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外国パケット販売価格表　P-377　2015.11.4. 発行

マルメイト
〒 221-0822 横浜市神奈川区西神奈川 1-7-8   ことぶきビル 1F
TEL 045-323-3869FAX 045-323-4142
stamp@marumate.com　　http://www.marumate.com/ 

お申し込み方法

1) ご注文方法は下記の何れかからお選び下さい。( 商品は入金確認後の発送となります。)

現金書留 注文書は代金と一緒にお送り下さい。

お振込み

下記いずれかの口座にご送金ください。振込料はお客様ご負担でお願いします。

郵便振替 口座番号 : 00260-4-83913　加入者名 : 株式会社マルメイト

銀行振込
三井住友銀行　東神奈川支店　普通 6944532　ソゴウ　ユウキ

楽天銀行　第二営業支店 　普通 7505359　カ）マルメイト

注文書は郵便、FAX、e-mail( 添付ファイル不可、メーラー本文にご記入ください ) などでお送り下さい。

郵便為替 郵便局窓口で、郵便為替証書、または定額小為替証書をご購入の上、注文書と共にお送り下さい。

切手代用

合計代金の 30% 増分の切手を、注文書と共にお送り下さい。但し、額面 80 円以上の切手で代用される
場合は 20% 増しで結構です。

※ 下記事項をご留意下さいますようお願い致します。
＊糊落、破損の切手はお受けできません。
＊できるだけ、額面別に仕分けしてお送り下さい。
＊バラ切手の場合、商品の発送が遅れる場合があります。

収入印紙 
代用

合計代金の 20% 増分の収入印紙を、注文書と共にお送り下さい。

※ 下記事項をご留意下さいますようお願い致します。
＊糊落、破損の収入印紙はお受けできません。
＊額面 200 円未満の収入印紙はお受けできません。

2) 包装送料は下表を目安として加算してください。過不足が生じた場合は、精算させて頂きます。

ご注文品の内容 普通 簡易書留 書留 速達

総合計 500 種まで 300 円 600 円 720 円 570 円

総合計 2000 種まで 450 円 750 円 870 円 820 円

総合計 2000 種以上 1,000 円 1,300 円 1,400 円 1,300 円

※	往復何れの場合でも普通郵便の不着事故についての責任は当方では負いかねます。

3) マルメイト会員 ( 年会費 2000 円 ) の方は、掲載価格から 3% 割引になります。ただし店頭でのご購入時や、弊社 web ショッ
プ掲載品をショップカートを通してご注文いただいた場合には、割引対象外となります。

4) 表示価格には消費税が含まれています。

お
申
込
先
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国別パケットパケットをご注文の前に
お読みください。

＊パケットとは発行国、地域、切手図案な
どをもとに分類され袋詰めされた商品です。
重複なく効率よく多くの切手を手に入れる
ことができます。

＊パケットは若干数の過不足やキズ品が含
まれる場合がありますが、その点を考慮し
て価格設定されています。1 枚づつお求めに
なるよりずっとお徳です。

＊パケットの切手は、基本的に使用済です
が発行国の郵便事情によっては未使用の場
合もあります。

＊「美麗」と表示のあるパケットは、記念
切手など、やや大きめの切手が主体に袋詰
めされています。

＊外国では一つの発行目的のもとに、複数
の切手を 1 セットとして一度に発売するこ
とがよくあります。「完揃い」と表示のある
パケットはセット切手をすべて含むと云う
意味です。

＊同じ図案の切手でも、印刷形式、目打、
印刷の色合い、透かしなどが異なっている
ものについては別種のものとして取り扱わ
れます。

＊同一国、同一テーマの種類数が大きい商
品には、種類数の小さい商品の切手が含ま
れ る ケ ー ス が 殆 ど で す。 例 え ば 300 種 と
600 種をお求めいただいても 900 種類には
なりません。多種の切手を手に入れたいの
であれば、初めからなるべく多種のパケッ
トを購入することをおすすめします。

＊似通ったテーマのパケット、例えば「航
空機」「旧式航空機」を一緒に購入された場
合には一部の切手が重複してしまう可能性
があります。

＊パケットは海外の複数の業者から仕入れ
していますが、メーカー国の認識の違いか
ら、地域区分、内容にやや厳密性を欠くこ
とも稀にあります。お含み置きをいただき
ました上でご注文くださいますようお願い
いたします。

＊商品の性質上、商品違いなどの場合を除
き、パケットのお買上後の返品や交換はお
受けできません。

( 国別 )

