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★ 切手収集の趣味は、すべての人々の知識と情操を高めます。ジュニ
アにとっては、学習の助けになり、楽しいひとときと豊かな心を与え
ます。
★ stamp club には、切手収集についての正しい知識が、たくさん
のっていますがそのすべてが、いますぐ、あなたの収集に役立つもの
ばかりです。
★ stamp club は、切手の収集が、趣味として、正しく育って行く事
を、いつもねがっています。

保護者の皆様へ
★ 切手収集の趣味は、20世紀にブームとなり、切手投機も起き、情
操教育上、子供の趣味として薦めるのにふさわしくない時期がありま
した。しかしブームの過ぎた現在は、むしろ落ち着いて取り組む事の
できる、一生楽しめる趣味として、見直されてきています。
★切手収集をすることで、世界の国々の地理や言語を自然と学ぶこと
ができます。
お子様を国際感覚あふれた人間に育てたい教育方針をお持ちのご家庭
には学習にも役立つ健全な趣味としてお薦めいたします。
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ジュニアコレクター向けの情報がいっ
ぱいあるスタンプクラブホームページ

切手の入手方法、整理の仕方、コレクションにある切手や消印の調べ方、競争切手展の展
示ルールなど、切手収集を始めると、色々な疑問が湧いてくると思います。
その様な疑問を解決する手段として、大人の切手収集家は、切手に関するや雑誌や本を使
います。しかし、stamp club 以外の書籍類は原則として大人の切手収集家を対象にしてい
るため、内容は難しく価格もた
だというわけにはいきません。
でも疑問が解決しなければ皆さ
んの収集は一向に発展しないで
しょう。
このような時に活用できるの
が、stamp club のホームページ
（無料）です。ジュニアコレク
ターのために、毎週一本以上新
たに書かれている記事は、読む
だけで勉強になります。
特に力を入れて提供しているの
は、切手の入手方法と整理方法
に関する記事です。
おこづかいの少ないジュニアが
読者であることを前提に書かれ
た記事ですので、今すぐ参考に
して取り入れたりまねたりする
ことができるやり方ばかりで
す。
質問やコメントを残すこともで
きますので、具体的に聞きたい
ことがある場合は、より積極的
に参加してみましょう。

http://stampclub.stampedia.net/
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ホームページ（“stamp club”や”スタンプクラブ” でも検索してみてね）



stamp club では、読者の興味・関心に応じて、新たな記事が続々と作られています。
2014年2月には「買った切手の整理・保管方法」と題して、正しい切手の整理・保管方法
が、五回連載で紹介されました。
この時発表された方法の最大の特徴は、100円ショップも活用して、正しい切手の整理・
保管方法をなるべく安く実現したことです。私たちは、皆さんのおこづかいは、少しでも
多く切手自体を買うのに活用してほしいと考えていますので是非この記事を参考にしてく
ださい。

ちなみにこの時に発表された整理・保管方法では、100
円ショップで入手できる文具だけでなく、ストックリー
フやヒンジといった、切手整理専用文具についても紹介
しています。
紙の一ページでは紹介しきれない分量の記事が stamp 
club のホームページにはありますので、是非インター
ネットでアクセスして参考にしてください。
なお、このような特集記事は今後も皆さんの要望に応じ
て準備されていきます。４月には切手関連ホームページ
も紹介予定です。
28ページで紹介している月刊ジュニア切手ニュース（無
料）を購読すれば、これらの情報も届きますので、是非
お申し込みください。

買った切手の整理・保管方法
100円ショップを活用した、正しい切手の整理方法を学びます。

特集記事
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クリアフォルダーの正しい使い方：ビニールポケットにそのまま
切手や収集品を入れるのではなくA4コピー用紙等を敷いて使う。

ファイルケース
は活用したい！

切手専用文具 ストックリーフ



ブログ：100円コレクション
毎週100円の予算で作る切手コレクションを紹介しています。
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「100円コレクション」は、stamp club のホー
ムページで毎週一回新しい記事が投稿されてい
るコーナーです。読んで字のごとく、100円で買
える切手の話が毎週投稿されています。
「100円で何ができるの？」と思う人は、これ
までに投稿された記事を見てみてください。バ
ラエティに富んだ、色々な切手を買えるのがわか
りますね。
注目してほしいのは、これら古今東西の切手コ
レクションは、原則として一回あたり100円の予
算で作られているということです。
実際には毎週百円ずつ切手を買うことは
ないと思います。しかし、この記事を毎
週読んでおけば、おこづかいを貯めて切
手の即売会や切手のフリマに行った時に
何を買ったら良いかイメージがつかみや
すいと思います。
4ページからの特集「ジュニアのおこづか
いで楽しめる、切手のフリマってどんな
感じ？」とあわせて読んでみましょう。

毎週更新

星座切手を買う
鳥切手を買う
航空100年切手セットを買う。
これも一つのキティちゃんグッズだ。
明治時代の日本を勉強しちゃったよ！
明治時代の切手を一枚10円で買うよ！
第一次昭和切手を10円で買うよ！
東日本大震災復興祈念の切手

これまでに投稿された記事



[特集]ジュニアのおこづかいで楽しめる
切手のフリマってどんな感じ？

Q&A方式
stamp club 創刊号に寄せられたジュニアコレクターからの質問で最も多かったのは、
「どこに行けば安く切手を買う事ができるの？」でした。
切手商の多くが大人のコレクターを相手にする中で、少ないおこづかいのジュニアコレク
ターを歓迎し、商品を提供してくれるお店は決して多くありません。
stamp club では一年にわたり、色々
なお店を調べ、そのようなお店が比
較的多い切手のフリーマーケット
（略称フリマ）である「切手市場」
（東京）を徹底取材してきました。

1.切手市場は、どこでやっているの？
2.僕のおこづかいでも楽しめるの？
3.ジュニアを歓迎してくれるお店はありますか？
4.東京に住んでいないと切手収集は楽しめない？
5.保護者の皆様からのご質問
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会場の定まらないフリマも多い中で、昨年夏に開催百回を迎えた老舗の切手市場は、年間
を通してスケジュールが決定
しています。
2014年4月からの一年間
は、日本橋で毎月第一土曜日
に開催されます。(2015年1
月のみ第二土曜日の1/10に
開催されます)
開場時刻は午前九時半です。

