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Sale:29th,30th, July 2017
Place : Shinagawa Prince Hotel Main Tower 22F

4-10-30 Takanawa Minato-ku Tokyo/108-8611 Japan
 Tel:+81-(0)3-3440-1111　http://www.princehotels.co.jp/shinagawa

2-16-32-701,Takanawa Minato-ku
Tokyo 108-0074 Japan 

1-21-6-403,Kojima-cho Chofu city
Tokyo 182-0026 Japan 

　 《７月 29 日》
○午前９時〜午後９時（予定）
　第１部：近代・現行貨幣 （LotNo.4001 〜 4291）
　第２部：日本貨幣 （株）日本コインオークション主催分 （LotNo.7993 〜 8184）
　第３部：日本の古金銀 （LotNo.5001 〜 5160）
　第４部：穴銭・藩札他 （LotNo.6001 〜 6952）
　 《７月 30 日》
○午前９時〜午後７時（予定）
　第５部：外国貨幣  書信館出版（株）主催分 （LotNo.9001 〜 9318）
　第６部：外国貨幣 （株）日本コインオークション主催分 （LotNo.7001 〜 7992）
　 《Saturday 29th, July 2017》
○９:00AM 〜９:00PM
　Session 1：Japanese Modern Coinage （LotNo.4001 〜 4291）
　Session 2：Japanese Coinage(No.44 NIHON COIN AUCTION) （LotNo.7993 〜 8184）
　Session 3：Pre-Meiji Coinage （LotNo.5001 〜 5160）
　Session 4：Cash Coinage and HANSATSU Note （LotNo.6001 〜 6952）
　 《Sunday 30th, July 2017》
○９:00AM 〜７:00PM
　Session 5：World Coinage （LotNo.9001 〜 9318）
　Session 6：World Coinage(No.44 NIHON COIN AUCTION) （LotNo.7001 〜 7992）



 ・７月 28 日（金）午前 11 時〜午後５時（予定）
 　場所：品川プリンスホテルメインタワー３階
 　Friday 28th July 11:00 〜 17:00
　 　“Shinagawa Prince Hotel Main Tower” ３F
 ・７月 29 日（土）午前９時〜午後３時（予定）
 ・７月 30 日（日）午前９時〜午後３時（予定）
  　場所：品川プリンスホテルメインタワー 22 階
 　Saturday 29th July ９:00 〜 15:00
 　Sunday 30th July  ９:00 〜 15:00
　 　“Shinagawa Prince Hotel Main Tower” 22F

書信館出版（株）

〒 182-0026  東京都調布市小島町 1-21-6
アジャンタ調布 403 号

下見の日時と場所

〒 108-0074  東京都港区高輪 2-16-32
レア−ル高輪 701 号

（株）ダルマ
 電話　03-3447-5567　FAX.03-3449-3344

※ いずれも電話でご予約の上、ご来社下さい。

●書信館出版（株）主催分
日時：７月 10 日（月）〜７月 25 日（火）
　　　午前 10 時〜午後４時（祝日除く）
　※ 上記期間中の日曜に下見を希望される場合は前日までに
　　 電話予約が必須です。

場所：書信館出版（株）

●（株）日本コインオークション主催分
日時：７月 10 日（月）〜７月 25 日（火）
    午前 11 時〜午後４時 30 分
　※ 上記期間中の日曜に下見を希望される場合は前日までに
　　 電話予約が必須です。

場所：（株）ダルマ（下記地図参照）（下記地図参照）

電話　042-484-5531　FAX.042-484-6916

●ＣＣＦ会場での下見
Viewing at AUCTION
Shinagawa Prince Hotel
Main Tower

●郵便入札大歓迎！：締切＝2017年７月27日（木）（必着）

　FAXでの入札は全て書信館出版（株）にて受理致します。但し、FAXでの入札は７月27日午後６時をもって終了します。

郵便でのご入札は巻末に掲載の共通応札用紙をご使用下さい。
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１. 本カタログに記載の競売品は特別の注記があるものを除き真正品であることを保証致します。
２. 競売品に記載の価格は応札可能な最低価格です。会場での競売価格は、通常この最低価格また

は郵便入札の上位２番札を基準とし開始価格とします。但し、最低価格は競売人が決定します。
３. 郵便での応札締切日は７月 27 日（木）必着です。FAX での応札は７月 27 日（木）午後６

時をもって終了します。
４. 入札に関し問題が生じた場合、慎重に対処しますが最終的な決定権は競売人が有します。
５.落札品には落札価格の10％の手数料とその手数料にかかる８％の消費税が加算請求されます。

また、落札品の送料は落札者負担です。
 　 　　　　　　　　　　　　　　 例）落札価格￥50,000 の場合。
 　 　　　　　　　落札価格 ・・・・・ ￥50,000
 　 　　　　　　　手　数　料   ・・・・ ￥5,000
 　 　　　　　　　消　費　税 ・・・・・・ ￥400
 　 　　　　　　　合　計　額 ・・・・・ ￥55,400
６. 落札品に対する支払いは８月 14 日（月）までに CCF 専用銀行口座（第１部から第６部共通）

への振込、または現金書留にて書信館出版（株）宛まで払い込むものとします（払込みに関わ
る手数料は落札者負担です）。郵便振替はご使用になれません。『収集』誌上入札と合算での支
払いはご遠慮ください。

７. 会場に参加した落札者と、郵便入札における落札者のうち、あらかじめ下見をしている場合、
返品は認められません。但し１の条項における真贋の鑑定に不測の理由が生じたときは、例外
が認められます。その場合は至急主催者に連絡の上、８月 18 日（金）までに現品が書信館出
版（株）に到着するようご返送ください。

８. 郵便（FAX も可）での応札は 100 円刻みを最低とし、100 円未満は切り捨てとなります。同
値の場合は受付日の早い入札者を優先します。

９. ご出品者へのご精算は８月 28 日（月）に行わせていただきます。
10. 落札品の受け渡しは７月 29 日（土）には行いません。

郵便入札に当ってのお願い

■郵便でのご応札は本誌巻末に綴込みの「郵便入札申込書」、またはそのコピーをご使用下さい。弊社ホー
ムページ（http://www.shushu.co.jp）からプリントアウトしてご使用することも可能です。

■入札はロット No. で管理されているため、No. の誤記による返品はできません。応札用紙への記入は十分
にご注意ください。

■同額での入札の場合は、受付日の早い方を優先と致します。ただし、会場での入札金額と同額になった場
合は会場での応札者が優先されます。

■応札後のお問い合わせ等の便宜上、応札内容の控えをお手元に残しておかれますようお薦め致します。
■当落にかかわらず、７月 31 日（月）付けで落札結果を発送する予定です。

2017 ＣＣＦオークションは、全ての諸業務（郵便入札の受付、落札代金の受理、返品等）を書信館出版（株）

が行います。ただし、（株）日本コインオークション主催分の下見は前頁に掲載の通り、（株）日本コインオー

クションにて行われます。予めご了承下さい。その他、下記の要項につきご協力頂けますと幸いです。

オークションの規定と条件



MAIL BID SHEETS MUST BE RECEIVED BY 
JULY 27TH 2017 AT 6:00PM(TOKYO TIME).

NIHON COIN AUCTION Co., Ltd / YUJI OTANI
2-16-32-701,Takanawa Minato-ku, Tokyo 108-0074 Japan 

FAX.+(81)-(0)3-3449-3344

Buyer’s Fee 10.8% Will Be Added To the Hammer Price.

お振込先銀行
三井住友銀行　調布駅前支店（916）　普通口座　0861230

口座名：書信館出版株式会社

BANK INFORMATION
B A N K : SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
ADDRESS : 1-37-12,FUDA CHOFU-CITY,TOKYO JAPAN
BRANCH : CHOFU EKIMAE BRANCH
ACCOUNT NAME : SHOSHINKAN PUBLISHING Co,.Ltd.
ACCOUNT NUMBER : 0861230
SWIFT ADDRESS : SMBCJPJT
BANK CODE : 0009916



－ 1－

	4001	 新国立銀行　水兵　壱円　第119（東京・京橋）	 佳	 ¥40,000

第１部　近代・現行貨幣
主催：書信館出版（株）

291 ロット　７月 29 日（土） 午前９時〜

	4003	 大黒　壱円	 佳	 ¥20,000

	4002	 新国立銀行　水兵　壱円　第15（東京・木挽町）	 並	 ¥30,000

	4004	 裏猪　拾円　後期（アラビア）	 少亀裂　やや劣	 ¥40,000

※紙幣は全て原寸の 40％です。

4001

4002

4003

4004



－ 2－

	4005	 透かし大黒五円	 劣	 ¥20,000

	4006	 裏赤弐百円	 中央亀裂有　劣	 ¥40,000

	4007	 西郷札　金五円	 上	 ¥40,000
	4008	 西郷札　金五拾銭	 美	 ¥40,000

	4009	 藤原弐百円　上へ少裁断ズレ	 少青色汚れ　上〜美	 ¥8,000
	4010	 たて書弐拾円　＃３	 佳〜上	 ¥6,000

4005

4006

4007 4008

4009

4010



－ 3－

	4011	 中央武内五円　（万葉）	 準〜未	 ¥250,000

	4012	 透かし大黒五円　（77×134mm）	 準〜未	 ¥250,000

	4013	 漢数字　壱円	 美＋	 ¥15,000
	4014	 左和気　拾円　＃137	 上〜美	 ¥8,000
	4015	 大正武内五円　＃146	 美＋	 ¥13,000

	4016	 １次百円　＃28	 極〜準未	 ¥6,000
	4017	 たて書弐拾円　＃21	 佳	 ¥5,000

	4018	 藤原弐百円　＃12	 美	 ¥14,000

4011

4012

4013 4014 4015

4016 4017

4018

※現行紙幣右下の赤斜線は偽造防止の為に引いています。ご了承下さい。



－ 4－

	4019	 ３次百円　後期＃66	 極　	 ¥8,000
	4020	 ３次百円　前期＃36	 美＋	 ¥6,500

	4021	 ４次拾円　後期＃79　証紙付	 美	 ¥5,000
	4022	 ４次拾円　後期＃72	 上〜美	 ¥4,000

	4023	 ４次百円　大阪（33）	 準〜未	 ¥4,000
	4024	 ４次百円　小田原（26）	 準未	 ¥4,000

	4025	 議事堂拾円　秋田（13124）	 極＋	 ¥3,000

	4026	 高橋50円　Ｇ−Ａ，Ｑ−Ｓ，Ｓ−Ｐ　（３枚組）	 美＋/準〜未	 ¥5,000
	4027	 聖徳千円　２桁　（５枚組）記番号違い	 準〜未	 ¥11,000

4019 4020

4021 4022

4023 4024

4025

4026 4027



－ 5－

	4033	 大正小額札　50銭　大正８年　#176（計10枚組）	 準未/未	 ¥10,000
	4034	 大正小額札　50銭　大正10年　＃355、＃373×２、＃374、＃389×６（計10枚組）	 美〜準未	 ¥7,000
	4035	 ２次五円　＃１	 佳	 ¥6,000
	4036	 ２次拾円　＃１	 佳	 ¥5,000

	4037	 １次五円　＃253	 準〜未	 ¥5,000

	4028	 大正小額札　20銭　大正６年　＃１	 軽薄シミ　極＋	 ¥5,000
	4029	 大正小額札　10銭　大正7年　（計10枚組）	 未	 ¥7,500
	4030	 大正小額札　10銭　大正８年　（計10枚組）	 美/未	 ¥5,000
	4031	 大正小額札　10銭　大正９年　（計７枚組）	 極＋/未	 ¥4,000
	4032	 大正小額札　50銭　大正7年　（計10枚組）	 極	 ¥8,000

4037

4033

4034

4031
4029

4030
4032

4035

4028

4036



－ 6－

	4038	 ３次百円　＃177　証紙付	 準未	 ¥8,000
	4039	 富士桜50銭　＃１	 未	 ¥4,000
	4040	 大正小額札　20銭　大正７年　＃47	 準未	 ¥4,000

	4041	 ４次百円　左下角福耳エラー	 上〜美	 ¥30,000

	4042	 ４次百円　王子（16）　下に裁断ズレ	 準未	 ¥5,000

	4043	 旧福沢壱万円（茶）ＥＧ100000Ｔ	 未	 ¥14,000
	4044	 新福沢壱万円（黒）ＦＨ600000Ｆ	 未	 ¥14,000

	4045	 新福沢壱万円（黒）ＡＡ−Ａ	 美	 ¥12,000

4038 4039 4040

4041

4042

4043 4044

4045



－ 7－

	4046	 新岩倉五百円　ＮＢ111111Ｓ	 上部小シミ有　未	 ¥7,000
	4047	 新岩倉五百円　ＧＣ222222Ｓ	 微シミ有　　準〜未	 ¥7,000

	4048	 新岩倉五百円　ＧＣ333333Ｔ	 軽シミ有　準〜未	 ¥7,000
	4049	 新岩倉五百円　ＦＣ444444Ｔ	 微シミ有　未	 ¥7,000

	4050	 新岩倉五百円　ＦＣ555555Ｔ	 微シミ有　未	 ¥7,000
	4051	 新岩倉五百円　ＪＣ666666Ｕ	 微シミ有　未	 ¥7,000

	4052	 新岩倉五百円　ＧＣ777777Ｕ	 微薄シミ有　未	 ¥8,000
	4053	 新岩倉五百円　ＭＣ888888Ｔ	 未	 ¥8,000

	4054	 新岩倉五百円　ＶＣ123456Ｕ	 上部小シミ有　未	 ¥6,000
	4055	 新岩倉五百円　ＫＱ555555Ｘ	 準〜未	 ¥9,000

	4056	 野口千円（茶）ＳＢ333333Ｙ	 未	 ¥6,000
	4057	 野口千円（黒）ＸＷ555555Ｔ	 未	 ¥7,000
	4058	 野口千円（黒）Ａ000493Ａ　初期番号	 未	 ¥20,000

4046 4047

4048 4049

4050 4051

4052 4053

4054 4055

4056 4057 4058



－ 8－

	4059	 新福沢壱万円（茶）ＤＮ000001〜000009Ｖ（９枚組）	 未	 ¥102,000
	4060	 中央武内壱円　＃１	 準〜未	 ¥4,000
	4061	 板垣百円　Ａ−Ｎ	 準未	 ¥4,000

	4062	 板垣百円　Ｎ−Ｂ　連番３枚	 準〜未	 ¥10,000
	4063	 旧岩倉五百円　Ｐ−Ｇ	 未	 ¥4,000

	4064	 聖徳千円　Ｅ−Ｄ	 準〜未	 ¥5,000
	4065	 守礼門弐千円　Ａ−Ａ　連番２枚	 未	 ¥5,000

	4066	 守礼門弐千円　Ｚ−Ｚ，ＡＡ−Ａ　（２枚組）	 未	 ¥5,000
	4067	 守礼門弐千円　Ｗ600000Ｖ	 未	 ¥8,000

	4068	 守礼門弐千円　ＰＡ100000Ｘ	 未	 ¥8,000

4060 4061

4062
4063

4064 4065

4066

4067

4068



－ 9－

	4069	 夏目千円（黒，紺，緑）Ａ−Ａ　（３点組）	 未	 ¥8,000
	4070	 夏目千円（黒）ＺＺ−Ｚ	 未	 ¥5,000

	4071	 夏目千円（茶）ＺＺ−Ｚ	 未	 ¥5,000
	4072	 新渡戸五千円（黒）Ａ−Ａ	 未	 ¥9,000

	4073	 聖徳壱万円　ＪＱ−Ｋ　小田原最終	 準〜未	 ¥14,000
	4074	 聖徳壱万円　Ｙ−Ｔ	 準〜未	 ¥13,000

	4075	 旧福沢壱万円（大蔵茶）ＸＧ−Ｕ　彦根最終	 軽汚れ　未	 ¥12,000
	4076	 旧福沢壱万円（国立）ＺＰ−Ｕ　彦根開始	 準〜未	 ¥12,000

	4077	 新福沢壱万円（茶）Ｘ−Ｘ	 未	 ¥12,000
	4078	 樋口五千円（黒）ＣＸ222222Ｖ	 未	 ¥10,000

4069

4071 4072

4073 4074

4075 4076

4077 4078

4070



－ 10 －

	4079	 樋口五千円（黒）ＤＤ444444Ｔ	 未	 ¥10,000
	4080	 新岩倉五百円　Ｚ−Ｚ	 未	 ¥10,000

	4081	 新岩倉五百円　ＢＴ−Ｘ　彦根最終	 未	 ¥4,000
	4082	 板垣百円　ＸＷ−Ａ　1000枚官封	 未	 ¥122,000
	4083	 板垣百円　ＴＰ−Ｅ　100枚帯封	 準〜未	 ¥12,000
	4084	 板垣百円　ＱＲ−Ｂ　100枚帯封	 準〜未	 ¥12,000
	4085	 板垣百円　ＫＴ−Ａ　100枚帯封	 準〜未	 ¥11,500

	4086	 米軍（伝単）１次拾円型　①五千円！（少裂け），②軍閥が〜③無条件降伏の意義（パンプ）「３点組」	 極	 ¥20,000

4079 4080

4081

4086

4082（縮小）



－ 11 －

	4087	 旧10円金貨　明治４年　無輪	 極	 ¥600,000
	4088	 旧１円金貨　明治４年前期　PCGS（MS61）	 少磨き　美/極	 ¥70,000
	4089	 旧１円金貨　明治４年後期	 極	 ¥40,000
	4090	 旧１円金貨　明治４年後期	 軽スレ　美	 ¥30,000

	4091	 新５円金貨　大正２年　財務省　ＩＤ32562　美品Ｂ	 極	 ¥150,000
	4092	 新５円金貨　大正13年	 小傷有　美	 ¥120,000
	4093	 新10円金貨　明治36年　NGC（MS64）	 極	 ¥90,000

	4094	 新20円金貨　明治43年	 準未	 ¥220,000
	4095	 新５円金貨　明治31年　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極＋	 ¥90,000
	※4096〜4107は財務省箱付き。	 	
	4096	 旧10円金貨　明治４年　（美品Ｂ）　NGC（MS62）	 極	 ¥500,000

	4097	 旧５円金貨　明治３年　明瞭ウロコ　（美品Ａ）	 極	 ¥250,000
	4098	 旧５円金貨　明治５年　（美品Ａ）	 極	 ¥200,000
	4099	 旧２円金貨　明治３年　（美品Ａ）	 極	 ¥120,000

	4100	 旧１円金貨　明治４年後期　（美品Ｂ）	 極	 ¥40,000
	4101	 旧１円金貨　明治４年後期　（美品Ｂ）	 美〜極	 ¥38,000
	4102	 新10円金貨　明治30年　（美品Ｂ）	 美	 ¥50,000
	4103	 新10円金貨　明治41年　（美品Ａ）	 極＋	 ¥55,000
	4104	 新10円金貨　明治41年　（美品Ａ）	 極＋	 ¥55,000

4087
4088 4089 4090

4091 4092

4094
4095

4093

4096

4097 4098
4099

4100

4101
4102 4103 4104
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	4105	 新10円金貨　明治41年　（美品Ａ）	 極＋	 ¥55,000
	4106	 新10円金貨　明治42年　（美品Ａ）	 準〜未	 ¥60,000
	4107	 新５円金貨　明治45年　（未使用）	 準〜未	 ¥120,000

	4108	 貿易銀　明治10年　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美〜極	 ¥100,000
	4109	 円銀　明治３年	 極	 ¥30,000

	4110	 円銀　明治３年　NGC（MS65）	 未	 ¥60,000
	4111	 円銀　明治３年　PCGS（MS64）	 未	 ¥60,000

	4112	 円銀　明治３年　PCGS（MS64）	 準〜未	 ¥50,000
	4113	 円銀　明治３年　PCGS（MS64）	 トーン　準〜未	 ¥50,000

	4114	 円銀　明治13年	 汚れ有　上	 ¥6,000
	4115	 円銀　明治23年	 面少スレ　上〜美	 ¥6,000

4105 4106
4107

4108 4109

4110

4111

4112 4113

4114 4115
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	4116	 円銀　明治27年	 磨き　上	 ¥5,000
	4117	 円銀　明治28年	 袋ズレ　極	 ¥6,500

	4118	 円銀　明治29年	 極＋	 ¥6,500
	4119	 円銀　明治34年	 極	 ¥6,500

	4120	 円銀　明治37年	 美〜極	 ¥6,500
	4121	 円銀　明治38年	 洗い　上	 ¥5,000

	4122	 円銀　大正３年	 美＋	 ¥4,500
	4123	 円銀　明治24年　小頭二	 上〜美	 ¥6,000

	4124	 円銀　明治35年	 上〜美	 ¥5,000
	4125	 旭竜小型50銭　明治４年　NGC（MS63）	 縁小当　極	 ¥6,000

4116 4117

4118 4119

4120 4121

4122 4123

4124 4125
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	4126	 竜50銭　明治６年　中年　NGC（AU）　Details	 縁錆有　美	 ¥5,000
	4127	 円銀　明治３年　PCGS（MS62）	 縁小当　極	 ¥18,000

	4128	 円銀　明治15年　PCGS（AU58）	 極	 ¥7,000
	4129	 円銀　明治16年　NGC（AU55）	 面小当　美＋	 ¥6,000

	4130	 円銀　明治23年　PCGS（AU58）	 極	 ¥6,000
	4131	 円銀　明治24年　PCGS（AU58）	 片面トーン　少袋ズレ　極	 ¥5,000

	4132	 円銀　明治24年　NGC（AU58）	 極	 ¥5,000
	4133	 円銀　明治27年　NGC（MS62）	 極＋	 ¥8,000

	4134	 円銀　明治28年　PCGS（MS62）	 微汚れ　極＋	 ¥8,000
	4135	 円銀　明治39年　PCGS（AU58）	 極	 ¥8,000

4126 4127

4128 4129

4130 4131

4132 4133

4134 4135
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	4136	 貿易銀　明治９年　PCGS（AU）　Details（修正）	 修正・腐食有　佳	 ¥15,000
	4137	 円銀　明治３年　有輪　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 焼け有　佳	 ¥15,000

	4138	 円銀　明治３年　有輪　45度傾打ち	 上〜美	 ¥25,000
	4139	 円銀　明治13年　左銀	 上	 ¥11,000

	4140	 円銀　明治14年　左銀	 美	 ¥12,000
	4141	 円銀　明治23年	 暗色　上	 ¥6,000

	4142	 円銀　明治25年後期	 上〜美	 ¥6,000
	4143	 円銀　明治26年　左銀	 美〜極	 ¥7,000

	4144	 円銀　明治27年	 面少コスレ　美〜極	 ¥6,000
	4145	 円銀　明治28年	 美	 ¥6,000

4136 4137

4138 4139

4140 4141

4142 4143

4144 4145
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	4146	 円銀　明治30年	 面軽コスレ　極	 ¥8,000
	4147	 円銀　明治34年	 汚れ　上	 ¥6,000

	4148	 円銀　明治36年	 少スレ　極	 ¥6,000
	4149	 円銀　明治38年	 コスレ有　美	 ¥6,000

	4150	 円銀　大正３年	 少磨き　美	 ¥5,000
	4151	 旭竜小型50銭　明治４年　低四	 上	 ¥5,000

	4152	 小型50銭　昭和13年	 少汚れ　上〜美	 ¥7,000
	4153	 円銀　明治38年　NGC（MS63）	 軽スレ　未	 ¥15,000

	4154	 円銀　明治27年	 軽傷有　極＋	 ¥7,000
	4155	 円銀　明治36年	 洗い　上	 ¥4,000

4146 4147

4148 4149
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4151
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4154 4155
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	4156	 円銀　明治38年	 磨き　上	 ¥4,000
	4157	 円銀　大正３年	 磨き　上	 ¥4,000

	4158	 小型50銭　昭和13年	 洗い・シミ　美	 ¥8,000
	4159	 竜20銭　明治33年	 美	 ¥5,000
	4160	 円銀　明治30年	 極＋	 ¥10,000

	4161	 円銀　明治35年	 極/準未	 ¥10,000
	4162	 竜50銭　明治30年	 微コスレ　準〜未	 ¥10,000
	4163	 竜20銭　明治７年	 準未	 ¥8,000

	4164	 竜20銭　明治18年	 準〜未	 ¥4,000
	4165	 竜20銭　明治20年	 未〜完	 ¥8,000
	4166	 竜20銭　明治25年	 準〜未	 ¥12,000

	4167	 竜20銭　明治30年	 準〜未	 ¥3,000
	4168	 竜10銭　明治９年	 微スレ　未	 ¥4,000
	4169	 旭20銭　明治39年	 軽洗い　未	 ¥20,000
	4170	 円銀　明治37年	 縁小錆有　極	 ¥5,000
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	4171	 竜50銭　明治30年　PCGS（MS63）	 準〜未	 ¥9,000
	4172	 竜50銭　明治37年　PCGS（MS64）	 トーン　準未	 ¥9,000
	4173	 竜50銭　明治38年　PCGS（MS64）	 一部銀ヤケ　未	 ¥11,000

	4174	 旭50銭　大正５年　PCGS（MS64）	 トーン　未	 ¥5,000
	4175	 竜50銭　明治31年（上切り）	 未〜完	 ¥20,000
	4176	 竜50銭　明治31年（上切り）	 未	 ¥10,000

	4177	 竜50銭　明治31年（下切り）	 未	 ¥20,000
	4178	 竜50銭　明治30年	 軽トーン　未	 ¥7,000
	4179	 竜50銭　明治18年	 軽スレ　上〜美	 ¥10,000

	4180	 竜50銭　明治34年	 美〜極	 ¥4,000
	4181	 竜20銭　明治34年　PCGS（AU58）	 少磨き・洗い　美	 ¥20,000
	4182	 竜50銭　明治31（上切り，下切り），32，33，34年　（５点組）	 佳〜上	 ¥6,000
	4183	 竜20銭　明治９年	 準〜未	 ¥4,000

	4184	 旭50銭　明治42年　PCGS（MS65）	 未	 ¥10,000
	4185	 円銀　明治25年　PCGS（AU58）	 極＋	 ¥8,000

4171 4172 4173

4174 4175 4176

4177 4178 4179

4180
4181 4183

4184
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	4186	 竜20銭　明治20年	 未	 ¥5,000
	4187	 竜５銭　明治６年　ハネ明	 上〜美	 ¥5,000
	4188	 竜50銭　明治31年　下切り	 美	 ¥5,000

	4189	 竜50銭　明治35年	 美	 ¥5,000
	4190	 稲５銭白銅　明治35年	 軽スレ　美〜極	 ¥5,000
	4191	 旭10銭　大正５年　PCGS（MS66）	 未〜完	 ¥4,000
	4192	 旭10銭　大正６年　PCGS（MS67）	 未〜完	 ¥5,000

	4193	 竜20銭　明治６年　PCGS（MS64）	 黒点１　未	 ¥5,000
	4194	 竜20銭　明治24年　PCGS（MS63）	 準〜未	 ¥5,000
	4195	 小型50銭　大正11年　PCGS（MS64）	 未＋	 ¥3,000
	4196	 小型５銭白銅　大正９年　PCGS（MS66）	 未＋	 ¥5,000

	4197	 小型５銭白銅　昭和７年　PCGS（MS65）	 未	 ¥5,000
	4198	 10銭白銅　昭和４年　PCGS（MS65）	 未	 ¥5,000
	4199	 小型50銭　昭和９年　PCGS（MS66）	 未	 ¥4,000
	4200	 小型50銭　昭和10年　PCGS（MS66）	 未	 ¥4,000

	4201	 竜20銭　明治10年	 洗い　上	 ¥3,000
	4202	 竜20銭　明治26年	 準〜未	 ¥5,000
	4203	 竜20銭　明治33年	 上	 ¥4,000
	4204	 稲５銭白銅　明治37年	 上	 ¥3,000
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4188

4189
4190 4191
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	4205	 小型50銭　昭和13年　NGC（MS64）	 軽洗い　準未	 ¥12,000
	4206	 小型50銭　昭和13年	 洗い　準未	 ¥10,000
	4207	 旭20銭　明治44年	 磨き　上	 ¥8,000
	4208	 稲５銭白銅　明治30年　ACCA　UNC　Details	 準未	 ¥8,000

	4209	 稲５銭白銅　明治32年　PCGS　洗い　UNC　Details	 極＋	 ¥7,000
	4210	 ２銭銅貨　明治10年　波ウロコ	 極	 ¥2,000
	4211	 竜１銭銅貨　明治13年　PCGS（MS64RD）	 洗い・シミ　未/準未	 ¥6,000

	4212	 竜１銭銅貨　明治19年　PCGS（MS65RD）	 未	 ¥12,000
	4213	 半銭銅貨　明治20年　PCGS（MS64＋RD）	 未	 ¥6,000
	4214	 半銭銅貨　陰打	 美	 ¥16,500

	4215	 竜１銭銅貨　明治９年　陰打	 上	 ¥25,000
	4216	 半銭銅貨　明治10年　波ウロコ	 未	 ¥5,000
	4217	 半銭銅貨　明治10年　波ウロコ	 未	 ¥5,000

	4218	 半銭銅貨　明治10年　波ウロコ	 準〜未	 ¥5,000
	4219	 半銭銅貨　明治21年	 洗い　極＋	 ¥3,000
	4220	 稲５銭白銅　明治31年	 準未	 ¥5,000
	4221	 大型５銭白銅　大正８年（３），９年（２）　（計５枚組）	 未	 ¥5,000
	4222	 半銭銅貨　明治８年　PCGS　UNC　Details	 準未	 ¥5,000

4205 4206
4207 4208

4209
4210 4211

4212 4213 4214

4215 4216 4217

4218 4219 4220 4222
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	4223	 竜１銭銅貨　明治16年　PCGS（MS64RD）	 準未	 ¥4,000
	4224	 半銭銅貨　明治21年　PCGS（AU55）	 極	 ¥3,000

	4225	 半銭銅貨　明治８年　広八，昇八，正八　（３種組）	 佳	 ¥3,000

	4226	 稲１銭銅貨　明治34年	 準未	 ¥3,000
	4227	 半銭銅貨　明治18年　PCGS（MS65RD）	 黒点１　未	 ¥5,000
	4228	 半銭銅貨　明治20年　PCGS（MS63RD）	 準未	 ¥4,000

	4229	 桐１銭銅貨　昭和５年　PCGS（MS64RD）	 極	 ¥3,000
	4230	 現行１円　昭和30年　PCGS（MS63）	 未	 ¥3,000
	4231	 現行５円　昭和32年　PCGS（MS665）	 トーン　準未	 ¥5,000

4223 4224

4225

4226
4227 4228

4229 4230 4231

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：７月 27 日（木）必着
FAX 入札締切日：７月 27 日（木）午後６時到着分まで

郵便入札（Mail		Bid）でご参加の方は…

ご送付先：〒 182 － 0026　東京都調布市小島町１－ 21 －６　アジャンタ調布 403 号
FAX：042 － 484 － 6916　書信館出版（株）　



－ 22 －



－ 23 －

	4232	 円銀　明治７年〜大正３年（20年大，小，25年前・後期）　33枚組　※下見して下さい。（返品不可）
	 	 	 美〜準未	 ¥1,000,000

4232
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	4233	 貿易銀　明治８，９，10年　（３枚組）　※下見してください。（返品不可）	 美	 ¥300,000

 ※4234〜4237は長島愛生園　代用貨。	 	
	4234	 一銭黄銅　（1931-48）　KM＃Ｌ１	 上	 ¥50,000
	4235	 十銭黄銅　（1931-48）　KM＃Ｌ４	 上	 ¥50,000
	4236	 十銭アルミ　（1931-48）　KM＃Ｌ４a	 上	 ¥50,000

	4237	 壹圓黄銅　（1931-48）　KM＃Ｌ６	 上	 ¥50,000
	4238	 未発行　富士壱銭陶貨　濃茶　４点組	 極	 ¥4,000

	4239	 東京五輪　千円銀貨　1964　NGC（MS65）	 未	 ¥4,000
	4240	 東京五輪　千円銀貨　1964　NGC（MS64）	 未	 ¥3,000
	4241	 東京五輪　千円銀貨　1964　14枚組	 未〜未＋	 ¥25,000

