


★ 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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P.18 [マンガ] 英領ギアナ暫定切手物語 
P.26 愛読者プレゼント 
P.28 月刊切手ニュースの購読案内 
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P.4 地方のジュニアはどこで切手を入手すればいいの？ 

明治5年発行 手彫切手・和桜半銭 
愛読者プレゼントで5名様に当たります！



[特集]図入りリーフをダウンロード
して切手を整理してみよう！
1.日本切手を集めたい、だけど高くて買えない！ 
2.整理したい。どうせならカッコよく！ 
3.切手の買い方 
4.文具の揃え方
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昨年（２０１４年）一年間に発行された日本切手は409種類もあり、一種一枚ずつ買うだ
けでも３万円以上かかります。そして、これは日本に限った話ではありません。 
21世紀の世界各国の郵便事業は大半が民営化し、どの国も20世紀よりも1年あたりではる
かに多くの種類の切手を発行し、収集にかかる費用が大きくなっているのです。 
郵便局で発行される切手を一枚ずつ買ってきたコレクターから不満の声も出ていますが、
切手収集の人気自体はさほどの影響を受けていません。 
というのも熱心なコレクターの多くは、民営化以前の切手、特に19世紀や20世紀前半ま
でのクラシック・セミクラシックと呼ばれる切手の中から専門的に収集するシリーズを絞っ
て選択し、新しい切手をそもそも熱心に集めていない為です。 
しかし切手収集を始めたばかりのジュニア・ユース収集家にとって、最近の日本の記念切
手は気になる切手の一つだと思います。 
実は大人の専門コレクターの中には記念切手を中心に収集している人もいます。 
そのような方に話を聞くと、昔（昭和前半くらいまで）の記念切手は変種やバラエティが見
られるため、未使用切手の収集も熱心に行っていたが、それ以降の切手は製造の精度があがっ
たためバラエティも少なく、未使用の入手にあまり力を入れて集めない代わりに、実際に郵
便に使用され、消印が押された使用済みやカバーを熱心に収集しているそうです。 
これはお小遣いの金額が限られているコレクターにとってはヒントとなる意見です。 
実際1960年代以降に発行された記念切手の大半は購入額面を大幅に下回る金額で取引さ
れるのが現実です。その一方で珍しい消印や美しい消印の押された使用済みやカバーの一
部は、はるかに高い値段で取引されています。特に珍しい使われ方をしたカバーは、欲し
い人に比べて残っている点数が少ないため、オークションで売られるほどです。 
これをヒントにし、使えるお小遣いの限られている今は、未使用を無理に買わず、綺麗な
使用済を消印にもこだわって選び、素敵なコレクションを作ってみましょう。

1.日本切手を集めたい、だけど高くて買えない！



これまでにも「stamp club」では、切手の分類・整理・保管の方法を紹介してきました。 
ポイントは、お小遣いの少ない間はなるべく整理文具にお金を使わず、１円でも多く切手
に使おうということで、具体的には百円ショップの活用でした。 
詳細はバックナンバーをインターネッ
トで見ることができますのでご覧く
ださい。（右コラム参照） 
ところで昨年くらいから読者アン
ケートで「切手をリーフにカッコよ
く整理する方法を教えて欲しい」
という質問や要望をもらうように
なりました。 
そこで切手収集の先進国でもある米
国の調査を行ったところ、インター
ネットにダウンロードして使える図
入りリーフが提供されており、初心
者はそれをダウンロードし印刷し
て、切手を整理していることがわか
りました。 
「stamp club」を発行する無料世
界切手カタログ・スタンペディア社
は、大人の収集家の為に「ザ・フィ
ラテリストマガジン」という郵趣
雑誌を発行していますが、その会
員特典として、この米国流の方法
を実現しようとしており、現在「図
入り国別切手リーフ・日本 2014年」
のデータを提供しています。 
このデータは年会費2,000円を払っ
た会員の特典の一つなのですが、今
回stamp club読者に特別に無料で提
供できることになりました。このデー
タをダウンロードし印刷して切手を
貼り付けると、右の図のようなコレ
クションができあがります。 
詳細は「月刊切手ニュース」の案内
をご覧ください。（28ページ）