アフガニスタン 400 種	......................................8,000

アフガニスタン未使用 300 種	......................11,000

エーゲ海諸島 25種	..............................................1,800

エーゲ海諸島 100 種	...........................................9,300

アフリカ 1000 種	.................................................4,200

アデン・ステーツ 200 種	..................................4,100

アデン・ステーツ完揃 168 種	.........................3,800

アイツタキ島 50種	..............................................2,400

アイツタキ島 75種	..............................................4,000

アジュマン美麗 600 種	......................................6,500

オーランド諸島 50種	.........................................5,100

オーランド諸島 100 種	...................................13,000

アルバニア美麗 500 種	......................................6,500

オルダーニー島 25種	.............................................800

オルダーニー島 50種	.........................................3,000

アルジェリア 100 種	...........................................1,350

アルジェリア 200 種	...........................................2,600

アンドラ 50種	.......................................................2,000

アンドラ ( フランス )100 種.............................7,000

アンギラ 50種	.......................................................2,200

アンギラ 75種	.......................................................3,200

アンギラ 100 種	....................................................5,200

アンチグア・バーブーダ 50種	.......................1,300

アンチグア・バーブーダ 100 種	....................3,200

アゾレス 50種	.......................................................2,200

アラブ土侯国大型美麗 2000 種	...................11,000

アルゼンチン 200 種	...............................................600

アルゼンチン美麗 500 種	..................................2,600

アルゼンチン美麗 1200 種	............................16,000

アルゼンチン未使用美麗 1000 種	..............40,000

アセンシヨン島 25種	.........................................1,900

アセンシヨン島 50種	.........................................4,000

オーストラリア美麗 200 種	.................................900

オーストラリア 500 種	......................................1,850

オーストラリア 800 種	......................................4,200

オーストラリア未使用 200 種	.........................9,000

オーストラリア未使用 500 種	......................27,000

オーストラリア	州切手 100 種	.......................6,300

豪州南極地方 50種	..............................................1,800

豪州南極地方 75種	..............................................5,700

オーストリア記念 200 種	..................................2,100

オーストリア未使用 100 種	.............................1,300

オーストリア記念 1000 種	............................22,000

オーストリア軍事切手 25種	...............................400

オーストリア軍事切手 50種	...........................1,500

バハマ 50種	...........................................................1,000

バハマ 200 種	.........................................................7,400

バハマ未使用 100 種	...........................................9,900

バングラディッシュ 200 種	.............................2,400

バングラディッシュ 300 種	.............................6,000

バルバドス 100 種	...............................................1,800

バルバドス 125 種	...............................................2,900

バルバドス 200 種	...............................................5,500

バストランド 50種	..............................................2,200

ババリア 100 種	....................................................2,900

ベナン美麗 100 種	...................................................900

ベナン 200 種	.........................................................2,200

ベナン 300 種	.........................................................4,900

ベルギー 100 種	........................................................300

ベルギー 300 種	........................................................800

ベルギー 1000 種	.................................................6,100

ベルギー 1500 種	..............................................14,500

ベルギー植民地 500 種	......................................3,300

ベルギー植民地 1000 種....................................8,100

ベルギー領コンゴ 100 種	..................................1,800

ベリーズ 100 種	....................................................1,500

ベクイア 100 種	....................................................1,400

ベクイア未使用 100 種	......................................1,600

バーミューダ島 100 種	......................................2,100

ブータン美麗 200 種	...........................................3,300

ブータン未使用美麗 50種	................................3,900

ボリビア 300 種	....................................................3,300

ボリビア 500 種	....................................................7,400

ボリビア 700 種	.................................................26,000

ボスニア・ヘルツ 50種	.....................................2,100

ボスニア・ヘルツ 100 種	..................................7,000

ボツワナ 100 種	....................................................1,600

ボツワナ 200 種	....................................................4,700

ブラジル 100 種	........................................................530

ブラジル 500 種	....................................................3,500

ブラジル記念 200 種	...........................................1,700

ブラジル記念 300 種	...........................................3,000

英領アフリカ未使用 500 種	..........................22,000

英領アフリカ 1000 種	........................................7,700

英領アジア 1000 種	.............................................5,300

英領アジア 2000 種	..........................................13,000

英領アジア未使用 800 種	...............................17,000

英領アジア未使用 1000 種	............................24,000

英領南極 50種	.......................................................4,900

英連邦 500 種	.........................................................1,200

英連邦 2000 種	......................................................6,000

英連邦未使用 1000 種	........................................6,000

英連邦未使用 2000 種	.....................................16,000

英連邦未使用美麗 500 種	..................................3,900

英領インド洋諸島 600 種	..................................2,400

英領インド洋諸島 1200 種	............................10,000

英領太平洋諸島 400 種	......................................5,900

ブルネイ 50種	.......................................................2,350

ブルネイ 100 種	....................................................5,500

ブルネイ 150 種	....................................................8,000

ブルキナファソ 50種	.............................................600

ブルキナファソ 75種	.........................................1,500

ブルキナファソ 100 種	......................................2,600

ブルガリア 100 種	...................................................270
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ブルガリア 300 種	...............................................1,000

