
茨城県日立市　売却区分番号：25-6

分類 題名 額面 枚数

「もんじゅ」臨界 「もんじゅ」と送電鉄塔 80円

ショッートトラックスピードスケート 62円

フィギュアスケート 41円

ITU京都全権委員会議 パラボラアンテナと通信衛星 80円

スーパー大回転 41円

滑降

馬と文化シリーズ 第4集　佐野渡硯箱

沖縄復帰20年 首里城と朝日とツバメ

第1集　鏡獅子 62円

第1集　八重垣姫

第2集　粂寺弾正

第2集　武蔵坊弁慶 62円

第3集　紙屋治兵衛 100円

第3集　扇屋夕霧 62円

第4集　翁 100円

第4集　熊谷次郎直實

第5集　石川五右衛門

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

環境の日制定 生きものの環 80円

環境変化と地図情報システム 北海道絵図 62円

関西国際空港開港 空港と旅客機・海上空港・大型旅客機 80円 8枚

榻上の花 1枚

画室にて・見返り美人・序の舞 3枚

見返り美人・序の舞（ガッター・ペア）

小型シート

花菖蒲 80円

行政相談委員制度30周年 豊かなくらしのお手伝い

皇太子殿下及び同妃殿下

窠に鴛鴦・窠にくちなし 2枚

窠に鴛鴦・窠にくちなし 70円 1枚

国際宇宙年 地球観測衛星と宇宙船・放送衛星と宇宙ステーション 2枚

国際地震サミット 赤富士と地震波形 1枚

国際植物科学会議 コウヤマキ・シラネアオイ 2枚

紀貫之像・伴大納言絵巻・平治物語絵巻（1） 80円 3枚

士女遊楽図屏風・双六 90円

士女遊楽図屏風・将棋 110円

小大君像・伴大納言絵巻・平治物語絵巻（2） 120円 3枚

士女遊楽図屏風・囲碁 130円 1枚

シダレザクラと北山杉・デイゴと珊瑚礁に囲まれた島 41円 2枚

コウノトリとノジギクとクスノキ 50円

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　桔便 41円

第4集　寒椿 80円

第4集　梅 50円

各1枚

1991年ユニバーシアード冬季大会

アルペンスキー世界選手権盛岡・雫石大会

62円

歌舞伎シリーズ

100円

62円

100円

切手趣味週間
62円

各2枚

各1枚

62円

皇太子殿下御成婚

62円

国際文通週間
各1枚

国土緑化

各1枚
四季の花シリーズ 62円
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商業登記制度100年 商業登記の文字

新簡易生命保険制度発足 花束

税理士制度50年 税理士の徽章の桜文様

アルマン・クロタガテイルド画 70円

浅羽壮一郎画

世界精神保健連盟世界会議 広がる心

世界陶芸祭 土をうたう

女子シングル・アイスダンス 50円

男子シングル・ペア 80円

世界ベテランズ陸上選手権宮崎大会 ランナーとフェニックス 62円

第10回国際エイズ会議 瞳と会議のマーク 80円

第11回世界ろう者会議寄附金付 世界をつなぐ 72円

3,000メートル障害、シンクロナイズド・スイミング 80円 2枚

セパタクロー 50円

第15回国際糖尿病会議 藤原道長とインスリンの結晶

第1次世界遺産シリーズ 第1集　姫路城図・姫路城天守閣 2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

花 41円

民族衣装でお客様のお世話 62円

世界平和 70円

ちょうちょ 100円

ともだち 62円

クリスマスの男 70円

第30回国際協同組合同盟東京大会 “協”の文字と日本のイメージ 62円

走り高跳び 41円

砲丸投げ

第3回超伝導国際会議 超伝導体結晶構造図

第47回国体 カヌーと紅花

第48回国体 競泳とオリーブ・空手道とすだち 2枚

第49回国体 ハンドボールとカキツバタ 50円 1枚

第5回ラムサール条約締約国会議 タンチョウ 4枚

第8回ワシントン条約締約国会議 蘭とチンパンジー 1枚

日中国交正常化20年 色絵梅月文茶壺・唐三彩龍耳瓶

日本・ポルトガル友好450年 南蛮人渡来図屏風・葡萄蒔絵螺鈿聖餅箱

こしゃく娘 1枚

小型シート 2枚

日本水準原点100周年 水準儀と日本水準原点標庫

日本茶800年 茶の花と花器

オシドリ 41円

シオカラトンボ 9円

ミカドアゲハ 15円

テントウムシ 18円

メジロ 50円

キジバト

ペーン（キジバト） 10枚

ヤマガラ 72円

ヤマセミ 80円

カルガモ 90円

ゆうペーン 330円

ペーン（キジバト・オシドリ） 515円

62円

各1枚
世界人権宣言45年

62円

世界フィギュアスケート選手権大会 各2枚

各1枚

第12回アジア競技大会広島

各1枚

80円

各1枚

第2回郵便切手デザインコンクール

第3回郵便切手デザインコンクール

第3回世界陸上競技

62円

41円

62円

各2枚

日本国際切手展’91

各1枚

日本の自然 62円

各1枚
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日本の自然 ゆうペーン 520円

メジロ 50円

ヤマセミ 80円

41円

44円

65円

62円

65円

62円

41円

44円

41円

44円

65円

62円

83円

80円

50円

53円

平成4年用　金沢の張子「猿の三番叟」 41円

平成6年用　千葉の犬・土佐犬

農業試験研究100年 稲の花 62円

おさがおだより・お花畑のたより・木陰の子犬と手紙 41円 3枚

手紙の船 50円 1枚

小型シート

犬と小鳥のてがみ・虹色の地平線・飛べ手紙

きりんの手紙

小型シート

ゆうペーン 515円 3枚

平安建都1200年 修学院離宮・石庭・観楓図 80円 7枚

平成4年文化人 関孝和の肖像と数学の図・与謝野晶子の肖像と歌 2枚

平成5年文化人 嶋崎藤村と詩・鈴木梅太郎と化学記号・渡辺華山と酉の図 3枚

平成6年文化人 宮城道雄の肖像・速水御舟の肖像 80円 2枚

第1集　オオジシギ・カツオドリ

第2集　ウミネコ・カツイブリ

第3集　エトピリカ・ナベヅル

第4集　オオハクチョウ・タマシギ

第5集　オオミズナギドリ・アカショウビン

第6集　カワセミ・アマサギ

第7集　マガン・マナヅル

第8集　トモエガモ・オジロワシ

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4集　郵便現業絵巻・郵便物運送馬車

第5集　冨巌三十六景・武州千住図・春暖

平成7年用　出雲張子・亥

年賀切手（小型シート）

各2枚

平成5年用　太鼓乗にわとり・富山のにわとり
103円

各1枚

各1枚

日本の自然コイル

平成4年用　金沢の張子「猿の三番叟」

年賀切手

平成4年用　小幡人形「桃持猿」

平成5年用　太鼓乗にわとり

平成5年用　富山のにわとり

平成6年用　千葉の犬

平成6年用　土佐犬

平成7年用　高山木版手染ぬいぐるみ・亥

馬と文化シリーズ 62円 各2枚

ふみの日
62円 各3枚

80円 各1枚

62円

水辺の鳥シリーズ 62円

各4枚

郵便切手の歩みシリーズ 80円
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