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10円収納印 ： おかやま　100号記念 土岐　正之 JPS岡山支部 1976年10月 48

10円収納印 ： 西宮郵趣会会員常識講座 藤田　卯三郎 西宮郵趣会 1977年07月 46

1991　面白切手消印 小藤田　紘 小藤田紘 1991年10月 83

1997年日本ならび日付印 小藤田　紘 小藤田紘 1997年02月 110, 96

会津地方の郵便局と郵便印1 万波　久彌 歴史春秋出版(制作) 2008年08月 186

荒井国太郎思い出の消印集 荒井　国太郎 駅逓郵趣会 1987年09月 267

荒井国太郎思い出の消印集 ： 郵便史学別冊 荒井　国太郎 郵便史学会 1973年09月 1冊

荒井国太郎思い出の日附印集 荒井　国太郎 駅逓郵趣会 1986年05月 99

アンカー郵便料金計器印影集 石井　孝秋 石井孝秋 2008年04月 34枚

伊豆国の丸一印 池田　進 静岡コレクターズク
ラブ

1986年05月 64

伊予の二重丸型日附印 斎藤　雅恒　収録編集 仙波文治 1968年01月 47

伊予の二重丸型日附印　資料 斎藤雅恒 1967年04月 20

伊予の二重丸日附印 斎藤　雅恒 いずみ切手研究会 1977年01月 72

宇都宮の郵便印 日本郵趣協会宇都宮支部 日本郵趣協会宇都宮
支部

1999年03月 185

閏日日付印を集める 行徳　国宏 行徳国宏 2012年04月 44

エアーメールカタログ  1995年版[1] 日本エアーメール協
会

1994年04月 121丁

エアーメールカタログ  1995年版[2] 日本エアーメール協
会

1994年04月 122-241

越後国記番印 ： 古沢コレクション 古沢欣二 2007年12月 60

越中の郵便印 JPS富山支部　編 JPS富山支部 1990年04月 45

絵葉書や郵便はがきに見る戦前の鉄道関係特印 カバー鉄道趣味　編集 カバー鉄道趣味 2003年12月 29

欧文日附印 ： 切手文化会創立20周年記念出版 西野　茂雄，谷　喬　共編 切手文化会 1964年04月 76

欧文日付印 ： 切手趣味創刊50周年記念出版 西野　茂雄，谷　喬 切手趣味社 1980年10月 99

欧文日付印　新版 ： 切手文化会創立30周年記念出
版

西野　茂雄，谷　喬　共編 切手趣味社 1974年 91

消印（和書）
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大型地名入検査済印の研究 吉田　景保 切手趣味社 1958年01月 99

大型地名入検査済印の印影の研究 ： 大型地名入検
査済印鑑定表

文献研究叢書　;　№25 文献研究会  編集 文献研究会 1957年08月 75

大型地名検査済印 ： 「新門辰五郎」模刻カバー・
付録

日本郵趣連合　編 日本郵趣連合 1979年04月 68

大型地名検査済印の研究 吉田　景保 切手文化会 1977年12月 117

大阪の箱場印と三ヶ所の支局印について 大西　二郎　編 日本郵楽会 2008年12月 30枚

おかやま　岡山中央郵便局消印100年史 関　利貞 中崎真司(印刷) 1971年11月 45

岡山局の初期郵便印  明治初期不統一印～二重円印 からす会 1965年 10

尾張半田の郵便日付印 中島　正巳　；　竹内　進
編

知多郵趣同好会事務
局

1980年03月 62

外信印ハンドブック 日本切手ハンドブックシ
リーズ　;　1

西野　茂雄 日本郵趣出版 1985年05月 245

神奈川県の鉄郵印 ： 第12回全国鉄郵印グループ神
奈川大会記念

吉田  青湖  編 鉄郵印グループ 1975年05月 62

関西地方の鉄郵印データ表 ： 第7回鉄郵印グルー
プの集い　大阪大会記念

北出　博　編 鉄郵印グループ 1970年06月 75

関西地方の鉄郵印データ表 ： 第7回鉄郵印グルー
プの集い　大阪大会記念

北出　博　編 鉄郵印グループ 1970年06月 75

元日印　昭和21年～昭和64年 浜谷彰彦 2012年09月 60

元日印　明治16～昭和20年 ： 日本郵趣協会東京豊
島支部支部報｢さくら｣300号記念誌

浜谷彰彦 2008年08月 75

関東地方の鉄郵印 ： 第17回鉄郵印グループの集い
桐生大会記念

原田　雅純　編 鉄郵印グループ 1980年06月 101

官白宝鑑　改正　3版　復刻版 ： 趣味世界臨時特
別号

渡邊　政尾　編 馬淵正夫 197-？年 1冊

還付印集　第1号 鈴木　整　企画・編集 鈴木整 1993年09月 34

記号入番号消印大鑑 Port Phila　;　別冊　1 杉山　隆一 JPS横浜港北支部 1990年10月 1冊
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記号入番号消印大鑑 消印研究会叢書　;　1 杉山　隆一，沢　まもる，古
屋　厚一　監修

消印研究会 1992年03月 75

記号入番号消印・英和対訳　其1 切手趣味叢書　;　第28編 トレーシー・ウッドワード 切手趣味社 1940年09月 68

切手文化博物館特別展図録｢摂津国の初期郵便印｣
： 会期：　平成24年11月14日(水)～26日(月)

