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100年前の日本 ： 絵葉書に綴られた風景 生田　誠　編著 生活情報センター 2006年09月 191

Par avion 高井　和伸 郵研社 2008年02月 185

絵入りはがき総図鑑　1987 日本郵趣出版 1987年04月 175

エコーはがきの上手な作り方　第2回 ： デザイン
で勝負

農業協同組合　;　408 全国農業協同組合中
央会

1989年02月 116

絵葉書 ： 明治・大正・昭和 小森　孝之 図書刊行会 1978年12月 190

エンタイアを読む ： 見方・集め方・使用例がわか
るエンタイア百科

天野　安治 日本郵趣出版 1984年06月 279

エンタイアを読む ： 見方・選び方が100%わかるエ
ンタイア百科

天野　安治 日本郵趣出版 1985年03月 279

エンタイアを読む ： 見方・選び方が100%わかるエ
ンタイア百科

天野　安治 日本郵趣出版 1985年03月 279

大阪今昔歩く地図帖 ： 彩色絵はがき、古写真、古
地図でくらべる

学研ビジュアル新書　;
006

井口　悦男，　生田　誠 学研パブリッシング 2011年05月 190

沖縄カバー収集の手引き 郵趣モノグラフ  ;　5 立川　憲吉，真栄城　勇 日本郵趣協会 1998年09月 vi,132

沖縄県関係郵趣記録ならびに印影集 ： 小型印、カ
シェスタンプ、風景印、特印　1972年～1991年

中川　篤 中川篤 1992年07月 146

お年玉付き年賀葉書を集める 行徳　国宏 行徳国宏 2009年01月 157

尾道　セピア色の記憶 ： 絵葉書に見るありし日の
オノミチ

尾道学研究会資料集　；
第1輯

天野　安治　監修　尾道学研
究会企画事務局　編集

尾道学研究会 2009年01月 75

尾道　セピア色の記憶 ： 現在と過去をゆく今昔散
策

尾道絵葉書発掘プロジェクト
企画制作　尾道学研究会企画
事務局　編集

尾道学研究会 2009年03月 45

尾道　セピア色の記憶　第2章 天野　安治　監修 啓文社 2012年03月 112

帯封 田辺　猛　解説 方寸会 1989年04月 46

価格表記封筒／現金封筒 たんぶるぽすと　:　増刊第
49号

清水　俊之　編 鳴美 2010年10月 160

価格表記封皮と料金の変遷 ： （コピー：元の書籍
不明）

32

ステーショナリーに関する書籍（和書）
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和子さんからの手紙（資料編） ： 日台通信資料
1944～1946

砂町レポート　;　2 関　利貞　編集 中崎真司（印刷） 1992年04月 232

カバー収集入門 佐瀬　一夫　編 カバー研究編集部 1980年08月 228

カバー収集の話題　1 ： 郵便100年を記念して 秋葉　凱照 カバー研究編集部 1971年12月 63

苧と書留の話 川崎郵趣雑信資料版　;
No.17

関口　文雄 関口文雄 1990年12月 12

切手とエンタイヤ写真集 「満州切手」別冊1 田中　清　編 萬趣会 1976年08月 103

切手とエンタイヤ写真集 「満州切手」別冊1 田中　清　編 萬趣会 1976年08月 103

奇妙な書簡 ： 封筒・葉書コレクションの楽しみ方 柘植　久慶 並木書房 1990年12月 237

雲の上からの手紙 沼田　元気 ブルース・イン
ター・アクションズ

2005年04月 112

軍事郵便物語 中公文庫 柘植　久慶 中央公論社 1995年07月 396,x

航空郵趣 ： 日本初飛行カバー型録 日本エアメール協会　編 航空郵趣会 197-?年 96丁

高校野球絵入官葉発行拾周年記念 西宮東郵趣会 1987年07月 12

広告絵はがき ： 明治・大正・昭和の流行をみる 林　宏樹 里文出版 2004年07月 103

小包送票と小包郵便 ： 加藤秀夫コレクション 月刊「たんぶるぽすと」　;
増刊第75号

加藤　秀夫 鳴美 2017年05月 128

書状基本料金の使用例 JPS横浜第1支部　編 JPS横浜第1支部 1990年10月 72

世界の郵便ポスト ： 196ヵ国の平和への懸け橋 酒井　正雄 講談社エディトリア
ル

2015年09月 253

船函郵便 Paquebot Mail 影林忠司 1995年06月 66丁

戦後ステーショナリーは使用済が面白い 天野　安治 日本郵趣協会 2019年09月 142

戦後の官製葉書を集める ： 大宮郵趣会結成50年記
念

行徳　国宏 行徳国宏 2017年08月 83

戦場を駆け抜けた書簡 ： 軍事郵便物語 柘植　久慶 原書房 1991年05月 261

巷の目撃者 ： 絵はがきがとらえた明治・大正・昭
和

新宿歴史博物館 新宿区教育委員会 1999年10月 135

中国人民郵政明信片郵簡集　1949-79 日本郵趣協会中国切
手部会

1980年08月 126
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逓信省発行の記念郵便絵葉書 逓信博物館　編 逓信協会 1934年11月 61

