趣味の切手・コインの即売会「第 47 回おおさか大収集まつり」が大阪・心斎橋にて
10 月 4 日(金)から 10 月 6 日(日)まで 3 日間開催
日本郵便切手商協同組合（東京都公安委員会許可：第 301080307327 号 事務所：東京都港区）は趣味の切
手コインの即売会「第 47 回おおさか大収集まつり」を 10 月 4 日(金)から 10 月 6 日(日)まで地下鉄御堂筋
線心斎橋駅すぐの御堂筋ビル 9 階御堂筋ホール心斎橋にて 3 日間開催します。入場は無料です。
47 回目となるおおさか大収集まつりは日本貨幣商協同組合との共催催事となり、西日本最大級の切手・貨
幣の即売会となります。日本全国より切手コインの専門店 36 社が出店し、珍品・逸品・目玉商品を数多く
取り揃えております。
企画商品として切手は日本郵便切手商協同組合鑑定書付(以下:鑑定書付)「竜文切手 48 文 未使用 美品」と
「飛行試行切手 2 種 未使用 ヒンジ付」を、貨幣は「ラグビーワールドカップ 2019 日本大会記念 1,000 円
銀貨幣」と「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会記念 1,000 円銀貨幣 第二次発行分」を販
売します。
「竜文切手」は明治 4 年に発行された日本最初の切手であり、印刷方式も手彫で掘られた版を使
用した竜図案の切手です。また「飛行試行切手」は大正 3 年に発行された普通切手の 1 銭 5 厘と 3 銭に飛
行機の図案を石版印刷で加刷した切手で、当時としては発行枚数が少ない珍しい切手です。
飛行試行切手は大正 8 年に日本で初めての東京－大阪間で行われた航空郵便の試行を記念して発行された
記念切手です。東京と大阪の郵便局のみで発売されたため発行枚数も限られました。加刷された元の切手は
当時のはがき・封書普通郵便の料金である 1 銭 5 厘と 3 銭であり、発行枚数も現存数も多い切手です。そ
のため本物の切手に偽の加刷をした偽物が数多く存在しています。年々印刷技術が向上し一目ではわから
ない精巧に作られた偽物も流通しております。以前であればこのようのものは、切手店に入ってきた時点で
参考品や収集の穴埋め用などとして扱われてきました。しかしインターネットの普及で個人間での切手の
売買が増えたため、竜切手・飛行試行切手とも模造品・偽物が多く出回り高額で取引されております。その
ため真贋が不安なお客様にも安心してご購入頂けるように、今回企画商品として鑑定書付の商品をご用意
いたしました。
専門家による「買い入れコーナー」を設け、受け継がれたものや、ご自身でお集めになられたご収集品の買
い入れを行います。買い受けに関しては切手や貨幣関係のみならずテレホンカードなども行っております。
また日本郵便切手商協同組合主催催事では恒例となりました 1 回 500 円・外れなしの「お楽しみ抽選会」
をおおさか大収集まつりでも開催します。会場内で使える「お買物券」や古い切手のセット、特別賞として
今年 7 月に発行された「日本切手カタログ 2020」が当たります。
「おおさか大収集まつり」
■開催日時
10 月 4 日(金)

11：00～18：00

10 月 5 日(土)

10：00～18：00

10 月 6 日(日)