ブルガリア 1000 種	.............................................6,500

ブルガリア美麗 200 種	..........................................850

ビルマ・ミャンマー 200 種	.............................4,400

ビルマ・ミャンマー 300 種	..........................11,000

ビルマ・ミャンマー未使用 175	種	............17,000

ビルマ・ミャンマー未使用 250 種.............31,000

ブルンジ美麗 200 種	...........................................1,750

ブルンジ美麗 300 種	...........................................2,450

カンボジア 200 種	...................................................800

カンボジア 300 種	...............................................1,400

カンボジア 400 種	...............................................2,500

カナダ 100 種	.............................................................300

カナダ 300 種	.............................................................600

カナダ 500 種	.........................................................1,200

カナダ 700 種	.........................................................2,600

カナダ 1000 種	......................................................7,400

カナダ美麗・記念 100 種	......................................350

カナダ美麗・記念 400 種	..................................1,800

カイマン諸島 100 種	...........................................3,000

ケープ・ベルデ 100 種	......................................2,600

ケープ・ベルデ 200 種	......................................5,500

喜望峰 15種	...........................................................3,700

カステルロッソ 15種	.........................................4,300

中米 300 種	.............................................................1,300

中米 500 種	.............................................................3,300

中米 1000 種	..........................................................6,000

CEPT ヨーロッパ切手 100 種	..............................800

セイロン /スリランカ 200 種	.........................1,500

セイロン /スリランカ未使用 200 種	...........4,500

セイロン /スリランカ未使用 300 種	........11,000

セイロン 200 種	....................................................3,000

チャド 400 種	.........................................................6,800

チャネル諸島 100 種	...............................................700

チャネル諸島 200 種	...........................................1,900

チャネル諸島 300 種	...........................................3,600

チリ 100 種	.................................................................500

チリ 200 種	.............................................................1,000

チリ 400 種	.............................................................2,600

チリ 500 種	.............................................................4,300

中国混合 500 種	....................................................5,200

シスカイ 100 種	....................................................6,800

クリスマス島 50種	..............................................2,300

クリスマス島 75種	..............................................3,500

クリスマス島 100 種	...........................................4,900

ココス島 50種	.......................................................2,000

コロンビア 800 種	...............................................9,000

コモロ諸島 25種	......................................................400

コモロ諸島 100 種	...............................................2,000

コモロ諸島 200 種	...............................................4,800

コンゴ 100 種	.........................................................1,000

コンゴ 200 種	.........................................................3,000

クック諸島 100 種	...............................................4,600

コスタリカ 300 種	...............................................3,800

コスタリカ 700 種	............................................17,000

クロアチア 100 種	...............................................1,400

クロアチア 150 種	...............................................2,300

クロアチア 200 種	...............................................4,300

クロアチア 1945 年以前 200 種	....................9,500

キューバ 200 種	....................................................1,100

キューバ 500 種	....................................................5,000

キューバ 1000 種	..............................................10,500

キューバ完揃 200 種	...........................................3,000

キューバ 1898 年以前 30種	............................4,900

キュラソ 50種	.......................................................1,050

チェコ共和国 100 種	...........................................1,050

チェコスロバキア 200 種	......................................300

チェコスロバキア美麗 200 種	.............................520

チェコスロバキア 300 種	......................................520

チェコスロバキア 1500 種	...............................7,500

ドミニカ連邦 100 種	...........................................1,800

ドミニカ連邦 150 種	...........................................3,400

ダホメ 100 種	.........................................................1,300

ダホメ 200 種	.........................................................5,500

ダホメ 250 種	.........................................................8,400

ダンチヒ 50種	.......................................................1,700

ダンチヒ 100 種	....................................................4,500

ダンチヒ 200 種	.................................................11,000

デンマーク 100 種	...................................................250

デンマーク 200 種	...................................................450

デンマーク 500 種	...............................................2,000

デンマーク 800 種	...............................................5,400

デンマーク美麗 50種	.............................................260

デンマーク美麗 200 種	......................................1,150

デンマーク美麗 300 種	......................................2,300

デンマーク 1000 種	..........................................10,000

ドミニカ共和国 300 種	......................................3,000

ドミニカ共和国 500 種	......................................8,500

ドバイ美麗 100 種	...............................................1,500

ドバイ 200 種	.........................................................4,000

エクアドル 100 種	...................................................850

エクアドル 200 種	...............................................2,400

エクアドル 300 種	...............................................4,700

エクアドル 400 種	...............................................5,600

エクアドル 700 種	............................................11,500

エジプト 200 種	....................................................1,300

エジプト 500 種	....................................................3,900

赤道ギニア小型シート 105 種	.........................2,700

エリトリア 50種	..................................................3,900

エストニア 100 種	...............................................3,700

エストニア ('40 年以前 )50 種	.........................3,100

エストニア (1991 年以降 )100 種	.................4,000

ヨーロッパ 10000 種	.......................................25,000

フィジー 50種	.......................................................1,400

フィジー 100 種	....................................................2,700

フィジー未使用 100 種	......................................3,200

フィンランド 300 種	...........................................2,000

フィンランド 500 種	...........................................4,200

フィンランド 700 種	........................................11,000

フィンランド 900 種	........................................15,000

フィンランド 1000 種	.....................................28,000

フィンランド美麗 400 種	..................................9,600

フィンランド美麗 500 種	...............................13,000

フューメ 50種	.......................................................2,000

フューメ 100 種	....................................................5,600

フォークランド 50種	.........................................1,600

フォークランド 75種	.........................................2,400

フォークランド 100 種	......................................5,000

フォークランド 300 種	...................................28,000

フェロー諸島 25種	..............................................1,250

フェロー諸島 30種	..............................................1,900

フェロー諸島 50種	..............................................2,900

フェロー諸島 100 種	...........................................7,900

フランス 100 種	........................................................300

フランス 200 種	........................................................700

フランス 300 種	....................................................1,150

フランス 1000 種	.................................................9,500

フランス美麗 300 種	...........................................3,900

仏共同体植民地 500 種	......................................3,300

仏共同体植民地 2000 種.................................13,000

仏共同体植民地 3000 種.................................22,000

仏領南方・南極 30種	.........................................2,500

仏領モロッコ 100 種	...........................................1,050

仏領モロッコ 300 種	...........................................5,200

仏領ポリネシア 50種	.........................................1,800

仏領ポリネシア 100 種	......................................7,900

ガンビア 75種	.......................................................3,200

ガンビア未使用 50種	.........................................2,200

ガンビア未使用 100 種	......................................6,200

ガボン 100 種	.........................................................2,900

全ドイツ 300 種	........................................................600

全ドイツ 500 種	....................................................1,200

全ドイツ 1000 種	.................................................3,200

全ドイツ 4000 種	..............................................30,000

全ドイツ記念 1000 種	........................................4,900

東ドイツ 100 種	........................................................270

東ドイツ 200 種	........................................................550

東ドイツ 1000 種	.................................................4,600

東ドイツ記念 200 種	...........................................1,800

東ドイツ記念 1000 種	........................................5,800

東ドイツ記念 1500 種	.....................................11,500

東ドイツ記念 500 種	...........................................4,200

西ドイツ 100 種	........................................................300

西ドイツ 300 種	....................................................1,200

西ドイツ美麗 200 種	...........................................1,700

ドイツ 1990 年以降 200 種	.............................1,100

ドイツ 1990 年以降 300 種	.............................2,400

ベルリン 100 種	....................................................1,050

ベルリン 300 種	....................................................4,200
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ベルリン記念 200 種	...........................................5,400