4233

4234 4235 4236

4237
4238

4239 4240
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	4242	 東京五輪　千円銀貨　1964　PCGS（MS66）	 未	 ¥7,500
	4243	 東京五輪　千円銀貨　1964　NGC（MS66）	 未〜完	 ¥8,000

	4244	 現行10円　昭和42年　ACCA（MS65+RD）	 未	 ¥3,000
	4245	 現行1円　平成24年　PCGS（MS66）	 未	 ¥3,000
	4246	 東京五輪　千円銀貨　1964　（20枚組）	 極〜未	 ¥30,000
	4247	 記念貨セット　（東京五輪　千円，百円，万博，札幌）×２組　市販ケース入	 極〜未	 ¥4,000
	4248	 現行10円　昭和37年　ACCA（MS64RD）	 未	 ¥4,000

	4249	 現行50円　昭和56年　穴無しエラー（下見してください）	 年号面内郭傷有　極	 ¥180,000
	4250	 現行50円　昭和50年　穴無しエラー	 極	 ¥180,000

	※4251〜4270は箱無し，カプセル入。	 	
	4251	 FIFA	ワールドカップ　千円銀貨　2002　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4252	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4253	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4254	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4255	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4256	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4257	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4258	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4259	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4260	 愛知万博　千円銀貨　2004　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4261	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4262	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4263	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000

4242

4244 4245 4248

4249 4250

4251（一部）

4243

4260（一部）
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	4264	 愛知万博　千円銀貨　2004　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4265	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4266	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4267	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4268	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4269	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4270	 同上　（２枚組）	 PF未	 ¥8,000
	4271	 地方自治　奈良　千円銀貨　PCGS（PR69）	 PF未	 ¥4,000
	4272	 地方自治　茨城　千円銀貨　PCGS（PR69）	 PF未	 ¥4,000
	4273	 地方自治　栃木　千円銀貨　PCGS（PR69）	 PF未	 ¥4,000
	4274	 地方自治プルーフセット　大阪　千円銀貨　Ａ	 未開封　未	 ¥7,000
	4275	 地方自治プルーフセット　岡山　千円銀貨　Ａ	 未開封　未	 ¥5,000
	4276	 地方自治プルーフセット　徳島　千円銀貨　Ａ	 未開封　未	 ¥5,000
	4277	 地方自治プルーフセット　兵庫　千円銀貨　Ａ	 未開封　未	 ¥5,000
	4278	 地方自治プルーフセット　福島　千円銀貨　Ａ	 未開封　未	 ¥5,000
	4279	 地方自治プルーフセット　鹿児島　千円銀貨　Ａ	 未開封　未	 ¥5,000
	4280	 地方自治プルーフセット　宮崎　千円銀貨　Ａ	 未開封　未	 ¥5,000
	4281	 プルーフセット　東京パラリンピック（引継）千円銀貨　2016	 未開封　未	 ¥13,000
	4282	 地方自治プルーフセット　千円銀貨　Ａ　（47都道府県）揃い　「岩手・24年は含まず。」	
	 	 	 ダンボール付　未	 ¥215,000
	4283	 震災復興プルーフセット　４次　壱万円金貨	 未開封　未	 ¥100,000
	4284	 震災復興プルーフセット　４次　千円銀貨	 未開封　未	 ¥10,000
	4285	 銀行ロール　10円　昭和42年	 （紙）未	 ¥10,000
	4286	 銀行ロール　100円　平成13年	 （ビ）未	 ¥10,000
	4287	 銀行ロール　100円　平成13年	 （ビ）未	 ¥10,000
	4288	 銀行ロール　100円　平成13年	 （ビ）未	 ¥10,000
	4289	 銀行ロール　５円　平成21年　（３本）	 （ビ）未	 ¥5,000
	4290	 銀行ロール　５円　平成21年　（３本）	 （ビ）未	 ¥5,000
	4291	 銀行ロール　５円　平成21年　（３本）	 （ビ）未	 ¥5,000

※プルーフセット類（LotNo.4274 〜 4284）の会
　場内での下見、及び会場での引き渡しは出来ま
　せん。引き渡しは後日配送のみとなります。ご
　了承下さい。

4271

4272 4273
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	日　本　JAPAN	 	 	

第2部　日本貨幣

第44回日本コインオークション
主催：（株）日本コインオークション

193ロット　７月29日（土）午前11時 30分〜（予定）

	7993	 萬年通宝(銅)　天平宝字4年(760)　4.3ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品	 ¥75,000
	7994	 隆平永宝(銅)　広穿長平　延暦15年(796)　3.1ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	 ¥70,000

	7995	 隆平永宝(銅)　延暦15年(796)　3.2ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品	 ¥50,000
	7996	 隆平永宝(銅)　延暦15年(796)　3.0ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品	 ¥45,000

	7997	 富壽神宝(銅)　小字　弘仁9年(818)　3.9ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付　	 美品	 ¥65,000
	7998	 富壽神宝(銅)　小字　弘仁9年(818)　3.2ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品	 ¥60,000
	7999	 承和昌宝(銅)　小字　承和2年(835)　2.3ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	 ¥100,000

	8000	 洪武通宝　背桂、永楽通宝　2枚組　要下見　返品不可	 佳品〜上品	 ¥2,000
	8001	 文政両面大黒豆板銀　7.5g			文政3年〜天保8年(1820〜1837)　古51	 美品	 ¥30,000
	8002	 文政両面大黒豆板銀　6.6g			文政3年〜天保8年(1820〜1837)　古51	 美品	 ¥24,000
	8003	 安政両面大黒豆板銀　4.8g　安政6年〜慶応元年(1859〜1865)　古53	 美品	 ¥20,000
	8004	 安政両面大黒豆板銀　6g　安政6年〜慶応元年(1859〜1865)　古53	 美品	 ¥15,000
	8005	 安政両面大黒豆板銀　4.6g　安政6年〜慶応元年(1859〜1865)　古53	 美品	 ¥15,000

7993 7994

7995 7996

7997 7998 7999

8000 8001 8002 8003 8004 8005
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	8006	 佐渡小判金(高神)　17.87g　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古11B　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品＋	 ¥2,500,000

	8007	 真文二分判金　文政元年〜11年(1818〜28)　古18	 美品	 ¥40,000
	8008	 草文二分判金　文政11年〜天保3年(1828〜32)　古18A	 美品	 ¥35,000
	8009	 安政二分判金　安政3年〜万延元年(1856〜60)　古19　	 美品	 ¥10,000
	8010	 明治二分判金　逆打　明治元年〜2年(1868〜69)　古20A	 美品	 ¥30,000
	8011	 明治二分判金　4枚組　明治元年〜2年(1868〜69)　古20A　要下見　返品不可	 上品〜美品	 ¥14,000
	8012	 慶長一分判金　慶長6年〜元禄元年(1601〜95)　古22	 美品＋	 ¥70,000
	8013	 慶長一分判金　慶長6年〜元禄元年(1601〜95)　古22　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	 ¥55,000
	8014	 元禄一分判金　元禄8年〜宝永7年(1695〜1710)　古23　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	 ¥140,000
	8015	 元文一分判金　3枚組　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古26　要下見　返品不可	 美品	 ¥27,000
	8016	 天保一分判金　2枚組　天保8年〜安政5年(1837〜1858)　古28	 極美品	 ¥25,000

	8017	 万延一分判金　ハネ分　万延元年〜慶応3年(1860〜1867)　古30　日本貨幣商協同組合鑑定書付	
	 	 	 美品	 ¥50,000
	8018	 元禄二朱判金　元禄10年〜宝永7年(1697〜1710)　古31　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品＋	 ¥150,000
	8019	 天保一分銀　Sl型　跳分　天保8年〜安政元年(1837〜1854)　古39	 美品＋	 ¥6,000
	8020	 天保一分銀　Sr型　跳分　天保8年〜安政元年(1837〜1854)　古39	 美品＋	 ¥8,000
	8021	 庄内一分銀　Po型　古39A	 美品＋	 ¥9,000
	8022	 長島愛生園　十銭　ND(1931-489)　ハンセン病療養施設内通用銭　珍品	 美品	 ¥150,000
	8023	 長島愛生園　五銭　ND(1931-489)　ハンセン病療養施設内通用銭　珍品	 美品	 ¥150,000

8006

8007 8008 8010 8012 8013 8014

8017 8018

8021 8022 8023
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	8024	 旧10円金貨　明治4年(1871)　無輪　近2　NGC	MS64	 未使用品	 ¥500,000
	8025	 旧5円金貨　明治4年(1871)　有輪　近3　NGC	MS65	 未使用品＋	 ¥200,000
	8026	 旧5円金貨(縮小)　明治5年(1872)　近3　NGC	MS63	 未使用品	 ¥150,000

	8027	 旧5円金貨(縮小)　明治5年(1872)　近3　NGC	MS63	 未使用品−	 ¥130,000
	8028	 旧5円金貨(縮小)　明治8年(1875)　後期　近3　PCGS	MS66	 完全未使用品	 ¥220,000
	8029	 新20円金貨　大正7年(1918)　近6　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品	 ¥160,000

	8030	 新20円金貨　大正7年(1918)　近6　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品	 ¥160,000
	8031	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　欠貝様　近9　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 トーン美品＋	 ¥20,000

	8032	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　近9　	 トーン準未使用品	 ¥30,000
	8033	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　近9　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 トーン極美品	 ¥25,000

	8034	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　近9　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品＋	 ¥20,000
	8035	 新1円銀貨(大型)　明治13年(1880)　左丸銀　近10Ｂ	 極美品	 ¥12,000

8024
8025 8026

8027
8028 8029

8030

8032

8031

8033

8034 8035
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	8036	 新1円銀貨(大型)　明治15年(1882)　近10	 トーン美品-	 ¥8,000
	8037	 新1円銀貨(大型)　明治19年(1886)　前期　近10	 トーン美品-	 ¥8,000

	8038	 新1円銀貨(小型)　明治21年(1888)　近10A　	 極美品	 ¥8,000
	8039	 新1円銀貨(小型)　明治21年(1888)　近10A　	 極美品	 ¥8,000

	8040	 新1円銀貨(小型)　明治22年(1889)　近10A　	 極美品＋	 ¥8,000
	8041	 新1円銀貨(小型)　明治28年(1895)　近10A　	 極美品＋	 ¥10,000

	8042	 新1円銀貨(小型)　明治28年(1895)　近10A　	 極美品−	 ¥6,000
	8043	 新1円銀貨(小型)　明治35年(1902)　近10A　	 準未使用品	 ¥10,000

	8044	 新1円銀貨(小型)　明治35年(1902)　近10A　スクラッチあり	 準未使用品	 ¥10,000
	8045	 新1円銀貨(小型)　明治37年(1904)　近10A　	 未使用品	 ¥10,000

8036 8037

8038 8039

8040 8041

8042 8043

8044 8045
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	8046	 新1円銀貨(小型)　明治39年(1906)　近10A　	 未使用品	 ¥10,000
	8047	 新1円銀貨(小型)　明治39年(1906)　近10A　	 未使用品-	 ¥10,000

	8048	 新1円銀貨(小型)　明治41年(1908)　近10A　	 準未使用品	 ¥18,000
	8049	 新1円銀貨(小型)　明治41年(1908)　近10A	 極美品＋	 ¥15,000

	8050	 旭日竜大型50銭銀貨　明治3年、　旭日竜小型50銭銀貨　明治4年　2枚組　要下見　返品不可
	 	 	 美品〜極美品	 ¥6,000
	8051	 旭日竜小型50銭銀貨　明治4年(1871)　小竜　近13A　	 極美品＋	 ¥4,000

	8052	 竜50銭銀貨　明治6年(1873)　近14　	 未使用品	 ¥10,000
	8053	 竜50銭銀貨　明治30年(1897)　下切　近14	 美品	 ¥1,500

	8054	 竜50銭銀貨　明治37年(1904)　近14　PCGS	MS64	 未使用品	 ¥10,000
	8055	 小型50銭銀貨　大正12年(1923)　近17　PCGS	MS66	 完全未使用品	 ¥3,000

8046 8047

8048 8049

8050 8051

8052 8053

8054

8055
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	8056	 竜20銭銀貨　明治21年(1888)　近21	 トーン極美品	 ¥30,000
	8057	 旭日20銭銀貨　明治42年(1909)　近22　PCGS	MS65	 完全未使用品	 ¥8,000
	8058	 竜10銭銀貨　明治10年(1877)　近24　ACCA	MS66	 未使用品＋	 ¥10,000

	8059	 旭日10銭銀貨　明治40年(1907)　近25　PCGS	MS62	 極美品＋	 ¥3,000
	8060	 竜5銭銀貨　明治6年(1873)　ハネ明　近35	 未使用品-	 ¥20,000
	8061	 竜5銭銀貨　明治6年(1873)、　嘉永一朱銀　2枚組　要下見　返品不可	 美品	 ¥2,000
	8062	 稲5銭白銅貨　明治36年(1903)　近37　	 美品-	 ¥25,000
	8063	 2銭銅貨　2枚組　明治6年(1873)　近45	 美品〜美品＋	 ¥10,000

	8064	 2銭銅貨　明治8年(1875)　近45　PCGS	MS64RD	 未使用品	 ¥20,000
	8065	 2銭銅貨　明治10年(1877)　波ウロコ　近45　PCGS	MS64RB	 未使用品	 ¥12,000

	8066	 2銭銅貨　明治15年(1882)　波ウロコ　近45　PCGS	MS64RB	 未使用品	 ¥12,000
	8067	 2銭銅貨　明治15年(1882)　波ウロコ　近45　PCGS	MS63RB	 未使用品	 ¥10,000
	8068	 2銭銅貨　3枚組　明治7年(1874)、明治13年(1880)、明治14年(1881)　近45　要下見　返品不可
	 	 	 クリーン美品〜クリーン極美品	 ¥4,000

	8069	 竜1銭銅貨　明治14年(1881)　大四　近46	 美品-	 ¥3,000
	8070	 稲1銭青銅貨　大正4年(1915)　近47　PCGS	MS65RD	 未使用品＋	 ¥5,000

8056
8057 8058

8059
8060

8062

8064 8065

8066 8069

8069 8070
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	8071	 カラス1銭黄銅貨　昭和13年(1938)　近49　ACCA	MS66RD	 完全未使用品	 ¥3,500
	8072	 半銭銅貨　3枚組　明治6，７，12年　近53　要下見　返品不可	 並品〜クリーン極美品-	 ¥5,000
	8073	 半銭銅貨　明治6年(1873)　近53	 未使用品	 ¥10,000

	8074	 半銭銅貨　明治7年(1874)　前期　角ウロコ　近53　PCGS	MS64RB	 未使用品	 ¥30,000
	8075	 半銭銅貨　明治9年(1876)　角ウロコ　近53　PCGS	MS64RB	 未使用品	 ¥12,000
	8076	 半銭銅貨　明治10年(1877)　角ウロコ　近53	 並品	 ¥4,000
	8077	 半銭銅貨　明治10年(1877)　角ウロコ　近53	 並品	 ¥4,000

	8080	 半銭銅貨　明治16年(1883)　波ウロコ　近53　PCGS	MS64RD	 未使用品	 ¥5,000
	8081	 半銭銅貨　明治16年(1883)　波ウロコ　近53　PCGS	MS64RD	 未使用品	 ¥5,000
	8082	 半銭銅貨　明治17年(1884)　波ウロコ　近53　PCGS	MS64RB	 未使用品	 ¥5,000
	8083	 半銭銅貨　明治20年(1887)　波ウロコ　近53　PCGS	MS64RD	 未使用品	 ¥5,000
	8084	 半銭銅貨　明治21年(1888)　近53	 クリーン極美品	 ¥2,000
	8085	 一厘銅貨　明治8年(1875)　後期　近55	 クリーン美品-	 ¥5,000

	8086	 東京オリンピック記念1000円銀貨　昭和39年(1964)　記1　NGC	MS65	 未使用品＋	 ¥3,000

	8078	 半銭銅貨　明治10年(1877)　波ウロコ　近53　PCGS	MS63RB	 未使用品	 ¥5,000
	8079	 半銭銅貨　明治12年(1879)　波ウロコ　近53　変色あり	 美品＋	 ¥7,000

8078 8079

8071 8073

8074 8075

8080 8081
8082

8086
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	8087	 ミントセット昭和45年(1970)、昭和46年(1971)、昭和47年(1972)　3点セット　	 未使用品	 ¥3,000

	8093	 第14回国際貨幣まつり　純銀メダル　1988年　重量：155g　発行枚数1，000枚	 未使用品	 ¥7,500
	8094	 第15回国際貨幣まつり　純銀メダル　1989年　重量：155g　発行枚数1，000枚	 未使用品	 ¥7,500

	8088	 東日本大震災復興事業記念貨幣10,000円金貨貨幣プルーフ貨幣セット(第2次発行分)　2015年
	 	 ケース付　	 プルーフ	 ¥110,000
	8089	 東日本大震災復興事業記念貨幣1,000円銀貨貨幣プルーフ貨幣セット(第2次発行分)　2015年
	 	 ケース付　	 プルーフ	 ¥10,000
	8090	 東日本大震災復興事業記念貨幣1,000円銀貨貨幣プルーフ貨幣セット(第3次発行分)　2016	年
	 	 ケース付	 プルーフ	 ¥10,000
	8091	 東京オリンピック記念メダル3枚セット　(金・銀・銅)　	 未使用品	 ¥16,000
	8092	 日本万国記念博覧会記念メダル3枚セット　(金・銀・銅)	 未使用品	 ¥30,000

8087（70%大）

8088
8089 8090

8093 8094
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	8095	 国際コイン・デザイン・コンペティションメダル(2001，2003）　2枚組	 完全未使用品	 ¥2,000
	8096	 2002FIFAワールドカップ記念1,000円銀貨　ケース付　3枚組　	 プルーフ	 ¥15,000
	8097	 国際連合加盟50周年記念1,000円銀貨　ケース付　3枚組	 プルーフ	 ¥24,000
	8098	 2007年ユニバーサル技能五輪国際大会記念1,000円銀貨　ケース付　3枚組	 プルーフ	 ¥9,000
	8099	 地方自治法施行60周年記念	1,000円銀貨プルーフ貨幣48枚セット	●Aセット36点	(島根,新潟,茨城,奈良,岐阜,福井,
	 	 愛知,青森,佐賀×2,富山,鳥取,熊本,滋賀,秋田,宮崎,栃木,兵庫,宮城,広島,群馬,岡山×2,鹿児島,愛媛,山形,三重,香川,
	 	 埼玉,山口×2,徳島×2,福岡,和歌山,福島)	●Bセット2点	(佐賀×2)	●Cセット10点	(島根×2,愛知×2,宮城,鹿児島,
	 	 愛媛,山形×2,香川)	JNDA07-3,5-7,9-17,19,22,23,25-29,32-37,39-42,46	 	 ¥165,000
	8100	 地方自治法施行60周年記念　5百円バイカラー・クラッドプルーフ貨幣セット　5枚組　(鳥取県、秋田県、岩手県、
	 	 山梨県(2枚)	 未使用品	 ¥2,500

	紙　幣
	 	 	

	8102	 旧国立銀行券1円　(第12銀行・金沢)　明治6年〜32年(1873〜99)　紙2Ｄ	 並品	 ¥180,000

	8103	 新国立銀行券5円・かじや5円（第22銀行・岡山）明治11年〜22年(1878〜89)　紙3	 上品	 ¥160,000

	8101	 旧国立銀行券5円		（第15銀行・東京）　明治6年〜32年（1873〜99）　紙2B	 美品	 ¥950,000

8095

8096 8097 8098

8101

8102

8103
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	8104	 神功1円札　明治14年〜32年(1881〜99)　紙4Ｂ　	 準未使用品	 ¥60,000

	8105	 神功1円札　明治14年〜32年(1881〜99)　紙4Ｂ　ヤブレ穴あり	 並品	 ¥25,000

	8106	 漢数字1円札　明治22年〜(1889)　紙6C　	 クリーン極美品	 ¥10,000

	8107	 漢数字1円札　明治22年〜(1889)　紙6C　ピンホールあり	 上品	 ¥9,000

	8108	 漢数字1円札　明治22年〜(1889)　紙6C　穴あり	 並品	 ¥7,000

8104

8105

8106

8107

8108
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	8109	 裏紫100円札(アラビア)　明治33〜昭和14年(1900〜39)　紙7A　小ヤブレ	 上品	 ¥150,000

	8110	 横書き20円札　大正6年〜昭和14年(1917〜1939)　紙9A	 美品	 ¥160,000

	8111	 透かし大黒5円札　明治43年〜昭和14年(1910〜1939)　紙8	 極美品＋	 ¥120,000

	8112	 透かし大黒5円札　明治43年〜昭和14年(1910〜1939)　紙8	 極美品	 ¥90,000

	8113	 透かし大黒5円札　明治43年〜昭和14年(1910〜1939)　紙8	 美品	 ¥45,000
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	8114	 タテ書20円札　3枚組　昭和6年〜21年(1931〜1946)　紙12Ｂ　要下見　返品不可	 上品〜美品	 ¥28,000

	8115	 藤原200円札　昭和17年〜昭和21年(1942〜1946)　紙14A	 未使用品	 ¥35,000

	8116	 藤原200円札　昭和17年〜昭和21年(1942〜1946)　紙14A	 極美品＋	 ¥25,000

	8117	 藤原200円札　昭和17年〜昭和21年(1942〜1946)　紙14A	 極美品＋	 ¥25,000

	8118	 藤原200円札　昭和17年〜昭和21年(1942〜1946)　紙14A	 美品	 ¥10,000
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	8119	 紙幣・軍票　18枚組（アラビア数字1円札	4枚、1次10円札　2枚、　2次10円札　2枚、　4次100円札　1枚、紋様5円札
	 	 1枚、議事堂10円札　1枚、板垣50銭札　1枚、聖徳太子1000円札　1枚、　軍票　4枚、　香港１セント札　１枚）
	 	 要下見　返品不可　	 並品〜未使用品	 ¥2,000

	8120	 聖徳太子10000円札　2桁　NC111111H　昭和33年〜(1958〜)　紙26A	 未使用品	 ¥75,000
	8121	 聖徳太子10000円札　2桁　KK444444S　昭和33年〜(1958〜)　紙26A	 未使用品	 ¥25,000

	8122	 聖徳太子10000円札　2桁　PU012345V　昭和33年〜(1958〜)　紙26A	 未使用品	 ¥95,000
	8123	 聖徳太子10000円札　2桁　ZZ-Z				最終記号　昭和33年〜(1958〜)　紙26A	 未使用品	 ¥30,000

	8124	 聖徳太子5000円札　2桁　BUOOOOO5K　昭和32年〜(1957〜)　紙26B	 未使用品	 ¥25,000
	8125	 伊藤博文1000円札　黒番　２桁　UY900000M　昭和38年〜(1963〜)　紙27	 未使用品	 ¥10,000

	8126	 伊藤博文1000円札　紺番　１桁　U200000F　昭和38年〜(1963〜)　紙27	 未使用品	 ¥7,500
	8127	 伊藤博文1000円札　紺番　２桁　WC200000U　昭和38年〜(1963〜)　紙27	 未使用品	 ¥6,000
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	8128	 伊藤博文1000円札　紺番　２桁　SB600000A　昭和38年〜(1963〜)　紙27	 未使用品	 ¥6,000
	8129	 伊藤博文1000円札　紺番　２桁　UB111111F〜UB111120揃　10枚組　昭和38年〜(1963〜)　紙27
	 	 	 未使用品	 ¥60,000
	8130	 板垣退助100円札　2桁　HR222222D　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	 ¥40,000
	8131	 板垣退助100円札　2桁　LR333333E　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	 ¥40,000

	8132	 板垣退助100円札　2桁　HR444444C　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	 ¥40,000
	8133	 板垣退助100円札　2桁　JV555555C　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	 ¥40,000
	8134	 板垣退助100円札　2桁　BR555555A　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	 ¥40,000

	8135	 板垣退助100円札　2桁　PR666666E　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	 ¥40,000
	8136	 板垣退助100円札　2桁　NW777777Z　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	 ¥60,000
	8137	 板垣退助100円札　2桁　UN888888D　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	 ¥60,000
	8138	 岩倉新500円札　2桁　WK111111A〜111120A　10枚組　昭和44年〜(1969〜)　紙28	
	 	 	 未使用品	 ¥45,000
	8139	 岩倉新500円札　2桁　UJ100001H〜UJ100010H　10枚組　昭和44年〜(1969〜)　紙28	
	 	 	 未使用品	 ¥45,000

	8140	 福沢諭吉10000円札　大蔵省　黒番　2桁　QB000001T　昭和59年〜(1984〜)　紙29	未使用品	 ¥40,000
	8141	 福沢諭吉10000円札　大蔵省　黒番　2桁　MA222222P　昭和59年〜(1984〜)　紙29	未使用品	 ¥17,000
	8142	 福沢諭吉10000円札　大蔵省　黒番　2桁　RE222222S　昭和59年〜(1984〜)　紙29	 未使用品	 ¥17,000
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	8143	 福沢諭吉10000円札　大蔵省　黒番　2桁　RA444444T　昭和59年〜(1984〜)　紙29	 未使用品	 ¥17,000
	8144	 福沢諭吉10000円札　大蔵省　茶番　SV000001X　昭和59年〜(1984〜)　紙29	 未使用品	 ¥17,000
	8145	 福沢諭吉10000円札　大蔵省　茶番　GG555555S　昭和59年〜(1984〜)　紙29	 未使用品	 ¥15,000

	8146	 福沢諭吉10000円札　大蔵省　茶番　JF123456D　昭和59年〜(1984〜)　紙29	 未使用品	 ¥15,000
	8147	 福沢諭吉10000円札　大蔵省　茶番　NH400000U　昭和59年〜(1984〜)　紙29	 未使用品	 ¥9,000
	8148	 福沢諭吉10000円札　国立印刷局　茶番　VS555555J　昭和59年〜(1984〜)　紙29	 未使用品	 ¥100,000

	8149	 福沢諭吉10000円札　国立印刷局　茶番　ZR400000V　昭和59年〜(1984〜)　紙29	 未使用品	 ¥30,000
	8150	 夏目漱石1000円札　大蔵省　黒番　2桁　GL000001R　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥17,000
	8151	 夏目漱石1000円札　大蔵省　黒番　2桁				VE000001R　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥17,000

	8152	 夏目漱石1000円札　大蔵省　黒番　2桁				GF111111T　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥15,000
	8153	 夏目漱石1000円札　大蔵省　黒番　2桁				LF222222P　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥12,000
	8154	 夏目漱石1000円札　大蔵省　黒番　2桁				NH777777Q　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥15,000

	8155	 夏目漱石1000円札　大蔵省　黒番　2桁				PH777777T　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥15,000
	8156	 夏目漱石1000円札　大蔵省　黒番　2桁				BM888888R　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥17,000
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	8157	 夏目漱石1000円札　大蔵省　青番　2桁　RA000001W〜000010W　10枚揃組　昭和59年〜(1984〜)　紙31
	 	 	 未使用品	 ¥55,000
	8158	 夏目漱石1000円札　大蔵省　青番　2桁　TE111111〜GK888888S　ゾロ目8枚揃組(記号色・アルファベット違い)
	 	 昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥60,000
	8159	 夏目漱石1000円札　大蔵省　茶番　2桁				TS777777M　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥17,000
	8160	 夏目漱石1000円札　大蔵省　茶番　2桁				FW123456A　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥15,000
	8161	 新福沢10000円札　黒番　2桁　EK333333M　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥17,000

	8162	 新福沢10000円札　黒番　2桁　AV444444P　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥17,000
	8163	 新福沢10000円札　黒番　2桁　HK444444L　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥17,000
	8164	 新福沢10000円札　黒番　2桁　EY666666D　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥17,000

	8165	 樋口一葉5000円札　黒番　2桁　BR444444W　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥17,000
	8166	 樋口一葉5000円札　黒番　2桁　DJ555555T　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥17,000
	8167	 樋口一葉5000円札　黒番　2桁　DH666666V　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥17,000

	8168	 樋口一葉5000円札　黒番　2桁　DK777777T　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥22,000
	8169	 樋口一葉5000円札　黒番　2桁　CS888888U　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥22,000
	8170	 樋口一葉5000円札　黒番　2桁　CJ888888U　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥22,000
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	8171	 野口英世1000円札　黒番　2桁　JB000001P　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥25,000
	8172	 野口英世1000円札　黒番　2桁　ND000001R　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥25,000
	8173	 野口英世1000円札　黒番　2桁　UC000001A　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥25,000

	8174	 野口英世1000円札　黒番　2桁　FC123456C　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥20,000
	8175	 野口英世1000円札　黒番　2桁　ML111111P　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥15,000
	8176	 野口英世1000円札　黒番　2桁　NQ111111V　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥15,000

	8177	 野口英世1000円札　黒番　2桁　RB222222D　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥12,000
	8178	 野口英世1000円札　黒番　2桁　AB444444D　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥10,000
	8179	 野口英世1000円札　黒番　2桁　RD444444F　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥10,000

	8180	 野口英世1000円札　黒番　2桁　SC666666K　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥10,000
	8181	 野口英世1000円札　黒番　2桁　NC888888D　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥15,000
	8182	 野口英世1000円札　茶番　2桁　BF654321V　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥3,500

	8183	 野口英世1000円札　茶番　2桁　QD654321Z　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥3,500
	8184	 野口英世1000円札　茶番　2桁　CE900000U　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥7,000
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	5001	 慶長丁銀　109.8g　	 少磨き　並	 ¥200,000
	5002	 二ッ宝丁銀　181.4ｇ	 佳	 ¥1,600,000
	5003	 四ッ宝丁銀　９面大黒　153.6ｇ	 上	 ¥900,000
	5004	 享保丁銀　113.8ｇ	 上	 ¥80,000
	5005	 元文丁銀　大型　223.2ｇ	 上	 ¥80,000
	5006	 文政丁銀　200.8g	 上	 ¥65,000
	5007	 文政丁銀　198ｇ　	 少茶錆　テープ跡有　上	 ¥40,000

第３部　日本の古金銀
主催：書信館出版（株）

160 ロット　７月 29 日（土） 午後１時〜
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	5008	 文政丁銀　159.6ｇ	 上	 ¥40,000
	5009	 天保12面大黒丁銀　151.3ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥650,000
	5010	 天保丁銀　166.7ｇ	 上	 ¥28,000
	5011	 安政丁銀　212.3ｇ	 上	 ¥65,000

	5012	 安政丁銀　171.9ｇ	 佳	 ¥30,000
	5013	 安政丁銀　160ｇ	 上	 ¥20,000
	5014	 慶長豆板銀　変型　子抱き　20.2ｇ	 上	 ¥50,000
	5015	 二ッ宝両面大黒豆板銀　3.5ｇ	 美	 ¥80,000
	5016	 二ッ宝変形豆板銀　11.4ｇ	 美	 ¥20,000
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	5017	 永字豆板銀　永字５個　7.3ｇ	 上	 ¥500,000
	5018	 永字豆板銀　永字６個　9.4ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥500,000
	5019	 永字豆板銀　永字４個　9.9ｇ	 上	 ¥500,000
	5020	 永字豆板銀　片面大黒様　11.3ｇ	 上	 ¥600,000
	5021	 永字豆板銀　片面大黒　12.3ｇ	 上	 ¥700,000

	5022	 享保豆板銀　11.2ｇ、9.7ｇ　２個組	 上	 ¥4,000
	5023	 元文両面大黒豆板銀　7.4ｇ	 上	 ¥15,000
	5024	 元文両面大黒豆板銀　2.8ｇ	 上	 ¥12,000
	5025	 元文豆板銀　22.6ｇ	 上	 ¥6,000
	5026	 元文豆板銀　16.2ｇ　宝めぐり文	 上	 ¥5,000

	5027	 元文片面大黒豆板銀　14.0ｇ	 佳	 ¥5,000
	5028	 文政豆板銀　３個組（15.1ｇ、10.8ｇ、9.2ｇ)	 美	 ¥4,000
	5029	 天保両面大黒豆板銀　宝字　5.6ｇ	 上	 ¥25,000
	5030	 天保両面大黒豆板銀　7.3ｇ	 佳	 ¥12,000
	5031	 天保両面大黒豆板銀　3.2ｇ	 上	 ¥12,000