切手文化博物館　編集 切手文化博物館 2013年02月 199

記念郵便切手と特殊通信日付印 萬本　直次郎 逓信協会 1934年12月 101

記念郵便切手と特殊通信日付印 萬本　直次郎 逓信協会 1936年04月 109

記番印インデックス 古屋　厚一 記番印研究会 1993年07月 193

記番印鑑 ： 消印とエンタイヤ名古屋大会記念 中川　長一　編 郵趣研究室 1969年11月 63

『記番印カタログ』決定版 たんぶるぽすと増刊 ; 第86
号

古屋　厚一 鳴美 2019年11月 108

記番印使用地名表　第1章 ： 複記号印の部 文献研究会 63

記番印の研究 ： 近代郵便の形成過程 阿部　昭夫 名著出版 1994年10月 474

郷土自慢　郵便スタンプ傑作集 通信教育振興会　編 通信教育振興会 1953年03月 321

郷土の郵便印チェックリスト ： ｢切手収集｣発行50
号達成記念

北勢切手研究会 1976年 37

局用郵便料金計器の同局異種の見分け方 石井　孝秋　編集 石井孝秋 2006年10月 41

櫛型印資料大集成 天野　安治，田辺　猛 日本郵趣協会 1987年05月 16, 238

櫛形印の形態学　第1篇1 消印の系統学シリーズ　;
B-1

水野　虎杖 日本郵楽会 1974年10月 97

櫛形印の形態学　序論1 消印の系統学シリーズ　;
B-1

水野　虎杖 水野虎杖 1972年 1冊

櫛形印の形態学　序論1 水野　虎杖 水野虎杖 1972年11月 1冊

櫛形印の形態学　序論①② 消印の系統学シリーズ　;
B-1

水野　虎杖 水野虎杖 1974年 1冊

櫛形印の形態学　序論2 水野　虎杖 水野虎杖 1972年 1冊

櫛形印の形態学　序論2 水野　虎杖 水野虎杖 1972年11月 1冊

櫛形印の形態学　序論3 水野　虎杖 水野虎杖 1972年11月 1冊

櫛形印の形態学　序論3 水野　虎杖 日本郵楽会 1974年04月 1冊
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櫛形印の形態学　序論③④ 水野　虎杖 日本郵楽会 1974年04月 1冊

櫛形印の形態学　序論4 水野　虎杖 水野虎杖 1972年11月 1冊

櫛形印の形態学　序論4 水野　虎杖 日本郵楽会 1974年04月 1冊

櫛形印の形態学　序論5 水野　虎杖 日本郵楽会 1974年10月 1冊

櫛形印の形態学　序論⑤⑥ 水野　虎杖 日本郵楽会 1974年 1冊

櫛形印の形態学　序論6 水野　虎杖 日本郵楽会 1974年 1冊

櫛形印の形態学　序論7 水野　虎杖 日本郵楽会 1974年10月 1冊

櫛形印の形態学　序論⑦⑧ 水野　虎杖 日本郵楽会 1974年 1冊

櫛形印の形態学　序論8 水野　虎杖 日本郵楽会 1974年10月 1冊

櫛型日付印詳説　上巻 池田　進 萬趣会 1975年11月 113

櫛型日付印詳説　下巻 池田　進 萬趣会 1976年02月 284

郡上の郵便印 曽我　謙之助 曽我謙之助 1979年05月 66

軍事郵便エンタイヤ集 ： 小林　秀夫・万波　久
弥・北上　健コレクションより

北上　健　編 いずみ切手研究会 1975年06月 136

群馬県ローラー印図鑑 ： 郵便美術館蔵 清水　弘 清水弘 1998年01月 147

消印とエンタイヤ100号記念誌 郵趣研究室 郵趣研究室 1957年10月 40

消印と郵便史事始め 町屋　安男 文化外語アカデミー 1989年07月 126

現行押印機印の状況と使用局一覧 ： 昭和52年 丸島　一廣 いずみ切手研究会 1977年10月 116

現行押印機の状況 ： 昭和59年度の使用局　印種一
覧

丸島　一廣 駅逓郵趣会 1986年04月 107

現行消印ガイドブック　1989～2010 たんぶるぽすと　;　増刊第
50号

鳴美 2010年12月 448

現行消印ハンドブック　1993年度版 ： 「駅逓」よ
り抜粋

現行消印満月印の会　監修 鳴美スタンプ商会 1993年05月 252

現行消印ハンドブック　1994年版 ： 全国郵便局名
録

現行消印満月印の会　監修 鳴美 1994年05月 934

現行消印ハンドブック　1995-96年版 ： 全国郵便
局名録

現行消印満月印の会　監修 鳴美 1995年05月 353
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現行消印ハンドブック　2002 たんぶるぽすと　;　増刊№
16

現行切手満月印の会　監修 鳴美 2002年06月 221

現行鉄郵印ハンドブック ひとりしずか　;　No.3　別
冊

阿部　昭夫，野沢　哲夫，藤
田　秀樹

藤田秀樹 1979年09月 92

広告印 松島　忠義 日本切手社（発売） 1977年09月 42

広告印々影集 高橋　輝彦 高橋輝彦 2004年09月 103, 26

広告スタンプ集　1950－52 日本郵趣出版 1979年08月 190

上野国における二重丸型印KG印の配布使用状況 最近の情報145　別冊 設楽　光弘 小判振舞処 2016年02月 61

上野国の不統一印 ： 全日本切手展'98大金賞・郵
政大臣賞受賞作品

たんぶるぽすと　;　別冊4 設楽　光弘　作品， 山崎
好是　解説，七宮　賢司　作
画

鳴美 1999年10月 80

甲府市史研究　第4号 ： 明治期の甲府郵便局と通
信日付印の変遷　林陽一郎

甲府市市史編さん委員会 甲府市役所市長室 1987年10月 146

小型記念通信日付印総覧 ： 昭和初期編 坂入　洸，吉川　洋一　編 日本風景社 1976年08月 128

小判切手 ： 東京市内局のボタ印 たんぶるぽすと　;　増刊第
74号

澤　まもる　解説，榎　哲朗
図版

鳴美 2016年12月 80

これからの鉄郵印研究 ： 第11回鉄郵印グループの
つどい焼津大会に寄せて

水野　虎杖 水野虎杖 1974年05月 16

西京 ： 消印とエンタイヤ京都大会記念誌 榎　哲朗，原田　盛義，渡辺
良夫　編集

榎哲朗 1968年11月 44丁

西京 ： 消印とエンタイヤ京都大会記念誌 榎　哲朗，原田　盛義，渡辺
良夫　編集

榎哲朗 1968年11月 44丁

在中国局の和文印 ： 1889-1945 穂坂　尚徳 日本郵趣出版 1979年04月 156

サタス郵便料金計器広告印影集 請地　治門 JPSメータースタン
プ部会

1983年03月 84

讃岐の消印 ： 記号入番号消印 讃岐消印グループ 1983年 40

讃岐の消印　初期印－二重丸印(草稿) 讃岐消印グループ 12

讃岐の消印　丸一型日付印 讃岐消印グループ 讃岐消印グループ 1975年06月 41

山陰の二重丸型日附印 中村道章 1974年 26
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山陽線の鉄郵印データ集 ： 第9回鉄郵印グループ
の集い