Q 切手市場は、どこでやっているの？
A 毎月第一土曜日に綿商開館4F（中央区日本橋富沢町8-10）でやってます！

2014年開催予定日
4/5, 5/3, 6/7, 7/5, 8/2, 
9/6, 10/4, 11/1, 12/6

2015年開催予定日
1/10, 2/7, 3/7

一月を除き毎月第一土曜
日の午前9:30開場です。
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今から何十年も昔、小学生が100円玉を握りしめて、放課後駄菓子屋さんに遊びに行く
と、お菓子やゲーム、カード等なんでも一つ十円で楽しめた時代がありました。ところが
今の時代、ショッピングセンターに入っている駄菓子屋さんでも、10円で買える物はあま
り見当たりません。100円玉一つで買い物はなかなか楽しめないでしょう。

しかし切手市場に行くと10
円で買える切手や更に安く買
える切手がいっぱいありま
す。百円玉ってこんなに遊べ
るんだ！と、その使い勝手の
良さにきづくことでしょう。
10円で買える切手の多く
は、日本および外国の使用済
切手です。
使用済切手と聞いて「なーん
だ」とがっかりした人もいる
かもしれません。
たしかに昔は皆が未使用切手
を集め、使用済切手を集める
人は多くありませんでした。

しかし、その結果、50年前に発行された記念切手はありふれた切手として扱われており、
いまだに大半の切手が当時郵便局で販売されていた金額で買えるほどです。
この点使用済切手は、使われた郵便局名や時期から色々と楽しむ事ができますので、安く
入手する事さえできれば色々な楽しみ方ができます。消印の種類だけを見ても、どのよう

な用途に使用されたか想像する事が
できますし、思わぬ珍しい消印の押
された使用済切手を掘り出すことも
できます。
このような理由から大人のコレク
ターにも人気の使用済切手を、おこ
づかいの限られたジュニアコレク
ターが注目しない手はありません。
切手市場で安く売られている切手か
ら、「これ！」という一枚を探す買
い物はとても楽しく、お勧めできる
楽しみ方なのです。
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Q 僕のおこづかいでも楽しめるの？
A 10円で買える品物が沢山。5円の商品だってあります。

最近の日本の記念切手を1枚10円で販売しているお店 
裏紙のついた使用済みだが、最近の記念切手を全部揃える
事も可能。50枚以上買うと二割引してくれる。

戦前の日本切手を一枚10円で売っているお店も



切手市場のお店の中には大人のコレクターしか相手にしないお店もあります。
取り扱っている商品が一万円から十万円くらいのお店もあるためで、そのようなお店にあ
まりお金を持っていないコレクターが行っても歓迎されません。大人になってからまたい
きましょう。一方でジュニアコレクターを歓迎するお店も最近は増えてきています。
常連として、ほぼ毎月切手市場に出店しているお店の方々の中からお話の聞けたお店の店
長さんにストレートに「あなたのお店は、おこづかいの少ない小中高生のジュニアコレク
ターが切手を買いにきても歓迎してくれますか？」と聞いてみたところ、いくつかのお店
から「歓迎します」という力強いおこたえをいただけました。
その中から三店を写真付きでご紹介いたします。（おさむショップの店長さんは写真は恥
ずかしいそうで撮れませんでした！）
慎之介ショップ 毎月出店している、切手市場管理人のお店。
テーブルには日本切手、外国切手が所狭しとおかれていま
す。切手だけでなくカバーの取扱もあり、バラエティに富ん
でいます。10円で買える切手もたくさんありました。
おさむショップ 毎月出店し
ているお店で、沢山のス
トックブックに入った使用
済切手はきれいの一言。新
しい切手のセット販売もあ
れば、10円で買える山の様
な切手もあり、長時間楽し
めそうです。
10円shopウチダ ほぼ毎月出
店しているお店で、10円均
一貼込帳には、日本の明
治・大正・昭和の切手がた
くさん。
店主の内田さんは収集歴も
長く、知識も豊富。仲良く
なったら、収集の相談もし
てみましょう！
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Q ジュニアコレクターを歓迎してくれるお店はありますか？
A たくさんあります。３店ほどご紹介しましょう！

神奈川県大和市からほぼ毎月
参加している、内田雄二さん
店名の通り、1枚10円で提供
できる切手をたくさん取り揃
えている。

切手市場管理人であり、慎
之介ショップの店長でもあ
る高崎真一さん
ジュニアでも楽しめる切手
がたくさん揃っている。

ジュニアは
大歓迎ですよ



世界中を見渡してみても、切手商や切手サークルの会場近くに住んでいるコレクターはか
ぞえるほどしかいません。大半の切手収集家は都心から離れたところで暮らしながら、切
手収集を満喫しています。
今の日本で一番と認められている切手収集家も出身は山形県でしたが、ジュニアの頃から
切手収集をたしなんできました。
切手を購入したり、切手展を参観したりすることはお祭りのようで楽しいため、その様な
機会のない地方に住むコレクターは、ひょっとしたら不利かもしれないと考えているので
しょうか？
しかし、一つ大事なことをお話します。
「切手収集に関わる大半の活動は自宅で行うもの」なのです。
このことは都心に住む収集家でも同様で、購入した切手の分類や整理、珍しい切手や封筒
の調査や研究、人に見せる為の展示リーフの作成などなど、すべては自宅で行う活動で
す。
もちろん何十年も前は、情報入手の点で地方在住者に不利な点も多少はありました。しか
し今やインターネットの登場により、どこに住んでいても情報を得たり、やりとりをする
のが簡単な時代になりました。そして、現在は地方に住んでいる切手収集家が収集を楽し
む上でこれまでのどの時代よりもよい時代になったのです。
もちろん切手市場は魅力的だと思いま
す。皆さんが行きたいと言うのはよくわ
かります。しかし切手市場はこの八年
間、一月も欠かすこと無く毎月開催され
てきました。ですから地方にお住まいの
ジュニアの皆さんは今すぐ切手市場に行
けないからといって焦らないでくださ
い。数年に一度のチャンスしかないかも
しれませんが、是非、東京迄遊びにくる
計画を立ててください。切手市場のス
タッフさん達はいつでも皆さんを歓迎し
てくれると思います。
なお切手市場に一度行けば、その後は郵
便でやりとりして切手を入手する関係も
作ることができます。ですから、切手市
場に来れる機会があれば是非スタッフの
人にも相談にのってもらいましょう。
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Q 東京に住んでいないと、切手収集は楽しめないですか？
A そんな事はありません。切手収集はどこに住んでいても楽しめる趣味です。