占領下ドイツ (1945-49)100 種	..........................800

占領下ドイツ (1945-49)300 種	......................5,700

ガーナ 100 種	.........................................................1,800

ガーナ 300 種	.........................................................7,900

ギルバート /エリス島 50種	............................2,300

ギルバート /エリス島 100 種	.........................6,900

ギルバート及び保護領 300 種	......................10,000

イギリス 200 種	........................................................450

イギリス 500 種	....................................................1,700

イギリス 1000 種	.................................................7,200

イギリス記念大型 200 種	......................................650

イギリス記念大型 300 種	..................................1,300

イギリス在モロッコ局 100 種	.........................5,000

ギリシャ 200 種	....................................................1,500

ジブラルタル 25種	..................................................800

ジブラルタル 50種	..............................................1,500

ジブラルタル 150 種	...........................................5,800

グリーンランド 50種	.........................................1,700

グリーンランド 100 種	......................................7,300

グレナダ 200 種	....................................................1,500

グレナダ完揃 200 種	...........................................2,100

グアダループ 50種	..............................................2,900

グアダループ 100 種	........................................10,000

ガテマラ 150 種	....................................................3,000

ガテマラ 200 種	....................................................3,800

ガーンジー島 100 種	...........................................1,200

ガーンジー島 200 種	...........................................3,400

ギニア共和国美麗 600 種	..................................7,900

ガイアナ 100 種	........................................................950

ガイアナ 200 種	....................................................5,200

ハイチ 100 種	.............................................................950

ハイチ美麗 200 種	...............................................2,550

ホンジュラス 300 種	...........................................5,900

ホンジュラス 500 種	........................................20,000

香港 200 種	.............................................................4,400

香港 400 種	..........................................................24,000

ハンガリー 100 種	...................................................200

香港 500 種	..........................................................41,000

ハンガリー 200 種	...................................................400

ハンガリー 500 種	...............................................1,200

ハンガリー 1000 種	.............................................3,700

ハンガリー 2000 種	.............................................7,000

ハンガリー美麗 500 種	......................................1,600

ハンガリー 2000 種 ( ブック貼り込み )	......7,800

ハンガリー 3000 種 ( ブック貼り込み )	...20,000

イフニ 50種	...........................................................1,000

イフニ 75種	...........................................................1,800

アイスランド 100 種	...........................................1,800

アイスランド 200 種	...........................................4,200

アイスランド 300 種	...........................................6,100

インド 200 種	.............................................................590

インド 400 種	.........................................................2,000

インド 1000 種	......................................................8,000

インド独立前 300 種	........................................13,000

インド州切手 300 種	...........................................9,200

インド州独立前 300 種	...................................20,000

インドシナ ( 仏領 )100 種	.................................2,700

インドネシア 200 種	...............................................900

インドネシア 300 種	...........................................1,300

インドネシア 500 種	...........................................3,300

インドネシア 600 種	...........................................4,900

イニーニ 20種	.......................................................1,400

イラン 500 種	.........................................................5,000

イラク 500 種	.........................................................6,900

イラク 600 種	......................................................10,000

アイルランド 100 種	...............................................800

アイルランド 200 種	...........................................1,900

アイルランド 300 種	...........................................4,500

マン島 100 種	.........................................................2,400

マン島 200 種	.........................................................6,400

イスラエル 100 種	...................................................400

イスラエル 200 種	...............................................1,200

イスラエル 500 種	...............................................6,000

イタリア 300 種	........................................................850

イタリア 500 種	....................................................2,400

イタリア 1000 種	.................................................8,300

イタリア 1500 種	..............................................18,000

イタリア植民地 300 種	...................................12,000

象牙海岸 100 種	....................................................1,900

象牙海岸 200 種	....................................................6,100

ジャマイカ 300 種	............................................16,000

ジャージー 100 種	...............................................1,850

ジャージー 200 種	...............................................5,000

ヨルダン 300 種	....................................................6,000

ユーゴスラビア 100 種	..........................................250

ユーゴスラビア 300 種	..........................................900

ユーゴスラビア 500 種	......................................2,000

ユーゴスラビア 1000 種....................................8,000

ユーゴスラビア 2000 種 ( ブック貼り込み )	.........

25,000

ユーゴスラビア 1500 種.................................18,000

カタンガ 20種	...........................................................750

カタンガ美麗 40種	..............................................1,900

ケニア 100 種	.........................................................3,000

ケニア・ウガンダ・タンザニア 500 種	...10,000

ケニア・ウガンダ・タンザニア未使用 250 種	.....

16,000

キリバス未使用 100 種	......................................5,500

韓国 100 種	.............................................................1,650

韓国 200 種	.............................................................4,000

韓国 300 種	.............................................................8,000

クウェート 50種	..................................................1,850

クウェート 100 種	...............................................4,000

中南米 2000 種	......................................................8,500

中南米 3000 種	...................................................14,000

中南米 5000 種	...................................................31,000

ラトビア 100 種	....................................................3,500

ラトビア 200 種	.................................................11,000

ラトビア 1940 年以前 50種	............................2,200

レバノン 600 種	....................................................9,000

レソト 100 種	.........................................................1,800

レソト 200 種	.........................................................5,100

リベリア 100 種	........................................................750

リベリア 200 種	....................................................2,500

リベリア 300 種	....................................................4,400

リビア 200 種	.........................................................4,300

リヒテンシュタイン 100 種	.............................2,300

リヒテンシュタイン 200 種	.............................5,800

リヒテンシュタイン 300 種	..........................11,000

リトアニア 100 種	...............................................3,500

ルビアナ 25種	.......................................................2,700

ルクセンブルグ 100 種	..........................................900

ルクセンブルグ 200 種	......................................2,200

ルクセンブルグ 500 種	......................................8,500

マカオ 50種	...........................................................2,100

マカオ 150 種	......................................................14,500

マダガスカル 100 種	...............................................500

マダガスカル 200 種	...........................................1,800

マダガスカル未使用 105 ＋ 16SS 種	............3,600

マディラ 25種	.......................................................1,500

マディラ 50種	.......................................................6,000

マラウィ 200 種	....................................................3,800

マラヤ連邦州切手 50種	.....................................5,900

マレーシア 500 種	...............................................5,300

マレーシア未使用 300 種	..................................9,900

マナマ 100 種	.............................................................850

マナマ 200 種	.........................................................1,700

ミクロネシア 25種	..............................................1,700

ミクロネシア 50種	..............................................4,100

モルジブ 50種	...........................................................300

マーシャル諸島未使用 25種	...........................1,700

マーシャル諸島 50種	.........................................4,900

モーリシャス 100 種	...........................................1,800

モーリシャス 150 種	...........................................3,400

モーリシャス 200 種	...........................................4,900

マルチニック 50種	..............................................2,800

マルチニック 100 種	...........................................7,500

マルタ 100 種	.............................................................900

マルタ 200 種	.........................................................1,300

マルタ 300 種	.........................................................2,600

満州 25種	................................................................1,200

メキシコ 100 種	........................................................550

メキシコ 200 種	....................................................1,650

メキシコ 300 種	....................................................3,100

メキシコ 500 種	....................................................4,800

メメル 25種	...........................................................3,800

メメル 40種	...........................................................6,500

メメル 60種	...........................................................9,000
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メメル 75種	........................................................11,000