北出　博　編集 鉄郵印グループ 1972年05月 36

滋賀県関係の鉄道建設と鉄道郵便印 上田　敬 上田敬 2009年03月 95

試行印コレクション2001 竹内  高一 竹内高一 2001年01月 90

試行ローラー印収集 竹内  高一 竹内高一 2002年01月 70

静岡県地名入大型検査済印影集　1970 ： 消印とエ
ンタイヤ館山寺大会記念

松島　忠義　編 郵趣研究室 1970年11月 1冊

静岡県の初期郵便印 静岡コレクターズクラブ　松
島　忠義　編集　山崎　好是
解説

鳴美 2009年05月 496

静岡市内局の郵便日付印 浜谷　彰彦 日本郵趣協会静岡支
部

1996年 79

静岡支部結成10周年記念誌 ： 特集  静岡の消印 太田  欣一  編さん 日本郵趣協会静岡支
部

1978年04月 78

信濃 ： 東北信　1983 信州郵趣の会 信州郵趣の会 1983年10月 63

信濃国丸一型郵便印  第2集  1980 三原  順 三原順 1980年 38

信濃国丸一型郵便印  第2集  1981 三原  順 三原順 1981年05月 38

信濃国郵便印丸一型日附印　1972 三原　順　編 三原順 1972年12月 137

渋谷紡績所差立郵便封皮と郵趣家渋谷敏一 藤田  卯三郎  編 西宮郵趣会 1999年11月 33

下野国二重丸印リスト ： 栃木県10郡（全区） 高橋　宝　編 下野消印研究足利南
郵趣会

1980年03月 81

趣味の風景通信日附印集 山本　與吉 逓信協会 1933年08月 351, 9

詳説　丸一型日付印 本池　悟 いずみ切手研究会 1980年08月 86

詳説丸二型日付印 本池　悟 鳴美 1996年01月 63

初期消印印譜 消印とエンタイヤ双書　;
№24

柳原  友治 郵趣研究室 1956年 16

初期消印集成 ： 昭和39･40･41年 中川　長一 郵趣研究室 1966年 1冊

初期消印集成－追録間紙入－（複製） ： 昭和39･
40･41年

中川　長一 関口文雄 1972年09月 1冊
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初期消印集成（複製） ： 昭和39･40･41年 中川　長一 関口文雄（印刷） 1972年09月 1冊

信越線の鉄郵印 ： 第13回鉄郵印グループの集い
松本大会記念

百瀬　元海　編 鉄郵印グループ 1976年06月 37

清代郵便印志 孫　君毅　　（阿部　達也
他）

日本郵趣出版 1985年06月 131

新中国的郵政日戳祥影印集 鎌野和之 2001年07月 187

新中国日戳印影集2007　地名編 鎌野　和之 鎌野和之 2007年10月 192

新中国郵政日戳影印集 鎌野  和之 鎌野和之 2004年08月 307

新中国郵政日戳影印集　追録2号 鎌野和之 2005年03月 36

新中国郵政日戳祥影印集 鎌野  和之  編集 鎌野和之 2002年02月 244

新中国郵政日戳祥影印集 鎌野  和之 鎌野和之 2003年05月 311

新料金収納　収納印　上巻 石井　治 石井治 1990年 1冊

新料金収納　収納印　下巻 石井　治 石井治 1990年 1冊

新料金領収　印影集 230 Post Memo 石井治 199-？年 1冊

駿河国の丸一印 池田　進 静岡コレクターズク
ラブ

1985年01月 80

駿東郡の郵便印 ： 日本郵趣協会静岡県内5支部合
同例会記念

鎌野　和之，鈴木　孝雄　編
集

2005年10月 20,
14 丁

摂河泉の郵便印 日本郵楽会 1961年12月 162

摂河泉の郵便印 日本郵楽会 日本郵楽会 1961年12月 12, 162

全国風景スタンプ実逓集 ： 日本風景印使用局名索
引資料　平成6年度追録版

小藤田　紘　編 小藤田紘 1994年12月 301丁

戦後初期の小型記念スタンプ集　1947～1952 日本郵趣出版 2013年08月 158

戦前の小型記念スタンプ集 日本郵趣出版 2013年02月 179, 16

戦前の風景スタンプ集 日本郵趣出版 1989年03月 167

戦前の風景スタンプ集 橋本　章　監修 日本郵趣出版 1976年04月 159

戦前の風景スタンプ集 橋本　章　監修 日本郵趣出版 1976年06月 159

戦前の風景スタンプ集 友岡　正孝　編 日本郵趣出版 2011年02月 175
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草加郵便局と草加・八潮両市内郵便局の印影(明治7
年～平成20年)

金沢　真之 金沢真之 2008年06月 228

第2次世界大戦中日本占領下南方の日附印と検閲印 消印とエンタイヤ双書　;
№30

郵趣研究室 1959年04月 55

第2次大戦中の援蒋ルートを飛んだカバー 阿部　達也 阿部達也 1997年 20

第4回記念帳 ： 30.6.11-12誌友大会消印とエンタ
イヤ弁天島

郵趣研究室 1955年06月 40

大日本帝国郵便検印　第3章　船内郵便消印 江口　彪一郎 名古屋郵便切手会 1972年11月 46

但馬 但馬郵趣会 1973年09月 63

但馬櫛型郵便日付印　1979 ： 櫛型郵便日付印 平尾　迪夫 平尾迪夫 1979年07月 145丁

但馬　丸一型郵便日附印　1976 平尾　迪夫　編 但馬郵趣会　JPS但
馬支部

1976年07月 106枚

たて書き丸一印考 田中　寛 むさしスタンプ 1975年08月 72

たて書丸一印の分類 ： 1885－1905 浅見　啓明 日本郵趣出版 1977年07月 77

たて書丸一印の分類と楽しみ方 郵趣モノグラフ　;　17 浅見　啓明 日本郵趣協会 2007年11月 163

田中寛さんが愛した赤二の丸一型日付印 永冨　功 永冨功 2021年06月 290

谷村の消印 都留郵趣会 都留郵趣会 1995年 26丁

千葉県の記念日付印集 2012 橋浦  芳朗 橋浦芳朗 2013年04月 97

地方局で使用されたKB1 池田　進 池田進 1974年05月 25

中央線の鉄郵印 梶原　英太郎 梶原英太郎 1967年06月 22

朝鮮の日附印 赤石　四郎 48

津田沼徒然草 ： 5周年記念データブック 永冨　功 永冨功 2004年11月 132

津田沼徒然草復刻版　Vol. Ⅰ ： 創刊準備号～第
14号　1999.4.1～2000.5.20

永冨　功 永冨功 2018年04月 131

津田沼徒然草復刻版　Vol. Ⅱ ： 第15号～第28号
2000.6.20～2001.8.20

永冨　功 永冨功 2018年06月 126

津田沼徒然草復刻版　Vol. Ⅲ ： 第29号～第42号
2001.9.20～2003.5.1

永冨　功 永冨功 2019年04月 122
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津田沼徒然草復刻版　Vol. Ⅳ ： 第43号～第56号
2001.9.20～2009.10.31

