
第59回
大阪駅前第３ビルバザール

ご案内

12月1日（土）　10時開場〜 17時まで
　　　　　   12月2日（日）　　　　　〃　

大阪駅前第３ビル17Ｆルーム２・３・５にて開催
オークション会場はルーム１です。オークションルームと

バザールルームはぶち抜きになっています。

弊社次回以降のオークションのスケジュールは2019年2月23 〜 24日、5
月25 〜 26日、8月24 〜 25日です。いずれも『大阪駅前第３ビルバザール』
を融合開催いたします。是非、ご来場下さい。

また、2月23 〜 24日開催の『第60回大阪駅前第３ビルバザール』の出店の
お申し込みも受け付けております。ご来場者のお買物の利便からも、でき
れば土日平均的なご出店が好都合です。それ故に、土曜日のブースのテー
ブル代を6,000円、日曜日を2,000円とさせていただきます。１日でも両日
でも可。複数卓も可能です。

　　　　　　　　　　　ご連絡は
　　　　　　　　　　　　　　　　ジャパン・スタンプ商会
　　　　　　　　　　　　　　　　〒530-8691　大阪北郵便局私書箱89号
　　　　　　　　　　　　　　　　Tel  06-6347-1601
　　　　　　　　　　　　　　　　Fax 06-6347-1602
　　　　　　　　　　　　　　　  代表 　鯛　 道治



《ルーム１》オークション会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊺　　㊻　　㊼
　入
　口
　　　　受　　　　　　　①　　②　　③　　④　　　
　　　　付　　　　  ⑩　　　　　　　　　　　　　⑤　　　　　⑪
　　　　　　　　　　　　⑨　　⑧　　⑦　　⑥　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ⑫
　　　　　　ジャバラ　　　　　　　　　　　　　　ジャバラ　　
　　　　
　入　　
　口　　　　　　　　　　⑭　　⑮　　⑯　　⑰
　　　　⑬　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㉒
　　　　　　　　　　　　㉑　　⑳　　⑲　　⑱　　　　　　　　　　
　　　　㉞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ㉓

　　　　　　　　　　　　㉖　　㉗　　㉘　　㉙　　
　　　　㉟　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㉔
　　　　　　　　　　　　㉝　　㉜　　㉛　　㉚　　　　　　　　
　　　　㊱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ㉕

　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　㊴　　㊵　　㊶　　㊷　　　
　　　　㊲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ㊸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　㊳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ㊹

　　　　　　　　　　　　　　



第59回大阪駅前第３ビルバザール
ブースホルダー　一覧表及び一言コメント
♧は土日両日参加、♤は土曜のみ参加、♢は日曜のみ参加です。

バザール会場の正規のオープンは10時からですが、時間前から廊下に多数の方が並ばれ
ますと、話声で同一フロアの別室の方に迷惑がかかります。
ブースホルダーの方には９時を目途に開場して開店の準備をお願いしておりますので、お
客様の入場も、廊下に並んで10時の開場を待っていただくのでなく、自由に入場していた
だけるようにいたします。ブースホルダーの方が準備でき、商売可能になりましたら、時
間前での取り引きも構いません。スタート時刻は、あくまで出店者様の判断に依りますの
で、10時前に入場されても有利に取り引きできるとは限りません。因みにジャパン・ス
タンプ商会としての販売、抽選等、全ての活動は10時に開始いたします。時間前の取り
引きには一切対応いたしません。

♧　①〜⑩他　ジャパン・スタンプ商会
今回も２日間小部屋の７号室も使います。
JAPEX用に増強した15,000点のエンタをジャンル別に分類しました。OPP入りの使用済
や未使用の単片も増えています。シート類の額面売りはご自分で捜して下さい。スタッフ
にこれが欲しいのお申し入れには対応できません。弊社の即売のスタイルは、ご自分で捜
して貰うしかありません。今回の全員プレゼントは土日両日対応で「切手・葉書の整理用
のOPP」中と小が各100枚です。別サイズやセロケースのご注文はリストをご覧下さい。
ガラポン抽選も勿論実施いたします。

♧　㉔〜㉕　米倉正裕
「北海道150年の写真記録」11月10日発売の本を1,500円（2,900円定価）で販売。新入荷
のエンタイヤ、絵葉書、外国からの航空便、トピカル、仏、独、スイス等多数販売します。

（戦前、戦後）

♧　㉖〜㉗　京都タナベスタンプ
皆様のお陰で７回目の出店を迎える事ができ、感謝申し上げます。
❶明治末期・大正・昭和初期の封筒、はがきのカバー用意しました。

（１月１日の年賀はがき多数あります。）
❷菊20銭・普通・記念・インクジェットの満月印（関東多くしました）を増やしました。
❸外国切手特別セールで10%割引します。
❹日本・中国・香港・マカオ・台湾・韓国／韓国小型シート・北朝鮮・英国／英国各種切
手帳／英国スマイラーズ・フランス・仏領南極・英領南極・スイス未使用アルバム
❺日本・キューバ使用済切手
❻日本・世界未使用各種単品
❼中国ＦＤＣ（2000年以降）／中国マキシムカード／日本新切手帳（切手額面売り）
❽日本年賀小型シート・記念小型シート額面販売多数あります。