10：00～16：00（最終日の入場は 15：30 まで）

■開催会場
御堂筋ビル 9 階 御堂筋ホール心斎橋
住所：大阪市中央区西心斎橋 1 丁目 4 番 5 号
アクセス：地下鉄御堂筋線「心斎橋駅」下車 7 番出口より徒歩 1 分、4 番出口より徒歩 2 分、地下鉄御堂
筋線「難波駅」下車 徒歩 10 分
■入場料：無料
■企画商品
「竜文切手 48 文 未使用 鑑定書付 美品」 30,000 円～(税込)
「飛行試行切手 2 種完 未使用 鑑定書付 ヒンジ付」100,000 円～(税込)
「日本最初の記念切手 明治銀婚 2 銭 美品」 10,000 円～(税込)
「ラグビーワールドカップ 寄付金付シート」 1,500 円～(税込)
「令和元年 特別お年玉小型シート(シリアルナンバー無)」 2,000 円～(税込)
「昭和 39 年東京オリンピック寄付金付き小型シート 6 種揃」 1,500 円～(税込)
「東京 2020 オリンピック競技大会記念 1,000 円銀貨幣 第二次発行分 陸上競技」 15,000 円～(税込)
「東京 2020 オリンピック競技大会記念 1,000 円銀貨幣 第二次発行分 バドミントン」15,000 円～(税込)
「東京 2020 オリンピック競技大会記念 1,000 円銀貨幣 第二次発行分 野球･ソフトボール」15,000 円～(税
込)
「東京 2020 パラリンピック競技大会記念 1,000 円銀貨幣 第二次発行分 水泳」 15,000 円～(税込)
「文政小判金 美品」 190,000 円～(税込)
「天保小判金 美品」 180,000 円～(税込)
「元文小判金 美品」 200,000 円～(税込)
「地方自治法施行 60 周年記念シリーズ 1,000 円カラー銀貨」 各 8,000 円～(税込)
「ラグビーワールドカップ 2019 日本大会記念 10,000 円金貨」 178,000 円～(税込)
「ラグビーワールドカップ 2019 日本大会記念 1,000 円銀貨」 15,000 円～(税込)
「東京 2020 オリンピック 1,000 円銀貨 リオ 2016-東京 2020 オリンピック開催引継記念」 35,000 円～
(税込)
「東京 2020 パラリンピック 1,000 円銀貨 リオ 2016-東京 2020 オリンピック開催引継記念」 20,000 円
～(税込)
「東京 2020 オリンピック 10,000 円金貨 第一次発行 流鏑馬」 150,000 円～(税込)
「東京 2020 オリンピック 1,000 円銀貨 第一次発行 水泳」 17,000 円～(税込)
「東京 2020 パラリンピック

1,000 円銀貨

第一次発行 柔道」 13,000 円～(税込)

「東京 2020 オリンピック 100 円クラッド貨幣 第一次発行 フェンシング」 200 円～(税込)
「東京 2020 パラリンピック

100 円クラッド貨幣

第一次発行 ボッチャ」 200 円～(税込)

「天皇陛下御在位 30 年記念プルーフ貨幣セット 10,000 円金貨単体」 168,000 円～(税込)
「天皇陛下御在位 30 年記念プルーフ貨幣セット 2 点(金貨＆500 円)セット」 170,000 円～(税込)
「天皇陛下御在位 30 年記念

500 円バイカラー・クラッド貨幣」 800 円～(税込)

※各ご提供商品は数に限りがありますので、売り切れの際はご容赦下さい。
■出店社(順不同)： 新橋スタンプ商会、フクオスタンプ社、銀座ステラ、薄井美術店、駅前コイン、寺島コ
イン、ファミリースタンプ、ロイヤルコイン、中川スタンプコイン商会、城南堂美術店、アカデミー商会、
ワタナベコイン、大盛スタンプコーナー、ユキオスタンプ、杉本梁江堂、サンスタンプコイン、日郵コイン、
はせ川商会、コレクションハウス、モリシタ、銀座コイン、セキグチ、ダルマ、大日スタンプ、日本フィラ
テリックセンター、アローインターナショナル、日本郵便趣味協会、永楽堂、エーススタンプ、ワールドコ
インズジャパン、泰星コイン、和楽屋、古仙堂、ケネディ・スタンプ・クラブ、松浦古銭堂、嵯峨乃コイン
■主催：日本郵便切手商協同組合 ■共催：日本貨幣商協同組合