	5032	 天保豆板銀　３個組（11.0ｇ、6.3ｇ、2.6ｇ)	 上	 ¥3,000
	5033	 安政両面大黒豆板銀　5.8ｇ	 美	 ¥10,000
	5034	 安政両面大黒豆板銀　4.0ｇ	 佳	 ¥15,000
	5035	 文政片面大黒豆板銀　7.6ｇ、天保豆板銀　14.8ｇ　計２個組	 上	 ¥5,000
	5036	 元文片面大黒豆板銀　7.2ｇ、天保豆板銀　19.4ｇ　計２個組	 上	 ¥5,000
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	5037	 元文豆板銀　異形　13.2ｇ、文政豆板銀　11.9ｇ　計２個組	 上	 ¥5,000
	5038	 享保豆板銀　5.7ｇ、文政豆板銀　8.9ｇ　計２個組	 上	 ¥5,000
	5039	 豆板銀　４個組（元文、文政、天保、安政）　計20.1ｇ	 上	 ¥6,000

	5040	 明和五匁銀	 美	 ¥80,000
	5041	 明和五匁銀　19.3ｇ	 上	 ¥100,000
	5042	 明和五匁銀　銀座コイン鑑定書付	 上	 ¥80,000
	5043	 明和五匁銀　銀座コイン鑑定書付	 佳	 ¥80,000

	5044	 古南鐐二朱銀大型　26.8×15.9㎜	 上	 ¥15,000
	5045	 古南鐐二朱銀　明和ハ点小	 美	 ¥25,000
	5046	 古南鐐二朱銀	 上	 ¥9,000
	5047	 古南鐐二朱銀	 上	 ¥9,000
	5048	 古南鐐二朱銀　両面額縁様　10.33ｇ	 佳	 ¥9,000

	5049	 新南鐐二朱銀	 上	 ¥5,000
	5050	 新南鐐二朱銀	 上	 ¥4,000
	5051	 文政一朱銀　Da	 上	 ¥4,000
	5052	 天保一分銀　Pn	 上	 ¥6,000

	5053	 天保一分銀　Ql　切分	 上	 ¥5,000
	5054	 天保一分銀　Rp	 佳	 ¥5,000
	5055	 天保一分銀　Sr　跳分	 佳	 ¥7,000
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	5056	 天保一分銀　Tl	 上	 ¥5,000
	5057	 天保一分銀　Qm1　長柱座	 美	 ¥50,000
	5058	 天保一分銀　Zz	 佳	 ¥20,000
	5059	 天保一分銀　Zz　本座	 上	 ¥30,000
	5060	 天保一分銀　Sl	 極	 ¥6,000

	5061	 天保一分銀　Sm　跳分　長柱座	 上	 ¥45,000
	5062	 天保一分銀　Sr	 佳	 ¥8,800
	5063	 Nomo一分銀　Fc１	 上～美	 ¥12,000
	5064	 天保型別座一分銀　Qr　ズレ打ちエラー　8.0ｇ	 佳～上	 ¥10,000
	5065	 天保手別座一分銀　Sz	 上	 ¥10,000

	5066	 天保型別座一分銀　Zz　額縁	 美	 ¥5,000
	5067	 天保一分銀３枚組　Ts,Pq,Zt	 佳～上	 ¥3,000

	5068	 庄内一分銀　Tl　Y左	 佳～上	 ¥9,800
	5069	 安政一分銀　Ce　向点	 美～極	 ¥5,000
	5070	 安政入分一分銀　Ag	 佳～上	 ¥12,000
	5071	 安政入分一分銀　Fa	 佳～上	 ¥12,000
	5072	 安政入分玉座一分銀　Gg　裏ズレ打	 上	 ¥10,000

	5073	 安政入分玉座一分銀　Gg　裏ズレ打	 上	 ¥10,000
	5074	 安政一分銀　Ze	 上	 ¥15,000
	5075	 安政手中柱座一分銀　Ad	 美	 ¥50,000
	5076	 安政手中柱座一分銀　Ad	 上	 ¥50,000
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	5077	 安政手中柱座一分銀　Ad	 錆有　並	 ¥40,000
	5078	 安政手中柱座一分銀　Cd	 上	 ¥50,000
	5079	 安政手中柱座一分銀　Cd	 上	 ¥50,000
	5080	 安政手中柱座一分銀　Ed	 上	 ¥50,000
	5081	 安政手中柱座一分銀　Ed	 上	 ¥50,000

	5082	 安政手中柱座一分銀　Fd	 美	 ¥50,000
	5083	 安政手中柱座一分銀　Gd	 上	 ¥50,000
	5084	 中柱座手一分銀　Ba	 上	 ¥10,000
	5085	 中柱座手一分銀　Ba	 上	 ¥10,000
	5086	 中柱座手一分銀　Ca	 佳	 ¥10,000

	5087	 中柱座手一分銀　Ca	 上	 ¥10,000
	5088	 中柱座手一分銀　Cf	 上	 ¥10,000
	5089	 中柱座手一分銀　Gd	 佳	 ¥10,000
	5090	 中柱座手一分銀　明治手　Hc2	 佳	 ¥18,000
	5091	 中柱座手一分銀　安政型　Dd1	 上	 ¥8,000

	5092	 安政型別座一分銀　乱れ桜（表右列５個G,I,K,M,O)	 上	 ¥10,000
	5093	 安政別座一分銀　跳分跳銀　Bb　側極印多重打	 上～美	 ¥50,000
	5094	 安政手別座一分銀　Af	 美～極	 ¥4,000
	5095	 安政手別座一分銀　Ce	 上	 ¥3,000

	5096	 安政手別座一分銀　Zf,Zt,Z?　３枚組	 佳～上	 ¥10,000
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	5097	 安政一分銀　Bd,Bd,Fd　３枚組	 佳	 ¥3,000
	5098	 明治一分銀　跳分跳銀　Kh	 上	 ¥40,000

	5099	 明治一分銀　Jh1	 佳	 ¥30,000
	5100	 明治一分銀　Jj　亜鉛差	 美	 ¥12,000
	5101	 明治一分銀　Mh　跳分小字	 美	 ¥23,000
	5102	 明治一分銀　跳分川常　Mh	 美	 ¥25,000
	5103	 明治手一分銀　跳分跳銀　Hh　別座	 美	 ¥30,000

	5104	 嘉永一朱銀　De	 上	 ¥11,000
	5105	 嘉永一朱銀　Db,Dd	　2枚組	 上	 ¥7,500
	5106	 嘉永一朱銀　De	 上～美	 ¥20,000
	5107	 嘉永一朱銀　Ec	 上	 ¥21,000
	5108	 嘉永一朱銀　Ga　三ッ跳	 佳～上	 ¥2,000
	5109	 安政一朱銀　５枚組　Lo,Ro,Lm,Ko,Op	 上～美	 ¥5,000
	5110	 安政一朱銀　５枚組　Ok,Nm,Rp,Lj,Ib	 上～美	 ¥5,000
	5111	 安政一朱銀　５枚組　Rm,Om,Ro,Kl,Lp	 上～美	 ¥5,000

	5112	 明治一朱銀　St　ス山短柱銀　表少ズレエラー	 美	 ¥15,000
	5113	 明治一朱銀　Vv　両面額縁	 美	 ¥5,000
	5114	 明治一朱銀　Tt　表額縁　裏ズレ打	 美	 ¥5,000
	5115	 明治一朱銀　Vs	 上	 ¥9,800
	5116	 明治一朱銀　Ws	 上～美	 ¥22,000

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：７月 27 日（木）必着
FAX 入札締切日：７月 27 日（木）午後６時到着分まで

郵便入札（Mail  Bid）でご参加の方は…

ご送付先：〒 182 － 0026　東京都調布市小島町１－ 21 －６　アジャンタ調布 403 号
FAX：042 － 484 － 6916　書信館出版（株）　
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	5117	 花紋灰吹銀　160.4ｇ	 上	 ¥40,000

	5118	 盛岡八匁銀判	 上	 ¥100,000

	5119	 秋田九匁二分銀判　改丸	 上	 ¥65,000
	5120	 秋田四匁六分銀判	 美	 ¥40,000

5117

5118

5119
5120
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	5121	 秋田四匁六分銀判　改丸　秋極印重打	 上	 ¥35,000
	5122	 秋田四匁六分銀判　改丸	 上	 ¥30,000
	5123	 秋田四匁六分銀判　改丸	 上	 ¥30,000

	5124	 元文二分金	 上	 ¥30,000
	5125	 文政二分金	 上	 ¥30,000
	5126	 安政二分金　5.6ｇ　両面額縁	 上	 ¥5,000
	5127	 安政二分金	 並	 ¥5,000
	5128	 万延二分金　安政型　V無	 上	 ¥40,000
	5129	 万延二分金　明治型　V有	 上	 ¥30,000

	5130	 万延二分金　明治型　V有	 上	 ¥40,000
	5131	 明治二分金　額縁　２枚組	 上	 ¥5,000
	5132	 慶長一分金	 美	 ¥50,000
	5133	 元禄一分金　	 佳	 ¥60,000
	5134	 享保一分金　短一	 上	 ¥40,000

	5135	 享保一分金　	 美	 ¥30,000
	5136	 享保一分金	 上	 ¥25,000
	5137	 元文一分金　3.2ｇ　両面額縁	 上	 ¥8,000
	5138	 元文一分金　3.3ｇ　	 上	 ¥10,000
	5139	 文政一分金	 並	 ¥5,000

5121 5122 5123
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	5140	 安政一分金	 美	 ¥150,000
	5141	 万延一分金　トメ分	 美	 ¥70,000
	5142	 万延一分金　	 美	 ¥50,000
	5143	 元禄二朱金	 美	 ¥100,000
	5144	 元禄二朱金	 美	 ¥100,000

	5145	 天保二朱金　額縁　３枚組	 上	 ¥5,000
	5146	 出品取消	

	5147	 天保五両判　背：坂生　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥1,500,000

	5148	 慶長小判　背：九キ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥800,000

5140 5141 5142 5143 5144
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	5149	 享保小判　背：六仁　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥500,000
	5150	 享保小判　背：小仁　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥400,000

	5151	 元文小判　背：○長	 上	 ¥100,000
	5152	 文政小判　背：谷五	 上	 ¥110,000

	5153	 天保小判　背：正吉	 美	 ¥120,000
	5154	 天保小判　背：へい吉	 美	 ¥120,000

5149 5150

5151 5152
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	5155	 天保小判　背：セ吉　11.2ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付（期限切れ）	 美	 ¥120,000
	5156	 天保小判　背：沙東	 上	 ¥110,000

	5157	 天保小判　背：久神　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥105,000
	5158	 万延小判　背：九キ	 上	 ¥100,000
	5159	 万延小判　背：た七	 上	 ¥60,000

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：７月 27 日（木）必着
FAX 入札締切日：７月 27 日（木）午後６時到着分まで

郵便入札（Mail  Bid）でご参加の方は…

ご送付先：〒 182 － 0026　東京都調布市小島町１－ 21 －６　アジャンタ調布 403 号
FAX：042 － 484 － 6916　書信館出版（株）　
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	5160	 享保大判　背：久七竹　15代真乗　元書　日本貨幣商協同組合鑑定書、銀座コイン鑑定書付	 極	 ¥3,500,000

5160
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	6001	 和同開珎　中字　24.53mm		2.60g	 上	 ¥100,000
	6002	 和同開珎　中字　24.90mm		3.10g	 佳	 ¥100,000
	6003	 神功開宝　力功　25.07mm		4.60g	 美	 ¥40,000

第４部　穴銭・藩札他
主催：書信館出版（株）

952 ロット　７月 29 日（土） 午後２時 30 分〜

	6004	 神功開宝　力功不力　25.5mm		3.7g	 上	 ¥60,000
	6005	 神功開宝　中様大字　26.1mm		3.4g	 美	 ¥40,000
	6006	 神功開宝　長刀　24.55mm		4.5g　欠け有	 　並	 ¥5,000

	6007	 隆平永宝　小字　24.22mm		2.9g	 美	 ¥60,000
	6008	 隆平永宝　小字　24mm	2.6g	 上	 ¥60,000
	6009	 富寿神宝　示神　23.20mm		3.35g	 並	 ¥260,000

	6010	 饒益神宝　小字　18.99mm		1.80g　割れ	 　並	 ¥700,000
	6011	 延喜通宝　18.90mm		2.65g	 並	 ¥15,000
	6012	 乾元大宝（銅）　短元　20.46mm		2.65g	 佳	 ¥450,000
	6013	 永楽通宝（天正永楽）　窈字　鋳造銀銭　ス穴１	 　佳〜上	 ¥100,000

	6014	 永楽銀銭　打製	 上	 ¥80,000
	6015	 永楽銀銭　打製　紀州　ノム楽	 上	 ¥60,000
	6016	 永楽銀銭　鋳造　中縁　ス穴１	 　上	 ¥25,000

6001 6002 6003

60086007 6009

6004 6005 6006

6010 6012 6013

6014 6015 6016

6011
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	6017	 永楽銀銭　ノム楽	 佳	 ¥30,000
	6018	 永楽銀銭　打製	 美〜極	 ¥68,000
	6019	 永楽銀銭　鋳造	 上	 ¥22,000

	6020	 永楽通宝　中正手本体　24.7mm	 上	 ¥70,000
	6021	 永楽通宝　中正手木楽　24.2mm	 上	 ¥7,000
	6022	 鋳写鐚　永楽通宝　中正手小足宝	 佳	 ¥5,000

	6023	 永楽通宝　窈字　垂足宝　25.1mm	 上	 ¥7,000
	6024	 永楽通宝　窈字　ノム楽　24.5mm	 上	 ¥6,000
	6025	 永楽通宝　窈字　蛇尾永　欠頭永　24.2mm	 佳	 ¥5,000

	6026	 永楽通宝　打製　陰文　赤銅	 上	 ¥18,000
	6027	 永楽通宝　波寛宝	 佳	 ¥2,000
	6028	 鐚永楽　流永小異	 佳〜上	 ¥180,000

	6029	 鐚永楽　波寛宝　離点宝　24.05mm	 佳〜上	 ¥5,000
	6030	 洪武通宝　土洪武	 佳/並	 ¥8,000
	6031	 洪武通宝　土洪武	 上/佳	 ¥20,000

	6032	 平安通宝	 上〜美	 ¥3,000
	6033	 平安通宝　正様　伝世	 佳	 ¥3,000

6017 6018 6019
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	6034	 叶手元祐　背月甲文	 佳	 ¥70,000
	6035	 叶手元祐　背下乙　背濶（選り出し）	 上/佳	 ¥18,000
	6036	 鐚銭　祥符通宝　背右堅文　通左傍星	 上	 ¥8,000

	6037	 鐚銭　祥符通宝　面二星	 佳	 ¥8,000
	6038	 鐚銭　祥符通宝　背一	 上	 ¥5,000
	6039	 鐚銭　祥符通宝　面符上決文背下星	 上	 ¥7,000

	6040	 鐚銭　祥符通宝　面小星多	 佳	 ¥5,000
	6041	 鐚銭　祥符通宝　面宝下決文符下爪	 佳	 ¥5,000
	6042	 鐚銭　祥符通宝　符右上下曲文	 佳	 ¥8,000

	6043	 鐚銭　祥符通宝　日原鉄銭　２種組	 佳	 ¥5,000
	6044	 鐚銭　至道元宝、聖宋元宝　２種組（『穴の細道』原品　No.383、No.455-A）	 佳	 ¥7,000

	6045	 鐚銭　聖宋元宝　奇聖	 佳	 ¥5,000
	6046	 鐚銭　順平元宝	 上	 ¥5,000
	6047	 鐚銭　元符通宝　草足宝異元	 上	 ¥5,000

	6048	 鐚銭　元豊通宝　曲尾宝	 佳	 ¥5,000
	6049	 鐚銭　政和通宝　綿政和	 佳	 ¥5,000
	6050	 島銭　和銭　不能読　ヒビ有	 　佳	 ¥5,000

6034 6035 6036
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	6051	 島銭　点文手　周通元宝　本邦様	 佳	 ¥8,000
	6052	 島銭　点文手　開元通宝　肥字兀元　本邦様	 佳	 ¥5,000
	6053	 島銭　容弱手系　元皇通宝　和鋳	 佳〜上	 ¥8,000

	6054	 島銭　元元通宝　宝倒書　和鋳	 並〜佳	 ¥5,000
	6055	 島銭　削輪手　太平通宝　本邦様	 佳	 ¥5,000
	6056	 島銭　太平通宝　和鋳	 佳	 ¥5,000

	6057	 島銭　太平通宝　和鋳	 佳	 ¥5,000
	6058	 島銭　円冠手　政和通宝　仰府	 佳	 ¥5,000
	6059	 島銭　円冠手　皇宋通宝	 佳	 ¥5,000

	6060	 島銭　蕃字手不能読契文　本邦様	 佳	 ¥5,000
	6061	 島銭　永楽通宝	 佳	 ¥5,000
	6062	 島銭　宣和通宝	 佳	 ¥5,000

	6063	 島銭　聖宋元宝	 並〜佳	 ¥5,000
	6064	 島銭　不能読	 並	 ¥5,000
	6065	 世高通宝	 佳〜上	 ¥3,000

	6066	 金圓世宝　火中	 　並	 ¥8,000
	6067	 金圓世宝　ス穴２　少青錆	 　佳	 ¥5,000
	6068	 慶長通宝	 上	 ¥5,000

6051 6052 6053
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	6069	 長崎貿易銭　元豊通宝　肥字低二元　母銭　伝世	 美	 ¥45,000
	6070	 長崎貿易銭　楷書　熈寧元宝　	 佳	 ¥10,000
	6071	 古寛永　永楽手　23.78mm	2.4ｇ（要下見）	 並下	 ¥180,000

	6072	 古寛永　志津磨大字　母銭様　『古寛永泉志』現品　24.66mm		4.2g	 上	 ¥250,000
	6073	 古寛永　宝連輪	 並	 ¥40,000
	6074	 古寛永　二水永　広三	 上/佳	 ¥20,000

	6075	 古寛永　二水永　濶縁	 上	 ¥20,000
	6076	 古寛永　二水永　長字　鋳不足	 　佳	 ¥30,000
	6077	 古寛永　二水永大字背星　輪鋳不足有	 　並	 ¥10,000

	6078	 古寛永　長門奇永　母銭	 美	 ¥5,000
	6079	 古寛永　長門奇永　尖足寛　母銭	 美	 ¥9,000
	6080	 古寛永　長門奇永　垂寛　手本銭	 上	 ¥20,000

	6081	 古寛永　長門俯永様　四ッ目寛	 上	 ¥5,000
	6082	 古寛永　長門俯永様　狭辵	 佳	 ¥5,000
	6083	 古寛永　長門異永　母銭　24.8mm	 美	 ¥10,000

	6084	 古寛永　長門俯永様　手本銭	 上	 ¥5,000
	6085	 古寛永　御蔵　母銭	 美	 ¥5,000
	6086	 古寛永　芝不草点　瑕宝濶縁	 佳	 ¥10,000

6069 6070 6071

6072 6073 6074

6075 6076 6077

6078 6079 6080

6081 6082 6083

6084 6085 6086



－ 62 －

	6087	 古寛永　芝不草点　濶縁大様　25mm	 上	 ¥5,000
	6088	 古寛永　芝接郭　大様　25.1mm	 佳〜上	 ¥5,000
	6089	 古寛永　芝二草点　母銭	 上	 ¥6,000

	6090	 古寛永　坂本高頭通　大濶縁	 上	 ¥40,000
	6091	 古寛永　水戸力永　母銭	 美	 ¥5,000
	6092	 古寛永　仙台跋宝　母銭	 美	 ¥5,000

	6093	 古寛永　仙台濶字高頭通　母銭	 美	 ¥5,000
	6094	 古寛永　松本歪永	 美	 ¥5,000
	6095	 古寛永　高田肥永　降点永	 佳〜上	 ¥15,000

	6096	 古寛永　高田笹手永　大様　25.2mm	 佳	 ¥5,000
	6097	 古寛永　岡山長嘯子　破寛	 並	 ¥10,000
	6098	 古寛永　岡山小字　母銭　大様　25.4mm	 佳	 ¥8,000

	6099	 古寛永　竹田斜宝　跋宝　内地もの	 上	 ¥23,000
	6100	 新寛永　縮字背文　母銭［036］	 上	 ¥35,000
	6101	 新寛永　耳白銭　母銭［096］	 上	 ¥35,000

	6102	 新寛永　島屋無背［092］　輪少ヒビ	 　佳	 ¥5,000

※新寛永の明細末尾にある［  ］内の数字は『穴銭入門 寛永通宝ー新寛永の部ー』の分類番号、［会］は『新寛永通寳図会』の分類番号です。
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	6103	 新寛永　島屋無背［092］	 上	 ¥5,000
	6104	 新寛永　幻足寛［080］	 佳	 ¥50,000
	6105	 新寛永　幻足寛　小字［077］	 佳〜上	 ¥1,350,000

	6106	 新寛永　背川　未仕立［442］　25mm		3.3g	 美	 ¥230,000
	6107	 新寛永　元文正佐［120］、含二水永［116］　２種組	 上	 ¥5,000

	6108	 新寛永　元文断佐［124］	 上	 ¥5,000
	6109	 新寛永　鉄銭座銅銭［131］	 佳〜上	 ¥20,000
	6110	 新寛永　鉄銭座銅銭［131］	 佳	 ¥40,000

	6111	 新寛永　陰目寛　蛇ノ目　母銭［190］	 美	 ¥160,000
	6112	 新寛永　伏見手　破寛　母銭［196］	 美	 ¥85,000
	6113	 新寛永　陰目寛　蛇ノ目［191］	 佳〜上	 ¥7,000

	6114	 新寛永　背十　母銭［235］	 美	 ¥16,000
	6115	 新寛永　小字背千　進貝宝　母銭［363］	 佳	 ¥5,000
	6116	 新寛永　縮字背文　欠叉文［043］	 上	 ¥5,000

	6117	 新寛永　マ頭通背仙　24.58mm［199］	 美	 ¥10,000
	6118	 新寛永　高寛無背［410］	 上	 ¥10,000
	6119	 新寛永　難波濶縁　白銅質　母銭　25.1mm［220系］	 美	 ¥18,000
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	6120	 新寛永　鋳込丸一大寛　鉄銭［427］	 上	 ¥6,000
	6121	 新寛永　加島大字　大様　母銭　25.9mm［338］	 上	 ¥20,000
	6122	 新寛永　小菅手　縮字　母銭［567］	 上	 ¥150,000

	6123	 新寛永　日光正字　千鳥［311］	 佳〜上	 ¥40,000
	6124	 新寛永　背川　母銭　23.86mm		4.1g［442］　	 上	 ¥200,000
	6125	 新寛永　一ノ瀬狭穿　母銭　24.98mm　4g［419］	 美	 ¥250,000

	6126	 新寛永　虎ノ尾寛小字　母銭［240］	 上	 ¥30,000
	6127	 新寛永　亀戸大様　母銭（用画鋳少不足）［504］	 佳〜上	 ¥50,000
	6128	 新寛永　広穿狭永背久　母銭［548］	 佳	 ¥5,000

	6129	 新寛永　加島内跳寛濶永　母銭［475］	 佳	 ¥7,000
	6130	 新寛永　加島大字　母銭［338］	 上	 ¥7,000
	6131	 新寛永　押上小字　母銭［355］	 上	 ¥7,000

	6132	 新寛永　広穿背久　母銭［546］	 上	 ¥5,000
	6133	 新寛永　細字背元　磨輪母銭［481］	 美	 ¥5,000
	6134	 新寛永　小字背千　母銭［361］	 上	 ¥5,000

	6135	 新寛永　背久二爪寛　母銭［552］	 上	 ¥5,000
	6136	 新寛永　伏見平永　母銭［526］	 佳	 ¥5,000

6120 6121 6122

6123 6124 6125

6126 6127 6128

6129 6130 6131

6132 6133 6134

6135 6136



－ 65 －

	6137	 新寛永　伏見正字　母銭［524］	 佳	 ¥5,000
	6138	 新寛永　亀戸狭穿　母銭［320］	 上	 ¥5,000
	6139	 新寛永　小菅厚肉［565］	 美	 ¥5,000

	6140	 新寛永　細字狭文　母銭［032］	 上	 ¥5,000
	6141	 新寛永　島屋無背［049］	 上	 ¥5,000
	6142	 新寛永　小菅薄肉　母銭［563］	 美	 ¥5,000

	6143	 新寛永　小字背千進貝宝刮去　母銭［369］	 上	 ¥5,000
	6144	 新寛永　小菅薄肉　母銭［563］	 美	 ¥4,000
	6145	 新寛永　亀戸大様　鉄母銭　割れ継ぎ［504］	 　劣	 ¥5,000

	6146	 新寛永　四文銭　長尾寛［574］	 佳	 ¥10,000
	6147	 新寛永　四文銭　長尾寛［574］	 佳〜上	 ¥10,000
	6148	 新寛永　四文銭　明和小字　母銭　29.08mm［583］	 美	 ¥80,000

	6149	 新寛永　四文銭　背山　鉄銭［652］	 上	 ¥40,000
	6150	 新寛永　四文銭　文政小字　背エラー（ゴザ目）［603系］	 佳	 ¥5,000
	6151	 新寛永　四文銭　背盛　母銭［645］	 上	 ¥16,000

	6152	 新寛永　四文銭　南部背盛　母銭［645］	 上	 ¥10,000

6137 6138 6139

6140 6141 6142

6143 6144 6145

6146 6147 6148

6149 6150 6151

6152



－ 66 －

	6153	 新寛永　四文銭　南部仰宝　母銭［641］	 佳〜上	 ¥5,000
	6154	 新寛永　四文銭　南部仰宝　母銭［641］　洗い	 　佳	 ¥4,500
	6155	 新寛永　四文銭　南部背盛　米字極印　母銭［662］　薄かぶり	 　上	 ¥25,000

	6156	 新寛永　四文銭　明和異書（俯頭通仰永）　28.17mm		4.61g（譜外）	 佳	 ¥180,000
	6157	 新寛永　四文銭　栗林広穿　母銭［653］	 佳〜上	 ¥50,000
	6158	 新寛永　四文銭　万延小字　鉄銭［625］	 上	 ¥5,000

	6159	 新寛永　四文銭　太ノ断辵　鉄銭［669］	 美	 ¥6,000
	6160	 新寛永　四文銭　逆ト　鉄銭［704］	 佳	 ¥5,000
	6161	 新寛永　四文銭　濶字背ト刮去　母銭［715］	 未	 ¥60,000

	6162	 新寛永　四文銭　水戸狭永　母銭［719］	 未	 ¥50,000
	6163	 新寛永　四文銭　水戸小字背ト　鉄銭［722］	 美	 ¥8,000
	6164	 新寛永　四文銭　文久様　正字手［会677現品］	 上	 ¥130,000

	6165	 新寛永　四文銭　寛文様［754］　鋳放し	 　上	 ¥300,000
	6166	 新寛永　四文銭　長尾寛写し　赤銅　『昭和泉譜』現品	 上	 ¥180,000
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	6167	 新寛永　四文銭　文久様　大頭通小異［743系］	 極	 ¥50,000
	6168	 新寛永　四文銭　踏潰濶永［783］	 佳〜上	 ¥5,000

	6169	 新寛永　加護山　３枚組［763系］	 佳	 ¥5,000

	6170	 新寛永　加護山細字嵌郭［764］	 佳	 ¥3,500
	6171	 新寛永　加護山細字写［767］	 佳	 ¥5,500
	6172	 新寛永　四文銭　踏潰濶永欠波［783系］	 上	 ¥6,000

	6173	 新寛永　四文銭　踏潰俯柱永［781］	 佳	 ¥6,000
	6174	 新寛永　四文銭　踏潰狭永［696］	 佳〜上	 ¥6,000
	6175	 新寛永　彷鋳鉄銭　四文短尾寛写［824］	 佳	 ¥3,000

	6176	 新寛永　四文銭　踏潰俯柱永［781］	 上	 ¥8,000
	6177	 新寛永　四文銭　踏潰俯頭通［会702］	 上	 ¥5,000
	6178	 新寛永　阿仁銅山十万坪　無印写［会716］	 佳	 ¥10,000

	6179	 新寛永　四文銭　江刺短尾寛写［787］	 上	 ¥18,000
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	6180	 新寛永　四文銭　彷鋳短尾寛写　赤銅［802］	 上	 ¥8,000
	6181	 新寛永　四文銭　浄法寺マ頭通［会736系］	 佳	 ¥5,000
	6182	 新寛永　島屋無背　彷鋳銅銭［795系］（要下見）	 上	 ¥50,000
	6183	 新寛永　背11波　100枚組、寛永通宝　100枚組、宋銭300枚　計500枚組（返品不可）	 並〜佳	 ¥4,000

	6184	 宝永通宝　浅冠	 美	 ¥5,000
	6185	 宝永通宝　珍場替り　４種４枚組	 佳〜上	 ¥6,000
	6186	 宝永通宝　珍場替り　４種４枚組	 並	 ¥2,500

	6187	 天保通宝　本座長郭　母銭［３-１］	 美	 ¥50,000
	6188	 天保通宝　本座広郭　背錯笵［10-3］	 佳	 ¥5,000

	6189	 天保通宝　薩摩広郭小頭通［32］	 上	 ¥3,000
	6190	 天保通宝　萩方字　２枚組［77］	 佳〜上	 ¥5,000

※天保通宝の明細末尾にある［  ］内の数字は『天保通宝と類似貨幣カタログ　本編』の分類番号です。
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	6191	 天保通宝　萩曳尾［54］、曳尾短天［60］　２種組	 佳	 ¥15,000

	6192	 天保通宝　萩平通［83］	 美	 ¥30,000
	6193	 天保通宝　薩摩横郭　広白［17］	 上	 ¥3,500

	6194	 天保通宝　薩摩長郭　白銅？［19］	 美	 ¥5,000
	6195	 天保通宝　不知長郭手［159］	 並	 ¥3,000

	6196	 天保通宝　福岡離郭正百［45］	 佳	 ¥10,000
	6197	 天保通宝　萩曳尾　短天［54］	 上〜美	 ¥7,000
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	6198	 天保通宝　萩曳尾　細字狭天［68］	 上〜美	 ¥7,000
	6199	 天保通宝　萩曳尾　仰頭通［54］	 上〜美	 ¥8,000

	6200	 天保通宝　萩方字［77］	 上	 ¥5,000
	6201	 天保通宝　萩方字細字［78］	 上	 ¥5,000

	6202	 天保通宝　会津短貝宝［122］	 上	 ¥5,000
	6203	 天保通宝　本座中郭［７-２］	 美	 ¥5,000

	6204	 天保通宝　秋田広長郭［131］	 佳	 ¥7,000
	6205	 天保通宝　萩曳尾　短天［60］	 美	 ¥10,000
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	6206	 天保通宝　萩方字細字大様［79］	 美	 ¥5,000
	6207	 天保通宝　萩方字［77］	 美	 ¥5,000

	6208	 天保通宝　水戸正字濶縁［85］	 佳	 ¥4,000
	6209	 天保通宝　会津濶縁［118］	 美	 ¥5,000

	6210	 天保通宝　水戸深字　背錯笵エラー［112］	 美	 ¥5,000
	6211	 天保通宝　萩曳尾［54］	 美	 ¥5,000

	6212	 天保通宝　盛岡銅山手［137］	 美	 ¥10,000
	6213	 天保通宝　会津短貝宝［122］	 佳	 ¥5,000

6206 6207
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	6214	 天保通宝　盛岡銅山手［137］	 上	 ¥15,000
	6215	 天保通宝　盛岡大字［139］	 上	 ¥15,000

	6216	 天保通宝　秋田細郭［132］	 並〜佳	 ¥10,000
	6217	 天保通宝　会津長貝宝［121］	 並	 ¥15,000

	6218	 天保通宝　不知長郭手　刔輪［164］	 佳	 ¥8,000
	6219	 天保通宝　不知長郭手　小点通連玉宝［159］	 美	 ¥8,000

	6220	 天保通宝　不知細郭手　削頭天［210］	 佳	 ¥15,000
	6221	 天保通宝　不知細郭手　張足宝［205］	 上	 ¥30,000

6214 6215
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	6222	 天保通宝　不知細郭手　容弱［209］	 美	 ¥25,000
	6223	 天保通宝　不知細郭手　天上刔輪　『当百銭研究分類譜』『不知天保通宝分類譜上巻』106頁現品	 並	 ¥20,000