stamp club 2015 < >2

[コラム]バックナンバーのダウンロード方法 
1. ホームページ http://スタンプクラブ.net/  
にアクセスする。 

2. 「バックナンバーダウンロード」ページにてダ
ウンロードボタンを押す。 

3. ダウンロードしたい号を選ぶとダウンロードが
開始されます。

カラー図版入りの図入りカタログがあればカタログ
がなくても大丈夫

2.整理したい。どうせならカッコよく！



さぁ収集方針は決まりました。次に考えなければならないのは肝心の切手の買い方です。 
「地方の人が参加できないじゃないか！」というツッコミがあることは承知の上で、まず
は日本最大のフリマである「切手市場」で切手を探してみましょう。 
切手市場に長年、毎月お店を出している「おさむショップ」の店長・河内修さんにお話を
うかがいました。 
Q「2014年の日本の記念切手使用済みを集めるにはどうしたらいいですか？」 
A「切手市場にはバラ売りし
ているお店が僕のところも含
めてざっと５-６軒あるんじゃ
ないかなと思います。バラ売
りの金額は一枚あたり１０円
から３０円ですから、安いお
店からあたってみるといいか
もしれないですね。」 
Q「買う時の注意点は？」 
A「傷のついている切手を買っ
てしまわないように注意すると
いいと思います。切手市場のお
店は親切な方が多いから、わざと傷のついた切手を入れることはないと思います。しかし
人間のやることですから見落としの可能性はあります。買った後には交換してもらえない
のがあたりまえですから、買う前によく注意して切手を見て欲しいと思います。」 
Q「一歩上のコレクションを作るためのアドバイスはありますか？」 
A「あります。切手に押された消印にこだわることで
す。最近の記念切手はどのような消印が押されていて
も一律価格で販売されています。そこで、消印が綺麗
に押され、かつ使用局や使用年のわかる使用済にこ
だわって収集すると、難易度はあがりますが完成し
たコレクションははるかに立派なものになると思い
ます。」（右は共に10円で売られていた切手） 
Q「一枚10円でも十分安いんですが、さらに安く買
う方法はありますか？」 
A「ズバリ紙付き切手をオススメします。お店にもよりますが4,5枚の切手が貼って
ある一枚の台紙を10円で売っていたり、たくさん買うと値引きしてくれたりおまけ
がついてくることも多いです。自分でお湯につけて台紙から切手をはがす必要はあり
ますが、バラ一枚あたりの入手金額を５円以下にすることもできると思います。」
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3.切手の買い方

一枚10円から売られている、最近の日本の記念切手使用済

左：綺麗でデータも読める使用済 
[湯河(原) 27.3.-]、右：汚い使用済



リーフに切手を整理する場合、考えなければならない文具は次のとおりです。 
１　用紙と印刷 
ダウンロードで提供されているリーフのデータは、A4プリンターで100%の縮尺で印
刷すると丁度ピッタリのサイズになるように作られています。用紙は市販されている
A4の紙をご利用いただけます。 
なお現在はほとんど売られていないので大丈夫と思いますが、酸性紙と呼ばれる種類の
紙をリーフに使用すると、長年の保存中に切手がボロボロになってしまいますので避け
てください。この点さえ気をつければ、一枚一円程度のコピー用紙で問題ありません。 
いずれにせよ、ダウンロードしたデータに、印刷方法の注意点が書かれていますので
よく読んだ上で印刷を開始してください。 
２　バインダー 
リーフの収納には（１）クリアファイル[ビニールポケットに収納する方法]と、  
（２）リングファイル[リーフに穴を開けて収納する方法]の二つがあります。 
どちらのファイルも百円ショップで購入できる文房具ですが、リングファイルはペー
ジをめくっているうちに、リーフが折れて切手を痛めてしまう危険があるため、クリ
アファイルの方をオススメします。 
３　ダストケース 
切手のバインダーの上部からは埃が入りやすく、長年
放置しておくと切手を汚してしまいます。これを避け
るために、バインダーとして使用するクリアファイル
の上部をふさぐダストケースが必要です。 
しかしダストケース付きのクリアファイルやダストケー
ス自体は文具店でも最近ほとんど販売されていないた
め、百円ショップで販売されているボックスファイル
を縦にして代用することをお勧めします。（右図） 
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4.文具の揃え方