モルドバ 100 種	....................................................3,200

モナコ 100 種	.........................................................1,600

モナコ 200 種	.........................................................5,200

モンゴル未使用 (1991 年〜 )300 種	..........23,000

モンテネグロ 50種	..............................................1,800

モンテネグロ 100 種	...........................................5,200

モロッコ 100 種	....................................................1,100

モロッコ 200 種	....................................................2,700

モントセラト 100 種	...........................................4,200

モザンビーク 100 種	...............................................900

モザンビーク 200 種	...........................................2,900

モザンビーク 400 種	...........................................5,900

マスカット・オマーン 150 種	.........................3,900

ナミビア 100 種	....................................................2,000

ナウル 100 種	.........................................................3,500

オランダ 200 種	........................................................650

オランダ 300 種	....................................................1,200

オランダ 500 種	....................................................3,500

オランダ 1000 種	..............................................12,000

オランダ美麗 100 種	...............................................550

オランダ植民地 300 種	......................................5,900

オランダ植民地 500 種 ( インドネシアを含まず )	

10,000

オランダ植民地 1000 種 ( インドネシアを含ま

ず )	...........................................................................27,000

オランダ領東インド 100 種	.............................2,000

オランダ領ニューギニア 50種	.......................2,000

ネパール 200 種	....................................................3,000

ネパール 500 種	....................................................9,500

ネパール未使用 300 種	......................................8,500

ネパール未使用 350 種	...................................11,500

ネビス 150 種	.........................................................3,700

ネビス /完セット 200 種	..................................5,500

ニューカレドニア 50種	.....................................2,500

ニューカレドニア 100 種	..................................5,300

ニューファンドランド 40種	...........................2,400

ニューファンドランド 50種	...........................3,100

ニューヘブリデス 50種	.....................................2,000

ニューヘブリデス 100 種	..................................6,000

ニカラグア 100 種	...................................................290

ニカラグア 500 種	...............................................3,600

ニカラグア 700 種	...............................................8,400

ニジェール 100 種	...............................................1,300

ニジェール 200 種	...............................................3,600

ナイジェリア 100 種	...........................................2,800

ナイジェリア 200 種	...........................................6,900

ナイジェリア未使用 150 種	.............................6,800

ニウエ 50種	...........................................................2,000

ニウエ 100 種	.........................................................4,800

ノーフォーク島 50種	.........................................1,700

ノーフォーク島 100 種	......................................3,900

ノルウェー 100 種	...................................................350

ノルウェー 200 種	...................................................700

ノルウェー 300 種	...............................................1,800

ノルウェー 500 種	...............................................4,400

ノルウェー 700 種	............................................11,000

ノルウェー 800 種	............................................12,500

ノルウェー 1000 種	..........................................21,000

ノルウェー美麗 100 種	..........................................700

ノルウェー美麗 400 種	......................................7,500

ニヤッサランド 25種	.........................................1,100

ニヤッサランド 50種	.........................................3,000

パキスタン 200 種	...................................................700

パキスタン美麗 500 種	......................................8,000

パナマ 100 種	.........................................................1,200

パナマ 300 種	.........................................................8,000

パナマ美麗完揃 153 種	......................................7,700

パナマ美麗 100 種	...............................................1,400

パプア・ニューギニア 100 種	.........................2,000

パプア・ニューギニア 200 種	.........................4,200

パプア・ニューギニア 300 種	.........................8,200

パラグアイ 100 種	...................................................500

パラグアイ 300 種	...............................................2,100

パラグアイ 500 種	...............................................4,900

パラグアイ 1000 種	..........................................12,000

パラグアイ美麗 500 種	......................................6,500

パテアラ 50種	.......................................................1,500

ペナン 100 種	.........................................................4,600

ペンリン島 100 種	...............................................8,500

ペルー 100 種	.............................................................650

ペルー 500 種	.........................................................7,000

フィリピン 200 種	...............................................1,500

ピトケアン島 50種	..............................................3,500

ピトケアン島 100 種	...........................................9,000

ポーランド 200 種	...................................................400

ポーランド 300 種	...................................................660

ポーランド 500 種	...............................................1,100

ポーランド 1500 種	.............................................7,200

ポーランド美麗 100 種	..........................................300

ポーランド美麗 400 種	......................................1,400

ポーランド美麗 500 種	......................................2,400

ポルトガル 100 種	...................................................500

ポルトガル 200 種	...............................................1,100

ポルトガル 500 種	...............................................4,300

ポルトガル 800 種	...............................................9,400

ポルトガル 1000 種	..........................................16,000

ポルトガル美麗 200 種	......................................1,600

ポルトガル植民地 500 種	..................................6,300

ポルトガル領インド 100 種	.............................2,900

ポルトガル領インド 200 種	.............................6,600

ポルトガル領インド 400 種	..........................35,000

スペイン領プエルトリコ (1854-1898 年 )25 種	.