[コラム] 関西にも切手のフリマはありますか？
切手のフリマは東京だけのものではありませ
ん。大阪では「大阪駅前第三ビルバザール」と
いう名の切手のフリマが開催されています。
主催は、今号の読者プレゼントの提供者でもあ
るジャパンスタンプ商会で2014年は次の土日
に開催予定です。
2/22-23, 5/31-6/1, 8/30-31, 12/6-7
切手市場に比べると大人のコレクター向けの店
が中心ですが、主催のジャパンスタンプ商会が
毎回、ガラポン抽選会を実施し、ジュニアコレ
クターには嬉しい切手やカタログ等がプレゼン
トとしてあたることもあります。関西地区にお
住まいの方は是非お越し下さい。stamp club 
ホームページでも詳細を紹介予定ですので、関
西にお住まいの皆さんは是非お楽しみに。
場所：大阪府大阪市北区梅田1-1-3
　　　大阪駅前第３ビル 17階 



Q 切手市場のなりたちを教えてください。
A 毎月1回第1土曜日に開催されることでおなじみの切手市場は2005年5月に立ち上げて
から8年が経過し、昨年７月には100回を数えました。これも日頃ご来場・ご出店・運営
サポートいただけるメンバーの皆様のおかげです。
1テーブル3000円の出店料の収入に支えられ入場無料で更に年に1回程度のイベントや展
示も行なっています。このイベントは昔ながらの郵趣会のような時間制限や例会進行があ
る訳でなく、切手展のように入場料があるわけでもありません。切手を始めて間もない方
でもベテランのコレクターでも好きな時間でテーブルバザーによって切手の売買を楽しん
でいただくイベントです。
毎月40名のメンバーが70テーブル分もの切手を並べる訳ですから内容は様々で市場の様相
です。大人のコレクター向けに一万円以上の切手を売る店がある一方で、日本切手や外国
切手の1枚売りでは10円などの均一価格で提供して下さっているお店も継続して出店して
くださっています。来場者数は300名前後で、朝から昼過ぎまで多くのお客様でにぎわっ
ております。

Qジュニアは歓迎されていますか？
A すべてのお店がジュニアコレクター歓迎というわけではありませんが、7ページに紹介し
たお店を始めとして、ジュニアコレクターの懐事情を理解した上で、切手収集普及の為に
ジュニアを歓迎する店が増えてきていると感じます。
私自身もおこづかいの少なかった小学生の頃から切手収集を楽しんで参りましたので、切
手収集への感謝の念から、ジュニアコレクターの来訪は大歓迎ですし、分からない点があ
れば、できる限りのフォローはしたいと思いますので、ご心配の場合は、ご連絡くださ
い。
もちろん、お子様とご一緒に、ご両親がお越し頂く事も歓迎致しますので、懐かしい切手
を見に遊びにいらして頂ければと思います。切手収集は、学べる事も幅広いので、お子様
の教育にも役立つ健全な趣味としてお薦め致します。
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Q [保護者の皆様のご質問]切手市場は信頼できる安全な場所なのですか？
A 切手市場管理人の高崎真一さんにインタビューしてみました。

団体名：切手市場
管理人：高崎真一
kitteichiba@mail.goo.ne.jp
http://kitteichiba.babyblue.jp/



ジュニアコレクターにとって、一枚でも多くの切手に触れ、その切手について調べる事は
大切なことです。一枚ずつ切手を購入する方法もありますが、切手の世界には「国別パ
ケット」という便利な商品がありますのでご紹介いたします。
これは世界のある一国（例えばアメリカ）の切手を数百種類まとめて販売する売り方で、
日本にいながら、世界中の国の国別パケットを手に入れる事が可能です。
国別パケットを扱っている切手商、川口スタンプ
社（埼玉県）におじゃまし、沢山の商品を見せて
頂きました。
その中から「イギリス500種（チャネル諸島含
む）」（¥1,500-）を選び、今回はこれを整理す
ることにしました。
なお、すべての国別パケットは店頭だけでなく、
通信販売でも買うことができます。ジュニアから
の問い合わせも歓迎するそうですので、「買って
みよう！」と思った方は、15ページを参
考にして注文してみましょう。
ところでどの国別パケットを買うか、選ぶ
ポイントは、
① 無料のネットカタログがあること
② 予算内で多くの種類を買えること
の二点です。
特に②については、500種を一度買った後
に、もう一度500種を買っても、重複した
切手ばかりになる事が多いので、自分の買
える予算の中で最も大きい物を買って楽し
んでみる事をお勧めします。
15ページの一覧表への掲載にあたって
は、予算を一応2,000円とおいて、おすす
めのパケットを選んで紹介してみました。

パケットで始める
国別切手コレクション
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総予算¥2,000-

大量のパケットが並んでいました。

上からポルトガル千種、500種、植民地500種



イギリス 500種パケットの分類の仕方
それでは早速、買ってきたパケットの袋をあけ、机の上に広げ
てみましょう。（図1）どんな切手が入っているかを見るのは
楽しいですが、その一方で整理の仕方に途方に暮れてしまうか
もしれないですね。
パケットの整理・分類には色々な方法がありますが、今回
は、簡単な方法で、切手の形による分類から始めてみます。
この方法はシンプルですが、たいへん意味ある分類方法です。
というのも、多くの絵柄の切手が発行されますが、切手の製
造に使われる機械は（新しい機械が導入されない限り）毎回
同じ為、切手の形で分類すると、ある程度の切手発行時期や
発行目的がつかめてしまうからです。
504枚の大半の切手を図
2の様に分類しました。
小型の切手は王様や女王
様の顔を描いた切手ばか
りです。これらはみな普
通切手で、それ以外の大
きさの切手が記念切手で
す。
形の分類ができたところ
で、次はもう少し詳しい
分類にチャレンジしてみましょう。まずは記念切手の分類からです。先ほど書いた通り切
手の製造には毎回同じ機械が使用されるので、同じ形の切手は連続した何年間かの間に発
行された可能性が高いと言えます。その観点で、先ほど「長方形B」に分類した切手をも
うすこし詳しくみていきましょう。
そうすると切手に必ず王様か女王様のシルエットが印刷されている事が分かります。これ
はイギリス切手の特徴で、切手発行時点での王の肖像が必ずはいっているのです。大半の
切手には現在の王であるエリザベス二世が描かれていますが、ちょっと古そうな印刷の切
手にはどうみても男の王様が描かれています。（図3,4）
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図1:504枚入ってました

図2:左上:長方形A, 左下:長方形B, 中:正方形, 右:小型に分類

図3: ジョージ五世銀婚式（1935）

図4:第14
回夏期五
輪ロンド
ン大会
(1948)

描かれている王はジョージ六世(在位1936-52)