♧　㉘〜㉛　ミステリー？？？
カバー、単片で新商品を増強しました。その他諸々、時間の許す限り値付けして持参します。

♧　㉝　仙人さんwithパイン
いつもの通り楽しんでいます。相方のやる気次第で品揃えが、ガラリと変わっているかも
しれません。琉球他いろいろです。

♧　㉞〜㊱　アベノスタンプコイン社
当バザール限定の狙って作った新商品、エンタ、紙付、消印関係を覚悟を決めての処分を
前提に用意しました。今回限りの売り切り品が山盛りです。どなたも楽しんでいただける
と思います。

♧　㊲〜㊳　寸葉
絵葉書収集家の米国人、ドナルド E ラップナウの夫人は日本の方で11月12日お伺いした
際、こう言われた。「日本の絵葉書は世界一です。」と。正直、私はこの言葉は初めて耳にした。
成程、総合点（全体ジャンル）になるとドイツ・フランスを越えるのは確かである。
もっともっと評価され、その為には我々が率先して行動しなければと思っている。世界一
を自負心しよう。

♧　㊴〜㊵　TACHIBANA
日本と外国のいつものラインナップでお待ちしています。新商品は某廃業切手商作成の外
国切手貼込帳を販売します。価格はバラバラですが、値段は破格の安値です。

♧　㊶　河南郵趣
新中国「Ｊ・Ｔ」実逓使用済を用意しました。旧中国占領地も追加し、前回までの中国（旧・
新・台湾）、英領東南アジア（香港・マレイ関連）も持参します。

♧　㊷　ゼネラルスタンプ
外国切手未使用、日本切手通常未使用・使用済、文献（鳴美・日本郵趣出版他）特価。

♧　㊺　赤ヒゲスタンプ
最新の満月印１枚50円、100円で販売します。最新の82円、52円の袋入りを1,000円、
1,200円で、その他エンタイヤもいろいろ、初日カバーもいろいろ出品します。

♧　㊻　ツインズランド
❶１次昭和から円単位までの通常切手の百面シートと銘付10枚群。
❷戦前戦後のユニークな総葉書。
❸連合葉書の未使用。
❹お城 城跡 城郭を描いた風景印。楠公から広告葉書までのロット物。
❺フレーム切手の額面販売。
ご来場をお待ちしておりますので、どうかよろしくお願いいたします。



♧　㊼　日本フィラテリックセンター
直近の買取り品を持参します。両日共午後より１月オークションのダイジェスト版下見可
能です。（於第２ビル店舗）

♤　⑪〜⑫　郵文堂
今回は土曜日のみで２ブースでの出店になりました。物は順調に入って来ています。蔵出
しのウブなエンタ類を選び抜いてOPPの袋に入れています。効率よく、ご覧いただけるお
店です。今回も新商品をお見せできるかも。

♤　㉒〜㉓　スタンぺディアオークション
フィラテリストマガジン2019年度の会費更新（今年は特価で2,000円にて紙版をお送りし
ます）。新規ご購読の場合は3,980円です。第８回フロアオークションのオークション誌
の無料配布と現物の下見も実施いたします。

♤　㉜　サムシング・アダチ
今回は土曜日のみの出店です。外国切手はスイスを整理して持参します。あとはいつも通
り付属品の割引き販売も行います。

♤　㊸〜㊹　ひげ美術
寸葉台紙、趣味、資料、歌人、詩人、学者はがき、手紙、戦前駅弁票、食堂車チラシ他色々
面白い物持参します。

♢　⑭　山城屋
記念等消印物は＠100円。ふるさとご当地印消等と、日本切手紙付１枚５円と10円を用意
しています。

♢　⑮　名古屋の葉書屋
エコーはがきイヤーセット、年賀エコー全種セット等の葉書類各種、中々に手に入りにく
い物を持参します。郵便印全般でもお楽しみいただけるでしょう。



