年 ウミウシ

鹿児島国際火山会議 桜島

木曽三川治水100年 三川が接する河口

喫煙と健康世界会議 トランプ

横4枚ガッターつき 10枚

小型シート 2枚

髪梳ける女・化粧の女・長襦袢帯・南波照間 6枚

小型シート

阿波踊・星を見る女性

星を見る女性（ガッターペア）

慶事用　花輪・折鶴 41円

慶事用　松竹梅 72円

慶事用　折鶴

国際かんがい排水会議 稔

近代水道100年 最初の共用水道蛇口

建築学100年 レリーフと黄金比

国際居住年 家のイメージ

各1枚
60円

会場のイメージとシンボルマークと地球アジア太平洋博覧会

62円

馬と文化シリーズ

奥の細道シリーズ
60円

各4枚

奥の細道シリーズ（小型シート）
60円

62円

各1枚

60円

切手趣味週間

62円
各3枚

各2枚

慶弔用

各1枚

62円

60円
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国際居住年 大樹と家族 40円

国際識字年 「字」の文字にロゼッタ・ストーンの輪郭

国際数学者会議 星形多面体と地球

花と妖精 45円

花気球 72円

樹 62円

宿木・千代 80円

佐々木巌流・竹河 120円

元宵観燈・大森みやげ 130円

宴の花 150円 1枚

鳥獣人物戯画 200円 2枚

はと 40円

手をつなぐこどもたち 60円

国際防災の10年 丘と家

国際ユースホステル大会 マークと風景

モズ、アシ、仁徳天皇陵・屋島とホトトギス・虹の松原とカササギ 60円 3枚

やまももとすだちと剣山・雲仙ツツジと雲仙岳 62円 2枚

第4集　アサギマダラ 60円 1枚

アサギマダラ・オオムラサキ 100円 5枚

第1集　ウスバキチョウ 60円 1枚

ウスバキチョウ・クモマツマキチョウ 100円 5枚

オオムラサキ

クモマツマキチョウ

昆虫小型シート 200円

第1集　アカスジキンカメムシ・ウスバキチョウ 2枚

第2集　オオクワガタ・キリシマミドリシジミ・マイマイカブリ・ミヤマアカネ

第3集　ウスバツバメガ・エゾゼミ・オガサワラタマムシ・ベッコウチョウトンボ

第4集　アサギマダラ・オニヤンマ・ミヤマクワガタ・ヤンバルテナガコガネ

第5集　キバネツノトンボ・コノハチョウ・ヒゲコガネ・ミヤマカワトンボ

裁判所制度100周年 正義の像 62円 1枚

さようなら鉄道郵便 鉄道郵便車 2枚

社会福祉会議 シンボルマークと男女のシルエット

商船教育110年 日本丸と近藤真琴、岩崎弥太郎

京都御所と鳳凰・宮殿の棟飾りと菊花紋章 2枚

小型シート 120円

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・国産第1号のSL 2枚

青函トンネル開通 機関車と地図・機関車と地図（ペーン） 11枚

世界会計士会議 三美人

光の結晶と端雲 41円

文字によるイラストレーション 62円

世界電気通信会議 パラボラアンテナ

世界人形劇フェスティバル 影絵の女性・騎士・おはな・少女 4枚

世界盆栽大会 五葉松に春 62円

世界歴史都市会議 二条城

瀬戸大橋開通 香川県側から見た瀬戸大橋・岡山県側から見た瀬戸大橋 4枚

第100回天皇賞競走 シンザン 62円

第18回万国家禽会議 にわとりとタマゴ 60円

国際平和年

各1枚

62円

各1枚

62円

国際花と緑の博覧会

国際文通週間

各2枚

国土緑化

昆虫シリーズ

40円
各1枚

60円
各4枚

60円 各1枚

昭和天皇在位60年

各1枚

60円

各1枚世界デザイン博覧会

60円

各1枚

60円

各1枚
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第22回国際助産婦連盟学術大会 母子と助産婦

第3太平洋ケーブル 千倉中断所と地図

第1集　八橋蒔絵らでん硯箱 60円

第1集　彦根城天守

第2集　金亀舎利塔・犬山城天守 2枚

第3集　金剛三味院多宝塔 60円

第3集　恵光童子像 110円