こういった切手に描かれた図柄をヒントにして、更に詳しくそれぞれの切手の事を知るた
めに「イギリス切手カタログ」を使います。これはイギリスで発行されたすべての切手
を、図案と共に発行日や何の記念で発行された切手なのかの情報を掲載したもので、イギ
リスではカラーの奇麗なカタログが毎年発行されています。このカタログは日本のイン
ターネット本屋さん（Amazon等）でも入手できるのですが、英語で書かれていることに
加えて値段も五千円近くしますので、ジュニアの皆さんにはお勧めしません。大人の収集
家になり高い切手も買う様になったら、文献も必要になりますが、若い内は、文献や会費
に費やすお金をなるべく節約して、一枚でも多く切手を入手する様にしましょう。
ちなみに、毎年発行されるカタログは十年以上前に発行された古本が切手市場等で時々数
百円で売られている事もあります。パケットには2000年以降に発行された切手は余り入っ
ていませんので、もし1990年から2000年以降に出版されたカラーのカタログがあれば
買ってみてもいいかもしれません。
それよりも皆さんに活用して頂きたいの
は、インターネットで見る事ができる無料
のイギリス切手カタログです。
2009年に始まった「スタンペディア世界
切手カタログ」の中にある「スタンペディ
ア・イギリス切手カタログ」（図5）がそ
れで、無料で見る事ができますし、もちろ
んカラーのカタログです。
図3,4で紹介した切手もこのカタログを使
い、記念切手の一覧を表示させて、そこか
ら何の切手かについて調べる事ができまし
た。（図6）
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図6: スタンペディア・イギリス切手カタログより
1930年以降の記念切手の一覧

図5: スタンペディア・イギリス切手
カタログのトップページ



では、今度は記念切手以外の切手、すなわち普通切手を分類してみたい
と思います。先ほども書きましたが、発行時点の王の肖像が入っている
のがイギリス切手の特徴ですので、それを活用して「王様」と「女王」
に分けます。
この時に「女王」に分類される切手の中には、図7の様なデザインの物
が多数入っていると思われます。これは原画作者の名前をとって、マー
チンシリーズと呼ばれています。これも分けましょう。

図8のように分類ができましたか？ここまできたら、次はまたカタログを使いましょう。
記念切手の時にも使った、スタンペディア・イギリス切手カタログの普通切手分類（図5）
を使い、山ごとに更に細かく分けて行きましょう。
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図8:小型の通常切手を「マーチンシリーズ」（二山）「女王」「王様」「その他」に分けてみた

王様

女王

図7: マーチン

[コラム] パケット整理をする時に、ピンセットは使う方がいいですか？
発行時点の状態をなるべくそのまま保存したい未使用切手と違い、パケットに主に含まれて
いる使用済み切手は、裏糊が無い物がほとんどです。従って素手で触っただけで切手の状態
が悪くなる事はありません。しかし指先が汚れた状態であれば、切手にしみがついてしまう
のは当たり前ですから、手はしっかり洗いましょう。
実は慣れてくると素手よりもピンセットを使った方が、薄い切手の取り分けは簡単です。し
かしピンセットも万能ではなく、薄い用紙は破れやすく、切手の目打部は折れやすいので、
いずれにしてもそっと丁寧に触るようにしてください。
切手用のピンセットは、通常のピンセットと異なり、先端部分が平たくギザギザのないもの
です。インターネット通販（Amazon等）で、150円程度で売られています。
なお、先端部分にギザギザのある通常のピンセットで切手を触ると確実に切手が傷つきます
ので使用しないようにご注意ください。



切手発行後の英王室の在位期間は、表1
の通りです。1901年以前と1952年以降
に女王が一人ずついることを頭にいれ
て、図8の山の一つ一つを分類していき
ましょう。
分類が進むと大半がエリザベス二世時代
の切手であることが分かります。
しかし、第二次世界大戦を挟むジョージ六世時代の切手や、
それ以前の切手もチラホラ見つかりました。（図9）
「マーチン」と分類した切手は更に細かく分類できます。イギ
リスは1971年に補助通貨単位に十進法を導入しており、その
前後で切手には異なる通貨単位（DとP）が表示されていま
す。（図10）
また、1958年以降、スコットランド等の地方切手を発行して
おり、紋章等により区別が可能です。（図11）
このようにして分類した「イギリス切手 500種」の記念切
手・通常切手を、一覧にまとめたのが表2になります。
切手の分類は楽しかったですか？それともたいへ
んでしたか？500枚もの切手を一度に見る経験は
なかなかないと思いますが、切手収集の基本は一
枚でも多くの切手に触れる事です。
この分類を通して皆さんがより一層切手を身近に
感じてくれることを願います。そして500枚もの切
手を一枚3円で買える「国別パケット」という商品
に是非注目して欲しいと思います。
折角分類した切手は、ごちゃごちゃに混ざらない
様に、２ページで紹介している「切手の整理・保
管方法」を参考にして保管してみましょう。
また保管から更に一歩進んだコレクションを作っ
てみたい方は、展覧会にも出せるような展示リー
フを作成することに次ページでチャレンジしてみ
ましょう。
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表1: 英王室の在位期間

在位
ヴィクトリア女王 1837-1901
エドワード七世 1901-1910
ジョージ五世 1910-1936
エドワード八世 1936
ジョージ六世 1936-1952
エリザベス二世 1952-

図9 古い切手も見つかりました。左より1881, 1887, 1902, 1911, 1912, 1936年発行の切手

 図10

「D」は 導入前

「P」は導入後

図11 地方切手の紋章
上からスコットランド
ウェールズ
北アイルランド

シリーズ名称 枚数
■ ヴィクトリア女王時代の切手 2
1880-81年シリーズ 1
1887-1900年シリーズ 1
■ エドワード七世時代の切手 3
1902-11年シリーズ 3
■ ジョージ五世時代の切手 8
1911-12年シリーズ 1
1912-24年シリーズ 7
■ エドワード八世時代の切手 4
1936年シリーズ 4
■ ジョージ六世時代の切手 28
1937-47年シリーズ 19
記念切手 9
■ エリザベス二世時代の切手 469
1952-54年シリーズ 15
マーチン（十進法導入前） 13
マーチン（十進法導入後） 70
マーチン（1st,2nd） 6
イングランド地方切手 2
スコットランド地方切手 29
ウェールズ＆モンマスシャー地方切手 25
北アイルランド地方切手 15
記念切手（長方形B） 40
記念切手（長方形A） 151
記念切手（正方形） 91
合計 504

