
第66回
大阪駅前第３ビルバザール

ご案内

2月27日（土）　10時開場〜 17時まで
　　　　　   2月28日（日）　　　　　〃　

　大阪駅前第３ビル17Ｆルーム２・３・５及びルーム６（日曜日）
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29 〜 30日、12月5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29 〜 30日開催の『第67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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　　　　　　2月27日（土）　　　　　　　　 2月28日（日）
　①〜㉑　　ジャパン・スタンプ商会　　　ジャパン・スタンプ商会
　㉒〜㉓　　郵文堂　　　　　　　　　　　　　　　　〃
　㉔〜㉕　　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
　㉖　　　　ツインズランド　　　　　　　ツインズランド
　㉗　　　　久米要三郎　　　　　　　　　久米要三郎
　㉘〜㉛　　ミステリー？？？　　　　　　ミステリー？？？
　㉜　　　　サムシング・アダチ　　　　　サムシング・アダチ
　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　　　　ゼネラルスタンプ　　　　　　ゼネラルスタンプ
　㊸〜㊹　　米倉正裕　　　　　　　　　　米倉正裕
　㊺〜㊼　　ジャパン・スタンプ商会　　　ジャパン・スタンプ商会

2月28日（日）ルーム６

　　　Ⓐ　　山城屋　　　　　　　　　ⒼⒽⒾⒿ　ニシノミヤ
　　　Ⓑ　　H・V・Wスタンプ　　　  ⓀⓁ　　　阪神郵趣会
　　　ⒺⒻ　ガレージショップ　　　　Ⓜ　　　　チャリ銭屋

バザール会場のオープンは10時からです。

新型コロナウィルス対策のための「三密」防止の観点から10時以前の

廊下での行列はお控え下さい。並ばれても解散をお願いせねばなりま

せんので、ご協力お願いいたします。



第66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。
特に今回はCOVID-19感染防止の為、イベント全体でのソーシャルディス
タンスが必要です。10時の開場前の行列もお控えいただかなければなりま
せん。ブースホルダーの方にもご協力をいただき、お客様のご入場は10時
〜を徹底させていただきます。土日両日共に17階への時間前の立ち入りは
ご遠慮願います。

♧　①〜㉑他　ジャパン・スタンプ商会
今回は広いスペースが使えますので商品をゆったりと並べます。平常の販
売品も額面売りシート、OPP入り使用済も大幅に増えています。弊社のス
タイルは、全てご自分で捜して貰うのが全てです。これが欲しい…という
お申し出には応えられません。ガラポン抽選は（日）に実施いたします。ハ
ズレ券5枚・10枚での豪華商品提供も勿論継続します。今回も「クーポン券」
をお送りしております。「さくら切手型録2021」「組合編日本切手カタロ
グ2021」他、過去のイベントで貰い忘れた物を提供いたします。まだお引
き換えされていない方は是非今回ご持参下さい。

♧　㉔〜㉕　日本フィラテリックセンター
土・日両日共午前中を中心に特価品を持参いたします。午後は駅前第２ビ
ル２Ｆの店舗にて３月のフロアオークションの下見をしていただけます。

♧　㉖　ツインズランド
❶1955年以降日本記念切手使用済のマーキュリーアルバム４冊１組のロット売り。
❷喜望峰三角切手を含む英領クラシックのロット売り。
❸オーストラリア、ニュージーランドの国別コレクションのロット売り。
❹日本切手全般を取りそろえておりますので、ご来店をおまちしております。

♧　㉗　久米要三郎
今回は２日共参加いたします。いつもの使用済と戦前の外信関係（満州、朝
鮮他）のエンタイア、未使用、小型シート、単片も用意しています。

♧　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。久しぶりなので、新規品も大幅に増えています。



♧　㉜　サムシング・アダチ
今回は２日間出店致します。今回も外国中心で特に蝶切手を整理して持参
致します。あと外国・日本の袋物・ロットなど、勿論付属品の割引販売は
継続して行います。

♧　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。新規のテーマもいくつか準備しています。

♧　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。前回のオン・オフペーパーは大いに
盛り上がりました。オークションレベル品もたくさん入っていた様です。

♧　㊲〜㊳　寸葉
アーカイブ会社からの提供品を受け「スポーツ」を発表させて頂きます。交
通アーカイブも一部乍らご覧下さい。探求者さん分の物は持参し、お捜し
物あれば是非ご相談下さい。

♧　㊴〜㊶　TACHIBANA
壁際に３テーブルで復活しました。いつも通り、外国、トピカル他は見易
く整理して、これでもかっと並べています。

♧　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。

♧　㊸〜㊹　米倉正裕
新入荷のエンタ、絵葉書等を整理して、持参します。乞御期待。

♤　㉒〜㉓　郵文堂
今回も土曜日のみで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。

♢　Ⓐ　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。

♢　Ⓑ　H・V・Wスタンプ
初出店ですが何それ？かな。ネーミングのHyena. Vulture.Wolfから推測
して下さい。



♢　ⒺⒻ　ガレージショップ
❶エンタイアは外信もの中高級クラスを中心に追加しています。
❷消印ものは戦後初期記念を追加品揃え。
❸今回のみ持参する手彫桜から小判を軸に戦前普通切手未使用が目玉。
❹定番の琉球いろいろ。
❺その他コレクションリーフ、ロットものなど。

♢　ⒼⒽⒾⒿ　ニシノミヤ
❶日本消印モノ・カバー
　⓵昭和30 〜 40年代前半の切手帖格安販売（カタログの10% 〜 15%位）
　⓶戦前〜昭和40年代位のカバー色々（記念貼、外信便多数）
　⓷同一切手多数貼りのカバー（記念、通常）　色々あります。
　⓸今回は、エンタ等のミステリーパック（3,000円〜お買い得品）作成予定
❷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）
❸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。
❹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）

♢　ⓀⓁ　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。

♢　Ⓜ　チャリ銭屋
今回も店主はファミリーストップの為に不在です。だから優秀な番頭さん
が２人で頑張ります。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。
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フロアオークションタイムテーブル

　　　　　  　  2月27日（土）　　　　　  2月28日（日）

　　　　　  13時45分　 0001 〜　　 13時45分　 1352 〜　　　　
　　　　　  14時00分　 0123 〜　　 14時00分　 1475 〜
　　　　　  14時15分　 0246 〜　　 14時15分　 1599 〜
　　　　　  14時30分　 0369 〜　　 14時30分　 1722 〜
　　　　　  14時45分　 0492 〜　　 14時45分　 1846 〜
　　　　　  15時00分　 〜 0615　　 15時00分　 〜 1969
　　　　　　　　30分休憩　　　　　　　 30分休憩
　　　　　  15時30分　 0616 〜　　 15時30分　 1970 〜
　　　　　  15時45分　 0738 〜　　 15時45分　 2093 〜
　　　　　  16時00分　 0861 〜　　 16時00分　 2217 〜
　　　　　  16時15分　 0983 〜　　 16時15分　 2340 〜
　　　　　  16時30分　 1106 〜　　 16時30分　 2463 〜
　　　　　  16時45分　 1228 〜　　 16時45分　 2587 〜
　　　　　  17時00分　 〜 1351　　 17時00分　 〜 2709
　　　　　　
　　　　　　　  １日目終了　　　　第116回フロアセール終了　　　　　  
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