ボックスファイルの向きを縦
にして、ダストケースの代用
品として活用した例。

[コラム] 地方のジュニアはどこで切手を入手すればいいの？ 
首都圏以外で開催される切手のイベントは、規模は小さい
ものの少なくありません。そして一部のイベントでは来場
記念にプレゼントをくれる事も増える傾向にあります。 
例えば2014年に小倉で開催されたイベントでは、記念切
手使用済みが一袋配られましたし、大阪のイベントでは日
本切手カタログやパケットが配布されました。 
この様な情報をつかむために無料で読むことができる 
「月刊切手ニュース」を申し込みましょう！（p.28）



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、今年５月で十周年を数えました。これも日頃ご来場・ご出店・運営サポー
トいただいている皆様のおかげです。 
1テーブル3000円の出店料収入に支えられ入場無料です。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。午後３時頃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 ジュニア・ユースコレクターの来場が増えてきたここ1年ほどで、多くのお店の意識が変
わり、ジュニア・ユース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・ユース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、未成年の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/
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2015年6-12月の開催予定日 
6/6, 7/4, 8/1, 9/5, 10/3, 11/7, 12/5 
毎月第一土曜日の午前9:30開場です。



菊切手の集め方
ユースによる明治時代の切手の集め方 
スタンプクラブの愛読者の皆さんの中には、
収集が進み立派なコレクションを切手展で
見学した経験のある人もいるでしょう。 
100年以上前の日本切手のコレクションは
高級ですごく高そうに見えます。でも調べ
てみると必ずしも高いものばかりではなく
安い値段で買える物もたくさんあることが
わかりました。 
例えば右の商品は、明治時代の日本で発売・
使用されていた普通切手で一枚4円で買う
ことができました。 
これを元に菊切手の収集を始めてみました。
191枚の内訳を調べたところ
下の表の様になりました。 

8銭を始めとする一部の切手はカタログ値が高いので最初
から諦めていましたが、ラッキーなことに6銭が入ってい
ました。また、それ以外の切手も切手市場でカタログ値よ
り大幅に安い値段で入手できることが分かりました。 
枚数の多い額面は右の
様にビニール袋にまとめ
て、クリアフォルダーに
入れました。 
また枚数が5枚以下の切
手についてはストックリー
フに入れて次ページ左下
の様に保管しました。

切手市場で見つけた「小判切手・菊切手 使用済 
一袋」という商品。値段は¥1,000。重さ17gで、
58枚の小判切手と191枚の菊切手が入ってました。

額面 枚数 カタログ値
５厘 ２４枚 300
半銭 １１枚 50
一銭 １９枚 50
一銭五厘（青） ４枚 350
一銭五厘（紫） ５枚 100
二銭 １９枚 50
三銭（紫） ６１枚 60
三銭（赤） ３５枚 50
四銭 ３枚 400
五銭 １枚 60
六銭 １枚 1,000
八銭 1,500
十銭 ５枚 50
十五銭 500
二十銭 １枚 50
二十五銭 300
五十銭 400
一円 500

カタログ値千円
の切手が入って
いました。元が
取れちゃった？

おこづ
かいで十分
楽しめる！

明治の
切手への 
挑戦

stamp club 2015 <6>



古い時代の切手の楽しみは、切手の製造バラエティが豊富なこと 
額面別分類をする中で「同じ切手ばかり沢山持っていてもつまらないなぁ」と思った
人もいるかもしれません。 
確かに平成に入ってから郵便局で発売されている切手は、製造品質も高くどれも同じ
です。しかし今から百年以上前に作られていた切手は日本だけでなく世界中で品質が
安定しておらず、作る度に違う切手ができあがる事も多かったようです。 
菊切手はまさにこのような切手の一つであり、一見同じに見える切手を沢山の種類に
分類できる楽しみがあります。今回61枚も入っていた3銭（紫）を使って分類してみ
たいと思います。 
この切手は明治32年4月1日に発行
され、七年後の明治39年5月1日発
行の3銭（赤）に切り替わるまで郵
便局で販売されました。 
この七年間に製造する切手の色味を
すべて同一に保つのは当時の技術で
は難しく、色の差がでます。色の差
を専門用語で「シェード違い」と呼
び、それにより製造時期を確定する
ことができます。（初期：暗い赤紫、
中期：赤紫、後期：赤茶）