永冨　功 永冨功 2019年09月 115

妻と二人で全国郵便局巡り 小藤田　紘 小藤田紘 1992年08月 173丁

停車場地名印の記録 消印とエンタイヤ叢書　；
№7

山下　精一 郵趣研究室 1951年 13

逓信事業周知機械印の記録 林　久夫 林久夫 2015年12月 167

鉄道と郵便 いずみ切手研究会 いずみ切手研究会 1981年10月 100

鉄道郵便114年のあゆみ 鉄道郵便研究会　編 ぎょうせい 1987年03月 274

てつゆう　第1巻　復刻版 たんぶるぽすと　;　増刊第
51号

北出　博 鳴美 2010年12月 544

てつゆう　第2巻　復刻版 たんぶるぽすと　;　増刊第
52号

北出　博 鳴美 2012年01月 640

てつゆう　第3巻　復刻版 たんぶるぽすと　;　増刊第
62号

北出　博 鳴美 2013年02月 632

てつゆう　梶原ノート ： 鉄郵印の全記録 たんぶるぽすと　;　増刊第
63号

鳴美 2014年06月 192

テーマ別風景印大百科　Vol.1　 ： 鉄道編 テーマ別風景印大百科 日本郵趣出版 2018年04月 118

テーマ別風景印大百科　Vol.2 ： 城郭編 テーマ別風景印大百科 日本郵趣出版 2018年07月 126

テーマ別風景印大百科　Vol.3 ： 干支・動物園編 テーマ別風景印大百科 日本郵趣出版 2018年10月 126

東京－長崎　1994 ： 同人誌TOKYO/NAGASAKI合本 大波止郵趣会 1994年07月 98

東京の日附印 いずみ切手研究会創立10周
年記念誌　;　第1冊

山田　政市　編，北上　健
補筆

いずみ切手研究会 1972年07月 30

東京の郵便印 消印とエンタイヤ双書　;
28

中川　長一 郵趣研究室 1957年00月 56

東京の郵便印 消印とエンタイヤ双書　;
28

中川　長一 郵趣研究室 1957年 56

東京｢風景印｣散歩365日 ： 郵便局でめぐる東京の
四季と雑学　ビジュアル図解

古沢　保 同文館 2009年12月 197

島嶼の丸一型日付印 永冨　功　編 永冨功 2019年02月 56
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遠江国の初期郵便印メモ ： 消印とエンタイア館山
寺大会を記念して

池田  進  編集 消とエ浜松誌友会 1970年11月 21

東北の鉄道郵便印 仙台鉄道郵便局郵趣会　編 仙台鉄道郵便局郵趣
会

1986年09月 149

遠江国の丸一印 静岡コレクターズクラブ，池
田　進

静岡コレクターズク
ラブ

1984年05月 58

徳島県特別通信日付印集 ： 付初日カバー絵入官葉 岡田　博 徳島郵趣会 1978年10月 62

特殊通信日附印類鑑　内国篇 ： 昭和4年版 寺本　義雄　編 日本カンパキスト協
会

1929年08月 145

特殊通信日附印類鑑　内国編 ： 昭和4年版 寺本　義雄　編 日本カンパキスト協
会

1929年11月 145

特殊通信日附印帖 ： 寸葉趣味特別号 寸葉会 1923年07月 54, 11

特別通信日附印目録　戦後篇 阿部　善次郎　編 足利郵趣会 1962年12月 156

土佐国の消印集成  1 日本郵趣協会高知支部  編集 日本郵趣協会高知支
部

1970年09月 21

土佐国　丸一型日付印 香宗我部　秀雄 土佐消印グループ 1976年05月 50

長崎市街地郵便局ローラー印に関する1報告 内野　高明 内野高明 1984年09月 96

長野　明治の郵便印 山田　静夫　編 1980年01月 84

名古屋　尾張部　1 ： 消印とエンタイヤ名古屋大
会記念誌

江崎　恵海，渡辺　良夫 江崎恵海 1969年11月 35

奈良に見る初日印の歩み 品川　喜久雄　編集 日本郵便友の会奈良
県連合会

1981年02月 16

西宮の郵便印郷土史編 藤田　卯三郎 西宮郵趣会 1997年12月 47

西宮の郵便印局史編 藤田　卯三郎 西宮郵趣会 1998年12月 70

西宮の郵便印甲子園小型記念印編 藤田　卯三郎 西宮郵趣会 1998年07月 45

西宮の郵便印停車場印編 藤田　卯三郎 西宮郵趣会 1995年12月 31

西宮の郵便印電信局編 藤田　卯三郎 西宮郵趣会 1995年07月 26

西宮の郵便印二重丸型印編 藤田　卯三郎 西宮郵趣会 1996年12月 40

西宮の郵便印博覧会記念印編 藤田　卯三郎 西宮郵趣会 1999年08月 33
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西宮の郵便印丸一型編 藤田　卯三郎 西宮郵趣会 1996年07月 87