逓信省発行の記念郵便絵葉書 逓信協会 1936年03月 61

手彫小型葉書 たんぶるぽすと  ;　別冊5 大島  正昭， 沢  まもる 鳴美 1999年12月 87

東京今昔歩く地図帖 ： 彩色絵はがき、古写真、古
地図でくらべる

学研ビジュアル新書　;
004

井口　悦男，　生田　誠 学研パブリッシング 2011年03月 191

楠公はがきと書留・速達・航空便 山岸　福治　編 いずみ切手研究会 1977年09月 56

南方占領地のステーショナリー ： 土屋理義コレク
ション

土屋　理義 日本郵趣協会 2013年11月 vii, 167

日仏絵はがきの語る100年前 ： 秘蔵・青梅きもの
博物館　梨本宮妃殿下コレクション

清水　勲　監修 青梅きもの博物館 2005年10月 76

日本絵葉書カタログ　2005 生田　誠 里文出版 2004年10月 137

日本絵葉書史潮　其1 切手趣味叢書　;　第36編 　 切手趣味社 1940年11月 72

日本絵葉書史潮　其2 切手趣味叢書　;　第37編 樋畑　雪湖 切手趣味社 1940年11月 73-150

日本通常葉書要覧 ： 1873－1945 山岸　福治 日本風景社 1978年09月 208

日本の官製はがき類 ： 切手の博物館所蔵品目録
2004

切手の博物館 2004年11月 70

日本の美術絵はがき　1900-1935 ： 明治生まれの
レトロモダン

生田　誠 淡交社 2006年06月 159

日本の郵便封皮帯紙及葉書　其2 切手趣味叢書　;　第31編 中田　実 切手趣味社 1940年09月 61-100

日本の郵便封皮帯紙及葉書　続  其1 切手趣味叢書　;　第32編 中田  実 切手趣味社 1940年09月 62

日本の郵便封皮帯紙及葉書　続　其3 切手趣味叢書　;　第34編 中田  実 切手趣味社 1940年09月 105-148

日本の郵便封皮帯紙及葉書　続  其4 切手趣味叢書　;　第35編 中田  実 切手趣味社 1940年09月 149-198

日本葉書封皮類総鑑  第1集 消印とエンタイヤ叢書　;
11号

森　勝太郎 官葉研究会 1957年10月 44

年賀慶弔電報式紙類 川崎郵趣　;　別冊4 関口　文雄 川崎郵趣会 1988年08月 92

年賀慶弔電報送達紙 川崎郵趣　;　別冊3 関口　文雄 川崎郵趣会 1988年03月 98

年賀慶弔電報送達紙 川崎郵趣　;　別冊3 関口　文雄 川崎郵趣会 1988年03月 98

バーコードの話 川崎郵趣雑信資料版　;　№
17

関口　文雄 関口文雄 1990年 69
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葉書倶楽部　第11号 葉書倶楽部出版 1992年11月 90

はがき攷雜爼 河越　龍方，河越　圭子 河越龍方 1991年08月 305

葉書の木とはがきの話　第1集 ： 川崎郵便雑信 関口文雄 1990年05月 1冊

二つ折りはがき ： 日本国際切手展2001 大島  正昭 大島正昭 2001年 130丁

二つ折りはがき ： 喜寿記念 大島  正昭 大島正昭 2004年 128丁

二つ折り葉書 ： 大島正昭コレクション 鳴美 2007年03月 144

二つ折りはがきハンドブック 脇付 脇なしの版別
上

郵趣モノグラフ　;　2 沢　まもる　大島　正昭 日本郵趣協会 1997年12月 vi,102

二つ折りはがきハンドブック 脇付 脇なしの版別
下

郵趣モノグラフ　;　3 沢　まもる　大島　正昭 日本郵趣協会 1997年12月 v,118

墨人堂集英 消印とエンタイヤ叢書　;
61

江崎　恵海，中川　長一　編
集

日本切手社 1976年07月 223

巳年の年賀状　2013 墨　;　11月臨時増刊号 芸術新聞社 2012年11月 91

むかしの年賀状 ： 十二支の絵はがき万華鏡 生田　誠　編著 二玄社 2007年10月 150

明治・大正期の｢電報送達紙｣カタログ 郵趣研究ブックレット　;
6

板橋　祐己　；　関口　文雄
監修

日本郵趣協会 2006年11月 47

明治の京都　てのひら逍遥 ： 便利堂美術絵はがき
ことはじめ

生田　誠　監修 ; 便利堂
企画･編集

便利堂 2013年04月 159

モダンガール大図鑑 ： 大正・昭和のおしゃれ女子 生田　誠 河出書房新社 2012年11月 127

柳田国男の絵葉書 ： 家族にあてた270通 田中　正明　編 晶文社 2005年06月 351

郵便切手貯金台紙 ： JAPEX2021第56回全国切手展
競争出品記録

川村　公一 川村公一 2021年12月 82

横浜絵葉書 半沢　正時　編 有隣堂 1989年03月 72

ロスト･モダン･トウキョウ 集英社新書　ヴィジュアル
版　;　027V

生田　誠 集英社 2012年06月 206

わたくしの収集遍歴 ： 外信用はがき収集60年 郵趣モノグラフ　;　20 天野　安治 日本郵趣協会 2013年04月 78