表2: イギリス500種の中身



コレクションの展示リーフを作ってみる。
ものを収集する趣味の中で、切手収集がカード集めやコイン集めと比べて魅力的な点は、
展示してコレクションを披露する楽しみがあることです。
大人の切手展を参観すると、格好いいコレクションがたくさん展示されています。格好い
いコレクションは、高い切手を展示しているだけでなく、配置や説明も奇麗です。
収集を始めたばかりのジュニアコレクターは、よほど恵まれた環境にいない限りは、切手
の珍しさで大人の収集家にたちうちできません。しかし配置や説明といった格好の良さ
だったら、頑張ることもできるはずです。そこでパケットに比較的多く含まれていた普通
切手でコレクション展示用のリーフを作ってみました。
1500円のパケットで切手はそれなりに揃っていますが、更に格好いいコレクションにす
る為に見栄えの点でまず改善したいのは、切手の使用例（カバー）を追加する事です。
世界の中でも大国の一つであるイギリスは、郵便量も多く、日本に居ながらにして、イギ
リス切手のカバーは簡単に手に入ります。「切手市場」に行き、イギリス切手を貼ったカ
バーを探してみたところ、一通50円で世界中のカバーを販売しているブースがありまし
た。お店の人に聞いたところ、数万通あるとのこと。30分程頑張って探したところ、マー
チンを貼ったカバーが100通もみつかりました。ここから500円分（10種類）を買ってき
ました。カバーを一枚入れて、作ってみたのが下のリーフです。
こうして作ったコレクションを、時々
見直して改善していくのも切手収集の
楽しみの一つです。
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図12

[コラム] 切手はアルバムリーフに
必ず整理しなければならないので
すか？
切手収集は制約の少ない趣味で
「しなければならない」事は、ほ
とんどありません。
収集した切手をどのように保管す
るかは収集家の自由ですし、一生
アルバムリーフを作らない大コレ
クターも世界には沢山います。
ただ、展示してコレクションを披
露する方法として最も優れてい
て、かつ世界中に普及しているの
は、リーフ展示法です。
stamp club のホームページで
は、リーフ展示をしてみたいジュ
ニア向けの記事も用意しています
ので、関心のあるジュニアコレク
ターはそちらもご覧ください。

1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

イギリスの通常切手

マーチン・十進法導入後・中高額面1970年- グラビア

88ペンス 一枚貼り
エジンバラ郵便センター(Edinburgh) 2013年9月9日 機械日付印=>日本・東京

アジア宛て国際書状（航空便）

1



アメリカ合衆国 500種 1,500円 ／ イギリス（チャネル諸島含む）500種1,500円 
オーストラリア 500種 1,500円 ／ オーストリア 500種 1,450円 ／ オランダ 500
種 2,100円 ／ カナダ 500種 1,350円 ／ スイス 300種 1,100円 500種 2,800円 
スウェーデン 500種 2,000円 ／ チェコスロバキア 500種 1,000円, 千種 2,400円
デンマーク 500種 1,550円 ／ ドイツ（旧西独、ベルリン含む）500種 1,700円
旧東ドイツ500種 1,300円 1000種 2,900円 ／ トルコ 500種 1,600円
ノルウェー400種 1,700円 ／ フランス500種 2,250円 ／ ベルギー500種 1,400円
ポルトガル 300種 2,000円 ／ ロシア 500種 1,150円, 1000種 2,950円
国内宛て送料300円を必ず加算してください。（何点買っても300円ですので、一度
にまとめて注文するとお得です。）
郵便振替口座 00130-2-98216 川口スタンプ社

パケットはどこで買える？ 注文の仕方
stamp club 2013 で国別パケットを取り上げたところ「パケットを買いたいので、買い方
を教えてください。」という質問をいただきました。そこで創業40年の老舗で、世界各国
のパケットを取り扱っている、川口スタンプ（埼玉県川口市）を紹介します。
同社で取り扱っているパケット商品は、1,100種類もありますが、本特集の冒頭にも書い
た通り、（１）インターネット上で読める無料のカタログがある国（２）500種類程度の
枚数の切手が2,000円程度までのお金で買える国のご紹介をお願いしたところ、本ページ
の下段の様になりました。
買い方ですが、川口スタンプは通信販売（郵便局等からお金を送金し、商品を郵送で送っ
てもらう販売方法）に対応してい
ますので、最寄りの郵便局で「払
込取扱表」用紙をもらい、右図の
記入例の様に自分の欲しい商品や
住所・氏名を記入して、郵便局に
行きお金を送金する事で注文が完
了します。
なお送料300円を加算する事を忘
れないでください。また、郵便局
では送金金額以外に手数料120円
がかかりますので、そのお金も忘
れず持って行くようにしましょ
う。
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郵便局の払込取扱票への記入例

川口スタンプ社 国別パケット販売価格表より

〒332-0016 埼玉県川口市幸町1-11-4 川口スタンプ社
電話 048-252-2811 FAX 048-252-8159 email info@stampsite.jp
営業日時：火ー金 13-17時、店頭販売日時：第二・第三土 10-17時
※不定期の休業日がありますこと、ご了承ください。

mailto:info@stampsite.jp
mailto:info@stampsite.jp


テーマティク収集の進め方
是非創刊号の「テーマティク収集ってなんだ？」をお読みください。
昨年発行した stamp club 2013 の記事の内、ジュニアコレクター、特に中学三年生から
高校生に好評だったのが「テーマティク収集ってなんだ？」（図１）でした。
テーマティク収集は、20
世紀後半に生まれた切手
展での展示を前提にした
収集方法で、大人の世界
では既に人気の収集方法
の一つとして世界中で行
われています。
時代や地域を区切って集
めるという収集方法の代
わりに、自分が考えたス
トーリー（物語）に沿っ
て、各場面を表現した絵
柄や文字がのっている切
手や消印などを集める方
法ですので、世界に一つ
のコレクションを作る事
ができます。
ストーリーを自分で組み立て何かを表現する事を、大人の世界では「プレゼンテーショ
ン」と呼びますが「プレゼンテーション」は皆さんが大人になって良い仕事をする上で、
必要不可欠なテクニックです。この事を理解しているヨーロッパの大人の切手収集家の中
には、自分の子供に学習の一環として、テーマティクによる切手収集を勧めている人もい
るほどです。