6,700

カタール 200 種	....................................................4,400

カタール 300 種	.................................................13,200

レユニオン島 50種	..............................................2,400

ルーマニア 100 種	...................................................250

ルーマニア 200 種	...................................................450

ルーマニア 500 種	...............................................1,200

ルーマニア 900 種	...............................................2,200

ルーマニア 1000 種	.............................................2,900

ルーマニア 1400 種	.............................................3,900

ルーマニア 1800 種	.............................................6,000

ルーマニア美麗 200 種	..........................................700

ロシア 100 種	.............................................................250

ロシア 1000 種	......................................................5,000

ロシア美麗 500 種	...............................................2,700

ルーマニア美麗 500 種	......................................1,900

ロシア美麗 1000 種	.............................................6,900

ロシア完揃い 1000 種	........................................6,300

ロシア小型シート 100 種	..................................5,300

ザール 50種	...............................................................780

ザール 100 種	.........................................................2,100

セントヘレナ 50種	..............................................1,800

セントヘレナ 100 種	...........................................4,500

セントルシア 100 種	...........................................2,100

セントビンセント 200 種	..................................3,200

セントピエール・ミクロン島 50種	..............2,400

エル・サルバドル 100 種	..................................2,400

エル・サルバドル 300 種	..................................9,000

サモア 50種	...........................................................2,300

サモア 100 種	.........................................................6,000

サモア未使用 50種	..............................................2,000

セント・トーマス ( サントメ )200 種	..........2,000

サラワク 100 種	.................................................12,000

サウジアラビア 50種	.........................................1,200

サウジアラビア 200 種	......................................6,500

スカンジナビア 200 種	..........................................450

スカンジナビア 500 種	......................................1,800

スカンジナビア 2000 種.................................12,000

セネガル 300 種	....................................................7,000

セルビア 100 種	....................................................3,600

セイシェル諸島 150 種	......................................6,600

セイシェル諸島未使用 200 種	......................11,500

シャルジャー完セット 75種	...........................1,000

シャム・タイ 100 種	...........................................1,200

シャム・タイ 500 種	........................................17,000

シエラレオネ 100 種	...........................................2,100

シエラレオネ 200 種	...........................................7,300

シエラレオネ 300 種	........................................13,000

シンガポール 100 種	...........................................1,600

シンガポール 200 種	...........................................3,200

シンガポール 400 種	........................................12,000

スロバキア 150 種	...............................................2,500

スロベニア 50種	......................................................850

スロベニア 100 種	...............................................2,000

スロベニア 200 種	...............................................4,100

ソロモン諸島 100 種	...........................................2,500
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ソマリア ( イタリア領 )50 種	...........................3,000

ソマリア ( イタリア領 )150 種	.....................13,000

南アフリカ 100 種	...................................................300

南アフリカ 200 種	...................................................700

南アフリカ 300 種	...............................................1,400

南アフリカ 500 種	...............................................3,800

南ア・ホームランド 100 種	.............................2,500

南ア・ホームランド 200 種	.............................6,500

南ア・ホームランド 500 種	..........................20,000

サウスジョージア /サンドイッチ諸島 50種	........

2,200

サウスジョージア /サンドイッチ諸島 100 種	.....

7,300

サウスジョージア /サンドイッチ諸島 200 種	.....