ストックリーフに切手を保存したところ。余
白には鉛筆でメモを書くとよい。

色味が違うと感じるごとに6列に分類してみた。同じ列の
横一段は同じ色と思われる切手たちで最下段は初期の色
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シェードの次に着目したい分類のポイント 
昔の切手製造で、インクの色を一定に保つことが難しくシェード違いのバラエティが
できることについては分かったと思います。しかし切手の精度を同一に保つことが難
しかったのはインクだけに限りません。 
切手を印刷する用紙や、印刷された切手シートに施される目打について、何億枚と発
行する全てを同一に保つことは難しく、製造時期により違いが出てきます。 
以下の二枚の菊切手・3銭（赤紫）ですが違いがあります。気づきますか？ 

実はこれは異なる目打穿孔機で目打の穴が開けられた切手で、専門分類では左が「単
線目打12」右が「櫛型目打13*13½」です。切手のコーナー部分の目打のあき方に注
目すると、例えば左上のコーナーが左の切手ではきちんとした穴になっていないにも
関わらず、右の切手ではきれいにあいていることがわかります。 
この差はマニアックな微妙な違い等ではなく、目打をあける技術の進歩によるもので
す。縦10枚・横10枚の100面シートに目打穿孔するにあたり、昔は印刷完了シート
に一列ずつ縦11回、横11回の合計22回、目打穿孔機をあてていたのを、「コ」の字
型の目打穿孔機を作る事で10回の穿孔作業で全ての切手に目打穴をあけるように進
歩させたのでした。これにより、穴の継ぎ目の部分がずれることが少なくなり、左の
切手の左上コーナーのような変な穴のあき方がなくなったのです。

単線目打穿孔機による穴の開け方 
・・・・・・・・・・・・・・・・ 
櫛型目打穿孔機による穴の開け方 
・　　・　　・　　・　　・　　・ ・　　・　　・　　・　　・　　・ ・　　・　　・　　・　　・　　・ ・　　・　　・　　・　　・　　・ ・　　・　　・　　・　　・　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・

[コラム] 単線目打と櫛型目打の違い 
両者の違いが顕著なのは
４枚以上のブロック（切
手のかたまり）の中央部
の比較です。左：単線目
打、右：櫛型目打。
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一見同じに見える切手は、消印の種類や使用例からも分類することができます 
これまでにシェード違いや目打違いにより、菊切手の製造時期や方法によるバラエティ
があることが分かりました。ですが古い時代の切手はまだまだ分類ができるんです。 
その最たる物は「消印」です。そもそも消印というのは、郵便に使用された切手が再
使用されないための無効ハンコであると共に、いつ・どこの郵便局で引き受けられた
かを示す官製の証拠でもあります。 
この為、郵便局名や日付が入っているわけですが、その形式は平成の現在のものとは
全く異なる上に、当時は形式の改良の試行錯誤が行われていた時期でもあります。 

上の三つの切手はすべて、3銭（赤紫）ですが、押されている消印がすべて異なりま
すし、消印の時期から、使用時期と大体の製造時期が分かってしまいます。 
そして最後に使用済からさらに発展し使用例を収集できれば、たとえお金が掛かって
いないとしても、本格的なコレクションを作る事ができます。右下のカバーは、明治
時代の日本が日露戦争でロシアと戦っている最中に差し出されたドイツ宛の書状です
が、切手市場で一枚百円で売られていたも
のです。このような使用例がコレクション
に入っているとジュニアの作品でも一つ上
のランクのコレクションに見えます。 
菊切手の使用例は高いものになると数百
万円のものもありますが、18種の内10種
については、何でもよければ粘り強く探
すことにより、一通百円で見つけること
ができると思います。 
以上駆け足で菊切手の魅力を説明しまし
たが、この詳細は、stamp club の公式
ホームページにも掲載されていますので、
あわせてご覧下さい。 
http://スタンプクラブ.net

左から「丸一型日付印」1888年9月1日（明治21年）使用開始。1905～1909年に暫時使用終了。 
真ん中「丸二型日付印」1900年12月29日（明治33年）～1905年にかけて、大都市の郵便局で使用。 
一番右「櫛型日付印」1906年1月1日（明治39年）使用開始。最初は大きな局のみ。後に全面切替。