	6224	 天保通宝　不知長郭手　面背覆輪削頭天　『不知天保通宝分類譜下巻』15頁現品	 並	 ¥10,000
	6225	 天保通宝　不知長郭手　小点通　『不知天保通宝分類譜下巻』34頁現品	 佳	 ¥8,000

	6226	 天保通宝　不知長郭手　大点尓宝　『不知天保通宝分類譜下巻』136頁現品	 佳	 ¥40,000
	6227	 天保通宝　不知広郭手　縮保　『不知天保通宝分類譜上巻』202頁現品	 上	 ¥5,000

	6228	 天保通宝　不知長郭手　覆輪	 美	 ¥10,000
	6229	 天保通宝　不知長郭手　覆輪　背覆輪痕有	 美	 ¥10,000
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	6230	 天保通宝　不知長郭手　ペン書　『天保通宝と類似貨幣カタログ』＃181現品	 美	 ¥300,000
	6231	 天保通宝　不知長郭手　短尾通　『天保通宝と類似貨幣カタログ』＃169現品	 美	 ¥75,000

	6232	 天保通宝　不知長郭手　宏足宝　『天保通宝と類似貨幣カタログ』＃170現品	 美	 ¥75,000
	6233	 天保通宝　不知長郭手　反足宝　『天保通宝と類似貨幣カタログ』＃173現品	 美	 ¥120,000

	6234	 天保通宝　不知細郭手　不草点保　『天保通宝と類似貨幣カタログ』＃213現品	 佳	 ¥180,000
	6235	 天保通宝　不知長郭手　小字　『当百銭研究分類譜』現品［193］	 並〜佳	 ¥230,000

	6236	 天保通宝　会津萎字　改造母銭　『当百銭研究分類譜』現品	 極	 ¥280,000
	6237	 天保通宝　不知長郭手　小字［193］	 極	 ¥400,000
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	6238	 天保通宝　福岡離郭濶縁［44］	 上	 ¥100,000
	6239	 天保通宝　仙台長足宝［116］　火中	 　並	 ¥15,000

	6240	 琉球通宝　大字　広郭［237］	 美	 ¥5,000
	6241	 琉球通宝　中字　肥字十進當［252］	 佳	 ¥7,000

	6242	 琉球通宝　中字　側面サ逆打［238］	 美	 ¥6,000
	6243	 琉球通宝　中字　長柱の十進當［238］	 佳	 ¥4,000

	6244	 琉球通宝　大字　大頭通［232］	 佳	 ¥10,000
	6245	 琉球通宝　半朱［255］	 上	 ¥5,000
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6240 6241
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6244
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	6246	 琉球通宝　半朱［255］	 美	 ¥5,000

	6247	 文久永宝　草文細郭　錫母銭　27.55mm	 美	 ¥45,000
	6248	 文久永宝　玉宝　母銭　中郭	 未	 ¥15,000
	6249	 文久永宝　略宝　母銭	 上	 ¥10,000

	6250	 文久永宝　背大錯笵	 上	 ¥5,000
	6251	 箱舘通宝　母銭	 上	 ¥25,000
	6252	 秋田波銭	 美	 ¥23,000

	6253	 秋田波銭	 輪欠　佳	 ¥23,000

	6254	 秋田波銭　42.55mm		36.2g	 上	 ¥12,000
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	6255	 秋田鍔銭　中尾	 佳	 ¥12,000
	6256	 秋田鍔銭　長尾	 上	 ¥15,000

	6257	 秋田鍔銭　短尾	 荒鑢　美	 ¥6,500
	6258	 南部虎銭　小極印	 ス穴１　佳	 ¥45,000

	6259	 仙台通宝　小様　母銭	 美	 ¥20,000
	6260	 仙台通宝　小様　母銭	 上	 ¥10,000
	6261	 仙台通宝　大様　５枚組	 並〜佳	 ¥3,500
	6262	 水戸虎銭　母銭様　35mm（要下見）	 美	 ¥53,000

	6263	 水戸虎銭	 美	 ¥25,000
	6264	 水戸虎銭	 美	 ¥23,000
	6265	 水戸虎銭	 極	 ¥25,000
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	6266	 水戸大黒銭	 極	 ¥35,000
	6267	 会津虎銭	 美	 ¥6,000

	6268	 細倉当百	 佳	 ¥30,000

	6269	 絵銭　大迫駒曳　日郭　黄銅質（新）　ス穴有	 鋳不足穴有　上	 ¥25,000

	6270	 絵銭　根付大黒　45mm	 ス穴２　美	 ¥30,000

6266 6267

6268

6269

6270
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	6271	 絵銭　五位堂銭　三梅花　54mm	 美	 ¥30,000
	6272	 絵銭　穴一銭　二人唐人　背あう　30mm	 上	 ¥25,000
	6273	 絵銭　面子銭　三玉二神　40mm	 上〜美	 ¥20,000

	6274	 絵銭　農鶴駒　45mm	 上	 ¥18,000
	6275	 絵銭　鏡屋銭　九枚笹	 佳	 ¥7,000
	6276	 絵銭　鏡屋銭　本字	 佳	 ¥7,000
	6277	 絵銭　鏡屋銭　叶字	 上	 ¥6,000

	6278	 絵銭　穴一銭　紋付大黒　背一	 佳	 ¥6,500
	6279	 絵銭　穴一銭　駒曳　２枚組	 佳	 ¥5,000

	6280	 絵銭　穴一銭　駒曳　背一長手綱	 佳	 ¥5,000
	6281	 絵銭　鏡屋銭　橘字	 佳	 ¥5,000
	6282	 絵銭　仙台通宝　鼠	 佳	 ¥5,000
	6283	 絵銭　穴一銭　恵美須背鍵　40mm（新）	 佳	 ¥5,000
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	6284	 絵銭　打印銭　恵美須　7.0g	 佳〜上	 ¥5,000
	6285	 絵銭　打印銭　大黒（猿面）　5.2g	 上	 ¥5,000
	6286	 絵銭　打印銭　駒曳　15.2g	 佳	 ¥5,000

	6287	 絵銭　肥り恵美須	 美	 ¥5,000
	6288	 絵銭　肥り大黒	 美	 ¥5,000
	6289	 絵銭　穴一銭　釣恵比須　25.0mm	 佳	 ¥5,000

	6290	 絵銭　和同開珎	 並〜佳	 ¥5,000
	6291	 絵銭　和同開珎	 佳	 ¥5,000
	6292	 絵銭　烏和同	 佳	 ¥28,000

	6293	 絵銭　南部日月布泉　内郭鋳不足	 　並	 ¥30,000
	6294	 絵銭　南部布泉	 並	 ¥10,000
	6295	 絵銭　南部寿比南山　大黒	 上	 ¥20,000

	6296	 絵銭　南部富国強兵虎銭	 並	 ¥20,000
	6297	 絵銭　南部両面福神銭	 佳	 ¥10,000
	6298	 絵銭　南部大福二神	 並	 ¥5,000

6284 6285 6286

6287 6288 6289

6290 6291 6292

6293 6294 6295

6296 6297 6298
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	6299	 絵銭　南部正徳通宝　背龍鳳　32mm	 上	 ¥8,000
	6300	 絵銭　南部虚空蔵　23mm	 佳	 ¥5,000
	6301	 絵銭　南部葛巻変わり題目　21mm	 佳	 ¥5,000

	6302	 絵銭　南部念仏　鉄銭　23.3mm	 美	 ¥5,000
	6303	 絵銭　南部七福神　銅銭、鉄銭　２種組	 上	 ¥6,500

	6304	 絵銭　変り念仏　23.9mm	 佳〜上	 ¥5,000
	6305	 絵銭　浅間銭　恵美須背双魚　58.8mm		111g　火中	 　佳	 ¥30,000

	6306	 絵銭　風花雪月、甚徳院大　新２種組	 佳	 ¥5,000
	6307	 絵銭　紋切銭　矢筈　22mm　	 佳	 ¥5,000

	6308	 絵銭　紋切銭　葉文様　28mm	 佳	 ¥8,000
	6309	 絵銭　紋切銭　子持ち分銅　26mm	 佳	 ¥5,000

6299
6300 6301

6304

6305

6308 6309

63076306

63036302
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	6310	 絵銭　紋切銭　五三桐　26mm	 佳	 ¥5,000
	6311	 絵銭　紋切銭　五三桐　22mm	 佳	 ¥5,000
	6312	 絵銭　紋切銭　29mm	 佳	 ¥5,000

	6313	 絵銭　紋切銭　可　21mm	 佳	 ¥5,000
	6314	 絵銭　紋切銭　矢筈　30mm	 佳	 ¥8,000
	6315	 絵銭　紋切銭　藤丸　22mm	 佳	 ¥5,000

	6316	 絵銭　紋切銭　矢車　26mm	 佳	 ¥5,000
	6317	 絵銭　紋切銭　上り藤に石　背申　24mm	 佳	 ¥5,000
	6318	 絵銭　紋切銭　矢筈　24mm	 佳	 ¥5,000

	6319	 絵銭　紋切銭　28mm	 佳	 ¥5,000
	6320	 絵銭　紋切銭　鶴丸　24mm	 上	 ¥5,000
	6321	 絵銭　紋切銭　いの字　22mm	 上	 ¥5,000

	6322	 絵銭　五位堂銭　龍字　33.4mm		25.8g	 佳	 ¥15,000
	6323	 絵銭　鏡屋銭　川	 美	 ¥5,000
	6324	 絵銭　額輪恵美須　銀鋳　3.6g	 美	 ¥10,000
	6325	 絵銭　蕪手　蕪	 美	 ¥5,000
	6326	 絵銭　花巻大黒　肉厚　18.35g	 上〜美	 ¥15,000

6310 6311

6313 6314

6316 6317 6318

6315

6312

6319 6320
6321

63266322 6323 6324 6325
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	6327	 絵銭　鞍馬駒異	 上	 ¥5,000
	6328	 絵銭　不知南方系　ラクオニア	 美	 ¥85,000

	6329	 絵銭　円穴恵美須（錫）	 上	 ¥5,000
	6330	 絵銭　文久貨泉　半百　47.0mm	 佳	 ¥5,000

	6331	 絵銭　五銖　52.4mm	 上	 ¥5,000
	6332	 絵銭　玄聡道宝　53.9mm	 上	 ¥5,000

	6333	 絵銭　天保型　七福神	 上	 ¥5,000

6327

6328

6329
6330

6331

6333

6332
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	6334	 絵銭　天保型　六歌仙	 上	 ¥8,000
	6335	 絵銭　明治通宝	 佳	 ¥5,000
	6336	 絵銭　打製大耳大黒　他３枚　計４枚組	 劣〜並	 ¥3,000
	6337	 絵銭各種４種組	 並〜佳	 ¥5,000
	6338	 絵銭各種４枚組	 佳〜上	 ¥5,000

	6339	 文珠菩薩　面錯笵　26.7mm	 佳	 ¥5,000
	6340	 上棟銭　成田山大塔　金色、銀色　各タトウ入り	 美	 ¥5,000

	6341	 上棟銭　成田山光輪閣　金色、銀色　各タトウ入り	 美	 ¥5,000

	6342	 上棟銭　成福院融通殿　金色、銀色　各タトウ入り	 美	 ¥5,000
	6343	 京都北野天神　大型	 佳	 ¥5,000

6334
6335

6339

6343

6340

6341

6342
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	6344	 上棟銭　今宮神社　十日恵比須	 佳	 ¥5,000

	6345	 南部駒曳銭（鉄）　南部古銭研究会	 美	 ¥5,000

	6346	 絵銭　寿比南山	 上	 ¥7,000
	6347	 絵銭　長命富貴	 美	 ¥7,000

6347

(70%大)

6344

6345

6346
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	6348	 別銭　十長生一吾君萬年　輪小ヒビ有	 　美	 ¥7,000

	6349	 泥面子　９個組	 佳〜上	 ¥5,000
	6350	 酒保銭　歩兵12　参円　背必勝　昭和15年	 美	 ¥12,000

	6351	 記念銭　兵庫古銭会赤穂四七士　全47種揃い	 極美	 ¥15,000

6348(60%大)

6349(70%大)

6350

6351(縮小)
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	6352	 山形県加茂町　秋野与四郎　馬町倉　米拾俵　加茂透かし入	 穴有　美	 ¥18,000
	6353	 山形県加茂町　秋野与四郎　米倉　米拾俵	 虫穴　美	 ¥18,000

	6354	 山形県加茂町　秋野与四郎　未完成札　透かし有	 未	 ¥25,000
	6355	 山形県加茂町　秋野与四郎　未完成札　透かし有　小虫穴有	 　未	 ¥25,000

	 ［藩札類］

6352(30%大) 6353(30%大)

6354(30%大) 6355(30%大)
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	6356	 山形県加茂町　秋野与四郎　未完成札　小虫有	 　未	 ¥25,000
	6357	 出羽国鶴岡藩　平円蔵　壱俵	 美	 ¥6,000

	6358	 出羽国鶴岡藩　平円蔵　五俵	 美	 ¥6,000
	6359	 出羽国鶴岡藩　平円蔵　拾俵	 美	 ¥8,000

6356(30%大) 6357(30%大)

6358(30%大) 6359(30%大)
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	6360	 出羽国鶴岡藩　平円蔵　拾五俵	 美	 ¥10,000
	6361	 出羽国鶴岡藩　平円蔵　貮拾俵	 美	 ¥12,000

	6362	 出羽国久保田藩　銅山方手形　拾貫文　虫入り	 　美	 ¥40,000
	6363	 出羽国久保田藩　諸上納役所　銭百文	 美	 ¥8,000
	6364	 出羽国久保田藩　諸上納役所　銭五百文　御陳屋札　上丸印　虫穴３	 　美	 ¥8,000
	6365	 出羽国久保田藩　諸上納役所　銭五百文　御陳屋札　上角印	 上	 ¥8,000

6360(30%大) 6361(30%大)

6362(30%大) 6363(40%大) 6364(40%大) 6365(40%大)
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	6366	 出羽国久保田藩　諸上納役所　銭百文	 上	 ¥8,000
	6367	 出羽国久保田藩　諸上納役所　銭拾貫文　大甲子印	 美	 ¥12,000
	6368	 出羽国久保田藩　諸上納役所　銭五貫文　甲子　虫入	 　上	 ¥8,000
	6369	 羽後秋田藩　飯塚忠助　三百文	 美	 ¥5,000
	6370	 羽後秋田藩　飯塚忠助　五百文	 美	 ¥5,000

	6371	 富札　金華山白馬寺	 美	 ¥12,000
	6372	 久保田藩　宝暦銀札　銀三分	 上	 ¥12,000
	6373	 久保田藩　慶応銭札　百文	 佳	 ¥4,000
	6374	 久保田藩　慶応銭札　五拾文	 佳	 ¥4,000
	6375	 久保田藩　慶応銭札　拾文	 上	 ¥5,000

※この頁以降藩札類の画像は全て原寸の 40％です。

6366 6367 6368 6369 6370

6371 6372 6373 6374 6375
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	6376	 久保田藩　慶応銭札　拾文　変色	 　上	 ¥6,000
	6377	 盛岡藩　人足札　ねじり札　它口御普請書	 上	 ¥5,000
	6378	 盛岡藩　金銭預切手　金二朱	 上	 ¥8,000
	6379	 米沢藩　銭弐百文　商法会所	 上	 ¥6,000
	6380	 平藩　銀三匁七分五厘　領下村	 上	 ¥6,000

	6381	 前橋藩　銀五百文　木版大型札　虫穴	 　上	 ¥5,000
	6382	 笠間藩　銭百文　会計局	 上	 ¥6,000
	6383	 土浦藩　銀壱匁　泉州淡輪	 美	 ¥6,000

	6384	 信濃全国通用　上田藩　百文	 佳	 ¥7,000
	6385	 信濃全国通用　松代藩　百文	 美	 ¥12,000
	6386	 信濃全国通用　高遠藩　百文	 並	 ¥5,000

6376 6377 6378 6379 6380

6381 6382 6383

6384 6385 6386
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	6387	 苗木藩　金壱分、金壱両　２種組　虫穴	 　上	 ¥8,000
	6388	 名古屋藩　金二朱米七升五合	 美	 ¥10,000
	6389	 名古屋藩　金壱分米一斗五升　めくれ	 　佳	 ¥10,000

	6390	 福井藩　銀百匁　元治元年　虫穴３	 　上	 ¥15,000
	6391	 丸岡藩　銀拾匁　宝暦通宝　虫穴１	 　佳〜上	 ¥10,000
	6392	 勝山藩　銀拾匁　元文札	 美	 ¥12,000
	6393	 宮津藩　銭拾貫文　米会所	 上	 ¥8,000

	6394	 宮津藩　人足札　銀五拾目	 上	 ¥5,000
	6395	 村岡藩　銀壱匁　文政	 上	 ¥10,000

6388 6389

6390 6391 6392 6393

6394 6395

6387
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	6396	 柏原藩　銀壱匁　享保16年	 佳	 ¥6,000
	6397	 膳所藩　銭百文　明治	 佳	 ¥8,000
	6398	 尼崎藩　銀拾匁　樋口屋	 佳	 ¥5,000

	6399	 明石藩　銀五拾匁　大型赤札	 美	 ¥8,000
	6400	 岡山藩　銀拾匁　安政７年　虫穴１	 　佳	 ¥5,000
	6401	 津山藩　銀拾匁　宝暦10年	 佳	 ¥6,000

6396 6397

6399

6398

6400 6401

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：７月 27 日（木）必着
FAX 入札締切日：７月 27 日（木）午後６時到着分まで

郵便入札（Mail  Bid）でご参加の方は…

ご送付先：〒 182 － 0026　東京都調布市小島町１－ 21 －６　アジャンタ調布 403 号
FAX：042 － 484 － 6916　書信館出版（株）　
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	6402	 福山藩　銀壱匁　享保15年	 佳	 ¥5,000
	6403	 広島藩　壱匁　隅屋勘定　天保14年	 佳	 ¥15,000
	6404	 岩国藩　銀拾匁　寛政５年	 佳〜上	 ¥15,000
	6405	 福岡藩　銀拾匁　嘉永３年	 佳	 ¥5,000

	6406	 中津藩　銀壱貫匁　午冬	 上	 ¥5,000
	6407	 平戸藩　五分　江口	 上	 ¥5,000
	6408	 島原藩　一分　安永５年	 佳	 ¥5,000

	6409	 大阪為替会社　明治３年　下部ホツレ	 　佳	 ¥15,000

6402 6403 6404

6406 6407 6408

6405

6409
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	6410	 京都物産会社　金五両　明治３年	 美	 ¥10,000
	6411	 仙台藩　弐貫文	 上	 ¥15,000
	6412	 弘前藩　宮崎札　七文目	 美	 ¥5,000

	6413	 弘前藩　宮崎札　壱文目	 美	 ¥5,000
	6414	 新発田藩　銭百文	 上	 ¥5,000
	6415	 大垣藩　銀五分　享保15年	 上	 ¥5,000
	6416	 大阪為替会社　金壱両	 上	 ¥12,000

6410

6413 6414 6415

6411 6412

6416
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	6417	 尼崎藩　銀三拾匁	 美	 ¥200,000
	6418	 尼崎藩　銀拾匁	 並	 ¥5,000

	6419	 松江藩　銀二貫文　明治３年　天761番、地458番、人538番　３種組	 虫有　上	 ¥15,000

6417 6418

6419
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	6420	 中津藩　銀二分　享保15年	 佳	 ¥50,000
	6421	 柳川藩　預切手　銀五匁　天保３年	 美	 ¥10,000
	6422	 柳川藩　預切手　銀壱匁　天保３年	 美	 ¥15,000
	6423	 豊前　飴屋　拾匁　行事住村	 美	 ¥9,500
	6424	 平戸藩　壱匁　延宝５年	 佳〜上	 ¥11,000

	6425	 母里藩　銭百文預　明治　三人連書	 佳〜上	 ¥5,000
	6426	 岡山藩　壱匁　享保15年	 佳	 ¥12,000
	6427	 足守藩　壱文目（旧札）　享保15年	 虫穴１　佳	 ¥15,000
	6428	 足守藩　銀五匁　享保15年　堺具足屋	 上	 ¥27,000

64246420 6421 6422 6423

64286425 6426 6427
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	6429	 新見藩　銀五匁　享保15年　大阪伊丹屋、西村屋　上部剥げ　虫喰２	 　佳	 ¥35,000
	6430	 宇和島藩　銀五匁　享保札　元禄11年戊寅９月　虫喰い２	 　上	 ¥7,500
	6431	 高知藩　銀百匁	 美	 ¥5,000
	6432	 丸亀藩　銀二分　享保15年　能登屋	 上	 ¥7,500

	6433	 濱田藩　銀三匁　辛未改	 佳	 ¥5,000
	6434	 津山藩　銀札拾匁　享保15年（宝暦十年）	 佳	 ¥5,500
	6435	 豊岡藩　銀拾匁　明和改	 美	 ¥6,000
	6436	 但馬阿瀬銀山　銀五匁	 佳	 ¥8,000

	6437	 出石藩　銀五分　赤札　享保改	 佳	 ¥5,000

64326429 6430 6431

64366433 6434 6435

6437
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	6438	 姫路藩　拾文目	 佳	 ¥5,000
	6439	 姫路藩　壱分	 上	 ¥5,000
	6440	 宮津藩　銀五拾目　人足５人	 上	 ¥5,000
	6441	 和歌山藩　銭拾貫文　銭預所	 佳	 ¥22,000

	6442	 大和鑑蓮社　銀三匁　安政５年　四名連書	 美	 ¥10,000
	6443	 大和鑑蓮社　銀壱匁　安政５年　八尾綿屋定七	 美	 ¥5,000
	6444	 高取藩　銀壱匁　享保16年	 佳	 ¥6,000
	6445	 大垣藩　銀壱匁　享保15年	 上	 ¥5,000

	6446	 金沢藩　銀五分預　元治元年	 佳	 ¥5,000
	6447	 館林藩　銭百文　明治　河内飛地札	 佳	 ¥5,000

64476446

64416438 6439 6440

64456442 6443 6444
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	6448	 村上藩　金二朱	 極美	 ¥8,500
	6449	 丹波佐治　銀五匁　旗本札	 美	 ¥7,500
	6450	 丹波佐治　銀五匁　流通旗本札	 佳	 ¥6,500
	6451	 私札　河原山物産　金五拾銭　長州組　岡本　明治	 佳	 ¥6,000
	6452	 私札　河原山物産　金五銭　長州組　明治	 佳	 ¥5,000

	6453	 米木札　山形県国指定重要文化財（鶴岡藩）風間家	 佳	 ¥5,000
	6454	 米木札　山形県国指定重要文化財（鶴岡藩）風間家	 佳	 ¥5,000
	6455	 木札　三河岡崎町大字稲熊康生　大正４年	 上	 ¥5,000
	6456	 木札　濃州長良川石船業	 佳	 ¥6,500

	6457	 木札　第一銀行保管札　２枚組	 佳	 ¥5,000

64516448 6449 6450

64566453 6454 6455

6457

6452
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	6458	 木札　越後国魚沼郡小岡村香具（江戸）、福井県遠敷郡支所屋根茸職工　２種組	 上	 ¥10,000
	6459	 木札　富士岡より伊予　養庭おたみ　元治　２枚組	 美	 ¥5,000

	6460	 木札　滋賀郡石山村　滋賀郡役所　措漁壱人　大正	 佳	 ¥5,000
	6461	 木札　京都府　煙草出売　明治	 上	 ¥5,000
	6462	 木札　遠江益津郡岡留（岡当目村）	 佳	 ¥5,000
	6463	 木札　遠江益津郡岡留（岡当目村）	 佳	 ¥5,000

	6464	 富札　府中八幡　50枚組	 佳〜美	 ¥5,000
	6465	 富札　府中八幡　50枚組	 佳〜美	 ¥5,000
	6466	 天保諸蔵米穀内実鑑大成　大阪書林　堺屋治三郎　堂島渡辺	 虫穴１　佳	 ¥10,000

64616460

6458 6459

64636462

6464
（一部） 6466（縮小）

6465
（一部）
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	6467	 金沢藩　蔵米札　新米二十俵	 虫穴　上	 ¥5,000
	6468	 三河吉田藩　蔵米切手　二十五俵　文政５年　本所村	 虫穴　美	 ¥7,500

	6469	 尾州津島　出番録　寅七月六日興業	 佳	 ¥5,000
	6470	 太政官札　金壱両、一朱　２種組	 佳	 ¥5,000

6470

6469

6467

6468
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	6471	 金沢藩　拾貫文　隅少切	 　佳	 ¥6,500
	6472	 金沢藩　壱貫文、銭弐百文　２種組　１枚虫入	 　佳	 ¥5,000
	6473	 尾州地方役所　中山道大久手宿木曽谷御枚塩一駄	 美	 ¥5,000
	6474	 藩札各種５枚組	 佳	 ¥5,000
	6475	 藩札各種５枚組	 佳〜上	 ¥5,000
	6476	 藩札各種５枚組	 佳〜上	 ¥5,000
	6477	 藩札各種４枚組　三河田原藩	 佳〜上	 ¥10,000
	6478	 宿札各種４枚組　三河地方　虫穴１	 　佳〜上	 ¥5,000
	6479	 札各種４枚組（松代藩、島田宿、向天方村他）	 佳〜上	 ¥3,000
	6480	 尾張札３枚組（小倉村、常滑地下、横須賀町）	 佳〜上	 ¥3,000
	6481	 氏子札４種組（愛知郡八事村八幡社）	 上	 ¥4,000
	6482	 木札各種８枚組	 佳〜上	 ¥5,000
	6483	 金沢藩札５種組（銭百文、銭弐百文、銭三百文、銭五百文、銭壱貫文）	 佳	 ¥5,000
	6484	 富札　越中新湊　堀岡浦ホ仕方会所　弐千貫文講　福、徳　２種組　虫穴多	 　上	 ¥5,000

6484

64726471
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	6485	 八戸弥太郎宛　藩主からの手紙	 美	 ¥50,000
	6486	 南部藩家老文書　銭百五十貫文	 美	 ¥10,000
	6487	 江戸期納税証明書	 上	 ¥8,000

	6488	『東亜銭志』全20巻組　昭和44年　奥平昌洪	 極	 ¥10,000
	6489	『日本貨幣図史』全10巻　小川浩	 上〜美	 ¥20,000
	6490	『日本紙幣大系図鑑』　大橋義春	 上	 ¥3,000
	6491	『旧満州国貨幣図鑑』　菅谷信	 極	 ¥5,000
	6492	『和漢稀世古銭図録』『泉志　3、5号』	 上	 ¥3,000
	6493	『全国貨幣大会泉譜』　東海貨幣研究所	 美	 ¥4,000
	6494	『船越康氏生誕七十七年記念泉譜』	 極	 ¥3,000
	6495	『日本近代紙幣』函入　昭和50年　ボナンザ10周年記念　複製紙幣69種入アルバム	 佳〜美	 ¥20,000
	6496	『日本通貨変遷図鑑』『日本紙幣大系図鑑』　函入	 上	 ¥5,000
	6497	『大正古銭図附』　全、改訂　２冊組	 奥付剥げ　並〜佳	 ¥3,000
	6498	『大和紙幣史』　大鎌淳正　昭和56年	 極	 ¥4,000
	6499	『世界貨幣大事典』　平木啓一	 上〜美	 ¥5,000
	6500	『元朝銭史の研究』　遠藤亀松	 上〜美	 ¥5,000
	6501	『貨幣』　東海銀行	 上〜美	 ¥5,000
	6502	『歴史読本　日本埋蔵金伝説』『歴史読本　お金の百科事典』『古銭の集め方と鑑賞』矢部倉吉、『太陽特集　世界のコイン』
	 	 計４冊組	 佳〜上	 ¥5,000
	6503	『本邦鐚銭図譜』穴銭堂、『新寛永通宝カタログ』白川昌三	 上	 ¥3,000
	6504	『RISE	OF	RUSSIA』TIME	LIFE	BOOKS	 上	 ¥5,000		
	6505	『文久永宝分類譜』天保堂、『崇寧通宝分類譜』北京銭幣学会	 美	 ¥6,000
	6506	『寛永通宝銭譜』小川浩　昭和47年　函少難	 美	 ¥5,000

※書籍、道具類（LotNo.6488 〜 6565）の会場内
　での下見、及び会場での引き渡しは出来ません。
　書籍、道具類の引き渡しは後日配送のみとなり
　ます。ご了承下さい。

	 ［古銭書・道具類］

6486（縮小）

6487（縮小）

6485（縮小）
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	6507	『安南泉譜』（大銭銀銭部）　三浦吾泉	 上	 ¥3,000
	6508	『南部貨幣史』『南部銭史』（第２号）　計２冊組	 佳〜上	 ¥5,000
	6509	 山内天保銭原稿のコピー　新渡戸仙岳	 上	 ¥2,000
	6510	『商売往来　絵本抄』（補修有）、『南部銭譜』太田孝太郎　吉田義昭、『紙幣肖像の歴史』植村峻　計３冊組
	 	 	 並〜上	 ¥6,000
	6511	 御領国全図地図　南部地方手書図	 美	 ¥100,000
	6512	『南部當百銭の謎』工藤英司、『南部貨幣史』のゲラ刷、『東洋古銭価格図譜』陸原保　計３冊組	 佳〜美	 ¥7,000
	6513	『藤本源一郎還暦祝賀会記念銭譜』	 上	 ¥5,000
	6514	『木曽路宿場札図録』　昭和61年　函入	 美	 ¥5,000
	6515	『新訂皇朝銭図譜』　小川浩　昭和61年　函入	 美	 ¥5,000
	6516	『苗木藩札考』　中津川貨幣研究会　平成６年	 美	 ¥5,000
	6517	『開元通宝泉譜』　日本古銭研究会　昭和48年、『符合泉志』（初、二、三篇合本）、『穴の細道』　昭和46年　計３冊組
	 	 	 佳〜上	 ¥8,000
	6518	『佐野英山翁喜寿祝賀泉譜』	 上	 ¥5,000
	6519	『極泉庭愛銭図譜』　米山昌宏　昭和53年　函入	 上	 ¥5,000
	6520	『明治百年記念泉譜』　東海貨幣研究会　昭和43年　函入	 佳	 ¥5,000
	6521	『荒木先生喜寿祝賀記念　全国貨幣大会之泉譜』　昭和54年　表紙汚れ有	 佳	 ¥5,000
	6522	『穴銭カタログ　日本』　石川諄　銭幣学社	 美	 ¥8,000
	6523	『昭和古銭価格図譜』　小川浩　昭和34年、『新版　東洋古銭図譜』　万国貨幣洋行　昭和34年、『葵拓模集』　静岡いづみ
	 	 会第１回記念　昭和50年、『半両銭逍遥』　横地真一　平成18年、『新修甲金図』　西脇康　平成16年　計５冊組
	 	 	 佳〜美	 ¥5,000
	6524	『第３回穴銭友好クラブ　光華記念譜』　平成19年、『静岡いづみ会例会拓本集』　平成19年、『日本の貨幣』　日本貨幣商
	 	 協同組合　平成10年、『古銭』　瀬戸浩平　昭和41年、『原色日本のコイン』　造幣局泉友会　昭和42年、『佐渡金山』
	 	 平成13年　計６冊組	 上	 ¥5,000
	6525	『天保通宝鑑識と手引』　昭和37年、『安南泉譜』（手類銭部）　昭和33年、『古寛永大分類の手引き』　赤羽根秀一
	 	 昭和51年、『新寛永銭鑑識と手引』　昭和44年　計４冊組	 上〜美	 ¥5,000
	6526	『日本のコイン』　中村佐伝治　保育社、『日本の紙幣』　山口和雄　保育社、『財務省放出金貨で儲けろ！』　
	 	 平成19年　肥留間正明　音羽根出版、『日本貨幣カタログ2009』　日本貨幣商協同組合　計４冊組	
	 	 	 上〜美	 ¥2,000
	6527	『大川功氏寄贈　日本古金銀貨図録』　東京国立博物館　2002年	 美	 ¥3,000
	6528	『新寛永通宝　図会』　ハドソン東洋鋳造貨幣研究所　1998年	 極	 ¥4,000
	6529	『コイン収集の魅力　第10回銀座コインクラブの集い記念号』　1984年、『金融研究　1999年９月号』　貨幣博物館企
	 	 画展「金座−小判のふるさと」展示図録　計２冊組	 美〜極	 ¥5,000
	6530	『銀座コインオークション10周年記念泉譜　銀座』　1998年	 極	 ¥5,000
	6531	『銀座コインオークション20周年記念泉譜　名貨百選』　2008年	 極	 ¥12,000
	6532	『財務省近代金貨公開オークションカタログ』第1回〜第３回（2005〜2006）　オールカラー　落札表付、『財務省近代
	 	 金貨インターネットオークションカタログ』第１回〜第２回（2006）　オールカラー　落札表付　計５冊組
	 	 	 美	 ¥3,000
	6533	『日本コインオークションカタログ』2011,2016,2017年　オールカラー　落札表付、『泰星オークションカタログ』
	 	 2012年〜2016年　オールカラー　落札表付、『オークションワールドカタログ』第１回〜第６回　オールカラー
	 	 落札表付（第３回、第５回）　計14冊組	 美〜極	 ¥3,000
	6534	『江戸コインオークションカタログ』2011〜2015　オールカラー　落札表付　計５冊組	 美〜極	 ¥3,000
	6535	『収集』　書信館出版　2004年10月号、2007年11月号、2013年12月号、2009年７月号（カタログ付）、2010年７月号
	 	 （カタログ付）、2011年７月号（カタログ付）、2012年７月号（カタログ付）、2013年７月号（カタログ付）、2014年１月号〜
	 	 12月号（カタログ付）、2015年１月号〜12月号（カタログ付）、2016年１月号〜12月号　計52冊組（カタログは全て落
	 	 札表付）	 極	 ¥3,000
	6536	『収集』　書信館出版　2011年（４、５、９月号欠）、2013年（３、７月号欠）、2014年（３、９、12月号欠）、2015年（４月号欠）、
	 	 2016年（５、８、９月号欠）　計48冊組	 上	 ¥2,000
	6537	『エラー銭ものがたり』	 佳	 ¥5,000
	6538	『中国金銀幣目録　陝西・黒竜江・蒙古銀幣』（コイン嵌込、要下見）　中文	 美	 ¥18,000
	6539	『Standard	Catalog	of	World	Coins』　1986年　Deluxe	Library	Edition　２冊組	 極	 ¥5,000
	6540	『Standard	Catalog	of	World	Coins	19th&20th	century』　1989年、『Standard	Catalog	of	World	Coins	Complete
	 	 	coverrage	1801-1991』	1990年、『Standard	Catalog	of	World	Coins	17th	edition	Complete	coverrage	1801-
	 	 1990』　1991年　計３冊組	 佳	 ¥3,000
	6541	『貨幣研究』No.1〜8　貨幣文化協会　計８冊組　パンチ穴有	 　並〜佳	 ¥3,000
	6542	『ボナンザ』創刊号〜13号　計13冊組	 佳〜上	 ¥5,000
	6543	『外国コイン研究』５号〜36号　外国コイン研究会、『銭の道』１〜２号　計34冊組	 上	 ¥5,000