30,000

南ローデシア 50種	..............................................1,200

南ローデシア 75種	..............................................2,900

南西アフリカ 100 種	...........................................1,600

南西アフリカ 200 種	...........................................6,300

スペイン 100 種	........................................................300

スペイン 200 種	........................................................750

スペイン 300 種	....................................................1,200

スペイン 500 種	....................................................2,400

スペイン植民地 100 種	......................................1,100

スペイン植民地 500 種	......................................9,800

スペイン領サハラ 100 種	..................................3,000

スペイン領モロッコ 100 種	.............................2,400

スペイン領フィリピン 1898 年以前 30種	4,400

スリランカ 200 種	...............................................2,200

海峡植民地 ( 含日本占領 )100 種	...................7,600

スーダン 100 種	....................................................2,000

スーダン 200 種	....................................................5,500

スタファ 250 種	....................................................1,600

スウェーデン 100 種	...............................................300

スウェーデン 200 種	...............................................600

スウェーデン 500 種	...........................................2,900

スウェーデン 1000 種	........................................9,000

スウェーデン 1200 種	.....................................12,000

スウェーデン 2000 種	.....................................34,000

スウェーデン美麗 100 種	......................................550

スウェーデン美麗 200 種	..................................1,400

スリナム 50種	.......................................................1,300

スリナム 100 種	....................................................3,300

スリナム 200 種	....................................................7,000

スイス 100 種	.............................................................420

スイス 200 種	.............................................................850

スイス 500 種	.........................................................4,400

スワジランド 100 種	...........................................2,900

台湾 300 種	.............................................................4,000

ティモール 25種	..................................................1,200

ティモール 50種	..................................................3,200

トーゴ美麗 100 種	...................................................950

トケラウ諸島 25種	..................................................950

トケラウ諸島 50種	..............................................2,400

トケラウ諸島 100 種	...........................................7,300

トンガ 100 種	.........................................................6,300

トラバンコール 100 種	......................................3,100

トリエステ 50種	..................................................1,250

トリポリタニア ( 伊 )20 種	...............................3,500

トリスタン 75種	..................................................2,900

トリスタン 150 種	............................................11,500

トリスタン未使用 200 種	...............................15,000

トルコ 100 種	.............................................................300

トルコ 500 種	.........................................................1,600

トルコ 1000 種	......................................................5,500

タークス・カイコス 150 種	.............................4,900

ウガンダ 100 種	....................................................2,200

ウガンダ未使用 150 種	......................................6,500

ウクライナ 25種	......................................................690

ウクライナ 100 種	...............................................6,000

ウマルクウェイン	立体切手 85種	.................1,900

アラブ首長国連邦 200 種	..................................3,000

アラブ首長国連邦 400 種	..................................9,000

ユニオン島未使用 100 種	..................................2,400

ユニオン島未使用 200 種	..................................4,800

国連 100 種	.............................................................2,100

国連 200 種	.............................................................4,500

国連 300 種	.............................................................6,000

国連未使用完セット 200 種	.............................8,900

ウルグアイ 100 種	...................................................530

ウルグアイ 300 種	...............................................2,000

ウルグアイ 500 種	...............................................4,800

アメリカ 150 種	........................................................400

アメリカ 500 種	....................................................1,500

アメリカ 800 種	....................................................3,600

アメリカ 1000 種	.................................................4,300

アメリカ 2000 種	..............................................38,000

アメリカ記念 100 種	...............................................400

アメリカ記念 500 種	...........................................1,700

アメリカ記念 1600 種	.....................................28,500

アメリカ航空 100 種	...........................................3,700

上部セレシア 25種	..................................................700

上部セレシア 50種	..............................................3,900

アッパーボルタ 100 種	..........................................800

アッパーボルタ 200 種	......................................2,400

バチカン 200 種	....................................................3,200

バチカン 300 種	....................................................5,900

ベネズエラ 100 種	...................................................850

ベネズエラ 300 種	...............................................2,900

ベネズエラ 500 種	...............................................6,900

ベトナム 100 種	........................................................400

ベトナム 1000 種	..............................................13,500

南ベトナム 100 種	...............................................2,900

南ベトナム 200 種	...............................................7,000

バージン諸島 50種	..............................................1,800

バージン諸島 100 種	...........................................4,600

ワリス・フツナ諸島 50種	................................2,500

ワリス・フツナ諸島 75種	................................3,200

ワリス・フツナ諸島 150 種	.............................9,000

ウュルテンベルグ 50種	.....................................1,600

ウュルテンベルグ 75種	.....................................2,600

イエメン美麗 100 種	...............................................800

イエメン美麗 200 種	...........................................1,900

ザイール 50種	...........................................................650

ザンビア 100 種	....................................................2,700

ザンビア未使用記念 500 種	..........................17,000

ザンジバル 50種	..................................................2,700

ザンジバル 100 種	...............................................6,500

世界 200 ヶ国各 1枚 200 種	...............................950

消滅国家 300 種	....................................................5,000

ヨーロッパ消滅国家 250 種	.............................9,000

ヨーロッパ消滅国家 400 種	..........................17,000

ヨーロッパ消滅国家 450 種	..........................18,700

トピカルパケット
航空機 50種	...............................................................300

航空機 200 種	.............................................................900

航空機 300 種	.........................................................1,500

コンコルド 15種	......................................................200

旧式航空機 50種	......................................................350

農業 200 種	.............................................................2,600

動物 50種	....................................................................200

動物 500 種	.............................................................2,500

動物 600 種	.............................................................3,200

動物 800 種	.............................................................5,100

動物 ( 総合 )1000 種	............................................4,900

動物 ( 総合 )2000 種	............................................9,500

美術工芸 300 種	....................................................1,400

美術工芸 500 種	....................................................2,600

美術工芸完揃 140 種	...........................................8,000

宇宙飛行士 100 種	...............................................2,500

ラクダ 50種	...........................................................1,000

自動車 100 種	.............................................................660

自動車 200 種	.........................................................1,200

自動車 600 種	.........................................................7,000

気球・飛行船 100 種	...............................................700

気球・飛行船 300 種	...........................................5,500

甲虫類 50種	...........................................................1,400

蜂・養蜂 25種	...........................................................400

自転車 50種	...............................................................400

猫科動物 100 種	........................................................550

猫科動物 300 種	....................................................2,800

鳥 100 種	......................................................................380

鳥 300 種	..................................................................1,700

鳥 500 種	..................................................................2,800

鳥 1000 種	...............................................................8,500

ボクシング 50種	......................................................500

橋 25 種.........................................................................450

蝶・蛾 50種	...............................................................250
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ピカソ 100 種	.........................................................4,900

法王 50種	....................................................................600

古代動物 200 種	....................................................3,000

古代動物 300 種	....................................................8,900

ラファエロ ( 画家 )50 種	....................................1,300

ラファエロ ( 画家 )75 種	....................................2,000

レンブラント ( 画家 )25 種	...................................800

ルノアール 25種	......................................................600

キリスト教未使用完揃 340 種	......................22,000

爬虫類 200 種	.........................................................1,800

バラの花 50種	...........................................................400

バラの花 75種	...........................................................600

バラの花 100 種	........................................................950

バラの花 200 種	....................................................2,900

ルーベンス ( 画家 )100 種	.................................3,200

シュバイツアー 25種	.............................................780

彫刻未使用完揃 86種	.........................................4,400

船 300 種	..................................................................2,000

船 500 種	..................................................................4,000

帆船 300 種	.............................................................4,700

スカウト 200 種	....................................................2,800

スカウト 300 種	....................................................4,000

貝・甲殻類 100 種	...............................................1,200

スケート 50種	...........................................................400

スケート 100 種	....................................................1,500

サッカー 300 種	....................................................1,600

サッカー 500 種	....................................................3,200

サッカー 800 種	.................................................17,000

サッカー 1000 種	..............................................25,000

サッカー /小型シート 25種	............................1,400

宇宙 100 種	.................................................................400

宇宙 200 種	.................................................................900

宇宙 500 種	.............................................................2,900

宇宙 1000 種	..........................................................6,600

宇宙 2000 種	.......................................................19,000

宇宙小型シート 50種	.........................................3,300

スポーツ 200 種	........................................................580

スポーツ 500 種	....................................................1,600

スポーツ 1000 種	.................................................3,900

スポーツ /小型シート 100 種	.........................4,900

スポーツ未使用完揃い 40種	........................23,000

切手の切手 100 種	...................................................750

切手の切手 200 種	...............................................1,600

切手の切手 300 種	...............................................2,900

白鳥 15種	....................................................................300

水泳 50種	....................................................................700

水泳 100 種	.............................................................1,900

電話 50種	................................................................1,300

三角切手 200 種	....................................................2,500

U.P.U.100 種	............................................................2,200

米国大統領 ( 除く US 切手 )100 種	................1,000

アメリカ原住民 100 種	..........................................900

ユニセフ 50種	.......................................................1,900

蝶・蛾 100 種	.............................................................500

蝶・蛾 300 種	.........................................................2,200

蝶・蛾 500 種	.........................................................4,900

蝶・蛾 700 種	......................................................11,000

猫 100 種	......................................................................500