明治38年のドイツ宛て外信書状 
菊切手 10銭 MOJI局 欧文印 
ドイツ メクレンブルグ・ヴストロ 1905.5.13 着
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http://%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%97%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96.net
http://%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%97%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96.net
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今回、スイスパケット500種の分類、整理にチャレンジする早稲田大学4年生の木戸
裕介と申します。専門の収集対象は戦前日本の植民地における使用例や、琉球、朝鮮
半島などアジア地域の郵便史を中心としています。ヨーロッパ切手の収集に関しては
かなりの素人です。 
今回、この企画に挑戦する意図は、ユースのみなさんにパケットの整理方法を自身の
経験に基づいて紹介することにあります。 
ある対象について収集を始める際、パケットを開けるのはジュニアやユースにとって
はその分野の幅広い基礎知識を得ることができるという点で、また、一度に多くの種
類の切手を重複なく入手することができるという点で、最適な教材といえます。 
しかしながら、パケットを開けてみたはいいものの、どのように整理すればいいのか、
はじめは分からず整理に失敗してしまうこともあると思います。 
わたしも8年前の中学生の頃はかなり失敗を繰り返していましたが、それなりにコツ
をつかむようになると上手に整理することができるようになってきます。自身の経験
を踏まえ、様々な整理のコツを紹介していくので、是非参考にしてみてください。 
私は中学から高校にかけて数か国のパケットを分類しましたが、西欧は今回が初挑戦
です。事前にスイス切手に関する知識を全く持ち合わせていません。パケットを初め
て開けるみなさんと同じスタートラインにいます。 
そしてこの記事はユースに限
らず「これから新たな対象を
集めてみようかな？」という
チャレンジ精神旺盛なすべて
の切手好きの方々へ向けた
メッセージでもあります。 
もちろん私の方法よりも、もっ
と切手を楽しめる整理方法が
あるかもしれません。この記
事を実践するだけでなく、よ
りよいパケット整理法につい
ても考えてみてください！

パケットで始めるスイス切手 
-分類と整理方法の要点-

早稲田大学４年生 木戸裕介

スイス切手パケット５００種（提供：川口スタンプ社）
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手順１ カタログを一時間眺める 
まずは対象となる国のカタログを、1時間程度眺めてみましょう！どんな切手がある
のか、対象を知る上で重要です。むやみに暗記したりする必要はありません。テキトー
に眺めればいいのです。ちなみにスイス切手カタログは、無料世界切手カタログ・ス
タンペディアの収録国なので、インターネットで無料で見ることができます。 

なお、スタンペディアのカタログには2005年ま
でにスイスで発行された全ての切手の画像が掲
載されてはいるのですが、切手の説明は19世紀
の切手を中心にされており、新しいところは情
報がまだまだ不足しているなと感じました。 
パケットに含まれている切手は、1950年～
1980年頃の切手が大半ですので、せめて切手
のタイトルくらいは掲載して欲しいと思いまし
た。（編集部註：木戸君のアドバイスはごもっともです
ね。スイスの記念切手については6月中に1980年までのタ
イトル名を入れ、見やすくしたいと思います。） 

とはいえ私が中学生の頃は外国切手カタログは
安くても数千円しました。図版もモノクロが多

かったし、そも
そも英語やドイ
ツ語で書かれて
いて、内容を読
むことはなかな
か難しかったの
で、今は良い時
代になったなー
と思います。 
ジュニアやユー
スはお小遣いも
限られています。
ですから書籍や
整理文具にお金
を使いすぎず、
いかにして切手
自体の購入にお
小遣いを回せる
かが楽しむため
の秘訣だと思い
ます。

1950年代のページ。日本でいうと、
見返り美人や月に雁の時代に相当す
るが、スイス切手のデザインは現代
的で古さを感じさせない。

初期の高価な切手。パケットに入っている
切手は安価なものが中心のため、これらが
含まれる可能性は少ないが、眺めているだ
けでも楽しい。どの収集家にとっても憧れ
の切手である。
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手順2 開封作業 
カタログを眺めるのに飽きてきたら、パケットを開封してみましょう。袋から、がさっ
と机に広げてみました。 