今年はさらに一歩進めて、「テーマティク収集」の作り方を紹介します。
昨年は更にいくつかの事例として「高跳び」でも「AKB48」でも「科学の進歩」でも、
テーマティクコレクションを作れる事を紹介しました。しかしページ数の都合上、具体的
なコレクションの作り方まではご紹介できませんでした。
そうしたところ「テーマティク収集に興味を持ったが、実際にはどのようにすればよいの
か？（ストーリーの作り方、必要な切手の調べ方、切手の買い方）を教えて欲しい」とい
うご要望をいただきました。そこで今年は、昨年紹介した「高跳び」をテーマに取り上げ
て、収集の進め方を紹介してみたいと思います。
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本稿の内容は、公益財団法人 日本郵趣協会 登録審査員 榎沢 祐一 様にご監修頂きました。

図１ スウェーデンの女子高生、マチルダ・ラーソンさんが作った史
上最強のジュニア作品「ハリー・ポッター」を紹介する昨年発行され
た stamp club 2013 (インターネットでダウンロードできます)

スウェーデンの女子高生 マチルダ・ラーソンさんのコレクションのすごさ
マチルダさんは、どこにでもいる「ハリー・ポッター」大好き少女でしたが、切手
収集もしていたので、ある日、自分の大好きな「ハリー・ポッター」の話を切手で
紹介できないだろうか、と考えました。
日本同様、スウェーデンにはジュニア切手展という展覧会がありました。切手展で
は、切手や封筒を展示し、説明を書いた、A4サイズ等の紙を数十枚まとめて展示し
ます。彼女は「ハリー・ポッター」をその展覧会に向けて展示しますが、世界中の
郵便局からコレクターのおこづかい目当てに発行された切手の展示はなるべく少な
くし、登場人物や事件から広げた話を切手で表現する様にしました。
眼鏡が特徴の主人公ハリー・ポッターの紹介には、眼鏡を描いた切手を使ったり、
愛にあふれる家庭を描くには、「LOVE」と大きく書かれた切手を使ったりしまし
た。
この作品は数億円のコレクションを持つ世界のトップコレクターもうなった作品で
す。王様も子供も切手の前では皆平等といわれる一面をよくあらわしています。

登場人物紹介ページより
（ハリー・ポッターの紹介）
ハリーは、父ジェームズと母リ
リィに愛されて育ち、眼鏡をか
けていた事を、米国の「LOVE」
切手、百合の切手、ジェームズ
郵便局の消印、眼鏡を描く切手
類で表現し、最後にハリー・ポ
ッターを描く切手を1枚だけ紹介
したページ
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マチルダ　ラーソンさん
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スウェーデンのラーソンさんが
14歳から取り組んできた作品
世界中の大人のコレクターが驚
いた、史上最強のジュニア作品
「ハリーポッター」
作品は64ページで構成されてお
り、 stamp club のホームページ
で全ページ紹介しています。

登場人物紹介ページより
（ハリーの友人のロンの紹介）
ロンの正式名称ロナルドは蜘蛛
が大嫌いだった事を表現する為
に、ロナルド郵便局の消印と
1850年にスペインで使用された
蜘蛛型消印と呼ばれる消印の押
された古い封筒で表現した例。
大人もうなった表現のページ。

マチルダさんの作品は数年間の改善の結果、世界一のジュニアコレクションの評価
を受け、スウェーデンだけでなく、世界各国で展示され、もちろん日本でも展示さ
れました。
高校生になってアルバイトを始めてから多少高い切手も買える様になったとは言っ
ていましたが、とは言え中学生・高校生のおこづかいで買える切手類しか持ってい
ませんので、マチルダさんのコレクションは目玉の飛び出る様な高い切手とは無縁
のコレクションです。
しかし、アイディアと人に伝える表現方法を磨いた事で、コレクションの価値は上
がり、また彼女自身の勉強の一環としてのプレゼンテーション能力が身に付いた好
例です。
切手収集が知識の獲得に役立つというのはよく聞く例ですが、それに加えて、皆さ
んが大人になった時に、どの仕事でも求められるであろう表現力を磨く勉強を、切
手収集をする中で知らず知らずのうちに身につけていたのです。



「高飛び」をテーマにした、テーマティクコレクションの作り方
まず最初に「高跳び」を描く切手は、実に沢山発行されています。
これはオリンピックのたびに、世界中の郵便局が記念切手を発行し、五輪の主要競技であ
る陸上競技は何度も切手のデザインに採用される為です。（図2）
高跳びの好きなコレクターは、以前は「高跳び」を描く切手が発行されるたびに、それを
郵便局や切手商で買い求め、コレクションを作っていました。

しかし、ここに落とし穴があります。切手に描かれた絵柄に関心を持って収集をする人が
増えたため、世界中の郵便局が収集家の喜びそうな図案の切手を収集家のおこづかいをあ
てにして発行するようになったのです。
図案別に収集しているから切手は欲しい。しかし際限なくお金がかかってしまうという問
題が生じました。またより大きな問題として、お金
さえかければ皆似たようなコレクションを作れてし
まうため、収集に発展がなく、飽きがきやすいとい
うことも次第に分かってきました。
その点、テーマティク収集は、図3の様に、無駄遣い
をせず、自分のアイディア次第で、展示用のコレク
ションを作成できます。では順を追って、テーマティ
ク収集の進め方を見て行きましょう。

タイトル、ストーリーを決める
「高跳び」をテーマにした作品はどのような方向に広げる事ができるでしょうか。
「高跳びの歴史」や「高跳びの記録更新の変遷」等も考えられますが、今回は「高跳びが
うまくなるには？」というタイトルで作品を考えてみたいと思います。
どのような方向に作品を広げるかについては色々な決め方がありますが、あまり格好つけ
ずになるべく自分の身近にあり、自分が詳しい方向にひろげるのがよいと思います。そう
でないと次のストーリーの決定で行き詰まってしまうからです。
ストーリーの詳細を決めるにあたっては、最終的な発表形態が切手展でのリーフ展示（16
ページもしくはその倍数）であることを念頭において、全ページを埋めることができる量
の詳細を用意する必要があります。
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図3 テーマティク収集の進め方