西宮の郵便印明治期編 藤田　卯三郎 西宮郵趣会 1992年12月 82

二重丸印チェックリスト　草稿 ： 四国地方の部 二重丸印の会 1973年12月 39

二重丸印チェックリスト　草稿 ： 北海道，千島の
部

二重丸印の会 1972年04月 22

二重丸印チェックリスト　草稿 ： 東北地方の部 二重丸印の会 1974年12月 78

二重丸印チェックリスト　草稿 ： 近畿地方の部 二重丸印の会 1975年12月 86

二重丸印チェックリスト ： 関東地方の部 二重丸印の会 1979年01月 84

二重丸印チェックリスト ： 東海地方の部 二重丸印の会 1979年08月 52

二重丸印チェックリスト ： 北陸・信越地方の部 二重丸印の会 1980年05月 74

二重丸印チェックリスト ： 九州及外地の部 二重丸印の会 1980年09月 82

二重丸印チェックリスト ： 山陽・山陰の部 二重丸印の会 1980年12月 73

二重丸型日附印の法令資料集 ： 郵趣と文献同好会
創立10周年記念

郵趣と文献シリーズ　;　3 金子　一郎　編 郵趣と文献同好会事
務局

1974年01月 82

二重丸型日附印詳説 消印とエンタイヤ叢書　;
№22

天野　安治 郵趣研究室 1956年01月 233

｢新田｣郡・名入り二重丸印 清水  弘 清水美術館 2003年03月 42

日本記号入り番号消印型録 ： Japanese Syllabic-
Numerical Cancellation Catalogue

記番印研究会 サンフィラテリック
センター

1984年06月 72, 16

日本記号入番号消印型録　第1部 古屋　厚一 記番印研究会 1991年06月 69

日本記号入番号消印型録　第2部 古屋　厚一 記番印研究会 1991年06月 327

日本記号入番号消印型録　第3部 古屋　厚一 記番印研究会 1991年06月 359

日本記号入番号消印型録 古屋　厚一 鳴美スタンプ 1990年11月 163

日本記号入番号消印型録 たんぶるぽすと　;　別冊№
8

古屋　厚一　著　古屋　かよ
子　図版作成

鳴美 2000年10月 108

日本記号入番号消印型録 たんぶるぽすと　;　増刊第
40号

古屋　厚一　著　古屋　かよ
子　図版作成

鳴美 2008年03月 108

日本計器郵便の研究 裏田　稔 官葉研究会 1957年09月 40

日本計器郵便の研究 裏田　稔 官葉研究会 1957年09月 40
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日本計器郵便の研究 ： 「東海郵趣」連載 裏田　稔 駅逓郵趣会 1982年01月 40

日本消印事典　3　櫛型日付印 池田　進　編 萬趣会 1972年11月 157

日本船内郵便局印図録 玉木　淳一 日本郵趣協会 2018年03月 175

日本通信日附印史話 切手趣味叢書　;　第4編 樋畑　雪湖 切手趣味社 1940年11月 93

日本の消印 ： 《日本切手精集》抜刷 天野　安治 1977年11月 15

日本の昆虫及び昆虫関連日付印リスト 日本郵趣協会昆虫切手部会
編

JPS昆虫切手部会 2008年01月 99

日本の箱場及箱場印 消印とエンタイヤ叢書　;
№6

服部  静夫 郵趣研究室 1950年03月 18

日本の標語入通信日附印 ： いずみ切手研究会創立
十周年記念・第2冊

吉田　景保，北上　健　編著 いずみ切手研究会 1971年 27

日本の標語入日附印図鑑 ： 付　朝鮮・樺太・台
湾・満州・関東州の標語印

丸島　一廣 いずみ切手研究会 1974年05月 61

日本の標語入日附印図鑑　追冊その１ 丸島　一廣 いずみ切手研究会 1974年10月 38

日本のポスタルフランカー株式会社50年史 日本ポスタルフラン
カー

2002年02月 261

日本のメータースタンプ入門 竹之内　康雄 エキスポ資料収集保
存会

1974年07月 83

日本のメータースタンプハンドブック 日本郵趣協会メータースタン
プ部会

日本郵趣協会メー
タースタンプ部会

1987年01月 89

日本のメータースタンプハンドブック 日本郵趣協会メー
タースタンプ部会

2000年12月 106

日本のメータースタンプハンドブック たんぶるぽすと　;　増刊第
55号

日本郵趣協会メータースタン
プ部会

鳴美 2011年05月 118

日本の郵便印 郵趣叢書　;　3 小松  盛雄 日本郵趣協会 1951年08月 73

日本の郵便消印 吉田　景保 蒐集時代社 1961年11月 71

日本の郵便消印 吉田　景保 蒐集時代社 1961年11月 71

日本の郵便消印 吉田　景保 インペリアルスタン
プ

1969年08月 87
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日本の料金計器別納郵便 裏田　稔 裏田稔 1954年06月 31

日本風景印使用局名索引　平成5年 小藤田　紘　編集 小藤田紘 1993年11月 176丁

日本郵趣協会札幌第1支部結成20周年記念誌 日本郵趣協会札幌第
1支部

1990年 48

日本郵趣協会　郵趣サービス社　スローガン入り
メータースタンプ

石井孝秋 2020年09月 16

日本郵便印ハンドブック　2008 日本郵趣協会郵便印ワーキン
ググループ　編著

日本郵趣協会 2007年09月 383

日本郵便機械消印詳説 ： 「東海郵趣」連載 裏田　稔 駅逓郵趣会 1981年02月 51

日本郵便機械消印　上　駅逓叢書　3 駅逓叢書　;　3 山崎　好是 駅逓郵趣会 1976年01月 91

日本郵便消印ト抹殺印  1～21 ： 「大日本古銭古
郵券雑誌」からの抜き刷り

65丁

日本郵便日附印図譜　複製　蒐影堂版 中川　長一 馬淵正夫 1974年04月 56

日本郵便日附印図譜　複製 ： JPS静岡県内3支部合
同例会記念誌

中川　長一 日本郵趣協会静岡支
部

1972年07月 56

日本郵便日附印図譜　蒐影堂版 中川　長一 郵趣研究室 1947年07月 56

日本郵便標語入日附印図譜 消印とエンタイヤ　;　別刷 郵趣研究室  編 郵趣研究室 1949年 25

日本最初の郵便印の研究 ： 大型検査済印並に大型
賃銭切手済印の研究

文献研究会　編集 文献研究会 1958年02月 80

日本郵便標語入日附印図譜 消印とエンタイヤ叢書　；
第17集

PRL 編 郵趣研究室 1953年03月 23

沼津郵趣会創立25周年記念誌 ： 沼津のエンタイヤ
精選集

望月　敏男 沼津郵趣会 1978年07月 88

年賀印　'92 武田　聡　編集 武田聡 1993年03月 386

配達証印に関する資料 佐々木　源蔵　編 逓信博物館 1966年 30

箱場及箱場印に関する資料 佐々木　源蔵 逓信博物館 1961年04月 56

ハスラー型郵便料金計器のハンドブック 裏田　稔 裏田稔 1956年10月 18

林式機械印 『たんぶるぽすと』　;　増
刊№29

関　利貞 鳴美 2005年08月 227
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林式郵便葉書押印機による印影について　前編 関　利貞 関利貞 1989年04月 227