これ以降の分類の進め方ですが、二段階に分けて（１）山分け分類（２）細分類、と
いう二段階のステップを踏むことを僕は強くおすすめします。 
二度手間じゃないかと思う人もいるでしょうが、スイス切手カタログには2500種以
上の切手が登録されています。さっきカタログを見始めたばかりの状態で最初からど
の切手に該当するかをつきとめる作業は、最初の数枚こそ楽しくできると思いますが、
それを500回も繰り返すとなると膨大ですぐに疲れてしまうと思います。 
切手には、普通切手、記念切手、特殊切手、航空切手、寄付金付き切手など色々な種
類があり、パケットにはこれらの様々なジャンルの切手がまぜこぜになっています。
しかし、発行年代が近い切手や発行目的が近い切手は、そのデザインや大きさが似通っ
てくるものです。 
ですから、いきなりカタログ通りに分類しようとするのではなく、まずは山分け分類
で大雑把にいくつかの山に分けてから、カタログによる細分類へと移る方がよいので
す。 

[コラム] スイス切手５００種パケットを抽選で２名様に差し上げます。 
毎年恒例の「stamp club 愛読者プレゼント」には、今回スイス切手500種を始めとする外
国切手パケット４点合計10名さま分が提供されています。この賞品は埼玉県の川口スタンプ
社様が「全国のジュニア・ユースフィラテリストの為にお役立てください」とご提供くださっ
たもので、スイス500種については本記事に掲載したものと類似内容となっております。応
募者多数の場合は抽選により当選者を決定しますので、詳細は26ページをご覧ください。
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手順３　自己流で山分け 
まずはなんとなくでいいので以下のようにざっくりといくつかの山に分けます。 

上のように、ざっくり整理。私は以下の6つの山に分類してみました。 
A：少し古そうな記念切手 B：新しそうな記念切手 
C：古そうな普通切手  D：新しそうな通常切手 
E：よく分からない  F：寄付金付き切手 
「古そう」「新しそう」という分類は個人の主観なので、みなさんも適当に時代を区
切ってみてください。今、雑誌などを刷っているグラビア印刷等の技術が昔は無かっ
たため、古い時代の切手は感覚的に一発で分かると思います。 
ここまできたものの、初めてのスイス切手…カタログちょっとしか見てないし、分類
あっているのだろうか…という不安がみなさんあるでしょう。でもこの作業のコツは
分類ミスを恐れないこと、つまり間違いがあって当然と思う事です。 
500種のパケットのボリュームはとにかくすごいです。山分け分類を正確にやろうと
するほど作業が遅くなります。そしてパケット整理は完璧さを求めるほど挫折の危険
性が高くなります。正直私はこの作業で4割近く分類を間違うこともある程ですが、
それでも山分け分類を最初にするおかげで、後々の細分類作業の手間が大幅に軽減さ
れます。

A B

C

E

D

F
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手順４　細分類にチャレンジ 
先ほど６つに分けた山から「D：新しそうな普通切手」を取り出し、細分類して整理
してみましょう。 

山をみると、一見、カラフルな建物の切手が何枚か確
認できます。大きさ、額面の位置、雰囲気が同じよう
です。同一の普通切手シリーズではないか？というこ
とで、スタンペディアのスイス切手カタログで確認し
てみます。 
見つかりました！（右図） 
1960年から1968年にかけて発行されており、更に
発行年で細かく分類できる事が分かりました。また
1960年に発行された最初のシリーズでは低額面に建
物以外の図案も描かれていた事が分かりました。 
何より嬉しかったのは、このパケットでかなりの種類
が揃ったことです。足りないものは切手市場で外国切
手を取り扱っているお店でバラで買い足すこともでき
ましたし、この切手を貼ったカバーも50円程度で買
うことができましたので、このシリーズのコレクショ
ンをつくってみる事もできました。（右ページ）
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このページの切手はすべてパケットから出てきた切手です。下段のはがき（スイス発滋賀県宛て）は切
手市場で一通50円で入手したものです。従ってこのリーフにかかったお金の総額はせいぜい150円程度
ということになります。
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手順5　どんどん整理を進める 
先程の山の残りを同じシリーズっぽいものに分けてみたところが以下の写真です。 