－ 106 －

	6544	 銭箱　小型　14.5×23×14cm　鍵付	 美	 ¥18,000
	6545	 銭箱　29×18.6×16.4cm　鍵付　裏面大正６年の彫り有	 上〜美	 ¥6,000
	6546	 銭箱　小型　8×14×5.7cm　鍵付（小型天保根付有）	 上	 ¥3,000
	6547	 銭枡　大型　96枡　裏に明治４年の墨書有　約45×23cm	 上	 ¥10,000
	6548	 銭枡　96枡　47×25cm、50×25cm　２種組	 佳〜上	 ¥10,000
	6549	 江戸期革製巾着型財布　大小２種組	 佳〜上	 ¥6,000
	6550	 金枡　三井銀行創立300年記念　青銅　函付	 極	 ¥5,000
	6551	 矢立　武士用墨壺分離型　筆付　全体彫金模様入	 筒剥がれ有　上	 ¥9,000
	6552	 銭背負い袋	 佳〜上	 ¥2,000
	6553	 錠変わり筒	 佳	 ¥5,000
	6554	 錠前	 上	 ¥5,000
	6555	 錠前各種４個組	 佳〜上	 ¥5,000
	6556	 鍵各種15本組	 並〜上	 ¥5,000
	6557	 天保小判打出キセル　下見してください	 佳	 ¥60,000
	6558	 手秤　百匁、銭枡　一朱銀80枚用　計２種組	 佳	 ¥5,000
	6559	 分銅　五拾両（参考品）、三拾両、二十両、四両、五匁、四匁、三匁、二匁　計８個組	 佳〜上	 ¥35,000
	6560	 吊分銅　計４個組	 佳〜上	 ¥5,000
	6561	 南方系分銅　159g、80g　計２種組	 上	 ¥5,000
	6562	 造幣局製メダル　皇太子生誕記念　昭和８年　ケース付	 美	 ¥5,000
	6563	 造幣局製メダル　特別大演習観艦式記念　昭和５年10月　オリジナルケース付	 美	 ¥6,000
	6564	 造幣局製メダル　２個組　百周年記念　ケース付	 極	 ¥5,000
	6565	 ナツメ　古銭図　木製	 佳	 ¥5,000

6488（縮小）

6511（縮小）

6544縮小）

6545（縮小）

6546（縮小）
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6553（縮小） 6547（縮小）

6552（縮小）

6557（縮小）

6554（縮小）

6548（上下　縮小）

6555（縮小）

6560（縮小） 6561（縮小）

6485（縮小）

6565（縮小）

6556（上下　縮小）
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	6566	 三字刀	 上	 ¥100,000
	6567	 三字刀　先端補修	 並	 ¥25,000

65676566
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	6568	 三字刀　折れ継ぎ	 佳	 ¥15,000
	6569	 尖首刀	 テープ跡　朱書有　並	 ¥5,000
	6570	 尖首刀　２種組（１枚洗い、１枚円環部欠）	 並	 ¥5,000

6570
6568

6569
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	6571	 円首刀	 曲有　並	 ¥5,000
	6572	 明刀　２種組	 洗い有　佳	 ¥5,000
	6573	 平肩空首布　日	 補修　青錆　佳	 ¥50,000
	6574	 円肩円足布　	 上	 ¥100,000
	6575	 円肩円足布　　三　中型	 上	 ¥150,000

6571

6574

6575

6573

6570
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	6576	 方足布　安陽	 背鋳不足　佳	 ¥3,000
	6577	 方足布　　子	 背黒書有　佳	 ¥5,000
	6578	 方足布　郎邑	 佳	 ¥5,000

	6579	 方足布　匋陽　背右	 上	 ¥5,000
	6580	 方足布　　氏	 少洗い　佳	 ¥10,000
	6581	 方足布　皮氏	 肌荒　佳	 ¥10,000

	6582	 方足布　羅平	 佳	 ¥5,000
	6583	 方足布　羅平	 焼け　並	 ¥5,000
	6584	 方足布　　子	 佳	 ¥5,000

	6585	 方足布　差陰　小型	 佳	 ¥3,000

6576 6577 6578

6579 6580 6581

6582 6583 6584

6585
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	6586	 方足布　安陽	 少洗い　佳	 ¥7,000
	6587	 方足布　安陽　文字不鮮明	 並	 ¥2,500

	6588	 方足布　安陽、　　２種組	 並〜佳	 ¥5,000
	6589	 方足布　乗邑	 佳	 ¥5,000

	6590	 方足布　貝丘	 佳	 ¥5,000
	6591	 方足布　宅陽	 佳	 ¥5,000
	6592	 方足布　安陽	 佳	 ¥5,000

	6593	 方足布　匋易　背右（省画）	 佳/上	 ¥5,000
	6594	 方足布　　垣	 佳	 ¥5,000

6586 6587

6589

6590 6591 6592

6593 6594

6588
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	6595	 尖足布　平州	 少欠　並	 ¥5,000
	6596	 安邑二釿　倒書	 佳〜上	 ¥10,000

	6597	 梁正尚金当寽	 穴難有　並	 ¥10,000
	6598	 包金貝貨	 上	 ¥8,000
	6599	 骨製貝化　計10個組	 ヒビ欠含む　並〜佳	 ¥2,500
	6600	 緑石貝化　中型　計７個組	 上	 ¥5,000
	6601	 蟻鼻銭　２ヶ、明刀　１本　計３種組	 並	 ¥2,000

6598

6596

6597

6595

6599（縮小）

6600（縮小）

6601
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	6602	 垣字銭	 上郭輪不足　並	 ¥8,000
	6603	 垣字銭	 ヒビ、ス穴有　並	 ¥5,000

	6604	 宝六化	 佳	 ¥8,000
	6605	 宝四化	 輪ヘリ有　並	 ¥8,000
	6606	 宝四化　29.0mm	 佳	 ¥15,000

	6607	 明匕	 佳	 ¥5,000
	6608	 楡莢半両　50枚組	 青錆　並〜佳	 ¥2,500
	6609	 契刀頭部　背無し（削り加工）	 並	 ¥5,000

	6610	 貨布　２枚組	 佳	 ¥5,000

6602 6603

6604 6605 6606

6607

6609

6610

6608（縮小）
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	6611	 貨布　３枚組	 佳	 ¥7,000

	6612	 餅貨泉　連銭　34.8g	 佳	 ¥5,000
	6613	 餅貨泉　無紋連銭　64.5g	 佳	 ¥5,000
	6614	 大泉当千　33.5mm	 佳	 ¥7,000

	6615	 大泉当千	 少磨き　青錆　佳	 ¥2,500
	6616	 大泉当千	 並	 ¥5,000
	6617	 大和五銖	 並	 ¥5,000

	6618	 大泉五百（錆取跡有）、五行大布　計２種組	 並	 ¥4,000
	6619	 永通万国　29.7mm		4.4g	 佳	 ¥13,000

6611

6612 6613

6614

6615 6616
6617

66196618
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	6620	 五銖（面四決、背四道、面陽文）、内郭五銖　計４種組	 佳〜上	 ¥2,500
	6621	 四銖半両　お多福、村雨半両、十字半両　計３種組	 佳	 ¥2,500

	6622	 馨幣	 上部欠　並	 ¥2,500
	6623	 馨幣	 洗い　ホツレ多　並	 ¥2,500

	6624	 馨幣　２枚、明刀　１枚　計３種組	 並	 ¥5,000

6620

6621

6622 6623

6624（縮小）
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	6625	 厭勝銭　翡翠製　竜文加工　約40ｇ	 佳	 ¥15,000

	6626	 乾元重宝　当五十　長字	 佳	 ¥10,000
	6627	 乾元重宝　当五十　右月文	 上	 ¥12,000

	6628	 乾元重宝　当五十　彷鋳　通下星文	 佳	 ¥5,000
	6629	 乾元重宝　当十　穿上瑞鳥	 上	 ¥12,000
	6630	 太平通宝　広貝宝　伝世	 佳〜上	 ¥5,000

	6631	 太平通宝　中広穿　伝世	 佳〜上	 ¥10,000
	6632	 太平通宝　長宝　伝世	 上	 ¥7,000
	6633	 太平通宝　長通	 佳	 ¥7,000

	6634	 太平通宝　長通　伝世	 上	 ¥10,000
	6635	 太平通宝　長通短宝	 佳	 ¥15,000
	6636	 鐚銭　元豊通宝　濶縁異字　真書　伝世	 上	 ¥7,000

6625

6626 6627

6628 6629

6631 6632

6630

6633

6634 6635 6636
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	6637	 元豊通宝　広郭肥元　篆書（大全７）	 佳	 ¥25,000
	6638	 元豊通宝　美制濶縁背異　真書　２種組	 佳	 ¥5,000

	6639	 元豊通宝　美制濶縁背異　篆書	 佳	 ¥5,000
	6640	 元豊通宝　星無背系　篆書	 佳	 ¥5,000
	6641	 紹聖元宝　広穿昂宝　篆書（大全正合）	 佳	 ¥5,000

	6642	 元符通宝　仰元　篆書	 佳〜上	 ¥25,000
	6643	 元符通宝　陰郭広穿　篆書	 上	 ¥18,000
	6644	 崇寧通宝　４枚組	 佳〜上	 ¥15,000

	6645	 大観通宝　当十　写し　41.0mm	 佳	 ¥5,000
	6646	 大観通宝　当十	 薄錆　上	 ¥5,000

	6647	 大観通宝　当十	 佳〜上	 ¥5,000
	6648	 大観通宝　当十	 上〜美	 ¥5,000

66386637

6645 6646

6639 6640 6641

6642 6643

6644

6647 6648
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	6649	 大観通宝　当十	 上〜美	 ¥5,000
	6650	 大観通宝　当十	 薄錆　上〜美	 ¥5,000

	6651	 大観通宝　当十	 薄錆　上〜美	 ¥5,000
	6652	 大観通宝　当十	 上	 ¥5,000

	6653	 大観通宝　当十	 薄錆　上〜美	 ¥5,000
	6654	 大観通宝　当十	 薄錆　上〜美	 ¥5,000

	6655	 大観通宝　当十	 薄錆　上〜美	 ¥15,000
	6656	 大観通宝　当三　２枚組	 上〜美	 ¥5,000

6656

6649 6650

6651 6652

6653 6654

6655
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	6657	 大観通宝　退大右昂	 佳	 ¥5,000
	6658	 大観通宝　平頭通	 佳	 ¥5,000
	6659	 大観通宝　鉄　大銭　約70mm		122g（要下見）	 並〜佳	 ¥90,000
	6660	 政和通宝　美制狭穿　真書　伝世	 背薄青錆　上	 ¥10,000

	6661	 政和通宝　寄郭正足　真書	 佳	 ¥5,000
	6662	 重和通宝　篆書	 佳	 ¥20,000
	6663	 宣和通宝　巨頭　真書	 上	 ¥38,000

	6664	 宣和通宝　長宝　篆書　25.42mm	 上	 ¥5,000
	6665	 宣和通宝　厚肉離宝　篆書	 佳	 ¥3,000
	6666	 靖康通宝　折二（譜外）　書信館出版保証書付	 上	 ¥250,000

	6667	 建炎通宝　小字　真書	 佳	 ¥16,000
	6668	 紹興元宝　折二　背月星　真書、篆書　２種組	 青錆　上	 ¥5,000

6657

6658

6660

6659

6661 6662 6663

6664 6665 6666

6667
6668
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	6669	 隆興元宝　折二	 佳	 ¥5,000
	6670	 乾道元宝　折二　背月星	 佳	 ¥5,000
	6671	 淳熈元宝　小平　篆書　背上月	 佳	 ¥5,000

	6672	 嘉泰通宝　当三	 佳	 ¥5,000
	6673	 嘉定通宝　背八　濶縁	 上	 ¥8,000
	6674	 端平通宝　当三	 佳	 ¥5,000

	6675	 嘉熈重宝　当十	 佳〜上	 ¥5,000
	6676	 南宋番銭　88種全揃い　ブック入	 並〜上	 ¥15,000

	6677	 正隆元宝　広穿降宝　24.7mm　初見品（選り出し）	 佳	 ¥50,000
	6678	 正隆元宝　異爪元　背広郭　初見品	 佳〜上	 ¥30,000
	6679	 泰和通宝　折二	 佳	 ¥30,000

6669 6670 6671

6672

6673

6674

6677 6678 6679

6675

6676（縮小）
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	6680	 泰和重宝　当十　篆書	 美	 ¥30,000
	6681	 泰和重宝　当十　篆書	 極少ヒビ　上	 ¥15,000

	6682	 大元通宝　当十　41.4mm	 錆　佳	 ¥7,000
	6683	 大元通宝　当十	 佳	 ¥5,000

	6684	 至元元宝　背戊亥	 上	 ¥35,000
	6685	 至正通宝　当十	 少ホツレ　佳	 ¥5,000
	6686	 天定通宝	 上	 ¥10,000

	6687	 大中通宝　当十　背十	 上	 ¥5,000
	6688	 天啓通宝　背密	 火中　並〜佳	 ¥12,000
	6689	 天啓通宝　背上十　写し　45.8mm	 佳	 ¥5,000

6680 6681

6682 6683

6684

6685

6686

6687

6688

6689
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	6690	 崇禎通宝　背上京　禎字鋳溜り	 佳	 ¥10,000
	6691	 崇禎通宝　背五監	 佳	 ¥5,000
	6692	 永昌通宝　当五	 美	 ¥5,000

	6693	 永昌通宝　当五	 佳〜上	 ¥5,000
	6694	 興朝通宝　当五　背五厘	 佳	 ¥3,000

	6695	 興朝通宝　背壹分　横点豆　10枚組	 強青錆　佳	 ¥10,000

	6696	 利用通宝　背壹分	 輪補修　上	 ¥5,000
	6697	 昭武通宝　当十　背壹分	 佳〜上	 ¥5,000
	6698	 裕民通宝　背壹銭	 上	 ¥10,000

6690
6691 6692

6693
6694

6695

6696

6697 6698
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	6699	 永暦通宝　当五　背壹分	 佳	 ¥3,000
	6700	 永暦通宝　真書（日本鋳）、篆書　磨輪　２種組	 上	 ¥5,000

	6701	 天命皇宝　満文	 佳	 ¥5,000
	6702	 天命通宝	 佳	 ¥3,000
	6703	 天聡通宝	 佳	 ¥120,000

	6704	 天聡通宝　満文　当十	 佳〜上	 ¥250,000

	6705	 順治通宝　マ頭通缶宝　単点無背	 佳	 ¥5,000
	6706	 順治通宝　背福一厘	 上	 ¥7,000
	6707	 康煕通宝　詩銭　背薊　臣煕	 佳	 ¥10,000

	6708	 康煕通宝　詩銭　臺	 佳	 ¥12,000
	6709	 雍正通宝　宝源局　ム幺出頭宝（清朝銭図説現品6B-16）	 佳	 ¥5,000

6699

6702

6703

6701

6704

6708 6709

6705 6706 6707

6700
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	6710	 康煕通宝　詩銭　満漢台	 佳	 ¥10,000
	6711	 康煕通宝　満漢南	 上	 ¥5,000
	6712	 康煕通宝　満漢南	 佳	 ¥5,000
	6713	 康煕通宝　臣康煕	 佳	 ¥5,000

	6714	 康煕通宝　臣康煕	 佳	 ¥5,000
	6715	 雍正通宝　宝武局	 上	 ¥5,000
	6716	 雍正通宝　宝武局	 上	 ¥5,000
	6717	 雍正通宝　宝南局	 佳	 ¥10,000

	6718	 雍正通宝　宝川局	 佳	 ¥8,000
	6719	 雍正通宝　宝武局　マ頭重点通	 針穴１　佳	 ¥10,000
	6720	 雍正通宝　宝晋局　マ頭重点通	 佳	 ¥10,000
	6721	 雍正通宝　宝晋局　背大晋	 佳	 ¥8,000

	6722	 雍正通宝　宝済局	 佳	 ¥5,000
	6723	 雍正通宝　宝雲局　マ頭単点通	 佳	 ¥6,000
	6724	 雍正通宝　宝晋局　マ頭重点通	 佳	 ¥5,000
	6725	 雍正通宝　宝武局　マ頭重点通	 上	 ¥5,000

	6726	 雍正通宝　宝泉局、宝浙局　２種組	 佳〜上	 ¥6,000
	6727	 雍正通宝　宝昌局、宝雲局、宝黔局　計３種組	 佳〜上	 ¥8,000

6710 6711 6712 6713

6714 6715 6716 6717

6718 6719 6720 6721

6722 6723 6724 6725

6726

6727
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	6728	 雍正通宝　宝安局、宝源局、宝蘇局　計３種組	 佳〜上	 ¥8,000

	6729	 乾隆通宝　アクス局　背横書　母銭	 上	 ¥10,000
	6730	 乾隆通宝　宝浙局　ユ頭通　正隆	 佳	 ¥5,000
	6731	 乾隆通宝　宝台局	 佳	 ¥5,000

	6732	 乾隆通宝　宝台局	 佳	 ¥5,000
	6733	 乾隆通宝　背天下太平　絵銭	 上	 ¥10,000

	6734	 乾隆通宝　アクス局　横背　３種組	 佳	 ¥12,000

	6735	 嘉慶通宝　宝泉局　コ頭通重点通ハ貝宝　母銭	 上	 ¥5,000
	6736	 道光通宝　宝蘇局　大制銭　大濶縁小字　27.0mm	 上	 ¥35,000
	6737	 道光通宝　宝蘇局　大濶縁	 佳	 ¥5,000

	6738	 道光通宝　天下太平	 上	 ¥5,000

6732 6733

6738

6735 6736 6737

6729 6730 6731

6728

6734
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	6739	 咸豊重宝　当五十　宝泉局　56.0mm［咸譜10A-257］	 上	 ¥5,000
	6740	 咸豊元宝　当百　宝泉局［咸譜10A-284］	 上	 ¥6,000

	6741	 咸豊元宝　当百　宝泉局　背月星［咸譜10A-311］	 上	 ¥10,000
	6742	 咸豊重宝　当五十　宝泉局　63.2g［咸譜10A-254］	 佳	 ¥6,000

	6743	 咸豊元宝　当百　宝泉局　月星［咸譜10A-311］	 上	 ¥6,000
	6744	 咸豊元宝　当百　宝源局［咸譜10B-84］	 佳	 ¥5,000

6739 6740

6741

6742

6743 6744
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	6745	 咸豊元宝　当百　宝源局［咸譜10B-85］	 上	 ¥6,000
	6746	 咸豊重宝　当五十　宝源局　59g［咸譜10B-80］	 上	 ¥6,000

	6747	 咸豊重宝　当五十　宝徳局　母銭［咸譜10E-12］	 上	 ¥80,000
	6748	 咸豊重宝　当三十　宝浙局	 佳	 ¥150,000

	6749	 咸豊元宝　当百　宝蘇局［咸譜10K-84］	 上	 ¥10,000
	6750	 咸豊重宝　当五十　宝蘇局［咸譜10K-63］	 佳	 ¥6,000

6745 6746

6747 6748

6749 6750
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	6751	 咸豊重宝　当五十　宝川局［咸譜10V-27］	 佳	 ¥5,000
	6752	 咸豊重宝　当五十　少重文［咸譜10N-12］	 佳	 ¥5,000

	6753	 咸豊重宝　当十　３種組（宝昌局、宝武局、宝陝局）	 佳	 ¥2,000

	6754	 咸豊重宝　当五十　宝昌局［咸譜10N-12］	 佳	 ¥4,000

	6755	 咸豊元宝　当百　宝蘇局　缶宝ハ貝宝開口宝［咸譜10K-84］	 佳	 ¥5,000

6751 6752

6754

6755

6753
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	6756	 咸豊元宝　当五百　宝泉局　缶宝ハ貝宝閉口円頭宝　赤銅制銭［咸譜10A-292］	 上	 ¥8,000
	6757	 咸豊元宝　当千　宝泉局　缶宝ハ貝宝閉口出頭宝［咸譜10A-303］	 佳	 ¥10,000

	6758	 咸豊通宝　当百　内郭輪加工　輪削り	 佳	 ¥80,000

	6759	 咸豊通宝　当百　宝福局　一百　黄銅質　豊字刻印　71mm		161g	 佳	 ¥22,000

6756 6757

6758

6759
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	6760	 咸豊通宝　宝台局	 佳	 ¥5,000
	6761	 咸豊重宝　当十３種組（宝徳局　34.0mm、宝浙局　37.4mm、宝蘇局　38.7mm）	 上	 ¥5,000
	6762	 咸豊重宝　当十８種組（宝泉局４枚、宝蘇局２枚、宝源局２枚）	 佳〜上	 ¥5,000

	6763	 同治重宝　当十　宝雲局	 佳	 ¥10,000
	6764	 同治重宝　当四　伊犂局	 佳	 ¥30,000

	6765	 同治重宝　当四　伊犂局	 佳	 ¥30,000
	6766	 同治重宝　当五　宝鞏局	 上	 ¥300,000
	6767	 同治重宝　当五　宝鞏局	 佳	 ¥50,000

6760

6761

6763 6764

6765 6766 6767

6762
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	6768	 同治重宝　当五　宝鞏局	 佳	 ¥50,000
	6769	 同治重宝　当十　宝鞏局	 佳	 ¥10,000
	6770	 同治重宝　当十　宝鞏局	 佳	 ¥10,000

	6771	 同治重宝　当十　宝鞏局	 佳	 ¥10,000
	6772	 同治重宝　当十　宝鞏局	 佳	 ¥10,000

	6773	 同治重宝　当十　宝鞏局　２枚組	 並	 ¥5,000
	6774	 同治重宝　当十　宝鞏局　大中小３種組	 佳	 ¥10,000

	6775	 同治重宝　当十　宝鞏局　３枚組	 並	 ¥5,000

	6776	 同治重宝　当十　宝鞏局	 佳	 ¥5,000
	6777	 同治重宝　当十　宝鞏局	 佳	 ¥5,000
	6778	 同治重宝　当十　宝広局　頒布様銭	 上	 ¥30,000

6768 6769 6770

6771 6772

6773

6774

6775

6776 6777
6778
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	6779	 同治通宝　詩銭　満漢文宣	 美	 ¥5,000
	6780	 光緒重宝　宝源局　五文　試鋳	 佳	 ¥50,000
	6781	 光緒重宝　当五　宝蘇局	 佳	 ¥5,000

	6782	 光緒重宝　当五　宝蘇局	 佳	 ¥5,000
	6783	 光緒重宝　当五　宝蘇局	 佳	 ¥5,000
	6784	 光緒重宝　当五　宝蘇局	 佳	 ¥5,000

	6785	 光緒重宝　当十　宝泉局　母銭	 美	 ¥50,000
	6786	 光緒通宝　背天下太平　絵銭	 上	 ¥30,000

	6788	 平靖勝宝　前菅　靖横狭宝	 穴埋痕　佳	 ¥200,000
	6789	 平靖勝宝　後菅　狭宝　『昭和泉譜』現品	 佳	 ¥300,000

	6787	 光緒通宝　背天下太平	 上	 ¥5,000

6787

6779 6780 6781

6782 6783 6784

6785

6786

6788 6789



－ 134 －

	6790	 太平天国　背聖宝　宋体字　当五十	 佳	 ¥50,000
	6791	 太平聖宝　背横天国	 佳	 ¥5,000

	6792	 太平天国　背聖宝　陰起文　最大様	 上	 ¥5,000
	6793	 詩銭　両面寿寿	 佳	 ¥5,000
	6794	 嘉慶通宝　宝東局　寿嘉慶	 佳	 ¥5,000

	6795	 中国穴銭13点組（返品不可）	 並〜美	 ¥10,000
	6796	 常平通宝11点組（返品不可）	 並〜佳	 ¥5,000
	6797	 中国絵銭各種12点組（返品不可）	 並〜上	 ¥15,000

	6798	 中国穴銭11点組（返品不可）	 並〜佳	 ¥5,000
	6799	 朝鮮別銭各種６点組（返品不可）	 佳〜上	 ¥8,000
	6800	 咸豊銭各種14点組（１枚鉄銭含む）返品不可	 佳〜上	 ¥5,000

6790
6791

6792

6793

6794

6798（縮小）

6799（縮小）
6800（縮小）

6797（縮小）6796（縮小）6795（縮小）
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	6801	 中国穴銭２枚組	 並	 ¥5,000

	6802	 中国絵銭　洪武通宝	 佳〜上	 ¥7,000

	6803	 中国絵銭　洪武通宝　45mm		30.4g（新）	 佳	 ¥5,000
	6804	 中国絵銭　五行大布	 美	 ¥5,000

	6805	 中国絵銭　長命富貴　背福寿	 佳	 ¥6,000

6801

6802

6803
6804

6805
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	6806	 中国絵銭　長命富貴　90.6g	 佳	 ¥8,000

	6807	 中国絵銭　福字　両面銭　82.4g	 上	 ¥8,000
	6808	 中国絵銭　空楼銭	 美	 ¥5,000

	6809	 中国絵銭　桂雲　両背銭	 佳	 ¥5,000
	6810	 中国絵銭　麟亀龍鳳　24mm	 佳	 ¥5,000
	6811	 中国絵銭　四魚背双童子　29.8mm	 佳	 ¥5,000

	6812	 中国絵銭　龍星鳳祥	 上	 ¥5,000

6806

6807 6808

6809 6810
6811

6812
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	6813	 中国絵銭　三在星戸	 佳	 ¥5,000
	6814	 中国絵銭　天下太平　背八卦	 佳	 ¥5,000

	6815	 中国絵銭　道光通宝　天下太平	 上	 ¥5,000

	6816	 中国絵銭２種組（咸豊重宝　福建　百　五両計重　71mm、咸豊重宝　西江　当十　36.5mm　打ち傷有）
	 	 	 佳	 ¥10,000

	6817	 中国絵銭　山界雷局背八卦　約55mm		64.8g　厚4.4mm	 佳	 ¥5,000

6813 6814

6815

6817

6816
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	6818	 中国絵銭　康煕通宝　背宝福　祝寿銭	 上	 ¥10,000
	6819	 中国絵銭　両面双魚図　大型	 美	 ¥30,000

	6820	 中国絵銭　康煕詩銭　47.5mm	 上	 ¥10,000

	6821	 中国絵銭２枚組（正徳　39.5mm、周元　35.3mm）	 佳	 ¥5,000

	6822	 中国絵銭３枚組（福寿　41.1mm、十二支　41.7mm、文星　42.3mm）	 佳〜上	 ¥5,000
	6823	 中国絵銭３枚組（雷霆　45.1mm、駆邪　42.3mm、空楼　43.6mm）	 佳〜上	 ¥5,000
	6824	 中国絵銭３枚組（桂字　72.4mm、大吉　45.5mm、十二支　46.6mm）	 並下〜佳	 ¥5,000

6818

6820

6822（60％大） 6823（60％大） 6824（60％大）

6821

6819（70％大）
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	6825	 中国絵銭２枚組（道光　100mm、順治　82.7mm）	 佳〜上	 ¥5,000

	6826	 中国絵銭４点組（要下見、返品不可）	 佳	 ¥3,000
	6827	 中国絵銭12点組（新含む）	 並〜上	 ¥5,000

	6828	 海東通宝　八分書	 上	 ¥8,000
	6829	 朝鮮通宝　八分書	 美	 ¥6,000

	6830	 古常平通宝　背忠	 佳	 ¥150,000
	6831	 古常平通宝　背圻	 上	 ¥100,000

6825（70％大）

6828

6826（60％大） 6827（60％大）

6829

6830 6831
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	6832	 常平通宝　当百　面重郭　母銭	 上〜美	 ¥35,000

	6833	 常平通宝　背訓文四　母銭	 佳	 ¥5,000
	6834	 常平通宝　当五　打製　試鋳貨　背30度傾斜	 極	 ¥170,000

	6835	 常平通宝　折二　統葵一（大型）、統葵二、統葵三　３種組	 佳〜上	 ¥11,000

	6836	 常平通宝　当五　京一　母銭	 美	 ¥11,000
	6837	 常平通宝　戸一　母銭	 美	 ¥10,000
	6838	 常平通宝　恵一　大字　母銭	 上	 ¥5,000

	6839	 常平通宝　恵一　母銭	 美	 ¥5,000
	6840	 常平通宝　松一　母銭	 佳	 ¥5,000
	6841	 常平通宝　平一　母銭	 上	 ¥5,000

	6842	 常平通宝　昌一　母銭	 上	 ¥5,000
	6843	 常平通宝　宣一　母銭	 美	 ¥5,000
	6844	 常平通宝　賑一　母銭	 上	 ¥5,000

6832

6833 6834

6835

6836
6837 6838

6839 6840 6841

6842 6843 6844



－ 141 －

	6845	 常平通宝　開一　母銭	 上	 ¥5,000
	6846	 常平通宝　禁一　大字　母銭	 美	 ¥5,000
	6847	 常平通宝　禁一　母銭	 上	 ¥5,000

	6848	 常平通宝　均一　母銭	 佳	 ¥12,000
	6849	 常平通宝　戸天右一　母銭	 上下に湯口　美	 ¥30,000
	6850	 常平通宝　利天左一　母銭	 輪加工　佳	 ¥5,000

	6851	 常平通宝　利天左一　長字　母銭	 上	 ¥5,000
	6852	 常平通宝　武天左一　母銭	 美	 ¥5,000
	6853	 常平通宝　武天左一　小型　母銭	 上	 ¥5,000