タイトルを決める
↓

ストーリーを決める
↓

どんな切手類を展示できるか調べる
↓

切手類を買い集める
↓

展示する

図２高跳びを描く切手（無料世界切手カタログ・スタンペディアより）
発行国は左より、蘭領アンチル、ケイマン諸島、クロアチア



今回は16ページで考える事とし、表紙（＝タイトル
リーフ）となる1ページ目以外の15ページ分のストー
リーを考えてみます。走り高跳びが上手になるための
要素をまずはメモ用紙に書き出してみましょう。
実際に走り高跳びが上手な人として、まず頭に浮かぶ
のは身長の高い人ですよね。あと、バネがある人は跳
躍力がありますから、小さい頃から山道を歩いて足腰
が強い人も得意かもしれません。空中姿勢を考えると
体が柔らかい人も有利ですね。
こうしてでてきたアイディアを更に時系列に分類してみ
ましょう。（生まれながらの素質、陸上部に入った
頃、現在、将来）ちなみに先ほどあげた三要素は、生
まれながらの素質に分類できます。
図4は、このようにして作られたストーリーです。大事
なことは、ストーリーは作る人により異なり、どれが
正解ということはないということです。したがって、
まずは思いつきでよいのでストーリーのたたき台を作
り、コレクションを改善していく中でより良いストー
リーが頭に浮かんだら変更していけばよいのです。

どんな切手類を展示できるか調べる
さぁストーリーが決まった所で、ようやくどんな切手類を展示できるか調べる段階になり
ます。冒頭にも説明しましたが「高跳び」をテーマにした作品だからと言って「高跳び」
を描いていない切手を使ってはいけないわけではありません。むしろ、下の様に各ストー
リーに対応する切手を探してこなければなりません。
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図4「高跳びがうまくなるには？」と
いうテーマティク作品のストーリー案

1 タイトルリーフ（P.1）
2 生まれもっての才能・環境
- 身長の高い人（P.2）
- バネを鍛えてきた人（P.3）
- 体の柔らかい人（P.4）
3 陸上競技を始めた頃
- 走って基礎体力作り（P.5）
- 球技等で基礎体力作り（P.6）
- 毎日続ける事が大事（P.7）
- 勉強しないと親から部活を許して
もらえない（P.8）
4 今やっているトレーニング等
- 駄菓子を食べるのをやめる（P.9）
- バネを鍛える運動（P.10）
- 睡眠をしっかりととる（P.11）
- 体を柔らかくする訓練（P.12）
5 将来やりたいこと
- 大学でもやりたい（P.13）
- 栄養学を学びたい（P.14）
- 五輪等をみて学ぶ（P.15）
- 試合で緊張しない訓練（P.16）

勉強しないと親から部活を許してもらえない（P.8）

球技等で基礎体力作り（P.6） 栄養学を学びたい（P.14）
サッカー(日本,1964,五輪)
- 10円で買える切手
水泳(日本,1948,国体)
- カタログ価格は高いが、幸
運を待てば、百円～二百円
で買える。

教科書を読む児童(日本,
1948,教育復興)や学校
教師(米国,1957)を描く
切手。外国切手に目を
向けると適切な絵柄の
選択肢が広がる。

よい筋肉をつけるには牛肉
(メキシコ,1976)より鶏肉
(チェコ,2005)の方が脂分
が少なく
望ましい
という説
明に使う
切手の例



ところで、世界中でこれまでに発行された切手は50万種類以上あります。ここから適切な
切手を探してくるにはインターネットの画像検索を使う事をすすめます。
Yahoo!やGoogle!の検索で、キーワードと共に「切手画
像」と入力すると、切手画像が出てきます。もちろんす
べての切手が対象にはなっていないので完全ではありま
せんが、参考にはなると思います。
試しに「柔軟体操」を表現す
る切手を探してみたところ
「柔軟体操 切手画像」や
「柔軟 切手画像」では出て
きませんでしたが、「ラジオ
体操 切手画像」で検索した
ところ、図5, 6のような切手
が出てきました。

切手収集の相談をできる仲間を見つけることも大事
もちろん「これは使える！」という切手が見つかったと
ころで、その切手を買うのは決して簡単ではありません。
切手のフリマや切手展の即売ブースに加えて最近はインターネット通販も切手を購入する
方法の一つとして便利ですが、皆さんにおススメするのは、切手のフリマ等でジュニア歓
迎のお店を出している店長さんに相談する事です。全てのお店ではありませんが、最近は
大人のコレクターだけでなくジュニア収集家も歓迎してくれる店が増えてきています。
そのようなお店では、意中の切手を意外に安く入手する方法もアドバイスしてもらえるか
もしれませんし、ラッキーであれば、お店に来ているコレクターを紹介してくれるかもし
れません。
また、stamp club が発行する「月刊ジュニア切手ニュース」（無料, 28ページ参照）を購
読するのもよい方法です。書いてある記事を読むだけでなく、編集部に質問をすることが
できるからです。地方に住んでいるジュニアはもちろん、首都圏のジュニアコレクター
も、切手市場にはそうそう何度も通うことは難しいと思います。しかし、今は電子メール
やホームページ等でやりとりができますから、うまく活用してください。
もっと収集が進んだら「テーマティク出品者の会」というテーマティク収集家の切手サー
クルに参加する事を考えてみてもよいかもしれません。
このサークルの会員は大人のコレクターばかりですが、あなたが分別のついたコレクター
なのであれば、高校生でも参加を認めてもらえるかもしれません。昔の切手サークルは会
報の印刷代や郵送費として年会費が千円単位で徴収されていましたが、テーマティク出品
者の会を始め比較的新しく設立された切手サークルは、原則としてやりとりを電子メール
で行い、会費は無料のところも増えてきているようです。学べる事は大きいと思います。
※ テーマティク出品者の会ホームページ http://jtpc.jimdo.com/
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図6 ラジオ体操 (1952, 中国)

図5 ラジオ体操50年記念
(1978, 日本)
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読者プレゼント
切手収集に興味のあるジュニアコレクターの皆さん、stamp club を手にとってくれ
て、どうもありがとう。
色々な切手の集め方があることを知ると、やっぱり、本物の切手が欲しくなるよ
ね。感受性の強い皆さんのこと、実物を見ると、本で読む以上に色々な事を感じ、
切手収集の楽しみを理解してくださると信じています。
そこで、stamp club では皆さんが少しでも切手に触れる機会が増えるよう、国内有
力切手商さんのご協力により読者プレゼントを実施することにしました。stamp 
club のホームページから、どしどしご応募ください。
なお26ページに掲載の通り、読者プレゼントの当選者の内20名に、ダブルチャンス
で「世界珍品切手物語」が当たります。（ 株式会社 鳴美 提供 ）