林式郵便葉書押印機による印影について  中編 関  利貞 関利貞 2001年04月 352

林式郵便葉書押印機による印影について  後編 関  利貞 関利貞 2007年09月 325

版画家川瀬巴水と渡辺版初日カバー 秋吉  誠二郎 三好企画 2002年10月 95

播州　1 ： 初期郵便史資料MEMO 姫路郵趣会 1975年12月 66

韓流風景印 ： 観光日付印紀行 秋埜　きりん 北海道出版企画セン
ター

2012年10月 245

びさくの明治初年の郵便印 ： 岡山県郵趣連盟結成
20周年記念出版

中国地方消印グループ　編 岡山県郵趣連盟 1971年11月 141

備前・備中・美作二重丸日附印使用局一覧表 からす会 1965年05月 10

日附印関係史料集　日本 郵票研究資料　;　第2輯 郵票研究会 1973?年 38

備中国記号入番号印影集  1970 ： 切手文化会岡山
大会記念

郷土消印集　;　 2 安藤  源成， 中島  賢一
企画

1970年 17丁

備中国　丸一型日付印 ： 岡山県三国の丸一型日付
印集

からす会 1990年 73

廣嶋 ： 広島の消印 古井　健，大橋　武彦，大原
義昭

古井健 1979年07月 69

広島  広島の消印 古井  健， 大橋  武彦， 木
原  義昭  編集

古井健 1979年07月 69

風景入スタンプ集 スタンプクラブ編集部　橋本
章　監修

日本郵趣出版 1975年02月 174

風景入スタンプ集 スタンプクラブ編集部　橋本
章　監修

日本郵趣出版 1975年05月 174

風景入スタンプ集　都道府県別　1962年版 郵趣双書　;　第30集 日本郵趣協会 1961年11月 154

風景入スタンプ集　都道府県別　1963 郵趣双書　;　第30集 日本郵趣協会 1963年03月 158

風景入スタンプ集　都道府県別　1967 郵趣双書　;　第30集 日本郵趣協会 1966年10月 159

風景入りスタンプ集 近畿編 生活の友社 1987年03月 61

風景入通信日附印集 郵政省郵務局　監修 逓信協会 1952年03月 149, 14

風景入通信日附印集 郵政省郵務局　監修 逓信協会 1952年03月 149, 14
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風景入通信日附印集　2 郵政省郵務局　監修 郵政弘済会郵便文化
部

1953年03月 75, 20

風景入通信日付印集　昭和55.4－56.6　追録 全日本郵便切手普及
協会

1981年 51

風景入通信日付印集　昭和56.7－57.6　追録 全日本郵便切手普及
協会

1982年 50

風景入通信日付印集　昭和59.5－60.5　追録1 全日本郵便切手普及
協会

1985年10月 127

風景入通信日付印集　昭和60.7－61.6　追録2 全日本郵便切手普及
協会

1986年10月 127

風景入通信日附印集　第1集 郵政省郵務局　監修 明世社 1958年03月 319

風景入通信日付印集　戦後旧印集 井口　清　監修 風景印研究会 1978年08月 72丁

風景入通信日附印集 郵政省郵務局　監修 全日本郵便切手普及
協会

1972年12月 350

風景入通信日付印集 郵政省郵務局　監修 全日本郵便切手普及
協会

1976年09月 386

風景入通信日付印集 全日本郵便切手普及
協会

1980年11月 508

風景入通信日付印集　昭和51･52年度追録 郵政省郵務局　監修 全日本郵便切手普及
協会

1978年10月 75

風景入り通信日付印集　1994年追録 山本昂 1995年01月 49

風景入通信日付印集　平成6年3月末現在 郵便文化振興協会 1996年03月 462

風景入通信日附印集 郵政省郵務局　監修 逓信協会 1950年10月 78，11

風景入通信日附印集 郵政省郵務局　監修 郵政弘済会郵便文化
部

1955年03月 加除式

風景入通信日附印集追録  1956 郵政省郵務局  監修 明世社 1957年02月 加除式

風景印'95　平成7年7月31日現在 ： 都道府県別郵
便番号順編集

武田　聡　編集 鳴美 1995年11月 632
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風景印　2000　平成12年12月31日現在 ： 都道府県
別市区町村順編集

武田　聡　編集 鳴美 2000年04月 715

風景印　2004 ： 2004年1月1日現在都道府県別市町
村順配列　現行10941局全印影収録

武田　聡　編 鳴美 2004年06月 516

風景印　2008 ： 都道府県別市町村順配列　平成19
年10月1日現在

武田　聡　編 鳴美 2008年03月 694

風景印　2012 ： 都道府県別市町村順配列　平成23
年10月1日現在

武田　聡　編 鳴美 2012年01月 576

風景印　2014 ： 平成25年1月1日現在　都道府県別
市町村順配列

武田　聡　編 鳴美 2013年04月 528

風景印　2016 ： 平成28年1月1日現在　都道府県別
市町村順配列

武田　聡　編 鳴美 2016年04月 528

風景印　2018 ： 平成30年1月1日現在　都道府県別
市町村順配列

武田　聡　編 鳴美 2018年05月 528

風景印　2020 ： 都道府県別市町村順配列　令和2
年2月1日現在　11,291種収録

武田　聡　編 鳴美 2020年04月 544

風景印　2022 ： 都道府県別市町村順配列　令和4
年4月1日現在　11,411種収録

武田　聡　編 鳴美 2022年05月 544

風景印アーカイブ ： 平成29年12月末までに使用終
了した印

武田　聡　編 鳴美 2018年05月 256

風景印かながわ探訪 ： 郵便局のご朱印を集める、
歩く、手紙を書く

古沢　保 彩流社 2017年11月 182

風景印散歩　東京の街並み再発見 ： 新しい街歩き
ガイド

古沢　保 日本郵趣出版 2003年08月 181

風景印大百科1931－2017　西日本編 日本郵趣出版 2017年05月 416

風景印大百科1931－2017　東日本編 日本郵趣出版 2017年02月 391

風景印でめぐる江戸・東京散歩 ： 歌川広重『名所
江戸百景』のそれから

古沢　保 日本郵趣出版 2015年11月 126

風景印の履歴書　1997年2月版 ： 全国郵便局デー
タベース別巻(POSTBASE-VIEW ver.1.0)

大塚　叔孝　編集 Ｕメディア情報サー
ビス

1997年02月 262
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風景印百科2021 ： 関東･甲信越編 日本郵趣出版 2020年10月 279