	6854	 常平通宝　訓工左一　母銭	 上	 ¥5,000
	6855	 常平通宝　訓全左一　母銭	 佳	 ¥5,000
	6856	 常平通宝　訓全右一　母銭	 佳	 ¥5,000

	6857	 常平通宝　訓全右月左一　母銭	 上	 ¥5,000
	6858	 常平通宝　訓生左一　母銭	 美	 ¥5,000
	6859	 常平通宝　訓生右一　母銭	 上	 ¥5,000

	6860	 常平通宝　訓生右月左一　母銭	 美	 ¥5,000
	6861	 常平通宝　訓元左一　母銭	 美	 ¥5,000
	6862	 常平通宝　訓元右一　母銭	 上	 ¥5,000

6845 6846 6847

6848 6849 6850

6851 6852 6853

6854 6855 6856

6857 6858 6859

6860 6861 6862
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	6863	 常平通宝　訓元左月右一　母銭	 美	 ¥5,000
	6864	 常平通宝　訓土左一　母銭	 上	 ¥5,000
	6865	 常平通宝　訓土左一　長字　母銭	 輪小難有　佳	 ¥5,000

	6866	 常平通宝　訓土右一　母銭	 美	 ¥5,000
	6867	 常平通宝　訓土左月右一　母銭	 面少錆　美	 ¥5,000
	6868	 常平通宝　訓文左一　母銭	 美	 ¥5,000

	6869	 常平通宝　訓中左一　母銭	 佳	 ¥5,000
	6870	 常平通宝　訓正左一　母銭	 佳	 ¥5,000
	6871	 常平通宝　訓大左一　母銭	 佳	 ¥5,000

	6872	 常平通宝　訓天左一　母銭	 部分黒色　佳	 ¥5,000
	6873	 常平通宝　訓吉左一　母銭	 美	 ¥60,000
	6874	 常平通宝　経十左一　母銭	 輪少凹み　美	 ¥12,000

	6875	 常平通宝　開天左月右一　母銭	 面郭黒色　佳	 ¥12,000
	6876	 常平通宝　開地右一　母銭	 美	 ¥12,000
	6877	 常平通宝　開左月下一　母銭	 美	 ¥15,000

	6878	 常平通宝　圻二左一　母銭	 美	 ¥20,000
	6879	 常平通宝　圻二右一　母銭	 美	 ¥20,000
	6880	 常平通宝　圻二右月左一　母銭	 美	 ¥30,000

6863 6864 6865

6866 6867 6868

6869 6870 6871

6872 6873 6874

6875 6876 6877

6878 6879 6880
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	6881	 常平通宝　圻天右月左一　母銭	 部分色焼け　美	 ¥30,000
	6882	 常平通宝　圻天左圏星右一　母銭	 美	 ¥30,000
	6883	 常平通宝　圻天左一　母銭	 美	 ¥20,000

	6884	 常平通宝　圻天左月右一　母銭	 部分色焼け　美	 ¥30,000
	6885	 常平通宝　戸宇右一　大型　母銭	 上	 ¥15,000
	6886	 常平通宝　戸宇右一　母銭	 佳	 ¥10,000

	6887	 常平通宝　戸宇左一　母銭	 佳	 ¥5,000
	6888	 常平通宝　戸宙左一　母銭	 佳	 ¥5,000
	6889	 常平通宝　戸日左一　母銭	 上	 ¥5,000

	6890	 常平通宝　戸生左一　母銭	 部分色焼け　美	 ¥5,000
	6891	 常平通宝　戸光左一　母銭	 佳	 ¥5,000
	6892	 常平通宝　戸辰左一　母銭	 部分色焼け　佳	 ¥5,000

	6893	 常平通宝　戸往左一　母銭	 美	 ¥5,000
	6894	 常平通宝　戸来左一　母銭	 佳	 ¥5,000
	6895	 常平通宝　戸列左一　母銭	 佳	 ¥5,000

	6896	 常平通宝　戸洪左一　母銭	 上	 ¥15,000
	6897	 常平通宝　戸十左一　母銭	 上	 ¥6,000
	6898	 常平通宝　戸一右圏星　母銭	 佳	 ¥6,000

6881 6882 6883

6884 6885 6886

6887 6888 6889

6890 6891 6892

6893 6894 6895

6896 6897 6898



－ 144 －

	6899	 常平通宝　戸二左一　母銭	 磨き　上	 ¥15,000
	6900	 常平通宝　戸月左一　母銭	 佳	 ¥5,000
	6901	 常平通宝　戸水左一　母銭	 上	 ¥5,000

	6902	 常平通宝　戸文左一　母銭	 上	 ¥5,000
	6903	 常平通宝　戸文右圏星左一　母銭	 上	 ¥20,000
	6904	 常平通宝　戸宙左丁右一　母銭	 佳	 ¥8,000

	6905	 常平通宝　戸一左月文右一　母銭	 佳	 ¥8,000
	6906	 常平通宝　戸天左一　母銭	 輪キズ　上	 ¥5,000
	6907	 常平通宝　戸三左一　母銭	 上	 ¥15,000

	6908	 常平通宝　戸三右一　母銭	 部分色焼け　美	 ¥40,000
	6909	 常平通宝　当五　春一　母銭	 輪凹み　佳	 ¥25,000
	6910	 常平通宝　当五　京一　母銭	 上	 ¥20,000

	6911	 常平通宝　当五　京一　広点京　母銭	 佳	 ¥15,000
	6912	 常平通宝　当五　統一　糸統濶縁小字　母銭	 美	 ¥50,000
	6913	 常平通宝　当五　統一　母銭	 美	 ¥40,000

6899 6900 6901

6902 6903 6904

6905 6906 6907

6908 6909 6910

6911 6912 6913
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	6914	 常平通宝　当五　昌一　母銭	 上	 ¥40,000
	6915	 常平通宝　当五　川一　母銭	 上	 ¥40,000

	6916	 常平通宝　当五　戸一　濶縁　母銭	 上	 ¥50,000
	6917	 常平通宝　当五　戸一下月文　未仕立母銭	 輪欠　上	 ¥30,000

	6918	 常平通宝　当五　打製　典一　母銭	 佳	 ¥30,000
	6919	 朝鮮古泉会　別銭考記念　昭和11年	 上	 ¥5,000

	6920	 常平通宝　武天左十一　母銭	 上	 ¥5,000
	6921	 常平通宝　戸黄右四　母銭	 黒色　上	 ¥8,000
	6922	 常平通宝　訓五　母銭	 上	 ¥8,000

	6923	 常平通宝　戸左月右一　五　母銭	 上	 ¥8,000
	6924	 常平通宝　戸左月右一　十　母銭	 佳	 ¥8,000
	6925	 常平通宝　均一　右八　母銭	 佳	 ¥20,000

	6926	 常平通宝　折二　菅二　母銭	 佳	 ¥12,000

6914 6915

6916 6917

6918 6919

6920 6921 6922

6923 6924 6925

6926



－ 146 －

	6927	 常平通宝　折二　菅二　母銭	 縁凹星　上	 ¥12,000
	6928	 常平通宝　折二　訓日　母銭	 佳	 ¥20,000
	6929	 常平通宝　当五　春四下月文　母銭	 佳	 ¥40,000

	6930	 常平通宝　両面銭	 佳	 ¥5,000
	6931	 朝鮮絵銭　賞功致宝　背戸（要下見）	 佳	 ¥5,000

	6932	 朝鮮別銭　開金牌台銭　211×168mm（参考品）	 上	 ¥10,000

6927 6928 6929

6930
6931

6932（縮小）

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：７月 27 日（木）必着
FAX 入札締切日：７月 27 日（木）午後６時到着分まで

郵便入札（Mail  Bid）でご参加の方は…

ご送付先：〒 182 － 0026　東京都調布市小島町１－ 21 －６　アジャンタ調布 403 号
FAX：042 － 484 － 6916　書信館出版（株）　
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	6933	 手類銭　安法手類４種組（返品不可）	 佳〜上	 ¥5,000
	6934	 不知　永楽通宝　見本打銅版　『バリ島輸入古銭拓本集』No.150現品	 佳	 ¥10,000
	6935	 不知　淳化元宝　草書　銭笵　『バリ島輸入古銭拓本集』No.3508現品	 佳	 ¥10,000

	6936	 安南　紹豊手元豊　虎ノ尾寛　伝世　小川吉儀氏旧蔵	 上	 ¥50,000
	6937	 安南　暦代　皿延寧　伝世　小川吉儀氏旧蔵	 上	 ¥50,000
	6938	 安南不知　葉精于勤　約24.7mm（手類銭考不知品No.260）	 上	 ¥45,000

	6939	 不知　景統通宝　長景　異制	 佳〜上	 ¥5,000
	6940	 安南　廣和通宝	 並〜佳	 ¥3,000
	6941	 安南　大宝通宝　小字	 佳	 ¥2,500

	6942	 安南　天慶通宝	 並〜佳	 ¥5,000
	6943	 唐国通宝　背大星	 上	 ¥5,000
	6944	 南王巨宝　背日月	 並〜佳	 ¥5,000

	6945	 南王巨宝　背満文	 並〜佳	 ¥5,000
	6946	 島銭　不能読	 青錆　佳	 ¥5,000
	6947	 島銭　不能読	 青錆　佳	 ¥5,000

6936 6937 6938

6939 6940 6941

6933

6934
6935

6942 6943 6944

6945 6946 6947
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	6948	 島銭　開元通宝	 佳	 ¥5,000
	6949	 島銭　永楽通宝　背偏郭　背ズレ修正約右に20度	 並〜佳	 ¥3,000
	6950	 島銭　宣和通宝　真書	 青錆　佳	 ¥3,000

	6951	 島銭　洪武通宝　深字手	 並〜佳	 ¥5,000
	6952	 島銭　永楽通宝　点字文	 佳	 ¥5,000

6948 6949 6950

6951 6952

お振込先銀行
三井住友銀行　調布駅前支店（916）　普通口座　0861230

口座名：書信館出版株式会社

BANK INFORMATION
B	A	N	K	:	SUMITOMO	MITSUI	BANKING	CORPORATION
ADDRESS	 :	1-37-12,FUDA	CHOFU-CITY,TOKYO	JAPAN
BRANCH	 :	CHOFU	EKIMAE	BRANCH
ACCOUNT	NAME	 :	SHOSHINKAN	PUBLISHING	Co,.Ltd.
ACCOUNT	NUMBER	 :	0861230
SWIFT	ADDRESS	 :	SMBCJPJT
BANK	CODE	:	0009916

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：７月 27 日（木）必着
FAX 入札締切日：７月 27 日（木）午後６時到着分まで

郵便入札（Mail  Bid）でご参加の方は…

ご送付先：〒 182 － 0026　東京都調布市小島町１－ 21 －６　アジャンタ調布 403 号
FAX：042 － 484 － 6916　書信館出版（株）　



－ 149 －

	9001	 マケドニア王国　スターテル金貨　336-323ＢＣ　アレクサンドロス３世　アテナ/二ケ　Fr107　
	 	 	 NGC（XF）		VF＋　	 ¥150,000
	9002	 ガズニ朝　ディナール金貨　Ｈ388-421（999-1030）　マームード　Mitch755タイプ	 VF	 ¥25,000
	9003	 フランス　20フラン金貨　1868Ａ　ナポレオン３世　KM801.1	 VF	 ¥25,000
	9004	 フランス　40フラン金貨　1811Ａ　ナポレオン１世　KM696.1	 少磨き　Ｆ～VF	 ¥48,000

第５部　外国貨幣
主催：書信館出版（株）

318 ロット　７月 30 日（日） 午前９時〜

	9005	 スイス　20フラン金貨　1935ＬＢ　ブレネリ　KM35.1	 EF	 ¥25,000
	9006	 カナダ　10ドル金貨　1914　ジョージ５世　KM27　NGC（MS64）	 UNC	 ¥140,000
	9007	 英国　ソヴリン金貨　1989　KM956	 ケース入　PFUNC	 ¥40,000

	9008	 ジブラルタル　ソヴリン金貨　1989　ウナとライオン　KM28	 AU	 ¥60,000
	9009	 オーストリア　ダカット金貨　1915　再鋳貨　KM2267	 UNC	 ¥15,000
	9010	 ベルギー　20フラン金貨　1865　Ｌ・WIENER　KM23	 VF	 ¥30,000
	9011	 英領インド　ソヴリン金貨　1918-Ｉ　KM525Ａ　PCGS（MS64）	 AU	 ¥45,000

	9012	 英国　ソヴリン金貨　1912　ジョージ５世　KM820　NGC（MS64）	 UNC	 ¥35,000
	9013	 モナコ　５フラン金打貨　1960　レーニエ３世　エッセイ　KM-Ｅ42　（20.63ｇ）	 UNC	 ¥87,000
 ★オーストリア　　	 	
	9014	 100クローナ金貨　1915　再鋳貨　KM2819	 UNC	 ¥130,000

9001 9002 9003
9004

9005 9006 9007

9008 9009 9010

9012 9013

9011

9014
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	9015	 100シリング金貨　1929　紋章　KM2842	 EF＋	 ¥85,000
	9016	 ４ダカット金貨　1915　再鋳貨　KM2276	 UNC	 ¥50,000

	9017	 ボスニア・ヘルツェゴビナ　1/2Suverena金貨　1985　走馬　KM48	 PFUNC	 ¥60,000
	9018	 カナダ　100ドル金貨　1988　カルガリー五輪　KM158	 ケース入　PFUNC	 ¥28,000
	9019	 チリ　100ペソ金貨　1961　女神　KM175	 肌荒れ・コスリ傷有　EF	 ¥60,000

	9020	 エジプト　５0ポンド金貨　1993　クレオパトラ　KM756	 PFUNC	 ¥30,000
	9021	 赤道ギニア　250ペセタ金貨　1970　裸のマハ　KM20.2	 PFUNC	 ¥14,000
 ★韓　国	 	
	9022	 ソウル五輪　25000ウオン金貨　1986　踊り　KM58	 PFUNC	 ¥55,000

	9023	 ソウル五輪　25000ウオン金貨　1988　シーソー　KM72	 PFUNC	 ¥55,000
	9024	 ワールドカップ　２万ウオン金貨　2001　KM94	 面端傷有　PFAU	 ¥55,000

	9025	 サモア　100タラ金貨　1981　ルーズベルト　KM49	 PFUNC	 ¥25,000
	9026	 ロシア　10ルーブル金貨　1899　ニコライ２世　Ｙ64	 VF	 ¥28,000
	9027	 中国　1/2オンス金貨　1985　パンダ　KM117	 UNC	 ¥60,000

9015 9016

9017 9018

9020 9021

9019

9022

9023 9024
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	9028	 アルゼンチン　アルゼンチノ金貨　1887　KM31	 VF	 ¥24,000
 ★カナダ	 	
	9029	 100ドル金貨　1979　児童年　KM126	 PFUNC	 ¥55,000
	9030	 100ドル金貨　1988　冬季五輪　KM158	 PFUNC	 ¥20,000

 ★中国　	 	
	9031	 パンダ　1/4オンス金貨　1982　Ｙ41	 UNC	 ¥28,000
	9032	 麒麟　５元金貨　1998　KM不明	 PFUNC	 ¥5,000
 ★ガイアナ	 	
	9033	 100ドル金貨　1976　KM46	 PFUNC	 ¥11,000
	9034	 100ドル金貨　1976　KM46	 PFUNC	 ¥11,000

	9035	 フランス　50フラン金貨　1996　ワールド・カップ　KM1145	 ケース難有　PFUNC	 ¥28,000
	9036	 オランダ　ダカット金貨　1927　騎士　KM83.1	 UNC	 ¥12,000
	9037	 香港　1000ドル金貨　1986　女王訪港　KM57	 PFUNC	 ¥55,000

	9038	 金１ｇ・インゴット（２種），マン島　1/25オンス金貨　2001　猫図　（３点組）	 UNC	 ¥11,000
	9039	 香港　1000ドル金貨　1986　虎年　KM54	 ケース難有　PFUNC	 ¥60,000
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	9040	 エジプト　100ポンド金貨　1984　クレオパトラ　KM562	 PFUNC	 ¥70,000
	9041	 モンゴル　1000トウグリク金貨（3.2ｇ）　2003　青森冬季五輪　KM不載	 PFUNC	 ¥10,000
	9042	 パプア・ニューギニア　100キナ金貨　1976　建国記念　KM10	 PFUNC	 ¥30,000

	9043	 台湾　1000ＮＴドル（１オンス金）　ND　建国80年　孫文	 PFUNC	 ¥150,000
 ★米国	 	
	9044	 ５ドル金貨　1880　女神　KM101	 ギザ小削れ・洗い　VF	 ¥30,000
	9045	 ２1/2ドル金貨　1913　インディアン　KM128	 洗い　VF	 ¥22,000
	9046	 １ドル金貨　1915Ｓ　パナマ・パシフィック　KM136　PCGS（MS63）	 AU～UNC	 ¥50,000

	9047	 10ドル金貨　1984　ロス五輪　KM211	 ケース入　PFUNC	 ¥55,000

 ★マン島	 	
	9048	 1/10クラウン・プラチナ　1989　猫　KM468　NGC（MS64）	 UNC	 ¥9,000
	9049	 1/10クラウン・プラチナ　1996　猫　KM616　NGC（MS67）	 UNC	 ¥9,000
	9050	 1/10クラウン・プラチナ　2001　猫　KM1068ａ　NGC（MS68）	 UNC	 ¥9,000
	9051	 1/25クラウン・プラチナ　1994　猫　KM473　NGC（PF68）	 PFUNC	 ¥4,500

9040
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	9052	 1/25クラウン・プラチナ　1989　猫　KM467　NGC（MS69）	 UNC	 ¥4,000
	9053	 1/25クラウン・プラチナ　1997　猫　KM770ａ　NGC（MS66）	 UNC	 ¥4,000
	9054	 1/25クラウン・プラチナ　2000　猫　KM1052ａ　NGC（MS68）	 UNC	 ¥4,000
	9055	 1/25クラウン・プラチナ　2001　猫　KM1067ａ　NGC（MS68）	 UNC	 ¥4,000

 ★ジブラルタル　　	 	
	9056	 1/25クラウン・プラチナ　1993　兎　KM202ａ　NGC（MS68）	 UNC	 ¥4,000
	9057	 1/25ロイヤル・プラチナ　1998　天子　KM749　NGC（MS68）	 UNC	 ¥4,000
 ★ロシア　	 	
	9058	 ３ルーブル・プラチナ　1844　Ｃ177　NGC（AU55）	 EF	 ¥300,000
	9059	 ３ルーブル・プラチナ　1834　Ｃ177　NGC（XF40）	 VF	 ¥120,000

	9060	 25ルーブル（パラジウム・１オンス）　1989　バレリーナ　Ｙ231	 PFUNC	 ¥60,000
	9061	 25ルーブル（パラジウム・１オンス）　1990　バレリーナ　Ｙ239	 UNC	 ¥60,000

	9062	 ボリビア　８ソル　1860　KM138.6	 弱打　VF	 ¥3,500
	9063	 フランス　５フラン　1813Ｗ　KM694.16	 Ｆ～VF	 ¥10,000

	9064	 ドイツ・バーデン　２マルク　1906　金婚　KM276	 EF	 ¥4,000

9052 9053 9054

9056

9057

9055

9058 9059
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	9065	 ドイツ・プロシア　３マルク　1911　ブレスラウ大学　KM531	 VF＋　	 ¥3,500
 ★ドイツ・ワイマール共和国	 	
	9066	 レッシング　５マルク　1929Ｇ　KM61　NGC　UNC　Details	 少磨き　EF	 ¥14,000

	9067	 ツェッペリン　３マルク　1929Ａ　KM67	 曇り　VF＋	 ¥9,000
	9068	 ツェッペリン　５マルク　1930Ａ　KM68	 AU	 ¥25,000

	9069	 ラインラント1000年　５マルク　1925Ａ　KM47	 AU～UNC	 ¥10,000
	9070	 レッシング　５マルク　1929Ａ　KM61　	 縁小当　EF＋	 ¥12,000

	9071	 憲法10年　５マルク　1929Ａ　KM64	 縁小傷・少スレ　AU	 ¥9,000
	9072	 ラインラント解放　５マルク　1930Ｊ　KM71	 少スレ　EF～AU	 ¥14,000

	9073	 ラインラント1000年　３マルク　1929Ａ　KM46	 EF	 ¥5,000
	9074	 ワルデック・プロシア　３マルク　1929Ａ　KM62	 AU	 ¥12,000
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	9075	 ノルトハウゼン　３マルク　1927Ａ　KM52	 VF＋　	 ¥16,000
	9076	 チュービンゲン　５マルク　1927Ｆ　KM55	 軽スレ　EF	 ¥40,000

	9077	 ツェッペリン　５マルク　1930Ｆ　KM68	 EF	 ¥20,000
	9078	 ツェッペリン　３マルク　1930Ｄ　KM67	 VF	 ¥8,000

 ★ドイツ・プロシア　	 	
	9079	 ３マルク　1911Ａ　KM531	 EF＋	 ¥6,500
	9080	 ３マルク　1913Ａ　KM534	 UNC	 ¥5,000
	9081	 ３マルク　1913Ａ　KM535	 UNC	 ¥5,500

	9082	 ５マルク　19011Ａ　KM526	 EF	 ¥8,000

	9083	 ドイツ・フランクフルト　ターラー　1863　KM372	 軽トーン　UNC	 ¥25,000
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 ★ドイツ　ヴェストファーレン　緊急貨	 	
	9084	 5000万マルク青銅（金鍍）　1923　跳ね馬　PCGS（MS63）　J-N23a	 汚れ有　AU	 ¥8,000

	9085	 １万，500万，5000万マルク青銅　1923　跳ね馬　（３点組）	 EF～AU＋	 ¥10,000

	9086	 １万マルク青銅（金鍍）　1923　跳ね馬　PCGS（MS64）		J-N20a	 UNC	 ¥12,000
	9087	 １兆マルク洋銀　1923　跳ね馬	 VF	 ¥30,000

9084

9085

9086
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 ★香港 	
	9088	 １ドル　1867　女王　KM10	 磨き　VF	 ¥40,000
	9089	 1/2ドル　1866　女王　KM８	 VF～EF	 ¥50,000

	9090	 イタリア　ナポリ・シチリア　120グラナ　1855　Ｃ153ｃ	 Ｆ～VF	 ¥4,000
	9091	 ニカラグア　コルドバ　1912　KM16	 小傷有　Ｆ～VF	 ¥7,000

	9092	 ハンガリー　５コロナ　1907　　KM489	 PFUNC	 ¥4,000
	9093	 フランス　５フラン　1868ＢＢ　KM799.2	 Ｆ～VF	 ¥3,500

	9094	 ドイツ・ザクセン　２ターラー　1872　金婚　KM1231.1	 磨き　VF	 ¥10,000

 ★英国	 	
	9095	 ２フローリン　1887　女王　KM763	 VF～EF	 ¥5,000

9088 9089
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9092 9093

9094
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	9096	 ２フローリン　1889　女王　KM763	 少磨き　VF～EF	 ¥5,000
	9097	 スペイン　５ペセタ　1870（70）　KM655	 磨き　Ｆ	 ¥4,000

	9098	 フランス　６リーブル　1793ＡＡ　KM624.2	 VG～Ｆ	 ¥11,000
	9099	 スーダン　20ピアストル　AH1310　KM15	 少ヒビ有　VF	 ¥4,000

	9100	 ポルトガル　500レイス　1898　インド航路発見　KM538	 面軽凹有　UNC	 ¥3,500
	9101	 海峡植民地　50セント　1900　女王　KM13　NGC（XF45）	 縁小当　EF	 ¥25,000

	9102	 オランダ･ユトレヒト　DAALDER　1616　KM30	 VG～Ｆ	 ¥6,000
	9103	 ラグーサ　タレロ　1766　KM18	 VF	 ¥20,000

	9104	 スイス　射撃祭　５フラン　1881　フライブルク　KM-Ｓ15	 VF	 ¥8,000
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 ★米国	 	
	9105	 モルガンダラー　1883Ｏ　KM110　NGC（MS63PL）	 軽スレ　AU～UNC	 ¥5,000
	9106	 ピースダラー　1923　KM150　NGC（MS63）	 UNC	 ¥5,000

	9107	 モルガンダラー　1879Ｓ　KM110　NGC	UNC	Details	Imoproperly	Cleaned（不適切な洗い）	
	 	 	 AU～UNC	 ¥6,000
	9108	 モルガンダラー　1884Ｏ　KM110　NGC（MS63）	 UNC	 ¥6,000

	9109	 モルガンダラー　1884Ｏ　KM110　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥8,000
	9110	 モルガンダラー　1885Ｏ　KM110　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥8,000

	9111	 モルガンダラー　1885（Ｐ）　KM110　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥8,000
	9112	 50セント　1925　南軍記念　KM157	 洗い　EF	 ¥4,000
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	9113	 英国　シリング　1887　女王　KM761	 AU	 ¥3,500
	9114	 グアテマラ　１ペソ　1894　（台ブラジル　2000レイス　1875）　「加印は偽」　返品不可	 VF	 ¥4,000
 ★スイス　現代射撃祭	 	
	9115	 50フラン　1991　ランゲンタール　KM-Ｓ36　NGC（PR68ＵＣ）	 PFUNC	 ¥12,000

	9116	 50フラン　1999　シオン　KM-Ｓ57　NGC（PR67）	 PFUNC	 ¥14,000
	9117	 50フラン　2013　ルツエルン　KM不明　NGC（PR66）	 PFUNC	 ¥11,000

	9118	 50フラン　1994　ザンクトガレン　KM-Ｓ44　NGC（PR68）	 PFUNC	 ¥14,000
	9119	 50フラン　1986　アペンツェル　KM-Ｓ26　PCGS（PR68ＤＣ）	 PFUNC	 ¥14,000

	9120	 50フラン　1996　ルツエルン　KM-Ｓ48　PCGS（PR69ＤＣ）	 PFUNC	 ¥16,000
	9121	 50フラン　2008　ジュネーブ　KM-Ｓ75　PCGS（PR69ＤＣ）	 PFUNC	 ¥16,000

9114
9115
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9118 9119
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	9122	 50フラン　2009　オブヴァルデン　KM-Ｓ77　PCGS（PR69ＤＣ）	 PFUNC	 ¥16,000
 ★中　国	 	
	9123	 袁世凱　壱円　民国10年　Ｙ329	 少コスレ　AU	 ¥8,000

	9124	 袁世凱　壱円　民国10年　Ｙ329	 軽スレ　VF＋	 ¥5,000
	9125	 孫文　開国記念　壱円　Ｙ318ａ	 縁小錆　EF	 ¥5,000

	9126	 袁世凱　壱円　民国３年，９年，10年　Ｙ329　（３枚組）	 EF	 ¥10,000

	9127	 孫文　ジャンク壱円　民国23年　Ｙ345　（３枚組）	 EF/AU	 ¥10,000
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	9128	 大清銀幣　壱円　宣統３年　Ｙ31　（２枚組）	 Ｆ＋/VF	 ¥20,000

	9129	 孫文　開国記念　壱円　Ｙ318ａ　PCGS	Genuine	Cleaning	UNC	Details	 洗い　UNC	 ¥14,000
	9130	 雲南四川　大清銅幣　二十文　Ｙ11ｗ	 剥離傷有　VF＋	 ¥10,000

	9131	 奉天省　光緒元寶　十文黄銅　癸卯　Ｙ89	 VF	 ¥4,000
	9132	 大清銀幣　壱円　宣統３年　Ｙ31　	 小荘印１　Ｆ～VF	 ¥5,000

	9133	 造幣総廠　光緒元寶　七銭二分　Ｙ14	 VF	 ¥8,000

	9134	 湖北省　宣統元寶　七銭二分　Ｙ131	 少黒錆　Ｆ～VF	 ¥5,000
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	9135	 江南省　光緒元寶　七銭二分　甲辰　Ｙ145ａ.12	 VF	 ¥6,000
	9136	 四川省　光緒元寶　七銭二分　Ｙ238	 暗色　Ｆ＋	 ¥5,000

	9137	 四川銀幣　壱円　民国元年　Ｙ456	 面当傷有　VF	 ¥4,000
	9138	 袁世凱　壱円　民国８年　Ｙ329.6	 面少コスレ　VF	 ¥5,000

	9139	 孫文　ジャンク壱円　民国23年　Ｙ345	 VF	 ¥4,000
	9140	 孫文　開国記念　壱円　Ｙ318ａ	 面コスリ傷有　VF＋	 ¥4,000

	★新疆省　銀幣	 	
	9141	 新疆省　壱円　民国38年　Ｙ46	 少焼け　VF	 ¥5,000
	9142	 迪化銀円局造　壱両　民国６年　Ｙ45.1	 VF	 ¥5,000

	9143	 迪化銀円局造　壱両　民国７年　Ｙ45.2	 VF	 ¥5,000
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	9144	 迪化銀円局造　壱円　民国７年　Ｙ45.2	 汚れ　Ｆ～VF	 ¥3,000
	9145	 餉銀　五銭　中央無地　Ｙ6.1	 スレ有　VF	 ¥3,000

	9146	 餉銀　五銭　中央花　Ｙ6.6	 黒錆有　VF	 ¥4,000
	9147	 喀什　光緒銀円　参銭　AH1313　Ｙ18ａ	 VF	 ¥3,000
	9148	 喀什　光緒銀円　横書き伍銭　AH1313　Ｙ19	 VF	 ¥5,000

	9149	 餉銀　五銭　壬子　民国元年　Ｙ41	 青錆多　Ｆ～VF	 ¥3,000
	9150	 餉銀　中華民国　五銭　AH1330　Ｙ43.1	 Ｆ	 ¥4,000

	9151	 餉銀　一両　ND　無周竜　Ｙ７	 Ｆ	 ¥5,000

 ★中国　	 	
	9152	 孫文　ジャンク壱円　民国23年　Ｙ345	 VF	 ¥4,000
	9153	 10元銀貨　1983　WWF　パンダ　KM87	 ケース入　PFUNC	 ¥10,000
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	9154	 ５元銀貨　1989　フビライ汗　KM1248	 PFUNC	 ¥3,000
	9155	 10元銀貨　1999　抱鯉幼児　KM1257	 PFUNC	 ¥4,000

	9156	 10元銀貨　1999　パンダ・カラー　KM1216	 PFUNC	 ¥4,000
	9157	 10元　2000　龍年（扇型）　KM1321　ケース・保証書付	 PFUNC	 ¥10,000

	9158	 銀錠　土泰来　44.5ｇ	 VF	 ¥5,000
 ★中国　代用貨	 	
	9159	 塞橋霊台郷　臨時流通　壱角銅	 VF	 ¥4,000
	9160	 塞橋鎮　臨時流通　壱角銅	 VF	 ¥4,000

	9161	 揚橋鎮　臨時流通　壱角銅	 VF	 ¥4,000
	9162	 河東鎮　臨時流通　壱角銅	 VF	 ¥4,000
	9163	 河東・蒋源成　臨時流通　壱角銅	 VF＋　	 ¥5,000

	9164	 呉益記　臨時流通　壱角銅	 VF	 ¥4,000
	9165	 洛陽鎮　（寿）　壱角銅	 VF＋　	 ¥5,000
	9166	 鄭陸橋　臨時流通　伍分銅	 青錆　VF	 ¥4,000
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 ★中　国 	
	9167	 安徽省　光緒元寶　七銭二分　24年　Ｙ45.3　（要下見，返品不可　No	Return）	 VF＋　	 ¥400,000
	9168	 袁世凱　伍分白銅　民国３年　G.L	（要下見，返品不可　No	Return）	 軽スレ　VF～EF	 ¥400,000
	9169	 満州　旧壱角アルミ　康徳10年　Ｙ12　日本貨幣商協同組合鑑定書付　（下見して下さい。）	 VF	 ¥100,000

 ※9170 〜9185　（要下見，返品不可）	 	
	9170	 甘粛省（天水沙版）　五十文（鋳造）　ND（1920頃？）　ＹＤ407タイプ　20.5ｇ　No	Return	 VF	 ¥5,000
	9171	 同上　19.7ｇ　No	Return	 Ｆ～VF	 ¥5,000

	9172	 同上　19.05ｇ　No	Return	 Ｆ～VF	 ¥5,000
	9173	 同上　18.65ｇ　逆Ｎ（CHINA）　No	Return　	 Ｆ	 ¥12,000