提供：ユキオスタンプ

国際文通週間
10名様

提供：
ジャパンスタンプ商会

ビードロ・写楽 
20名様

提供：ユキオスタンプ

日本最初の切手 
竜切手 48文 
1名様

提供：ユキオスタンプ

世界最初の切手 
ペニーブラック

1名様

提供：ユキオスタンプ

沖縄切手 未使用 50種 +
ディズニー切手 未使用 百種

10名様

京師
桑名
蒲原
箱根
日本橋
未使用

応募締切：2014年10月31日(金)
応募場所：stamp club ホームページ
応募資格：切手収集に興味のある未成年
個人情報の取扱：当プレゼントにおける個人情報の取得は、読者プレゼントならび
に次号以降の発行案内等の連絡のみに使用するものといたします。

http://stampclub.stampedia.net/



ジュニアコレクターの皆さん、二年目
の stamp club は楽しんでもらえま
したか？折角楽しんでもらった 
stamp club ですが、年一度の発行で
すから、次号の発行は2015年4月
頃。一番長い人だと今から一年待たな
ければなりませんね。

「その間、stamp club の新しい記事
を読めないのは困るよー（涙）」とい
う声にお応えして、2014年3月より
未成年限定の、無料の電子メール新聞
を発行することにいたしました。

既にstamp club のホームページの記
事として開始している切手の集め方や
整理の仕方についての新しい情報のお
知らせや、Q&Aを掲載予定です。

特にQ&Aについては、読者の皆さん
の切手に関する質問にできる限り答え
て行こうと思います。切手の集め方、
買い方はもちろん、「この切手なんで
すか？」「どこの国の切手ですか？」
等難しい質問であってもできるかぎり
の回答をしたいと思いますので、どし
どしお寄せください。

購読方法：info@stampedia.net まで電
子メールで「月刊ジュニア切手ニュースを
読みたい！」とご連絡ください。なおご
購読は未成年に限らせて頂きます。

Q&Aコーナーへの質問の送り方：
同じく info@stampedia.net まで電子
メールで質問内容をお送りください。

月刊ジュニア切手ニュース（無料）創刊案内
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切手 太郎様（会員番号1番）
2014年3月号もくじ
(1) 買った切手の整理・保管方法
(2) 100円コレクション
(3) Q&Aコーナー 

買った切手の整理・保管方法
stamp club のホームページで２月に特集した
100円ショップを活用した整理・保管方法は好
評でした。
秋までにはまた記事をまとめたいと思います
が、月刊ジュニア切手ニュースをご覧の皆様に
だけ、100円ショップやその他のお店で見つけ
た、ホームページ未紹介のいいものを先取りで
お伝えしちゃいます！

●クリアフォルダーを生かす為のダストケースの
入手方法３つ
100円ショップの定番商品であるクリアフォル
ダーの活用方法については、既に記事をまとめ
ました。この便利なクリアフォルダーの唯一の
なきどころが、ほこりに弱いこと。そしてその
弱点を補ってくれるダストケースを必ず一緒に使
いたいものです。
ところが、100円ショップ内にダストケースはみ
あたりませんでした。そこで今回はダストケース
に絞って情報をまとめてみました。

1) プラスチックダストケース（100円）の利用

月刊ジュニア切手ニュース サンプル
※実際に配信される内容のイメージです。



雑誌名 stamp club 2014（第２号）
発行日 2014年4月1日
発行 無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社
　　 港区六本木7-8-5 藤和六本木コープⅡ-902
発行人 吉田敬
連絡先 info@stampedia.net
ホームページ http://www.stampedia.net/ja
発行部数 30,000部

当誌の配布場所
郵政博物館（東京・墨田区)
切手の博物館（東京・豊島区）
切手市場
大阪駅前第三ビルバザール
ユキオスタンプ（名古屋市）
川口スタンプ（埼玉・川口市）
※常設配布にご協力いただける博物
館、切手商等を募集しています。

切手展や切手のフリーマーケットを開催されていらっしゃる郵趣会の皆様
私どもは郵趣普及活動の一環として、2013年よりジュニアの為の切手収集雑誌 stamp 
club を発行しております。当誌の最大の特徴は誌代無料のフリーペーパーということです。
発行に関わる費用は全国のフィラテリスト及び切手収集団体の皆様から頂戴しております。

現代のジュニア向け郵趣雑誌としては非常に多い部数となる三万部を直接、もしくはお父様
からお子様へ、もしくはお爺さまからお孫さんへというルートを通じて、ジュニア層に配布
し、郵趣への興味・関心を喚起したいと考えております。

各博物館や東西両切手のフリマやいくつかの切手展での配布が決定しておりますが、更に浸
透させるため、皆様が地元で切手展を開催される折には、残部のある限り無償で提供させて
いただきますので、是非ご来場者へのプレゼントとしてご検討ください。

[お申し込み方法]
当誌はフリーペーパーですので、残部がある限りご希望部数を無償で提供いたします。
① 50部単位で、300部まで無償で提供します。300部を越える場合はご相談ください。
② 着払いの宅配便等でお送りしますので、到着時に送料のみご負担下さい。
③ 送付先住所を当ページ左下の四角枠に記載ある電子メールまでご連絡ください。

stamp club 2014 は、その発行にあたり、
日本全国のフィラテリスト及び切手収集団体の皆様から
一口2,000円でご支援を頂戴いたしました。
お名前をご紹介すると共に、御礼申し上げます。（順不同）
※ 名前の後の丸囲みの数字は、一口以上のご支援を頂いた場合の口数です。

久野徹 様, 行徳国宏 様,  岡藤政人 様,  伊藤文久 様②, 菊池達哉 様,  奥山昭彦 様
内田雄二 様, 大橋武彦 様, mapstampfan 様③, 槇原晃二 様⑤, 大嶋篤二 様, 福田達也 様②
豊田陽則 様, たぬぞう 様, 柳川裕文 様, 岡本哲 様⑩
（医）博成会 高円寺・川崎歯科 様,  JPS沼津支部 様,  日本郵趣協会静岡支部 様
福山支部 様, 日本郵趣協会鹿児島支部 様, 日本郵趣協会八尾支部⑤, 吉田敬②
より、合計49口 98,000円のご支援を頂きました。
このご支援により、日本で唯一のジュニア専門の切手収集雑誌を本年も発行する事ができま
した。心より感謝申し上げます。
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[広告]

無料世界切手カタログ・スタンペディア

http://www.stampedia.net/ja

36ヶ国
177郵政
11万8,217枚を無料で見放題
主な掲載国：イギリス、フランス、ドイツ、
米国、カナダ、オーストラリア、オランダ、
スイス、チェコ、ポルトガル、ノルウェー、
スウェーデン、デンマーク、オーストリー、

モナコ、アイルランド、
ベルギー、スロバキア、
アイスランド、ロシア、
ウクライナ、モルドバ、
バチカン、トルコ、タイ

世界200ヶ国掲載
を目指しています