馬車 100 種	.............................................................1,000

猫 200 種	..................................................................2,600

チャーチル 50種	......................................................450

チャーチル 100 種	...............................................1,200

チェス 50種	...............................................................450

チェス 100 種	.........................................................1,150

世界の子供 25種	......................................................200

世界の子供 50種	......................................................300

クリスマス 100 種	...................................................550

クリスマス 200 種	...............................................1,500

コロンブス 75種	......................................................700

コスチューム ( 衣装 )100 種.................................600

菱形切手 ( ダイヤ )100 種	.....................................850

ダンス 100 種	.........................................................1,800

鹿・山羊など 50種	..................................................970

ディズニー 200 種	...............................................3,900

ディズニー 300 種	...............................................6,000

犬 100 種	......................................................................450

犬 200 種	..................................................................1,900

犬 500 種	..................................................................9,000

犬 600 種	...............................................................10,000

犬・猫 200 種	.........................................................1,400

犬・猫 300 種	.........................................................2,400

犬・猫 500 種	.........................................................4,200

アヒル・鴨 50種	..................................................1,100

デューラー ( 画家 )50 種	........................................800

象 50 種.........................................................................650

象 100 種	..................................................................1,300

絶滅危惧種 50種	......................................................700

民話 50種	....................................................................400

民話 100 種	.................................................................800

魚介 100 種	.................................................................600

魚介 200 種	.............................................................1,050

魚介 500 種	.............................................................3,350

魚 100 種	......................................................................850

著名人 200 種	.............................................................800

旗 200 種	..................................................................1,700

旗 500 種	..................................................................4,500

花 100 種	......................................................................490

花 200 種	......................................................................950

花 500 種	..................................................................2,500

花 1000 種	...............................................................6,700

花 2000 種	............................................................35,000

民俗・風習 100 種	...................................................550

銃砲 25種	....................................................................150

ゴッホ ( 画家 )25 種	.............................................1,900

ガンジー 35種	.......................................................1,900

金魚 25種	....................................................................500

ゴヤ 25種	................................................................1,200

馬 200 種	..................................................................1,000

馬 800 種	...............................................................11,500

狩猟 25種	................................................................1,050

狩猟 50種	................................................................2,600

昆虫 100 種	.................................................................700

昆虫 200 種	.............................................................1,700

王と女王 75種	...........................................................350

ダイアナ妃 100 種	...............................................3,800

レーニン 100 種	....................................................1,700

ピューマ、ヒョウ 25種	.........................................700

灯台 25種	....................................................................600

地図 100 種	.................................................................750

地図 200 種	.............................................................2,800

地図 300 種	.............................................................4,200

お面・マスク 25種	..................................................250

きのこ 50種	...............................................................400

きのこ 100 種	.............................................................850

きのこ 200 種	.........................................................2,300

医学・薬 50種	...........................................................600

医学・薬 100 種	....................................................1,850

医学・薬 125 種	....................................................2,200

猿 50 種.........................................................................350

猿 100 種	..................................................................1,200

音楽 200 種	.............................................................1,500

楽器 100 種	.............................................................3,900

楽器 200 種	.............................................................6,700

ナポレオン 50種	......................................................350

ナポレオン 100 種	...............................................1,000

ナポレオン 200 種	...............................................3,100

ナポレオン 300 種	...............................................8,900

ノーベル賞 50種	..................................................2,000

ヌード名画 300 種	...............................................3,800

ヌード名画 500 種	...............................................7,500

ヌード名画 /小型シート 50種	.......................6,900

蘭 50 種.........................................................................600

蘭 100 種	..................................................................1,700

蘭 200 種	..................................................................5,400

オリンピック /完全セット 500 種	................4,000

オリンピック未使用完揃 250 種	.................17,500

冬季オリンピック /小型シート 25種	.........1,300

パンダ 35種	...........................................................1,400

パンダ・熊 50種	......................................................600

パンダ・熊 100 種	...............................................1,000

ホッキョクグマ 15種	.............................................200

絵画 300 種	.............................................................2,000

絵画 1000 種	..........................................................6,200

絵画 3000 種	.......................................................26,000

絵画 /未使用完揃い 200 種	..........................19,000

極地動物 50種	...........................................................350

極地動物 100 種	........................................................950

陶磁器 50種	...........................................................1,400

ピカソ 50種	...........................................................2,300
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芸能・映画スター 100 種	..................................2,800

芸能・映画スター 400 種	...............................19,500

芸能・映画スター /未使用 100 種	................4,300

芸能・映画スター /未使用 300 種	.............15,000

南極テーマ 100 種	...............................................1,500

鯨 35 種.........................................................................750

外国コレクション
各一点限り・価格は送料込み

ベルギー
172 〜 84、224、437 〜 41、480 〜 84 な ど
の未使用や B17-21( 未使用 ) などの高額品を含
むコレクションです。他に 73 種のプリキャン
セルを含みます。スコット価	＄770.-　　37,000

テーマ別コレクション
建造物	 130	 5,800 円	
花	 87	 8,200 円
美術	 148	 8,500 円
スポーツ	 414	 23,800 円
彫刻	 86	 4,400 円
オリンピック	 258	 17,500 円
キリスト教	 342	 22,000 円
U.P.U.	 62	 4,800 円

未使用NH・完揃のコレクションです。

アゼルバイジャン #1-10	 1,200
ボスニア /ヘルツ連刷ペア 11組	 2,100
クロアチア #1-56	 5,500
カザフ #7-31( 除 1-6,21)	 6,700
ラトビア #1-52	 10,000
マケドニア #1-37	 5,600
モルトバ #1-25a	 2,300
スロベニア #1-44	 5,500
タジク #1-11	 2,350
トルクメン #1-41	 7,000
ウズベク #1-44,24-7,34-40	 1,250

東欧新生国家・新発行切手


