
第60回
大阪駅前第３ビルバザール

ご案内

2月23日（土）　10時開場〜 17時まで
　　　　　   2月24日（日）　　　　　〃　

大阪駅前第３ビル17Ｆルーム２・３・５及びルーム７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5月25 〜 26日、8月24 〜
25日、12月7 〜 8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、5月25 〜 26日開催の『第61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
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《ルーム７》
　　向かい側の小部屋　　



第60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。
新規に値付けした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「PRINZ社ロングピンセット」です。
OPP袋やセロケースのご注文はリストをご覧下さい。ガラポン抽選は24日（日）に勿論実
施いたします。

♧　⑭〜⑮　京都タナベスタンプ
お陰様で８回目の出店を迎える事ができ、感謝申し上げます。
❶最新エンタイヤ封筒・はがき多数用意しました。鉄郵印・琉球及び切手各種。
❷記念額面20円・40円・50円の田型未使用切手500組額面販売で用意しました。
❸恒例の満月印菊20銭・記念・普通・インクジェット。
❹日本年賀小型シート・記念小型シート。
❺日本記念・ふるさと・普通使用済・キューバ使用済切手。
❻外国切手関心をもって頂いてますが、中国・香港・マカオ・韓国・北朝鮮・台湾・英国・
フランス・スイス・仏領南極・英領南極・航空切手・アラカルトの未使用を10%割引します。
❼中国・香港ＦＤＣ・英国切手帳は今回持参しませんのでご希望の場合はご連絡ください。
❽中古ストックブック６冊（10段／ 12頁、14頁）用意しました。１冊300円です。
❾紙付き切手100g500円に変更しました。

♧　⑳〜㉑　米倉正裕
弘済会製のF・D・C児童憲章以後の分入荷、適価にて。又、コイル貼40円〜 62円記念貼
カバー 200〜 300円にて販売します。



♧　㉖　サムシング・アダチ
新入荷しました英領や欧州、トピカルのロットを販売します。１万円位までで楽しめます。
日本も新入荷品のみ持参します。付属品の割引販売もいつも通り致します。

♧　㉗　日本郵楽会・岡山
ベテランコレクターの収集品のエンタがメインですが、今回は絵葉書も持参いたします。

♧　㉘〜㉛　ミステリー？？？
常連の出店者を中心に、飛び込み、気まぐれさんも含めてのカバー、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。

♧　㉜　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。

♧　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
絵葉書専門機関紙の会報を読むと最近、欧米に行ったが各国共、自国も日本のものも、良
品がほとんど無く帰路に着いたとある。その内と思っているより今日、出会ったものを大
切に、その方が永く楽しめると言うもの。

♧　㊴〜㊶　TACHIBANA
今回は、外国切手新着品の他にカバーを大量に持参します。トピカル関係に加え、連合国
占領下のドイツものを特に多数用意します。	

♧　㊷　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。

♧　㊸〜㊹　日本フィラテリックセンター
弊社１月オークションも無事盛会に終了致しました。今回も両日午後より３月開催の700
回記念オークションのダイジェスト版下見が店舗にて可能です。



♧　㊺　ツインズランド
❶戦前記念未使用、制定シート飛行試行など全揃え。
❷Ｕ小判２銭、ボタ印を中心とした、使用例のコレクションのロット売り。
❸英国使用済コレクション、ペニーブラック、ブルーペニーを含むアルバム１冊のロット
売り。
❹英国ダイアナ元国王妃コレクションアルバム２冊のロット売り。

♧　㊻　赤ヒゲスタンプ
最新の満月印１枚30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。

♤　㉒〜㉓　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。

♤　㉔〜㉕　ひげ美術
趣味、資料、著名人エンタ、＠100円官私ハガキ類、鉄道記念絵ハガキ袋入、軍隊まんがセッ
ト２組持参。

♢　⑪〜⑫、㊼　スタンぺディアオークション
第９回フロアオークションのカタログをどこよりも早く無料配布いたします。現品の下見
も実施いたします。その他、各種手続き、ご相談も可能です。

♢　⑬　久米要三郎
久しぶりの出店です。いつもの売り切りスタイルで、九州価格で新商品を提供します。

♢　⑯　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。

♢　⑰　さくらスタンプ
琉球と外国の専門SHOPです。
❶琉球Ｂ円、ドルエンタイヤ各種取り揃え。１次初版10s、30s、１y済３万円。
ハワイ広幅加刷５万円。
❷外国　国別コレクション（イスラエル、シリア、エチオピア、コロンビアなど）、テーマ
別リーフ売り。
❸日本ふるさと　Ｈ４発行　ご当地消しリーフ売り。