風景印百科2021 ： 中国・四国・九州・沖縄編 日本郵趣出版 2021年08月 267

風景印百科2021 ： 北陸・東海・近畿編 日本郵趣出版 2021年01月 347

風景印百科2021 ： 北海道・東北編 日本郵趣出版 2021年05月 233

風景印ミュージアム ： 直径36ミリの中の日本 古沢　保 G.B. 2021年10月 207

風景印めぐりの旅 辻　不二雄 辻不二雄 2012年05月 62

風景スタンプ　ぷらぷら横浜 古沢　保 日本郵趣出版 2011年07月 95

風景スタンプ集　戦後編　新版 友岡　正孝　編 日本郵趣出版 1994年04月 601

風景スタンプ集 ： 全国郵便局10000局 山本  昂  編，友岡  正孝
監修

日本郵趣出版 1998年05月 761

風景スタンプ集　1977年版 橋本　章　監修 日本郵趣出版 1977年02月 238

風景スタンプ集　1977年版 橋本　章　監修 日本郵趣出版 1977年06月 238

風景スタンプ集　1979年版 橋本　章　監修 日本郵趣出版 1979年06月 318

風景スタンプ集　1981年版 友岡　正孝　監修 日本郵趣出版 1981年04月 366

風景スタンプ集　1983年版 友岡　正孝　監修 日本郵趣出版 1983年04月 414

風景スタンプ集　1988年版 日本郵趣出版 1988年 567

風景スタンプ集　1994 山本　昂　編，友岡　正孝
監修

日本郵趣協会 1995年05月 29

風景スタンプ集　1995 山本　昂　編，友岡　正孝
監修

日本郵趣協会 1995年04月 35

風景スタンプ集　1996 山本　昂　編，友岡　正孝
監修

日本郵趣協会 1997年03月 37

風景スタンプ集  1997 山本  昂  編， 友岡  正孝
監修

日本郵趣協会 1998年02月 31

風景スタンプ集  1998 山本  昂  編， 友岡  正孝
監修

日本郵趣協会 1999年02月 43

風景スタンプ集  1999 山本  昂  編， 友岡  正孝
監修

日本郵趣協会 2000年02月 92
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風景スタンプ集  2000 山本  昂  編， 友岡  正孝
監修

日本郵趣協会 2001年02月 52

風景スタンプ集  2001 山本  昂  編， 友岡  正孝
監修

日本郵趣協会 2002年03月 34

風景スタンプ集  2002 山本  昂  編， 友岡  正孝
監修

日本郵趣協会 2003年03月 23

風景スタンプ集  2003 山本  昂  編， 友岡  正孝
監修

日本郵趣協会 2004年03月 12

風景スタンプ集  2004 山本  昂  編， 友岡  正孝
監修

日本郵趣協会 2005年03月 iii, 10

風景スタンプ集  2005 山本  昂  編， 友岡  正孝
監修

日本郵趣協会 2006年03月 vii, 6

風景スタンプ集  2006 友岡  正孝  監修 日本郵趣協会 2007年03月 14

風景スタンプ集  2007 友岡  正孝  監修 日本郵趣協会 2008年03月 22

風景スタンプ集  2008-10 友岡  正孝  監修 日本郵趣協会 2011年03月 18

風景スタンプ集  2011-13 日本郵趣協会 2014年04月 22

風景スタンプ集･ 新 ： 関東･甲信越 友岡　正孝　協力 日本郵趣出版 2012年05月 206

風景スタンプ集･ 新 ： 北陸・東海・近畿 友岡　正孝　協力 日本郵趣出版 2012年08月 254

風景スタンプ集･ 新 ： 北海道･東北 友岡　正孝　協力 日本郵趣出版 2012年11月 174

風景スタンプ集･ 新 ： 中国･四国･九州･沖縄 友岡　正孝　協力 日本郵趣出版 2013年02月 238

風景スタンプ集  新版 ： 北海道・東北 山本　昂　編，友岡　正孝
監修

日本郵趣出版 2002年02月 viii,
169

風景スタンプ集  新版 ： 中国・四国・九州・沖縄 山本　昂　編，友岡　正孝
監修

日本郵趣出版 2002年03月 viii,
181

風景スタンプ集  新版 ： 関東･甲信越 山本　昂　編，友岡　正孝
監修

日本郵趣出版 2001年11月 viii,
198

風景スタンプ集  新版 ： 北陸・東海・近畿 山本　昂　編，友岡　正孝
監修

日本郵趣出版 2001年12月 viii,
256
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風景スタンプワンダーランド ： 郵便局にある風景
入り消印の楽しみ方

古沢　保 日本郵趣出版 2012年05月 125

ふくしまの風景印詳説 郵趣万華鏡　;　6 鈴木　宏　編 鈴木宏 2005年08月 1冊

福島郵便局風景入通信日付印の記録 福島郵趣会 1961年08月 26

不統一印　索引 たんぶるぽすと　;　増刊№
25

七宮　賢司　画　山崎　好是
編

鳴美 2004年09月 172

不統一印　1 ： 北海道，東北地方，関東地方 たんぶるぽすと　;　増刊19 山崎　好是　編　七宮　賢司
作図

鳴美 2003年03月 125

不統一印　1 ： 北海道，東北地方，関東地方 山崎　好是 鳴美スタンプ商会 1988年12月 213

不統一印　2 ： 信越地方，北陸地方，東海地方，
近畿地方

山崎　好是　編　七宮　賢司
画

鳴美 1998年11月 156

不統一印　3 ： 中国地方　四国地方　九州地方 たんぶるぽすと　;　増刊№
14

山崎　好是　編著　七宮　賢
司　作図

鳴美 2001年11月 122

不統一印インデックス　上巻 伊東　由巳 ジャパン・フィラテ
リスト・クラブ

1970年12月 67, 10

不統一印検索図鑑　明治初期 吉川　洋一　企画編集 日本風景社 1985年04月 164

不統一印　東北地方 山崎　好是 駅逓郵趣会 1982年05月 32

フランス消印史 三井　高陽 切手研究会 1962年09月 42

ふるさと切手＋風景印マッチングガイド ： 切手女
子も大注目!

古沢　保 日本郵趣出版 2014年03月 126

ふるさと切手＋風景印マッチングガイド ２ ： 切
手男子も再注目!