この作業はカタログを見ずに直感でどんど
ん進めましょう。ちなみに左上の赤丸部分
の切手は、統一性がない図案だったため「よ
く分からない山」を作っておいたもので、
その中身は右の図のとおりです。 
のちのち調べると、寄付金付き切手や記
念切手を通常切手だと勘違いして紛れさ
せてしまっていたようです。このように最
初の分類が間違っていても、整理が進んで
くれば自然と分かるようになるのです。 
さて、このような作業を数日繰り返すと、前ページで紹介したようなリーフを作れる
シリーズが十数個あることが分かってきました。もちろんシリーズの切手が全部揃っ
ているとは限りませんので欠けている切手は切手市場で一枚10円程度でバラで買え
ないか探してみます。またリーフを作る場合に切手だけでなく前ページのように使用
例（書状やはがき）も展示するとかっこよく見えるものです。 
実際に切手市場では、ばら売りの単片使用済と共に、50円から100円で入手できる
使用例も探して買ってきました。その結果、前ページのような体裁で15リーフほど、
スイスの普通切手のリーフを作る事ができました。

グラフィカルな建物とか かわいいけど怖いカラフルな動物伝統衣装
風景と古代人

カラフルなスポーツマン 時計、風見鶏、工芸品シリーズ
郵便配達とか馬車とか

郵便配達人？
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アメリカ合衆国 500種 1,600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 1,350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 3,200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 3,100円 ／ トルコ 500種 1,600円 
ノルウェー300種 1,200円, 500種 3,000円 ／ フランス500種 2,200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, 千種 3,200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

おわりに（パケットはどこで買える？ 注文の仕方） 
「外国切手パケットを買いたいので、買い方を教えてください。」という質問はスタンプ
クラブ編集部によくくる質問の一つなのだそうです。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、少ないお小遣いで十二
分に切手収集を楽しむために（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。 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 
※現在は通信販売が中心で、店舗は不定期で開けております。ご了承ください。

mailto:info@stampsite.jp
mailto:info@stampsite.jp
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愛読者プレゼント　.　
切手収集に興味のあるユース＆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れると信じています。 
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、全国の有名切手商さんのご協力により毎年愛読者プ
レゼントを実施しています。今年は過去最大の８賞品50名様分
が集まりました。 
これに加えてジャパンスタンプ商会様より「目打ゲージ（40名様、
右図）」マサスタンプ様より「切手整理用ストックシート20枚
（20名様）」のご提供をいただきました。また本誌25ページで
紹介した「英領ギアナ暫定切手の切手（2種セット, 10名様）」
を編集部より提供します。 
これら切手整理文具等は、切手賞品に当選した50名様より抽選
でダブル賞を選びお送りいたします。

全国有名切手
商が商品提供

stamp 
club

応募締切：2015年12月13日(日) 
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/

提供：ユキオスタンプ

明治５年発行 
手彫切手・和桜半銭 

5名様

提供：ユキオスタンプ

日本の新幹線切手 
未使用8種 
5名様
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提供：ジャパンスタンプ商会

年賀小型シート6種 
赤べこ～忍び駒 
20名様

提供：ユキオスタンプ

ふるさと切手 
使用済 200種 
10名様

提供：川口スタンプ社

オーストラリア切手 
パケット 500種 

3名様

提供：川口スタンプ社

イギリス切手 
パケット 500種 

3名様

提供：川口スタンプ社

カナダ切手 
パケット 500種 

２名様

提供：川口スタンプ社

スイス切手 
パケット 500種 

2名様
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ユースコレクターそしてジュニアコレク
ターの皆さん、３年目の stamp club 
はいかがでしたか？ 

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2016年春。 

「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
月刊で発行しています。 

切手のイベントの案内はもちろん、
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を掲載しています。 

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
います。（採用分にプレゼントあり） 

なお、今年のstamp clubの巻頭特集 
「図入りリーフをダウンロードして切
手を整理してみよう！」のP.2でご紹介
した「図入り国別切手リーフ・日本
2014」については、この「月刊切手
ニュース」でお知らせするパスワードが
必要です。 

