趣味の切手・コインの即売会「第 2 回福岡・天神 切手・コインまつり」が
福岡・天神にて 10 月 30 日(金)から 11 月 1 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 2 回福岡・天神 切手・コインまつり」を 10 月 30 日(金)から 11 月 1 日(日)まで福岡
市の中心部・天神にあるエルガーラホール 7F 多目的ホールにて 3 日間開催します。入場は無料です。
新型コロナウイルス感染症について、ご来場のお客様には、通常の感染症対策と同様に感染の拡大予防の趣
旨をご理解していただき、以下の点につきましてご協力をお願いいたします。
・開場前お並びの際、ご入場及び会場内はマスクの着用をお願い致します。マスクの着用がないと入場でき
ません。
・マスクを外しての会話や大声での会話はお控えください。
・入口で検温の上ご入場できます。発熱のある方は、ご入場できません。
・時間での入れ替え制を行う場合があります。
・ご入場時にお名前と電話番号のご記入をお願い致します。
・会場内各所に消毒用スプレーを用意しておりますので、こまめに消毒してください。
・厚生労働省の新型コロナウイルス接触アプリ【COCOA】のインストールもお勧め致します。
・その他、スタッフや係員の指示に従ってください。
昨年に続き 2 回目となる福岡・天神 切手・コインまつりは、新型コロナ感染症の影響により日程を変更し
て開催します。九州最大級の切手・貨幣の即売会となり、日本全国より切手コインの専門店 13 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。
特別奉仕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)「日本最初の切手 竜文切手 48 文 鑑 未
使用 美品」と「世界最初の切手 イギリス ペニーブラック 使用済」を、貨幣は日本貨幣商協同組合鑑定書
付(以下:鑑付)「新 10 円金貨 鑑付」を販売します。
「ペニーブラック」は、1840 年にイギリスにて発行された世界最初の切手の 1 種で額面は 1 ペニーです。
図案はヴィクトリア女王の肖像で黒色印刷され、紙には偽造防止のすかしが入っています。この「ペニーブ
ラック」は世界最初の切手であることもあり、未使用・使用済ともに日本国内にとどまらず世界各国の収集
家の間で人気の切手の 1 枚です。ペニーブラックの未使用は使用済よりも現存数が少なく高価なため、今回
特別奉仕品として「世界最初の切手 イギリス ペニーブラック 使用済」をご用意いたしました。
また専門家による「買い入れコーナー」も設け、受け継がれたものや、ご自身でお集めになられた収集品の
買い入れを行います。買い入れ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。
「第 2 回福岡・天神 切手・コインまつり」
■開催日時
10 月 30 日(金)

11：00～18：00

10 月 31 日(土)

10：00～18：00

11 月 1 日(日)

10：00～16：00（最終日の入場は 15：30 まで）

■開催会場
エルガーラホール 7F 多目的ホール
住所：福岡県福岡市中央区天神 1 丁目 4 番地 2 号
アクセス：西鉄福岡(天神)駅 徒歩 3 分、市営地下鉄空港線天神駅 徒歩 5 分、市営地下鉄七隈線天神南駅 徒
歩 1 分、西鉄バスターミナル 徒歩 3 分
■入場料：無料
■特別奉仕品
「日本最初の切手 竜文切手 48 文 未使用 鑑 美品」 30,000 円～(税込)
「新 10 円金貨 鑑付 未使用」 98,000 円～(税込)
「世界最初の切手 イギリス ペニーブラック 使用済」 15,000 円～(税込)
■奉仕品
「天保小判金 美品」 180,000 円～(税込)
「文政小判金 美品」 190,000 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 7,000 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」 240,000 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」 18,000 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 1,000 円銀貨 第一次発行 第二次発行 第三次発行」 各 15,000 円～(税込)
「東京 2020 パラリンピック 1,000 円銀貨

第一次発行 第二次発行 第三次発行」 各 13,000 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」 170,000 円～(税込)
「東京 2020 オリンピック 10,000 円金貨 第三次発行 勝利と栄光」 160,000 円～(税込)
「東京 2020 オリンピック・パラリンピック

100 円クラッド貨幣 第一次発行 第二次発行 第三次発行」

各 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」 170,000 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」 172,000 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)
「天皇陛下御即位記念プルーフ貨幣セット

10,000 円金貨単体」 180,000 円～(税込)

「天皇陛下御即位記念プルーフ貨幣セット 2 点(金貨＆500 円)セット」 182,000 円～(税込)
「天皇陛下御即位記念 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)： 福岡スタンプ、ファミリースタンプ、大盛スタンプコーナー、日本郵便趣味協会、ユキ
オスタンプ、エーススタンプ、中川スタンプコイン商会、大日スタンプコイン、セキグチ、和楽屋、日郵コ
イン、コレクションハウス、永楽堂
■主催：日本郵便切手商協同組合(住所：東京都港区新橋 2-16-1-612
http://www.jsda-tokyo.jp/)
後援：日本貨幣商協同組合
協力：古銭・切手掘出し市

TEL：03-3580-6729
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