趣味の切手・コインの即売会「第 51 回おおさか大収集まつり」が大阪・心斎橋にて
10 月 1 日(金)から 10 月 3 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）と日本貨幣
商協同組合は趣味の切手コインの即売会「第 51 回おおさか大収集まつり」を 10 月 1 日(金)から 10 月 3 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。
51 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・貨幣の専門店 34 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。
広告掲載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」を、貨幣は日本貨幣商協同組合鑑定書付(以下:鑑付)「旧一円金貨 明治 4 年銘 後期 鑑付 極美
品」を販売します。また特別奉仕品として「郵便創始 80 年記念 小型シート 未使用 美品」
「日米修好通商
百年記念小型シート」
「犬山こども博 小型シート 未使用 美品」
「東京切手展 未使用 美品」
「郵便創業 150
年記念 通常版 切手帳」
「郵便創業 150 年記念 特別版 切手帳」を販売します。
「郵便創始 80 年記念 小型シート」は、昭和 26 年(1951 年)4 月 14 日に郵便事業 80 年を記念して発行され
ました。図案に採用された「前島密」は、日本の近代郵便の父と呼ばれ、日本の郵便制度の仕組みを築いた
主要な一人です。また肖像画は戦後に発行された 6 種の 1 円切手や、特別奉仕品であり世界初の和紙シー
ル式切手シートの「郵便創業 150 年 特別版 切手帳」など数多く切手の図案に採用されています。今年は郵
便創業 150 年の年にあたるため、郵便創業を記念して発行された切手を特別奉仕品にしました。
専門家による「無料鑑定買取コーナー」を設け、受け継がれたものや、ご自身でお集めになられた収集品の
買取を行います。買取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。
また毎年好評である 1 回 500 円・はずれ無しの「お楽しみ抽選会」を今年も開催します。会場内で使える
「お買物券」や古い切手や古銭のセットが当たります。
「新型コロナウイルス感染症予防について」
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および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。

「おおさか大収集まつり」
■開催日時
10 月 1 日(金)

11：00～18：00

10 月 2 日(土)

10：00～18：00

10 月 3 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・近鉄・南海「難波駅」下車 徒歩 10 分
■入場料：無料
■広告掲載品
「日本最初の切手 竜文切手 48 文 鑑 未使用 美品」 35,000 円(税込)
「旧一円金貨 明治 4 年銘 後期 鑑付 極美品」 60,000 円(税込)
■特別奉仕品
「郵便創始 80 年記念 小型シート 未使用 美品」 3,000 円(税込)
「日米修好通商百年記念小型シート」 2,000 円(税込)
「犬山こども博 小型シート 未使用 美品」 40,000 円(税込)
「東京切手展 未使用 美品」 23,000 円(税込)
「郵便創業 150 年記念 通常版 切手帳」 2,300 円(税込)
「郵便創業 150 年記念 特別版 切手帳」 8,000 円(税込)
■企画商品
「天保小判金 美品」 190,000 円～(税込)
「文政小判金 美品」 200,000 円～(税込)
「元文小判金 美品」 240,000 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」 200,000 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～第四次発行」 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～第四次発行」 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」 170,000 円～(税込)
「東京 2020 パラリンピック 10,000 円金貨 第四次発行
「東京 2020 オリンピック・パラリンピック

聖火ランナー」 160,000 円～(税込)

100 円クラッド貨幣

第一次発行～第四次発行」 各 200 円

～(税込)
「郵便制度 150 周年記念貨幣 10,000 円金貨」 180,000 円～(税込)
「郵便制度 150 周年記念貨幣 1,000 円銀貨」 18,000 円～(税込)
「近代通貨制度 150 周年記念 10,000 円金貨」 180,000 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)：城南堂古美術店、ダルマ、薄井美術店、駅前コイン、日本郵便趣味協会、モリシタ、日
郵コイン、八王子ムササビコイン、ロイヤルコイン、杉本梁江堂、大盛スタンプコーナー、ユキオスタンプ、
和楽屋、新橋スタンプ商会、㈱アカデミー商会、コレクションハウス、エーススタンプ、大日スタンプ、サ
ンスタンプコイン、古仙堂、ワタナベコイン、ワールドコインズ・ジャパン、日本フィラテリックセンター、
銀座コイン、フクオスタンプ社、永楽堂、松浦古銭堂、ファミリースタンプ、セキグチ、銀座ステラ、泰星
コイン、ケネディ・スタンプ・クラブ、アローインターナショナル、嵯峨乃コイン、
■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/)
■共催：日本貨幣商協同組合
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