古沢　保 日本郵趣出版 2015年05月 117

豊後大分局 ： 二重丸印と拇太印考 安部　和宏，安部　博之 安部和宏 1992年10月 60

平成4年年賀印データ・北海道編 北都郵趣会　編 北都郵趣会 1992年12月 42

平成5年年賀印データ・北海道編 北都郵趣会　編 北都郵趣会 1993年09月 42

平成6年年賀印データ・北海道編 北都郵趣会　編 北都郵趣会 1994年11月 46

平成7年年賀印データ・北海道編 北都郵趣会　編 北都郵趣会 1995年09月 50

平成8年年賀印データ・北海道編 北都郵趣会　編 北都郵趣会 1996年05月 50

平成9年年賀印データ・北海道編 北都郵趣会　編 北都郵趣会 1997年08月 50
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平成10年年賀印データ・北海道編 北都郵趣会　編 北都郵趣会 1998年08月 54

平成11年年賀印データ・北海道編 北都郵趣会　編 北都郵趣会 1999年08月 37

平成18年風景印索引 ： 日本郵政公社最新版 小藤田　紘　小林　由佳 小藤田紘 2006年06月 281枚

平成6年日本ならび日付印 小藤田　紘 小藤田紘 1994年08月 101

平成7年度日本風景印使用局名索引 小藤田　紘　編 小藤田紘 1995年08月 56, 193
丁

法令を中心とした旧外地の郵便消印 吉田　景保，北上　健 いずみ切手研究会 1975年03月 36

北陸線の鉄郵印 ： 第14回鉄郵印グループの集い
福井大会記念

遠藤  力  編 鉄郵印グループ 1977年05月 23

北陸の初期郵便印　不統一印編 ： 北陸郵趣連盟創
立50周年記念

北陸郵趣連盟 2000年04月 183

拇太印備忘録 大石　康義 松岡洋市 1971年03月 115

ボタ印類鑑 消印とエンタイヤ双書　;
№31

郵趣研究室 1959年 12

丸一印の分類と楽しみ方 田中　寛 日本郵趣出版 1986年10月 127

丸一型日付印のワ便 永冨　功　編 永冨功 2020年02月 84

丸一型非郵便印 安藤  源成 安藤源成 37丁

満州帝国特殊通信日附印総鑑　第壱輯 大橋　勝郎，和田　一郎　共
編

白塔社 1942年 56

御影郵便考 五島　武 五島武 1979年11月 52

右書時代の機械印 ： 右書唐草印使用局リスト たんぶるぽすと　;　増刊№
10

関　利貞 鳴美 2001年03月 352

右書時代の機械印Ⅱ たんぶるぽすと　;　増刊第
37号

関　利貞 鳴美 2007年08月 325

みちのくの鉄郵印 ： 第8回全国鉄郵印グループ
仙台大会記念

林　茂幸　編 鉄郵印グループ 1971年08月 68

美作国丸一型日附印 からす会 1980年08月 56

明治期の中継印と配達印の郵便史 日本郵便史シリーズ　;　2 片山　七三雄 片山七三雄 1997年04月 123

明治時代の鉱山局 永冨　功 永冨功 2020年07月 47
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明治初年の郵便消印 江口　彪一郎 旅の趣味会 1942年07月 111

明治初年の郵便消印 江口　彪一郎 旅の趣味会 1942年07月 111

明治初年の郵便消印 山中　庄治郎，吉田　一郎，
吉田　利一

切手趣味社 1959年08月 118

明治･大正の鉄道関係特殊通信日附印 カバー・鉄道趣味  編集 カバー・鉄道趣味 2002年01月 33

野戦局印を主とした日本の軍事郵便 大西　二郎　編 日本郵楽会 1966年12月 288

野戦局印を主とした日本の軍事郵便 大西　二郎　編 日本郵楽会 1975年12月 296 ,6

大和の記番印 柳原　友治 柳原友治 1989年12月 88

郵便印ABC 天野　安治　編 日本郵趣協会 1968年11月 46

郵便印ABC 天野　安治　編 日本郵趣協会 1969年05月 46

郵便印ABC 天野　安治　編 日本郵趣協会 1969年10月 46

郵便印ABC 天野　安治　編 日本郵趣協会 1970年09月 46

郵便局の名所スタンプ　第2集 逓信省郵務局　編 逓信協会 1935年05月 136

郵便消印アラカルト 酒井　正雄 酒井正雄 1987年06月 59

郵便消印百科事典 たんぶるぽすと　;　増刊第
36号

山崎　好是 鳴美 2007年04月 743

郵便古文書に記録された大型地名検査済印 日本郵便史学会研究シリー
ズ　;　第1集

吉田　景保，田辺　卓躬 郵和会 1961年04月 63

雪支印の栞 郵便証示印集　;　1 裏田稔 1953年10月 18

横浜の郵便印データ集　1 ： 内容：二重丸印・
N1B1・KB1・KB2

JPS横浜港北支部 1990年08月 36

料金計器別納郵便の研究 郵便証示印集　;　3 裏田稔 1954年01月 23

料金収納印について 消印とエンタイヤ叢書　;
第18集

保田  恭三 松島忠義 1973年03月 14

ローカルFDCリスト　1986年版 ： カバー研究創刊
20周年記念

大林　進 カバー研究会 1986年09月 43

ローラー印の形態と分類　前篇1 消印の系統学シリーズ　;
A-1

水野　虎杖 水野虎杖 1972年 50
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ローラー印の形態と分類　前篇2 消印の系統学シリーズ　;
A-2

水野　虎杖 水野虎杖 1972年 51-98

ローラー印の形態と分類　前篇3 消印の系統学シリーズ　;
A-3

水野　虎杖 水野虎杖 1972年 99-158

ローラー印の形態と分類　前篇Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ 消印の系統学シリーズ　;
A-1,A-2,A-3

水野　虎杖 水野虎杖 1972年 1冊

ローラー印の形態と分類　前篇追補1 消印の系統学シリーズ　;
A-4

水野　虎杖 水野虎杖 1972年02月 159-193

和欧型日付印の記録 丸島資料　;　2 丸島　一廣 関口文雄 1991年04月 125

和欧文機械印使用局データブック 伊藤　和彦 伊藤和彦 2022年09月 8, 103

和欧文機械印の研究第１期1968-1979 水谷　行秀 無料世界切手カタロ
グ・スタンペディア

2018年07月 110

和欧文機械印の研究　第２期　1979-1990 水谷　行秀 無料世界切手カタログ・スタンペディア2021年04月 111

和歌山局の消印 薮内  章弘  編 日本郵趣協会和歌山
支部

1976年05月 21

わかり易い櫛型日付印の話 池田  進 萬趣会 1975年12月 120

わかり易い櫛型日付印の話（続）エンタイヤ100選
集 ： 一般局国内用日付印

池田  進 萬趣会 1976年08月 204

わかり易い鉄道郵便印の話 植野　良一 萬趣会 1977年02月 120