	9174	 同上　18.3ｇ　逆Ｂ（REPUBLIC）　No	Return	 Ｆ	 ¥12,000
	9175	 同上　16.9ｇ　No	Return	 Ｆ	 ¥5,000

	9176	 同上　9.6ｇ　No	Return	 Ｆ	 ¥5,000
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	9177	 四川銅幣（天水沙版）　百文（鋳造）　民国３年　（都）　No	Return	 VG	 ¥10,000
	9178	 四川銅幣（天水沙版）　百文（鋳造）　民国３年　（文）　No	Return	 VG	 ¥10,000

	9179	 四川銅幣（天水沙版）　百文（鋳造）　民国３年　（８枚組）　No	Return	 VG	 ¥15,000
	9180	 ファンタジー　四川省造　官平黄銅参佰　民国元年　No	Return	 Ｆ	 ¥15,000

	9181	 共和記念幣　十文　ND　Ｙ309　No	Return	 Ｆ	 ¥8,000
	9182	 中華民国　壱分　民国22年　Ｙ324ａ　紅銅，黄銅（２種組）　No	Return	 VF	 ¥5,000

	9183	 中華民国　壱分（無孔）　民国22年　Ｙ324ａ　　No	Return	 火中品　VG	 ¥5,000
	9184	 中華民国　弐分　民国22年　Ｙ325ａ　No	Return	 VF	 ¥5,000
	9185	 広西省　壱仙銅幣　民国８年　Ｙ413　No	Return	 VG	 ¥12,000
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	★中　国	 	
	9186	 吉林　永衝官帖　官銀銭號　拾吊整　民国17年	 Ｆ～VF	 ¥3,000
	9187	 黒龍江官銀號兌換券　伍拾角　民国５年　Ｐ不明	 VG	 ¥5,000

	9188	 黒龍江官銀付銀元　拾角　民国５年　PS1636	 へゲ有　VG	 ¥5,000

	9189	 黒龍江官銀付銀元　伍角　民国５年　PS不明	 少へゲ有　VG	 ¥5,000

	9190	 奉天興業銀行　壱円　民国７年　PS1320	 VF	 ¥5,000

	9191	 同和荘兌換券　銅円　民国７年　（上海）	 VG	 ¥5,000
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	9192	 中国銀行小銀元券　伍角　1914　（東三省）　Ｐ不明	 小へゲ　Ｆ	 ¥5,000

	9193	 満州中央銀行　壱円　旗　1932　満紙６　PJ125	 VF	 ¥5,000

	9194	 満州中央銀行　伍角　1932　満紙７　PJ124	 Ｆ～VF	 ¥5,000

	9195	 朝鮮銀行　五円　1915　朝紙15　Ｐ18	 Ｆ	 ¥5,000

	9196	 満州中央銀行　壱円　旗　1932　満紙６　PJ125	 VF	 ¥4,000

	9197	 中国人民銀行　伍千円　1949　工場と耕作　Ｐ852	 Ｆ	 ¥5,000

9192

9193

9194

9195

9196

9197
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	★朝　鮮　	 	
	9198	 五両銀貨　開国501年　KM1114　PCGS（XF45）	 VF	 ¥180,000
	9199	 五両銀貨　開国501年　KM1114　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 VF	 ¥110,000

	9200	 半円銀貨　光武９年　KM1129	 VF	 ¥10,000
	9201	 半円銀貨　光武11年　KM1135	 洗い・傷有　VF	 ¥7,000
	9202	 半円銀貨　隆煕２年　KM1135	 磨き　Ｆ＋	 ¥7,000
	9203	 出品取消	
	9204	 出品取消　	

	9205	 釜山京釜鉄道　五拾文　1900　PS101	 Ｆ	 ¥7,000
	9206	 朝鮮銀行　改百円　1938　Ｐ32ａ　PCGS（64）	 UNC	 ¥12,000

	9207	 朝鮮銀行　甲百円　1944　Ｐ37ａ　PCGS（AU50）	 EF＋	 ¥5,000

9198

9199

9200 9201 9202

9205 9206

9207
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	9208	 大黒　百円　1914　（内閣）　朝紙13　Ｐ16Ａ	 VG	 ¥15,000

	9209	 大黒　百円　1914　（総督府）　朝紙13　Ｐ16	 VG	 ¥25,000

	9210	 朝鮮銀行　壱円　1915　（総督府）　朝紙16　Ｐ17ａ	 VF	 ¥8,000

	9211	 オーストリア　２グルデン　1854Ａ　ご成婚　KMＸ＃Ｍ３	 EF	 ¥25,000
	9212	 ザルツブルク　ターラー　1673　KM190	 VF	 ¥20,000

	9213	 中国　新疆　廸化　光緒銀円　伍銭　AH1324　Ｙ35ａ	 VF	 ¥3,000
	9214	 デンマーク　１クローネ　1875　KM797.1	 VF＋　	 ¥5,000

9208

9209

9210

9211

9213

9212

9214
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 ★ドイツ	 	
	9215	 ババリア　２ターラー　1854　KM837	 VF＋　	 ¥26,000
	9216	 ワイマール　３マルク　1930Ｊ　KM69	 AU	 ¥8,000
	9217	 ワイマール　３マルク　1932Ｇ　ゲーテ死去100周年　KM76	 EF	 ¥7,000

	9218	 オランダ２1/2フルデン　1898　Ｐ・PANDER　KM123	 少スレ　VF	 ¥22,000
 ★イングランド	 	
	9219	 ペニー銀貨　1199-1216　ジョン　Ｓ1351	 Ｆ～VF	 ¥12,000
	9220	 ペニー銀貨　1307-1327　エドワード２世　Ｓ1463	 Ｆ	 ¥5,000

 ★英　国	 	
	9221	 シリング　1758　KM583.3　NGC（MS63）	 AU～UNC	 ¥28,000
	9222	 シリング　1787　KM607.2	 VF ～EF	 ¥9,000
	9223	 1/2クラウン　1887　女王　KM764	 少スレ　EF	 ¥5,000

	9224	 クラウン　1889　女王　KM765　CGS（EF60）	 EF	 ¥10,000
	9225	 クラウン　1893ＬⅥ　女王　KM783	 AU～UNC	 ¥37,000
	9226	 ファージング　1834　KM705　NGC（MS64RB）	 UNC	 ¥24,000

9215

9216
9217

9218

9219 9220

9221 9222 9223

9224 9225

9226
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	9227	 プルーフセット　1937　（15点入）　KM-PS21	 PFUNC	 ¥40,000

	9228	 香港　１ミル銅貨　1866　KM６	 AU～UNC	 ¥7,000
	9229	 朝鮮　五文銅貨　開国497年　KM1101	 小傷有　VF	 ¥10,000
	9230	 仏領インドシナ　サペク銅貨　1901Ａ　KM６	 小汚れ　UNC	 ¥5,000

	9231	 西ドイツ　２マルク白銅　1951Ｆ，51Ｇ　KM111　（２点組）	 EF	 ¥5,000

	9232	 モロッコ　１，２，５，10，20フラン　AH1370/71　（エッセイ）　KM-Ｅ37，38，39，41，42　（５点組）
	 	 	 AU/UNC	 ¥14,000
 ★英　国	 	
	9233	 ４ペンス銀貨　1939　女王　KM731.1	 EF	 ¥8,000
	9234	 ２ペンス銅貨　1797　車輪銭　KM619	 VF	 ¥6,000

9228 9229 9230

9231

9232

9233

9234

9227（縮小）
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	9235	 1/2ペニー銅貨　1874Ｈ　女王　KM754　Ｓ3957　NGC（SP65RB）	 PFUNC	 ¥70,000
	9236	 ヴィクトリア女王　在位50周年　銅メダル　（1887）　77mm　212ｇ　オリジナルケース付	 EF	 ¥30,000

	9237	 キーリング・ココス諸島　５ルピー　1913　KM-Tn７	 VF	 ¥10,000
	9238	 ハンガリー　10億（Ｂ）ペンゴ　1946（緑）　不発行札　Ｐ137	 UNC	 ¥5,000

 ★米軍　軍票	 	
	9239	 541シリーズ　５，10，25セント　（1958）　MPC-Ｍ36，37，38　（３点組）	 UNC	 ¥5,000
	9240	 591シリーズ　10セント　（1961）　MPC-Ｍ44	 UNC	 ¥4,000
	9241	 611シリーズ　１ドル　（1964）　MPC-Ｍ54	 UNC	 ¥4,000

9235
9236

9237

9238

9240

9241
9239
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	9242	 オーストラリア　１ドル銀貨　2008　ネズミ年　KM1056ａ	 UNC	 ¥2,500
	9243	 中国　10元銀貨　1999　観世音菩薩　KM1242	 パック入　UNC	 ¥4,000

	9244	 マラウイ　20クワチャ銀貨（１オンス）　2009　牛図　KM不明	 UNC	 ¥2,500
	9245	 英国　ブリタニア　２ポンド銀貨　2002　KM1029	 UNC	 ¥2,200

	9246	 フランス　20フラン（アルミ青銅）　1929　女神　エッセイ　KMＥ-50	 スポット有　EF	 ¥6,000
	9247	 ジャージー　プルーフセット　50ペンス～２1/2ポンド銀貨　1972　KM35-38　（４点入）
	 	 	 プラケース入　UNC	 ¥3,500

9246

9244

9245

9242
9243

9247（縮小）



－ 176 －

	9248	 ケイマン諸島　25ドル銀貨　1972　銀婚　KM９	 PFUNC	 ¥3,000
 ★東ドイツ　	 	
	9249	 20マルク銀貨　1968　マルクス　KM21	 トーン　AU～UNC	 ¥6,000
	9250	 20マルク銀貨　1970　エンゲルス　KM28	 UNC	 ¥6,000

	9251	 中国　北京五輪セット　2008　第２次発行　10元銀貨（４種入）大型ケース入	 PFUNC	 ¥26,000

	9252	 台湾　ミントセット　孫文生誕100年　民国54年　（４種入）　KM-MS１	 ケース曇り　AU/UNC	 ¥3,500

	9253	 ロシア　５オンス銀貨　1987　米ソ平和共同宣言　KM-ＸＭＢ１	 AU	 ¥6,000

9252（縮小）

9248
9249 9250

9253

9251
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 ★オーストラリア　	 	
	9254	 カワセミ　１Ｋｇ銀貨　1999	 ケース入　UNC	 ¥60,000
	9255	 カワセミ　１Ｋｇ銀貨　2000	 ケース入　UNC	 ¥60,000
	9256	 カワセミ　１Ｋｇ銀貨　2001	 ケース入　UNC	 ¥60,000
	9257	 カワセミ　１Ｋｇ銀貨　2002	 ケース入　UNC	 ¥60,000

	9258	 フジャイラ　プルーフセット　1969　１～10リヤル銀貨　（４点入）　KM-PS７	ケース難有　PFUNC	 ¥8,000

	9259	 米国　プルーフセット　アトランタ五輪　１ドル銀貨　1995-96　（８種入）	 ケース難有　PFUNC	 ¥26,000

9254

9258

9259
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	9260	 コンゴ　10フラン（アクリル）　2003　帆船とライオン　KM171	 ケース入　UNC	 ¥4,000
 ※9261 〜9273はケース付	 	
	9261	 オーストラリア　１ドル銀貨　1999　カワセミ（日本・小判印入）　KM399タイプ	 PFUNC	 ¥2,500

	9262	 カナダ　８ドル銀貨　2009　ホログラム入　KM943	 PFUNC	 ¥4,000

 ★フランス	 	
	9263	 10フラン銀貨　1996　美術館シリーズ　KM1121-1124　（４点入）	 PFUNC	 ¥10,000

	9264	 10フラン銀貨　1996-98　ワールド・カップ　（８点入）	 PFUNC	 ¥15,000

9260

9261

9262

9263

9264
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	9265	 バミューダ　５ドル銀貨（５オンス）　1992　五輪　KM79	 PFUNC	 ¥7,000

	9266	 オランダ　200ユーロ銀貨（５オンス）　1998　KM-Ｘ＃149	 PFUNC	 ¥7,000

	9267	 サモア　２5ドル銀貨（５オンス）　1987　アメリカ・カップ　KM67	 PFUNC	 ¥7,000
 ★中　国	 	
	9268	 10元銀貨　1997　中国・タイ友好記念　KM不明　保証書付	 PFUNC	 ¥3,000

9265

9266

9268

9267
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	9269	 10元、５元銀貨　1997　パンダ・カラー　KM996（２点入）　保証書付	 PFUNC	 ¥5,000

	9270	 10元銀貨　1997　三国志　KM1077-1080　（４点入）　保証書付	 PFUNC	 ¥10,000

	9271	 20元角型銀貨　1990　風景　KM966-969　（４点入）　保証書付	 PFUNC	 ¥20,000

	9272	 10元銀貨　1989　アジア大会　１次，２次（８点入）　KM不明　保証書付	 PFUNC	 ¥16,000

9269

9270

9272（１次）

9271（縮小）

9272（２次）
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	9273	 10元銀貨　1999　京劇　（４種入）　KM不明　保証書付	 PFUNC	 ¥10,000

 ★ササン朝ペルシャ	 	
	9274	 ドラクマ銀貨　528　カワード１世　Mitch1025	 Ｆ～VF	 ¥4,000
	9275	 ドラクマ銀貨　594　ホスロー２世　前期タイプ　Mitch1204	 VF	 ¥4,000
	9276	 ドラクマ銀貨　595　ホスロー２世　前期タイプ　Mitch1186	 VF	 ¥4,000

	9277	 ドラクマ銀貨　619　ホスロー２世　後期タイプ　Mitch1188	 VF	 ¥4,000
	9278	 ドラクマ銀貨　623　ホスロー２世　後期タイプ　Mitch1127	 VF	 ¥4,000
	9279	 十字軍・アテネ公国　Denier銀貨　1280-1287　ギョｰム１世	 Ｆ～VF	 ¥5,000

	9280	 十字軍・ルッカ領（イタリア）　Denaro銀貨　1039-1125　ハインリヒ王	 Ｆ～VF	 ¥5,000
	9281	 十字軍・アルメニア王国　Tank銅貨　1226-1271　へトゥム１世	 腐食有　Ｆ	 ¥4,000
 ★十字軍・シチリア王国	 	
	9282	 1/2フォラーロ銅貨　1105-1154　ルッジェーロ２世　アラブ銘文	 Ｆ～VF	 ¥4,000
	9283	 1/2フォラーロ碗型銅貨　1105-1154　ルッジェーロ２世　	 Ｆ～VF	 ¥4,000

	9284	 Denaro銀貨　1194-1197　エンリコ４世　鷲図	 少錆　Ｆ～VF	 ¥4,000
 ★フランス王国	 	
	9285	 Douzain銀貨　1385-1422　シャルル６世	 Ｆ～VF	 ¥6,000

9273

9274 9275 9276

9277 9278
9279

9280 9281
9282

9284 9285

9283
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	9286	 Douzain銀貨　1417-1422　シャルル６世	 Ｆ～VF	 ¥6,000
	9287	 Douzain銀貨　1515-1547　アンリ１世	 Ｆ	 ¥5,000
	9288	 Douzain銀貨　1575-1589　アンリ３世	 青錆有　Ｆ～VF	 ¥6,000

	9289	 マゲローネ公国　Denier銀貨　1080-1120　	 Ｆ～VF	 ¥5,000
	9290	 ドーフィネ司教区　Denier銀貨　12世紀　双頭の鷲	 Ｆ～VF	 ¥4,000
	9291	 ブザンソン市　銀貨（20mm）　1550　王胸像	 少ヒビ　Ｆ	 ¥4,000
	9292	 ドイツ・ニュールンベルク市　ペニヒ銀貨　1215-1250　ハインリヒ２世　獅子図	 Ｆ～VF	 ¥4,000

	9293	 ザルツブルク大司教区　ペニヒ銀貨　1168-1200　アダルベルト２世　教会図	 Ｆ	 ¥4,000
	9294	 オーストリア・フリーザッハ大司教区　ペニヒ銀貨　1200-1246　エベルハルト２世	 Ｆ	 ¥4,000
	9295	 十字軍・ヴァレンシア王国　Denaro銀貨　1213-1276　ジャウマ１世征服王	 Ｆ	 ¥4,000
 ★モスクワ大公国	 	
	9296	 デンガ銀貨　1425-1433　ヴァシリｰ２世　王座像	 Ｆ～VF	 ¥9,000
	9297	 デンガ銀貨　1533-1547　イワン雷帝　馬上抜刀	 Ｆ	 ¥4,000

 ★ロシア帝国	 	
	9298	 カペイク銀貨　1598-1605　ボリス帝	 VF	 ¥4,000
	9299	 カペイク銀貨　1701　ピョートル大帝	 VF	 ¥3,500
	9300	 中央アジア・クルズワン公国　Jital銅貨　1221　チンギス汗軍包囲下発行	 Ｆ～VF	 ¥4,000
	9301	 中央アジア・サーマン朝　大型銀貨（44mm）　976-997　ヌフ２世	 小穴１　Ｆ～VF	 ¥7,000
	9302	 エチオピア　Denar銀貨　11世紀　イエメン様式　Mitch536	 VF	 ¥5,000
	9303	 インド・サウラシュトラ国　ユニット銀貨　150-50ＢＣ　ヴァッツァ型	 Ｆ～VF	 ¥5,000

9286 9287 9288

9289 9290 9291

9293 9294 9295

9292

9296 9297

9298

9299

9302

9300

9303

9301



－ 183 －

 ★ドイツ・ヴェストファーレン（インフレ貨）	 	
	9304	 １万マルク青銅（金鍍）　1923　シュタイン	 AU～UNC	 ¥5,000
	9305	 500万マルク青銅（金鍍）　1923　シュタイン	 洗い　EF	 ¥4,000

	9306	 5000万マルク青銅（金鍍）　1923　シュタイン	 EF	 ¥5,000

 ★メキシコ・アステカ帝国	 	
	9307	 斧型銅貨　1200-1520　135×78×３mm　Mitch5495+	 Ｆ～VF	 ¥12,000
	9308	 斧型銅貨　1200-1520　135×80×３mm　Mitch5495+	 Ｆ～VF	 ¥12,000

9304 9305

9306

9307（70%大） 9308（70％大）
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	9309	 碇型銅貨　1200-1520　158×116×３mm　Mitch5495+	 Ｆ～VF	 ¥14,000

 ★フランス革命・アッシニア札	 	
	9310	 100フラン　1795　PA78	 Ｆ	 ¥4,000
	9311	 25フラン　1796　PA83ｂ	 右上角欠け有　Ｆ	 ¥4,000

	9312	 インド　古銅貨　クシャン朝（ＡＤ105-130頃）主体　ロット（60枚）　返品不可	 Good～VG	 ¥14,000

9309（70%大）

9310 9311

9312（縮小）
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	9313	 ブラジル　4000レイス　1900　ブラジル発見400年　KM502.1	 EF	 ¥120,000

	9314	 フランス　エキュ　1792Ａ　ルイ16世　KM615.1	 Ｆ～VF	 ¥22,000
 ★スペイン領ネーデルランド	 	
	9315	 Daalder　1587　フェリペ２世　Dav8637	 VF/Ｆ	 ¥24,000

	9316	 デュカトン　1634　フェリペ３世　Dav4446	 ヒビ割有　Ｆ～VF	 ¥24,000
	9317	 米国　50セント　1870　女神座像　KM99　PCGS　UNC　Details	 PFUNC	 ¥120,000

	9318	 タイ　600バーツ　1988　ラーマ９世治世42年　Ｙ215	 PFUNC	 ¥11,000

9313

9314 9315

9316

9317

9318
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	古代ギリシャ･ローマ共和国･ローマ帝国･ビザンティン帝国・その他
Ancient Greek, Roman Republic, Roman Empire, Byzantine Empire,etc 		

	

	
アケメネス朝  ACHAEMENID EMPIRE	 	 		

	7001	 ダリク金貨	AV	Daric	紀元前5-4世紀		Sear3245		8.37gm　NGC	Ch	AU	Strike:4/5	Surface:4/5
	 	 	 	 VF	 ¥300,000

 ギリシャ GREEK	 	 	 	

	7002	 アティカ	アテネ		Attica	Athens　テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	16.8gm	Sear2517var
	 	 古代コインの名品として有名なアテネのテトラドラクマ銀貨は｢女神アテナとフクロウ｣のデザインで長年にわたり製造
	 	 されていました｡	この現品はその極初期の製造であり､直径が小さく厚手の製作が特徴です｡	このタイプは現存数は少
	 	 なく入手難となっています｡	 	 VG	 ¥85,000
	7003	 アティカ	アテネ		Attica	Athens　テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	Circa440-404BC	アテナ女神/フクロウ
	 	 Sear2526var		NGC	Ch	AU	Strike:4/5	Surface:5/5	 ーEF	 ¥150,000

第６部　外国貨幣

第44回日本コインオークション
主催：（株）日本コインオークション

992 ロット　７月 30 日（日）午前 11 時 30 分〜（予定）

	7004	 アティカ	アテネ		Attica	Athens	　テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	16.7gm	BC415頃-BC407頃
	 	 Sear2526var	女神アテナのヘルメットの羽根飾りが明瞭に圧印されている良好な製作の逸品	 VF	 ¥185,000

7001

7002 7003

（×1.5）（×1.5）

7004
（×1.5）（×1.5）
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	7005	 アティカ	アテネ		Attica	Athens　テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	17.1gm	BC449頃-BC413頃
	 	 Sear2526var	女神アテナ/フクロウ	 	 F+	 ¥45,000
	7006	 アルカディア		Arkadia　トリオボル銀貨	AR	Triobol	BC370頃-BC280頃	Sear2689	ゼウス頭像/岩上のパーン
	 	 	 	 VF	 ¥30,000
	7007	 ビスニア	キオス		Bithynia	Kios　ヘミドラクマ銀貨	AR	Hemidrachm	350-300BC	アポロ月桂冠頭/ガレー船の船首	
	 	 Sear3757		2.53gm	 	 VF	 ¥14,000
	7008	 ブルティウム		Bruttium　ステーター銀貨	AR	Stater	BC480頃-BC388頃	Sear462	アポロ立像/鹿
	 	 	 	 VF+	 ¥25,000

	7009	 カラブリア	タラス		Calabria	Taras　ディドラクマ銀貨	AR	Didrachm	circa281-240BC
	 	 馬に乗る青年	イルカに乗るタラスとフクロウ		6.44gm	NGC	Ch	AU	Strike:4/5	Surface:5/5	 VF+	 ¥100,000
	7010	 カラブリア	タラス		Calabria	Taras　ディドラクマ銀貨	AR	Didrachm	circa281-240BC
	 	 馬に乗る青年	イルカに乗るタラスと女性の頭		6.29gm	NGC	XF	Strike:4/5	Surface:5/5	 F	 ¥30,000
	7011	 カラブリア	タラス		Calabria	Taras　ディドラクマ銀貨	AR	Didrachm	BC281-BC272頃	Sear370
	 	 馬上の少年/イルカ上のタラス､下部に象	 VF+	 ¥25,000

	7012	 カンパニア	ネアポリス	Campania	Neapolis　ディドラクマ銀貨	AR	Didrachm	BC450頃-BC340頃	Sear299
	 	 ニンフ頭像/人頭牛	希少品	 	 F+	 ¥90,000

	7013	 クレタ	クノッソス		Creta	Knosos　ドラクマ銀貨	AR	Drachm	BC300頃-BC270頃	Sear3217var
	 	 ヘラ頭像/迷宮	希少品	 	 ーVF	 ¥85,000
	7014	 エウボイア		Euboia　ドラクマ銀貨	AR	Drachm	3.8gm	Sear2467	ニンフ頭像/牝牛	希少品	 F	 ¥45,000
	7015	 ルカニア	ヴェリア		Lucania	Velia　ディドラクマ銀貨	AR	Didrachm	7.2gm	Sear460var	アテナ頭像/ライオン
	 	 	 	 ーVF	 ¥90,000
	7016	 ルカニア	ヴェリア		Lucania	Velia　ディドラクマ銀貨	AR	Didrachm	7.3gm	Sear460var	アテナ頭像/ライオン
	 	 	 	 ーVF	 ¥90,000
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	7017	 ミシア	パリオン		Mysia	Parion　ヘミドラクマ銀貨	AR	Hemidrachm	350-300BC	ゴルゴン正面像/振り向く牡牛
	 	 NGC	Ch	AU	 	 VF+	 ¥15,000
	7018	 パエオニア	パトラス	Paeonia	Patras　テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	BC340頃-BC315頃
	 	 Sear1520var	12.6gm	太陽神アポロ/騎兵	 F+	 ¥40,000
	7019	 パフラゴニア･シノペ		Paphlagonia	Sinope　ドラクマ銀貨	AR	Drachm	4.9gm	Sear3692	ニンフ頭像/イルカと鷲
	 	 	 	 VF	 ¥28,000
	7020	 ポエニシア	アラドス		Phoenicia	Arados　ドラクマ銀貨	AR	Drachm	4.1gm	BC174頃-BC110頃	BMC.p,20150
	 	 蜜蜂/鹿	 	 VF+	 ¥75,000

	7021	 シチリア	シラクサ		Sicily	Syracuse	僭主アガトクレス	Agathocles	(317-289BC)	デカドラクマ金貨(50リトライ金貨)
	 	 AV	Decadrachm(50Litrai)	僭主アガトクレス	Agathocles	(317-289BC)	Sear967		3.94gm
	 	 NGC	AU	Strike:4/5	Surface:3/5	 	 VF	 ¥300,000

	7022	 シチリア	シラクサ		Sicily	Syracuse	 12リトラエ銀貨	AR	12Litrai		214-212BC		アテナ女神左向像	弓を射る青年と犬
	 	 Sear997		NGC	AU	Strike:5/5	Surface:4/5	 Toned	VF+	 ¥275,000
	7023	 トラキア	ビサンティオン		Thrace	Byzantion	　テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	14.9gm	BC357頃-BC340頃
	 	 Sear1580	牝牛/スワスティカ	 	 VG	 ¥50,000
	7024	 タラス	イストロス		Tharas	Istoros　ステーター銀貨	AR	Stater	BC400頃-BC350頃	Sear1669	5.1gm
	 	 2人の青年/鷲とイルカ	製造時の亀裂あり	 F	 ¥10,000

	7025	 トラキア	タソス		Thracian	Thasos	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	148BC以降	ディオニソス像/ヘラクレス立像
	 	 Sear1759		NGC	Ch	XF	Strike:5/5	Surface:3/5	 F	 ¥37,000
	7026	 トラキア	タソス	Thracian	Thasos	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	148BC以降
	 	 ディオニソス像/ヘラクレス立像		Sear1759			 VG	 ¥18,000
	7027	 トラキア	ケルセノス		Thracian	Chersonesus　テトロボル銀貨	AR	Tetrobol(Hemidrachm)	500-480BC
	 	 振り返るライオン/4分割		Sear1349var		NGC	AU	 VF	 ¥9,000
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	7028	 ゼウギタナ	カルタゴ		Zeugitana	Carthage　ステーターエレクトラム貨	EL	Stater	タニト左向像	右向の馬
	 	 Sear6451	7.44gm		NGC	XF	Strike:5/5	Surface:4/5	 F	 ¥275,000

	7029	 シクロプニック	カルタゴ		Siculo-Punic	Carthage	　テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	circa300-289BC
	 	 ヘラクレス右向き像	左向馬の首とヤシの木		Sear6436var		16.79gm		NGC	AU	Strike:4/5	Surface:5/5
	 	 	 	 Toned	VF+	 ¥250,000

 小アジア ASIA MINOR
	 	 	 	

	7030	 キリキア	タルソス		Cilicia	Tarsos　ステーター銀貨	AR	Stater	僭主バラクロス	Balakros	(circa333-323BC)
	 	 表面:バール神座像	裏面:アテナ七分身像	Sear5653		NGC	Ch	AU	Strike:4/5	Surface:5/5	 VF+	 ¥110,000
	7031	 フリーギア	アパメア	Phrygie	Apameia　24銅貨	AE24	BC133頃-BC48頃	Sear5120	アテナ頭像/鷲
	 	 	 	 EF+	 ¥44,000
	7032	 ロードス		Rhodos　ディドラクマ銀貨	AR	Didrachm	BC387頃-BC304頃	Sear5037var	ヘリオス頭像/バラの花
	 	 	 	 F	 ¥50,000

 マケドニア王国 KINGDOM OF MACEDON	 	 		

	7033	 フィリポス2世(アレキサンダー大王の父･BC359-BC336)　	ステーター銀貨	AR	Stater	3.3gm	Sear6689
	 	 アポロ頭像/馬上の青年	 	 ーVF	 ¥20,000

アレクサンダー3世(アレクサンダー大王)  Alexander III (Tha Great) 336-323BC　	
	7034	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	336-323BC	NGC-XF	Strike5/5	Surface	4/5	 F+	 ¥40,000
	7035	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	circa320-315BC	アムフィポリス鋳	Amphipolis	Mint		玉座下"イルカ"		
	 	 Price485	 	 VF	 ¥60,000
	7036	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	circa325-315BC	ペラ鋳	Pella	Mint			Price485	 F+	 ¥52,000
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	7037	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	circa316-311BC	スサ鋳	Susa	Mint		Price485	 F	 ¥48,000
	7038	 ステーター金貨	AV	Stater		8.60gm		NGC	Ch	AU	Strike:4/5	Surface:5/5	 VF	 ¥500,000
	7039	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	17.2gm	Sear6684var	ヘラクレス頭像/ゼウス座像	 F	 ¥35,000

	7040	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	16.8gm	Price2364	ヘラクレス頭像/ゼウス座像	死後発行	 F	 ¥30,000
	7041	 フィリポス3世(BC323-BC317)　テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	16.9gm	Price-P200
	 	 ヘラクレス頭像/ゼウス座像	 	 VF	 ¥45,000

 セレウコウス朝  SELEUKID KINGDOM	 	 		

	7042	 アレクサンドル1世(バラス)	Alexander	I	(Balas)	(150-145BC)		テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm
	 	 国王肖像/ゼウス座像		Sear7030		NGC	XF		 Toned	VF	 ¥50,000
	7043	 フィリップ1世	Philipe	I	(93-83BC)		 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	国王肖像/ゼウス座像
	 	 	Sear7196		NGC	MS	Strike:5/5	Surface:2/5		裏面に鋳造時の平金にヒビ割れあり	 VF+	 ¥28,000

 プトレマイオス王朝  PTOLEMAIC KINGDOM	 	 	

	

	7044	 プトレマイオス1世	(305-282BC)	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm
	 	 表面:象の頭皮を被ったアレキサンダー大王	裏面:槍を持つ女神アテナ		Sear7749		15.59gm
	 	 NGC	AU	Strike:4/5	Surface:4/5	 	 Toned	EF+	 ¥325,000
	7045	 プトレマイオス4世	Ptolemy	IV(221-204BC)　テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm
	 	 プトレマイオス1世肖像/鷲		Sear7837var		14.16gm	 VG	 ¥15,000
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 トラキア王国  KINGDOM OF THRACE	 	 		

	リュシマコス Lysimachos(BC306-BC281)　
7046	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	鋳地:ペラ	アレキサンダー大王像/アテナ座像	Sear6814var	17.20gm
	 	 	 	 F	 ¥25,000
	7047	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	鋳地:ランプサコス	アレキサンダー大王像/アテナ座像	Sear6814var	15.94gm
	 	 	 	 F+	 ¥30,000
	7048	 ドラクマ銀貨	AR	Drachm	4.2gm	Sear6817	アレキサンダー大王像/アテナ座像
	 	 	 	 VF+	 ¥55,000
	7049	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	16.9gm	Sear6814	アレキサンダー大王像/アテナ座像
	 	 	 	 F+	 ¥48,000

 パルティア王国  PARTHIAN KINGDOM
7050	 ドラクマ銀貨	AR	Drachm	オロデス2世(BC57-38),	アルタバヌス3世(AD80-90),	ボロガゼス4世(AD147-191)
	 	 3枚組	3pcs	Lot	 	 F	 ¥10,000