無料で購読できますので、購読を希望さ
れる方は、お名前・性別・生年月日とお
住いの都道府県を書き、 
info@stampedia.net まで電子メ

月刊切手ニュース未成年限定・無料
ニュースのご案内

　　ールで「月刊ジュニア切手ニュース
を読みたい」旨をおしらせください。 

なおご購読は未成年に限らせて頂きます。

実際にメール配信された、月刊切手
ニュースの紙面（2015年3月号）

全国の 
ユース・ジュニア 
70名が愛読



 stamp club 2015 < >29

雑誌名 stamp club 2015（第３号） 
発行日 2015年4月24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://stampclub.stampedia.net/ 
発行部数 30,000部

当誌の配布場所 
切手市場（東京・中央区） 
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）
郵政博物館（東京・墨田区) 
切手の博物館（東京・豊島区） 
※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。

切手展を開催する郵趣会の皆様、切手類のフリマや学校で配布したい皆様 
私どもは郵趣普及活動の一環として、2013年より未成年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・ユース
層に配布し、郵趣への興味・関心を喚起しています。 

当ページ右下の掲載場所で配布していますが、更に浸透させるため地元で切手展を開催され
る際のプレゼントとして残部のある限り無償で提供いたします。また本年より学校で配布し
たいユースの皆さんのご要望にもお応えすることにいたしました。 

[お申し込み方法] 
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 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。 
③ 到着払いのゆうパック等でお送りいたしますので、到着時に送料のみご負担ください。

stamp club 2015 は、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、79名様153口 30万6千円のご支援を頂戴しました。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、3口以上のご支援を頂いた場合の口数です。 
野崎進様⑩ 設楽光弘様⑨ 斧田健一郎様⑥ 行徳国宏様⑤ 長野行洋様⑤ 菊池達哉様⑤ 
名もなき郵趣家様⑤ 片山七三雄様⑤ 手嶋康様⑤ 桝井健右様⑤ 日本郵便文化振興機構様⑤ 
田中寛様⑤ 山田はるか様⑤ 槇原晃二様③ 鈴木盛雄様③ 北川丈二様③ 
２口のご支援：加藤茂樹様 平尾勉様 伊藤文久様 鎌倉達敏様 森下幹夫様 久野徹様 牧野周一様  
山田廉一様　熊本来民切手塾事務局様 西海隆夫様 新井理様 城野隆三様 うさぎのあしあと様 匿名 
１口のご支援：松井晃様 田村邦彦様 大越紳一郎様 奥山昭彦様 水村伸行様 伊藤純英様 
木戸裕介様 石田徹様 小藤田紘様 岡本哲様 小林彰様 小坂彰宏様 長田伊玖雄様 大嶋篤二様  
斎享様 北野雅利様 小泉文明様 白鳥信行様 斉藤裕様 五十嵐伸哉様 葛西広海様 柏木崇人様 
齊藤智様 中野健司様 JPS沼津支部様 近辻喜一様 内田雄二様 日本郵趣協会鹿児島支部様 
岡藤政人様 石川勝己様 新潟郵趣人様 藤原和正様 水谷行秀様 高野昇郎様 人見敦様 横矢仁様 
荒木寛隆様 寺本尚史様 祖父江義信様 稗田健様 藤田容弘様 石代博之様 柳川裕文様 原和生様 
野々下厚司様 大村公作様 豊田陽則様 外国切手出品者の会様 ユースフィラテリストの会様
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[広告]

スタンプクラブを卒業したら 
大人の切手サークルに入会してみよう

http://tpm.stampedia.net/

ユースの間は、スタンプクラブで楽しむとし
て、それに飽き足らなくなったらどうした
らいいのだろう？ 

そんな、知識のついたユースにお薦めするの
が、PDFで読む郵趣雑誌「ザ・フィラテリ
ストマガジン」の購読です。 

3ヶ月に一度100ペー
ジを越える郵趣記事で
埋まった紙面は、あな
たの知的好奇心をきっ
と満足させてくれるで
しょう。

スタンペディア日本版 
2015年会員特典 

1. 機関誌 
「ザ・フィラテリストマガジン」 
　2015年発行分の無料ダウンロード権利 
（3/15,6/15,9/15,12/15の4回発行予定） 

2. オンライン郵趣データベースの2015年中の
使用権利（エコー葉書データベースなど） 

3. 図入りアルバムリーフのダウンロード権利 
など 

年会費2,000円 