第4集　巌島神社 60円

第4集　小桜韋威鎧 110円

第5集　室生寺五重塔 100円

第5集　木造仲津姫命坐像

第6集　銀製鍍金狩猟文小壺

第6集　銅造薬師如来坐像

第7集　玉虫厨子

第7集　金銅透彫鞍金具

第8集　金印

第8集　神人車馬画象鏡 100円

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

第8回ドイツ語学・文学国際学会 森鴎外と「ファウスト」の一節

著作権管理制度50周年 指揮者と光のイメージ 1枚

第1集　10000形・EF58形

第2集　ED40形・EH10形

第3集　ED70形・EF53形

第4集　ED61形・EF55形

第5集　EF30形・EF57形

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 1枚

高御座の浜床の鳳凰・萬歳楽の装束の文様

小型シート

電話創業100年 女子電話使用ノ図

登記制度100年 登記の文字と日本地図

東京サミット れいめい富士

図書館連盟東京大会 風俗十二月図

なら・シルクロード博 五絃琵琶の捍撥

日中平和友好条約締結10年 牡丹・パンダ 2枚

日本国際切手展’91 文遣い図 100円 4枚

日本の点字制定100周年 点字

熱気球世界選手権 熱気球

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

昭和62年用　うさぎの餅つき

昭和63年用　倉敷はりこ

昭和64年用　土鈴の蛇　

平成2年用　八幡馬 41円

平成2年用　浜松張子 62円

平成3年用　「のごみ人形」十二支土鈴の「羊鈴」 41円

平成3年用　常石張子「羊」 62円

平成3年用　土佐土鈴 41円

62円

各1枚

110円

天皇陛下御即位
62円

各2枚

各1枚

60円

62円

40円

62円

電気機関車シリーズ 各2枚

第3次国宝シリーズ

各1枚

60円

100円

62円

各1枚

年賀切手

40円
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昭和60年用　作州牛

昭和61年用　神農の虎

昭和62年用　折鶴・うさぎの餅つき

昭和63年用　折鶴・倉敷はりこ

昭和64年用　折鶴・土鈴の蛇

平成2年用　折鶴・八幡馬 103円

秋田犬 2円

バイガイ 40円

ヒオウギガイ 41円

リンボウガイ 60円

オオイトカケガイ 62円

春日山蒔絵硯箱 72円

小型シート 100円 5枚

法隆寺弥鞍菩薩 175円

はにわ 210円

シールゆうぺーン

ゆうぺーン

観音菩薩立像 360円

日墨条約100年 メキシコ国旗の一部

日タイ修好100年 エメラルド寺院と桜

標準時100年 子午線と時計

車いす競走 62円

かに・ねこ・花・小鳥と手紙 40円 4枚

はばたく想い・鳥の花瓶と手紙 41円 2枚

ぞう・少女・妖精と手紙 60円 4枚

お母さんと手紙・夢の草原 2枚

小型シート 1枚

ゆうペーン 10枚

小型シート 3枚

ゆうペーン 5枚

小型シート

妖精と手紙・ねこと手紙 300円

500円

515円

薬局方公布100年 構造式とカプセルと錠剤 60円

コミュニケーション 70円

緑の世界

70円

60円

ラジオアイソトープ利用50周年 ラジオアイソトープと仁科芳雄

リハビリテーション世界会議 世界地図とシンボルマーク 60円

オオイトカケガイ 62円

ヒオウギガイ 41円

紙本金地著色阿国歌舞伎図

年賀切手（小型シート）

40円 各2枚

100円

各1枚

花・貝・文化財

ユーロパリア日本祭

横浜港の少女と美術館横浜博覧会

62円

各1枚

330円

60円

ふみの日

62円

100円

103円

各1枚

花・貝・文化財コイル

ゆうペーン

郵便切手デザインコンクール

62円
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