♢　⑱　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。

♢　⑲　チャリ銭屋
日曜日のみですが、値段の安さと、品物の新鮮さは今までと全く変わりません。スタイル
はいつもと同じ小銭で楽しめるディールです。交換次第で隠れているものも出て来るかも。
値切らずとも黙って端数は切り捨てです。それでもお支払いはチャリ銭になるのです。

♢　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までロット物をはじめ、オークションネ
タや毛色の変わった消印など、お手頃価格で放出いたします。

♢　㉔〜㉕　ガレージショップ
❶エンタイアは外信ものに加え満州、旧中国、軍事、鉄郵などが揃いました。
❷消印物は＠30円からのお値打ち品です。
❸琉球は正刷はがき、消印物などを持参します。
❹その他コレクションものなど、テーブル狭しと並べます。ゆっくりお楽しみ下さい。

♢　ルーム７　Ⓑ　ニシノミヤ
場所はオークション、バザールルームの向かいの小部屋です。
広々としたスペースで商品を目一杯並べます。

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日本通常未使用（小判〜２次円単位まで）　カタログの５%〜
　❸同一切手多数貼りのカバー←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！

日曜日のみですが、ゆっくりとお楽しみいただけるでしょう。



　　　　　　2月23日（土）　　　　　　　　2月24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　　　　　　〃　　　　　　　　　スタンペディアオークション
　⑬　　　　　　　　〃　　　　　　　　　久米要三郎
　⑭〜⑮　　京都タナベスタンプ　　　　　京都タナベスタンプ
　⑯　　　　ジャパン・スタンプ商会　　　山城屋
　⑰　　　　　　　　〃　　　　　　　　　さくらスタンプ　　　　
　⑱　　　　　　　　〃　　　　　　　　　能登路スタンプ
　⑲　　　　　　　　〃　　　　　　　　　チャリ銭屋
　⑳〜㉑　　米倉正裕　　　　　　　　　　米倉正裕　　　　　　　　　
　㉒〜㉓　　郵文堂　　　　　　　　　　　阪神郵趣会
　㉔〜㉕　　ひげ美術　　　　　　　　　　ガレージショップ
　㉖　　　　サムシング・アダチ　　　　　サムシング・アダチ
　㉗　　　　日本郵楽会・岡山　　　　　　日本郵楽会・岡山
　㉘〜㉛　　ミステリー？？？　　　　　　ミステリー？？？
　㉜　　　　ゼネラルスタンプ　　　　　　ゼネラルスタンプ　　　　　
　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
　㊴〜㊶　　TACHIBANA　　　　　　　　  TACHIBANA
　㊷　　　　河南郵趣　　　　　　　　　　河南郵趣
　㊸〜㊹　　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
　㊺　　　　ツインズランド　　　　　　　ツインズランド
　㊻　　　　赤ひげスタンプ　　　　　　　赤ひげスタンプ
　㊼　　　　ジャパン・スタンプ商会　　　スタンペディアオークション

　《ルーム７》

　Ⓐ　　　　ジャパン・スタンプ商会　　　ジャパン・スタンプ商会
　Ⓑ　　　　　　　　〃　　　　　　　　　ニシノミヤ



フロアオークションタイムテーブル
　　　　　  　  2月23日（土）　　　　　  2月24日（日）
　　　　　  13時15分　 0001 〜　　 13時15分　 1707 〜
　　　　　  13時30分　 0116 〜　　 13時30分　 1821 〜
　　　　　  13時45分　 0232 〜　　 13時45分　 1936 〜
　　　　　  14時00分　 0348 〜　　 14時00分　 2050 〜
　　　　　  14時15分　 0464 〜　　 14時15分　 2164 〜
　　　　　  14時30分　 0580 〜　　 14時30分　 2279 〜
　　　　　  14時45分　 0696 〜　　 14時45分　 2393 〜
　　　　　  15時00分　 〜 0812　　 15時00分　 〜 2509
　　　　　　　　30分休憩　　  　　　　　30分休憩
　　　　　  15時30分　 0813 〜　　 15時30分　 2510 〜
　　　　　  15時45分　 0940 〜　　 15時45分　 2628 〜
　　　　　  16時00分　 1068 〜　　 16時00分　 2747 〜
　　　　　  16時15分　 1195 〜　　 16時15分　 2865 〜　　　　　
　　　　　  16時30分　 1323 〜　　 16時30分　 2984 〜
　　　　　  16時45分　 1450 〜　　 16時45分　 3102 〜
　　　　　  17時00分　 1578 〜　　 17時00分　 3221 〜
　　　　　  17時15分　 〜 1706　　 17時15分　 〜 3338　　　
　　　　　　　  １日目終了　　　　第106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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