♢　⑯〜⑲　ニシノミヤ
1）日本消印モノ・カバー
　❶戦前〜昭和40年代位のカバー色々
　　外信便を中心に、重量便、書留・速達や記念貼等
　❷外信葉書や年賀状を多数追加（かわったもの色々あり）
　❸同一切手単貼り、多数貼りのカバー ←結構追加しました
2）ヨーロッパのクラシック・カバー色々（格安！ 300円より〜）
　英、独、仏、伊、スイス等（ナポレオン、セレス、ビクトリア女王等）
3）ヨーロッパ各国カバー（1910年代〜 50年代中心）
　鉄郵印・軍事印・船内印（パックポー）・不足料切手貼等面白いカバー多数。
　東欧やアジア関連（中国、インドチャイナ、台湾、香港等）も充実。
4）トピカル・カバー増やしました！（オリンピック・音楽・飛行機・鳥・蝶　等）
　かなり増やしました！

♢　⑳　さくらスタンプ
外国切手テーマ別、国別ロット。フランス最近物使用済など。デニソンヒンジ１袋2500
円もあります。琉球も持って来ています。

♢　㉑　能登路スタンプ
引き続きの出店です。今回も地元コレクターの処分品をたくさん持参しています。

♢　㉒〜㉓　阪神郵趣会
今回の謝恩セールでは、戦前から直近発行の切手01



　　　　　　12月1日（土）　　　　　　　　12月2日（日）
　①〜⑩　　ジャパン・スタンプ商会　　　ジャパン・スタンプ商会
　⑪〜⑫　　郵文堂　　　　　　　　　　　　　　　〃
　⑬　　　　ジャパン・スタンプ商会　　　　　　　〃
　⑭　　　　　　　　〃　　　　　　　　　山城屋
　⑮　　　　　　　　〃　　　　　　　　　名古屋の葉書屋
　⑯〜⑲　　　　　　〃　　　　　　　　　ニシノミヤ　　　　
　⑳　　　　　　　　〃　　　　　　　　　さくらスタンプ
　㉑　　　　　　　　〃　　　　　　　　　能登路スタンプ　　
　㉒〜㉓　　スタンペディアオークション　阪神郵趣会
　㉔〜㉕　　米倉正裕　　　　　　　　　　米倉正裕
　㉖〜㉗　　京都タナベスタンプ　　　　　京都タナベスタンプ
　㉘〜㉛　　ミステリー？？？　　　　　　ミステリー？？？
　㉜　　　　サムシング・アダチ　　　　　チャリ銭屋　　　　
　㉝　　　　仙人さんwithパイン　　　　　仙人さんwithパイン
　㉞〜㊱　　アベノスタンプコイン社　　　アベノスタンプコイン社
　㊲〜㊳　　寸葉　　　　　　　　　　　　寸葉
　㊴〜㊵　　TACHIBANA　　　　　　　　  TACHIBANA
　㊶　　　　河南郵趣　　　　　　　　　　河南郵趣
　㊷　　　　ゼネラルスタンプ　　　　　　ゼネラルスタンプ　　
　㊸〜㊹　　ひげ美術　　　　　　　　　　ガレージショップ
　㊺　　　　赤ひげスタンプ　　　　　　　赤ひげスタンプ
　㊻　　　　ツインズランド　　　　　　　ツインズランド
　㊼　　　　日本フィラテリックセンター　日本フィラテリックセンター



フロアオークションタイムテーブル
　　　　　  　  12月1日（土）　　　　　　12月2日（日）
　　　　　  13時30分　 2101 〜　　 13時30分　 3668 〜
　　　　　  13時45分　 2218 〜　　 13時45分　 3789 〜
　　　　　  14時00分　 2336 〜　　 14時00分　 3910 〜
　　　　　  14時15分　 2453 〜　　 14時15分　 4031 〜
　　　　　  14時30分　 2571 〜　　 14時30分　 4152 〜
　　　　　  14時45分　 2688 〜　　 14時45分　 4273 〜
　　　　　  15時00分　 〜 2805　　 15時00分　 〜 4394
　　　　　　　　30分休憩　　  　　　　　30分休憩
　　　　　  15時30分　 2806 〜　　 15時30分　 4395 〜
　　　　　  15時45分　 2929 〜　　 15時45分　 4510 〜
　　　　　  16時00分　 3052 〜　　 16時00分　 4625 〜
　　　　　  16時15分　 3175 〜　　 16時15分　 4740 〜　　　　　
　　　　　  16時30分　 3298 〜　　 16時30分　 4855 〜
　　　　　  16時45分　 3421 〜　　 16時45分　 4970 〜
　　　　　  17時00分　 3544 〜　　 17時00分　 5085 〜
　　　　　  17時15分　 〜 3667　　 17時20分　 〜 5240　　　
　　　　　　　  １日目終了　　　　第105回フロアセール終了　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　弊社のオークションには、数多くのアドバンスコレクターが参加されま

す。国際展上位入賞者、切手展審査員との相談、対話をご希望でしたら、

お申し出下さい。

　オークション開催中の時間帯を除けば、どの分野でも適任者を探してセッ

ティングできると思います。有為な出会いのチャンスですので積極的にお

申し出下さい。
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