 古代ローマ共和国  ROMAN REPUBLIC
	

7051	 デナリウス銀貨	AR	Denarius	79BC		C.Naevius	Balbus		ヴィーナス右向き像とSCの文字/トリガ(三頭立て戦車)		
	 	 Sear309		NGC	MS	Strike:4/5	Surface:5/5	 Tone	EF	 ¥30,000
	7052	 ユリウス･カエサル(BC44暗殺)　デナリウス銀貨	AR	Denarius	BC44頃	Sear1414
	 	 暗殺直後に発行されたと推定されるカエサル本人の肖像を描いた極めて希少なデナリウス銀貨	 EF+	 ¥400,000

 古代ローマ帝国   ROMAN EMPIRE	 	 		

	7053	 アウグストゥス(BC27-AD14)　デナリウス銀貨	AR	Denarius	BC30頃-BC29頃	Sear1561
	 	 右向頭像/ゼウスの境界石	皇帝即位直前の発行	 VF	 ¥25,000
	7054	 ガルヴァ(68-69)　デナリウス銀貨	AR	Deanrius	Sear3109	内戦時発行	希少品	 VG	 ¥20,000
	7055	 トラヤヌス(98-117)　セステルティウス銅貨	AE	Sesternius	24.5gm	Sear3213	右向像/コンコルディア座像
	 	 	 	 F	 ¥60,000
	7056	 アントニウス･ピウス	Antoninus	Pius	(AD138-161)		デナリウス銀貨	AR	Denarius	AD159-160	ローマ鋳	
	 	 フェルキタス立像	Sear4080		3.25gm	 VG	 ¥5,000
	7057	 コモドゥス(180-192)　セステルティウス銅貨	AE	Sesternius		Sear5815	右向像/豊穣の女神立像
	 	 	 	 VG	 ¥25,000
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	7058	 セプティミウス･セヴェルス(193-211)	デナリウス銀貨	AR	Deanrius	Sear6399	右向像/フォーテュナ座像
	 	 	 	 希少品　　F	 ¥35,000
	7059	 カラカラ	Caracalla	(AD198-217)　テトラドラクマ銀貨	シリア	アンティオキア鋳		 F	 ¥18,000
	7060	 ゲタ	Geta(AD209-211)　デナリウス銀貨	AR	Denarius	AD205	ローマ鋳		Sear7207		3.2gm	 F+	 ¥3,500
	7061	 セルヴェス･アレキサンダー	Severus	Alexander	(AD222-235)	セステルティウス青銅貨	AE	Sestertius	AD230
	 	 	ローマ鋳	Sear8021(Sear2269)	22.45gm	 F	 ¥8,000

	7062	 マクシニヌス1世(235-238)　セステルティウス黄銅貨	Brass	Setstertius	Saer8339	右向像/ヴィクトリア立像
	 	 	 	 F	 ¥38,000
	7063	 フィリップ2世	Philip	II	(AD247-249)		セステルティウス青銅貨	AE	Sestertius	AD247	ローマ鋳	フィリップ1世,
	 	 フィリップ2世の座像	Sear9279(Sear2671)	19.00gm	 VG	 ¥10,000
	7064	 トレポニアヌス･ガルス	Trebonianus	Gallus	(AD251-253)	　セステルティウス青銅貨	AE	Sestertius	(Sear2801)	
	 	 16.35gm	 	 Poor	 ¥2,500
	7065	 マキシミヌス1世	Maximinus	I	(AD235-238)	 デナリウス銀貨	AR	Denarius	AD236-238	ローマ鋳
	 	 勝利の女神と捕虜	Sear8318	2.25gm	 VF	 ¥12,000

	7066	 ゴルディアヌス3世	Gordian	III	(AD238-244)		アントニニアヌス銀貨	AR	Antoninianus	AD240	ローマ鋳
	 	 リヴェラリタス立像		Sear8621	4.85gm		 VF	 ¥5,000
	7067	 フィリップ1世	Philip	I	(AD244-249)　アントニニアヌス銀貨	AR	Antoninianus	AD245	ローマ鋳
	 	 勝利の女神立像	Sear8972		3.45gm	 ーVF	 ¥4,000
	7068	 トラヤヌス･デキウス	(AD249-251)		アントニニアヌス銀貨	AR	Antoninianus	AD250-251	ローマ鋳
	 	 2人のパンノニア立像		Sear9378	4.60gm	 VF	 ¥5,000
	7069	 ヴォルシアヌス	Volusian	(AD251-253)　アントニニアヌス銀貨		AR	Antoninianus	AD251-252	ローマ鋳		
	 	 コンコルディア座像	Sear9743	5.10gm	 VF	 ¥8,000
	7070	 ガリエヌス	Gallienus	(AD253-268)	　アントニニアヌス合金貨	Billon	Antoninianus	AD261-263
	 	 勝利の女神立像	RSC1048	2.70gm		 F	 ¥2,500
	7071	 サロニナ	Salonina	(ガリエヌスの妻)	アントニニアヌス合金貨	Billon	Antoninianus	AD257-260	ローマ鋳
	 	 ジュノー神立像		Sear10640		3.25gm	 F		 ¥3,500
	7072	 テトラドラクマ合金貨	アレキサンドリア鋳	4皇帝	ヴァレリアヌス	Valerian	(AD253-260),	プロブス	Probus	(AD276-282),	
	 	 カルス	Carus	(AD282-283),	マキシミアヌス	Maximian	(AD286-305).	
	 	 4枚組	4pcs	Lot		返品不可	No	Returns	 F	 ¥12,000

	7073	 ディオクレティアヌス	Diocletian	(AD284-305)	 フォリス合金貨	Billon	Follis	アレキサンドリア鋳
	 	 Sear12803	11.10gm		 	 VF	 ¥8,000
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	7074	 ガレリウス･マキシミアン	Galerius	Maximian	(AD305-311)		フォリス合金貨	Billon	Follis	RIC164b	9.60gm
	 	 	 	 VF	 ¥9,000
	7075	 マキシミヌス2世	Maximinus	II	(AD310-313)		フォリス合金貨	Billon	Follis	AD312	ニコメディア鋳
	 	 Sear14828(Sear3766)	7.05gm	 	 VF	 ¥7,000
	7076	 マクセンティウス	Maxentius	(AD307-312)		フォリス合金貨	Billon	Follis	AD309-310	アクイレイア鋳
	 	 Sear14992(Sear3781)	6.60gm	 	 VF	 ¥10,000
	7077	 リキニウス	Licinius	(AD308-324)		フォリス合金貨	Billon	Follis	AD313-315	シスキア鋳
	 	 ジュピター立像	Sear15211(Sear3799)	3.25gm	 VF	 ¥5,500
	7078	 コンスタンティン1世(大帝)	Constantine	I	The	Great	(AD307-337)	フォリス合金貨	Billon	Follis	AD310
	 	 ロンドン鋳	ソウル立像	Sear16046(Sear3868)	4.10gm	 EF	 ¥10,000
	7079	 センテニオナリス合金貨	Billon	Centenionalis(AE3)	5皇帝	クリプス	Crispus	(AD316-326),	コンスタンティヌス2世	
	 	 Constantine	II	(AD337-340),	ユリアヌス2世	Julian	II	(AD360-363),	イオピアヌス	Jovian	(AD363-364),	
	 	 ヴァレンティアヌス1世	Valentinian	I	(AD364-375).	5枚組	5pcs	Lot	返品不可	No	Returns	 F	 ¥12,000

 ビサンチン帝国 BYZANTINE EMPIRE	 	 		

	7080	 ユスティヌス1世	Justini	I	(518-527AD)	　ソリドュス金貨		AV	Solidus		コンスタンティノープル鋳
	 	 Constantinenople	Mint	Officiane"I"		Sear56		4.45gm	 F	 ¥60,000
	7081	 フォカス(602-610)　ソリドュス金貨	AV	Solidus	Fr93	 EF	 ¥55,000
	7082	 ヘラクリウス		Heraclius	(610-641)	　ソリドュス金貨		AV	Solidus		コンスタンティノープル鋳
	 	 	Constantinenople	Mint	Officiane"H"		Sear749		4.43gm	 VF	 ¥62,000
	7083	 ヘラクリウス		Heraclius	(610-641)	　ソリドュス金貨		AV	Solidus	Fr107	Sear767	 F+	 ¥33,000

	7084	 コンスタンス2世(641-668)　ソリドュス金貨	AV	Solidus	Fr119	 EF	 ¥60,000
	7085	 バシル2世(976-1025)　ミリアレシオン銀貨	AR	Miliaresion	976-1025	SEAR1811	破損有り	VG	 ¥9,000

 ササン朝ペルシャ SASANIAN EMPIRE	 	 		

	7086	 ホスロー2世	Khosro	II	(590-628)　ディナール金貨	AV	Dinar	 VF	 ¥400,000
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 ケルト CELTIC	 	 	 	

	7087	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	11.3gm	OTA193/3	ゼウス頭像/騎兵	 EF+	 ¥68,000

 アルバニア ALBANIA	 	 	 	

	7088	 ゾグ1世	Zog	I	(1925-1939)　100フランガアリ金貨	100Franga	Ari		1938		Fr13		KM23		発行枚数500枚
	 	 PCGS	MS64	 	 UNC	 ¥350,000

	7089	 100レケ金貨		AV	100Leke	1988		Fr26	KM63	発行枚数:2,000枚	鉄道記念	 Proof	FDC	 ¥35,000

 安　南   ANNAN	 	 	 	

	7090	 精銀壹両	嘉隆年造	１ラング銀錠	1Lang		KM180	 VF	 ¥12,000
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 アルゼンチン ARGENTINA	 	 	 	

	7091	 1アルゼンティーノ金貨	1Argentino	1883	女神像	Liberty	Head		Fr14	KM31		8.06gm	.900Fine
	 	 	 	 VF	 ¥35,000
	7092	 1アルゼンティーノ金貨	1Argentino	1883	女神像	Liberty	Head		Fr14	KM31		8.06gm	.900Fine
	 	 	 		 VF	 ¥33,000

 オーストラリア AUSTRALIA
	 	 	

	ヴィクトリア Victoria (1937-1901)
7093	 1/2ソボレン金貨	1/2Sovereign	1856	Fr9a	KM1	希少タイプ	 VG	 ¥45,000
	7094	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1868	シドニーミント	Sydney	Mint	 ーF	 ¥32,000

	7097	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1896(M)	Fr24	KM13	オールド	 VF+	 ¥28,000
	7098	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1900(S)	Fr23	KM13	オールド	 VF+	 ¥28,000
	7099	 1ソボレン金貨2枚組	1889(S)	Fr19	KM10､1889(M)	Fr20	KM10	返品不可	 VF	 ¥60,000
	7100	 エドワード7世(1901-10)　1ソボレン金貨2枚組	1905(M)､1907(M)	Fr33	KM15	返品不可	 VF	 ¥60,000

	7101	 ジョージ5世(1910-36)　1ソボレン金貨	1Sovereign	1911(S)	Fr38	KM29	初年号	 UNC	 ¥35,000
	7102	 ジョージ5世(1910-36)　1ソボレン金貨	1Sovereign	1911(S)	Fr38	KM29	初年号	 UNC	 ¥35,000
	7103	 エリザベス2世(1952-)　100ドル金貨	100Dollars	1999	パース造幣局100年記念		Fr71	KM474
	 	 PCGS-PR69DCAM	 	 Proof	FDC	 ¥35,000

	7095	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1889(S)	Fr23	KM10	ジュビリー	NGC-AU58	 VF	 ¥30,000
	7096	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1891(M)	Fr20	KM10	ジュビリー	 F	 ¥28,000

7093
7094

7095
7096

7091 7092

7097 7098 7099

7101 7102
7103
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	7104	 エリザベス2世(1952-)　100ドル金貨	100Dollars	2003	KM800	戴冠50年記念	重量1oz	
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥135,000

 神聖ローマ帝国 ROMISCH DEUTSCHES REICH	 	 		

	7105	 マキシミリアン2世	Maximilian	II	(1564-1576)	1ターレル銀貨	1Taler	1573(KB)	クレムニッツ鋳	Mint:Kremnits
	 	 Vogl-67/I	Dav8058			希少品	Scarce	圧印不足(弱い打刻)	Weak	Strike	 VF/EF	 ¥150,000

	7106	 フェルディナンド2世	Ferdinand	II	(1619-1637)		1ターレル銀貨	1Taler	1624		ウィーン鋳	Mint:Vienna
	 	 Vogl-154/VIII	Dav3084		KM533	マウントの可能性あり	Possibly	Mounted	 Toned	EF	 ¥40,000

	7107	 フェルディナンド2世	Ferdinand	II	(1619-1637)		1ターレル銀貨	1Taler	1634		ナギバンヤ鋳	Mint:Nagybanya
	 	 Vogl-144/Ivar		Dav3131		KM97.2		圧印不足	Weak	Strike	 	VF	 ¥75,000

7104

7106

7107

7105

（×1.5）（×1.5）
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	7108	 レオポルド1世	Leopold	I	(1657-1705)　2ターレル銀貨	2Taler	ND(1686-96)	Dav3252
	 	 PCGS-Genuine(Scratch-UNC	Details)	 UNC	 ¥125,000

	7109	 ジギスムンド大公　1ターレル銀貨	1Taler	1665(HALL)		DAV3369	KM1200		 EF+	 ¥110,000

マリア･テレジア Maria Theresia (1740-1780)
	7110	 1ターレル銀貨		1Taler	1741(Vienna)	Dav1109	KM1678	極初期のタイプ	希少品	NGC-AU58
	 	 	 	 EF+	 ¥140,000

7108

7109

（×1.5）（×1.5）

7110

（×1.5）（×1.5）
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	7111	 1ターレル銀貨	1Taler	1743(KB)	クレムニッツ鋳	Mint:Kremnitz		Vogl-276/II		Dav1126	KM328.3
	 	 	 	 FDC	 ¥90,000

	7112	 1ターレル銀貨	1Taler	1750(HALL)	ハル鋳	Mint:Hall	Vogl-274/I	Dav1120		KM1742
	 	 	 	 Toned	UNC	 ¥70,000
	7113	 1ターレル銀貨	1Taler	1757(Prag)	Vogl-278/I		Dav1136		KM750	 Toned	EF	 ¥55,000

	7114	 1ターレル銀貨	1Taler	1771	A.S/A.S.	Mint:Hall		Voglh-274/III	Dav1123		KM1838	 EF+/UNC	 ¥50,000
	7115	 1ターレル銀貨	1Taler	1780	(Vienna)		I.C./F.A.	Vogl-281/VII		Dav1117		KM1866.2	 Tone	EF+	 ¥25,000

7111

（×1.5）（×1.5）

7112 7113

7114 7115
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 フランツ1世 Franz I (1745-1765)	
7116	 1ターレル銀貨	1Taler	1750(Vienna)		Vogl-289	Dav1152		KM2037	 Toned	AU/UNC	 ¥45,000
	7117	 1ターレル銀貨	1Taler	1759(KB)	Mint:Kremnitz	Dav1157	Vogl-289	KM2038	 Toned	AU/UNC	 ¥45,000

 ヨーゼフ2世 Josef II (1765-1790)	
7118	 1ターレル銀貨	1Taler	1766(A)	ICSK		Vogl-293/I		Dav11611		KM2074.1	 AU/UNC	 ¥150,000

	7119	 1ターレル銀貨	1Taler	1777(Hall)		Vogl-292	Dav1164		KM2074.2	 EF+	 ¥45,000
	7120	 1ターレル銀貨	1Taler	1778(A)	I.C./F.A.		Vogl-293/III	Dav1163	KM2075	 Toned	UNC	 ¥60,000

7118

（×1.5）（×1.5）

7116 7117

7119 7120
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	7121	 1ターレル銀貨	1Taler	1788(A)		Vogl-298	Dav1170		KM32	 Toned	AU/UNC	 ¥30,000
	7122	 2ダカット金貨	AV	2Ducats	1786(A)	Fr437	KM1876		NGC	AU55	 EF	 ¥110,000

 オーストリア AUSTRIA
	 	 	 	

 ザルツブルグ Salzburg　
7123	 1ターレル銀貨	1Taler	1640	Dav3504	KM87	PCGS-AU58	 UNC	 ¥50,000
	7124	 ヒエロニムス	Hieronymus	(1772-1803)　1ダカット金貨	1Ducat	1801(M)	KM463	Fr880
	 	 表面スクラッチあり		 	 VF	 ¥28,000
フランツ･ヨーゼフ1世(1848-1916)
	7125	 2ターレル銀貨	2Taler	1857	ウィーン･トリエステ鉄道開通記念	Dav20	KM2246.1
	 	 	 	 Toned	Proof	EF	 ¥250,000

	7126	 100コロナ金貨	100Corona	1908	在位60年記念	雲上の女神		Fr514	KM2812	 EF	 ¥400,000

7126

（×1.5）（×1.5）

7121
7122

7123 7125
7124
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	7127	 100コロナ金貨	100Corona	1908	在位60年記念	雲上の女神		Fr514	KM2812	 P/L	AU	 ¥600,000

	7128	 4ダカット金貨	4Ducats	1915	Fr488	KM2276	リストライク	2枚組	返品不可	 Proof	Like	FDC	 ¥130,000

	7129	 4ダカット金貨	4Ducats	1915	Fr488	KM2276	リストライク	2枚組	返品不可	 Proof	Like	FDC	 ¥130,000

 共和制(1918-)　
7130	 20クローネン金貨	AV	20Kronen	1924	共和国の鷲の紋章	発行枚数:10337pcs		Fr519	KM2830
	 	 PCGS	MS66		 	 FDC	 ¥375,000
	7131	 100シリング金貨	100Schilling	1931	Fr520	KM2842	 Proof	Like	AU/UNC	 ¥110,000

7127

（×1.5）（×1.5）

7128

7129

7130
7131
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	7132	 500シリング金貨	500Schilling	1996	ハインリッヒ2世像	Fr925	KM3032	 Proof	FDC	 ¥43,000
	7133	 1000シリング金貨	1000Schilling	1997	マリー･アントワネット	Fr926	KM3043
	 	 PCGS-PR68DCAM	 	 Proof	FDC	 ¥65,000
	7134	 記念貨各種(50シリング×21.100シリング×6.500シリング×3)	返品不可	 EF〜Proof	 ¥30,000

 バハマ BAHAMAS	 	 	 	

 ジョージ3世 George III(1760-1820)　
7135	 1ペニー銅貨	1Penny	1806	ジョージ3世像/帆船		KM-1	 UNC	 ¥40,000

	7136	 1ペニー銅貨	1Penny	1806	KM1	ジョージ3世像/帆船	 ーEF	 ¥20,000
	7137	 1ペニー銅貨	1Penny	1806	KM1var	ジョージ3世像/帆船	プレーンエッジ	 ーEF	 ¥25,000

ベリゼ   BELIZE	 	 	 	

	7138	 250ドル金貨	250Dollars	1978	ジャガー	Jaguer		Fr5	KM56		 Proof	FDC	 ¥42,000

7135

（×1.5）（×1.5）

7136 7137

7138

7132

7133
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 ベルギー   BELGIUM	 	 	 	

	7139	 ブラバント		Brabant　ピエタードール	AV	Pieter	D'or	ND	Jeanne	and	Wenceslas	(1355-1383)　Fr11

	 	 NGC	MS63	 	 UNC	 ¥400,000

	7140	 レオポルド1世	Leopold	I	(1831-1865)	 5フラン銀貨	5Francs		1833	Position	A	Dav50	KM3.1
	 	 	 	 Toned	EF	 ¥38,000
	7141	 50フラン銀貨	50Francs		1935	Position	B	ブラセル国際博覧会と鉄道百年記念		KM106.1
	 	 NGC-UNC	Details	Surface	Hairlines		 EF	 ¥7,000

 ベルギー領コンゴ BELGIAN CONGO	 	 		

	7142	 レオポルド2世	(1865-1909)　5フラン銀貨		5Francs		1896	Dav10	KM8.1	 Toned	EF	 ¥30,000

 バミューダ BERMUDA
	 	 	 	

	7143	 ジョージ3世	George	III(1760-1820)　ファンタジー貨	バンクダラー銅	Fantasy	AE	Bank	Dollar
	 	 1808(2007年発行)		帆船図		KM-X11a	 UNC	 ¥4,500

7139

（×1.5）（×1.5）

7140

7141

7142

7143
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 ボリビア   BOLIVIA
	 	 	 	

	7144	 カルロス3世(1759-88)　8レアル銀貨	8Reales	1774(JR･PTS)	KM55
	 	 直径の大きな平金に鮮明に打刻されている逸品	NGC-MS63	 UNC	 ¥185,000

	7145	 カルロス4世(1788-1808)　8エスクード金貨	AV	8Escudos	1806P.J.PTS	ポトシミント	Fr14	KM81
	 	 	 	 EF+	 ¥245,000

 ブラジル BRAZIL
	 	 	 	

	7146	 ジョアン5世	Joao	V	(1706-1750)　12800レイス金貨	12800Reis	1733(M)	Fr55	KM139	PCGS-AU55
	 	 	 	 EF	 ¥650,000

	7147	 ホセ1世	Jose	I	(1750-1777)　6400レイス金貨	6400Reis	1773(R)	Fr65	KM172.2	PCGS-AU55
	 	 	 	 EF	 ¥120,000

7145

（×1.5）（×1.5）

7144

7146

7147
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	7148	 マリア1世&ペドロ3世	Maria	I	&	Pedoro	III	(1777-1786)	 6400レイス金貨	6400Reis	1783(R)
	 	 Fr76	KM199.2	PCGS-AU55	 	 EF	 ¥140,000
	7149	 ペドロ2世	PedoroII	(1831-1889)	 20000レイス金貨	20000Reis	1851(R)	Fr119	KM461	PCGS-AU58
	 	 	 	 EF+	 ¥80,000

	7150	 2000レイス銀貨	2000Reis	1897		KM498	 Toned	EF	 ¥140,000

 英領北ボルネオ BRITISH NORTH BORNEO 	 		

	7151	 1/2セント銅貨	1/2Cent	1886(H)	KM1	PCGS-MS63BN	 UNC	 ¥20,000

 カンボジア CAMBODIA	 	 	 	

	7152	 ノロドム1世	Norodom	I	(1859-1904)　1ピアストレ銀貨		1Piastre	1860	Dav148	KMXM9
	 	 表面顎下に修正あり	Repaired	 	 VF+	 ¥80,000
	7153	 50,000リエル金貨	50,000Riels	1974		踊り子	Dancers		Fr8	KM64	 Proof	FDC	 ¥40,000

 カナダ CANADA	 	 	 	

	7154	 ジョージ5世	George	V	(1910-1936)　10ドル金貨	10Dollar	1913	KM27	Fr3	NGC-MS63	UNC	 ¥150,000

7148 7149

7150

7151

7152
7153

7154
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 チ　リ CHILE	 	 	 	

	7155	 カルロス4世(1788-1808)　8エスクード金貨	AV	8Escudos	1790	DA	So	サンチャゴミント	Fr19	KM42
	 	 	 	 EF	 ¥270,000

 中　国  CHINA	 	 	 	

	7156	 布貨	 	 F		 ¥2,000
	7157	 王莽	壮布七百		返品不可		No	Returns	 F	 ¥50,000
	7158	 元代	元貞元寶	パスパ文字		返品不可	No	Returns	 F	 ¥30,000

	7159	 乾隆通宝	機械打	三角穿	背:龍図		ACCA	AU55	 VF+	 ¥5,000
	7160	 咸豊重宝	当五十	咸譜10N-12	 	 VF	 ¥3,000
	7161	 大清銀幣	壹角	宣統3年(1911)	Y28	 	 VF+	 ¥10,000

7156

7155

（×1.5）（×1.5）

7157

7158

7159

7161
7160
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	7162	 大清銀幣		壹角銀貨	10Cent	宣統3年(1911)	Y28	 VF	 ¥10,000
	7163	 大清銀幣		壹圓銀貨	1Dollar	宣統3年(1911)	Y31		 ーEF	 ¥10,000
	7164	 北洋省	Chihli　7銭2分銀貨	1Dollar	33(1907)	Y73.2	 EF	 ¥20,000
	7165	 北洋省	Chihli　7銭2分銀貨	1Dollar	33(1907)	Y73.2	 VF	 ¥10,000

	7166	 北洋省	Chihli　北洋24年機器局一角		 F	 ¥10,000
	7167	 奉天		Fengtien　黄銅10文	光緒元寶	発卯(1903)､甲辰(1904)		2枚組	2pcs	Lot		返品不可		No	Returns
	 	 	 	 VF	 ¥1,000
	7168	 湖北省	Hupeh　3銭6分銀貨	50Cents	ND(1895-1905)	光緒元寶	Y126	LM-183
	 	 PCGS	Genuine	Scratch-AU	Details		 VF	 ¥20,000
	7169	 湖北省	Hupeh　7銭2分銀貨	1Dollar	ND(1895-1907)	Y127.1	洗いあり	Cleaned	 EF+	 ¥20,000

	7170	 江南省	Kiangnan　7銭2分銀貨	1Dollar	甲辰(1904)	Y145a13	LM-258Dots
	 	 PCGS-Genuine	ChopMark-AU	Details		チョップあり	 EF+	 ¥10,000
	7171	 江南省	Kiangnan　7銭2分銀貨	1Dollar	甲辰(1904)	KM145a.	LM248	 VF	 ¥10,000

	7172	 江南省	Kiangnan　7銭2分銀貨	1Dollar	壬寅1902)	Y145a.8	LM248	PCGS-Genuine	ChopMark-AU	Details
	 	 	 	 AU	 ¥10,000
	7173	 東三省	Manchurian　7分2釐銀貨	10Cents	33(1907)	Y209	LM-490	PCGS-AU58	 AU	 ¥10,000
	7174	 新彊省	Sinkiang　新彊餉銀一兩	Y7.1	LM813		PCGS	Genuine	Cleaning-VF	Details	 ーF	 ¥10,000

7164 7165

7168 7169

7170 7171

7172
7173

7162

7166
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	7175	 新彊省	Sinkiang　餉銀五銭	ND(1905)	Y6		2枚組	2pcs	Lot		返品不可	No	Returns	 VG	 ¥3,000
	7176	 新彊省	Sinkiang　新彊光緒銀圓壹錢		 F	 ¥10,000
	7177	 新彊省	Sinkiang　大清銀幣	5銭	ND(1906)	喀什		Y25	 F	 ¥3,000
	7178	 四川省	Szechuan　四川光緒三分六釐銀貨	ND(1903-1905)		 ーVF	 ¥10,000
	7179	 四川省	Szechuan　7銭2分銀貨	1Dollar	ND(1901-1908)		光緒元寶	Y-238	LM-345NF
	 	 PCGS-Genuine	Cleaning-VF	Details	 VF	 ¥10,000
	7180	 四川省	Szechuan　光緒元寶	7銭2分	ND(1901-1908)	Y238,		四川銀幣	民国元年(1912)	Y456.	
	 	 2枚組	2pcs	Lot	返品不可		No	Returns	 VF	 ¥6,000
	7181	 四川省	Szechuan　7銭2分銀貨	1Dollar	ND(1909-1911)	宣統元寶		Y-243.1	LM352
	 	 PCGS-Genuine	Quest.Color-VF	Details		 VF+	 ¥10,000
	7182	 四川省	Szechuan　四川軍政府五角銀貨	50Cents	民國元年(1912)	Y455	 AU	 ¥10,000
	7183	 雲南省	Yunnan　貮角銀幣	民國21年(1932)	Y491	(EF),	貮角銀幣	民國38年(1849)	Y493	(VF),	光緒元寶	3銭6分
	 	 ND(1908)	Y253	(VF),	宣統元寶	3銭6分	ND(1909-1911)	Y259	(VF),	軍務院撫軍長唐	3銭6分	ND(1917)	Y479
	 	 	(VF),	半圓銀圓	3銭6分	民国21年(1932)	Y492	(F).	6枚組	6pcs	Lot		返品不可		No	Returns		 	 ¥10,000

	7184	 雲南省	Yunnan　大清銅幣	20文	｢滇｣	Y-11v.1			表面6時に平金破損の傷あり		返品不可		No	Returns
	 	 	 	 ーEF	 ¥10,000
	7185	 福建銀幣廠造一錢四分四釐	､	中華癸亥一錢四分四釐	､民國十六年總理貮角､東三省宣統一錢四分四釐	4枚ロット	4pcs
	 	 返品不可	 	 UNC	 ¥1,000

	7186	 湖北光緒7分2釐	ND(1909)	Y129(UNC),		民國15年龍鳳壹角	Y334(EF+)		2枚ロット	2pcs	返品不可	 ¥1,000
	中華民国  Republic of China
7187	 黎元洪	開国紀念幣	壹圓銀貨	ND(1912)	無帽	Y321	 VF	 ¥15,000
	7188	 開國記念幣壹圓	ND(1912)	Y318var	4枚組	4pcs	返品不可	 VF〜EF	 ¥10,000
	7189	 孫文	開国紀念幣	壹圓銀貨	ND(1927)	Y318a.1	(VF),	孫文	ジャンク	壹圓銀貨	民国23年
	 	 (1934)	Y345	(EF).	2枚組	2pcs	Lot		返品不可	No	Returns	 	 ¥3,000

7180

7184
7185

7176

7186
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	7190	 壹圓銀貨	1Dollar	民國8年(1919)	Y329.6	 EF	 ¥6,000
	7191	 壹圓銀貨	1Dollar	民國23年(1934)	ジャンク	Y345	2枚組	返品不可	 EF	 ¥10,000
	7192	 民國15年龍鳳貳角	(EF),	壹角	(UNC).	2枚組		返品不可	No	Returns	 	 ¥10,000
	7193	 壹分	銅幣	民國28年(1939)	布図の下｢桂｣の文字あり	Y347.1	 EF	 ¥20,000

	7195	 青島	Kiau	Chau　5セント白銅貨	5Cent	1909	ドイツ帝国海軍紋章	KM1	 ーEF	 ¥8,000
	7196	 青島	Kiau	Chau　10セント白銅貨	10Cent	1909	ドイツ帝国海軍紋章	KM2	 UNC	 ¥18,000
 中華人民共和国  People's Republic of China　
7197	 1981,1987混年7種セット		 	 UNC	 ¥300
	7198	 1981	上海造幣局製	ミントセット	7枚組		KM-PS7	 P/L	FDC	 ¥3,000

	7199	 1981	上海造幣局製	ミントセット	7枚組		KM-PS7	 PF	FDC	 ¥50,000

	7194	 孫文追悼記念	孫文廟	黄銅メダル	孫中山先生安葬紀念	中華民国18年3月12日
	 	 76mm	157.69gm	製作番号:9131	 	 EF	 ¥20,000

7193

7194

7195 7196

7199（縮小）
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	7200	 1983	上海造幣局製	ミントセット	7枚組		KM-PS11	 PF	FDC	 ¥10,000

	7201	 5元銀貨	5Yuan	1983	KM77	NGC-PF68ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥8,000

	7202	 1995年	発明,発見シリーズ	5元銀貨	5種セット	KM735-739　オリジナルケース付	保証書なし
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥15,000

	7203	 10元銀貨	1998	媽祖		 	 Proof	FDC	 ¥4,000
	7204	 25元	パンダ	1991	バイメタル	1/4oz	Gold		ケース,保証書付	 Proof	FDC	 ¥25,000

7200（縮小）

7201

7203

7202
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	7205	 1990年	第11回アジア大会記念	KM-PSA32	金､銀貨5枚セット
	 	 100元金貨	KM267,	10元銀貨	KM240〜243.	オリジナルケース付	保証書無し	 Proof	FDC	 ¥40,000

台湾 TAIWAN　
	7206	 2000圓金貨	2000Yuan	1966	Fr17	Y544	蒋介石総統生誕80年記念		NGC-MS64
	 	 	 	 UNC	 ¥200,000

 銀　錠
7207	 鞍型銀錠	潘裕興號匯號紋銀	175.67gm		返品不可	No	Returns	 EF	 ¥25,000
	7208	 順寧縣衛		99.50gm		返品不可	No	Returns	 EF	 ¥20,000
	7209	 馬蹄銀		福	35.82gm		返品不可	No	Returns	 EF	 ¥3,000
	7210	 馬蹄銀		福	71.67gm		返品不可	No	Returns	 EF	 ¥6,000

7206

7205

7207
7208

7209

7210
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	7211	 馬蹄銀		福	143.20gm		返品不可	No	Returns	 EF	 ¥12,000
	7212	 馬蹄銀		福禄壽囍　	363.51gm		返品不可	No	Returns	 EF	 ¥30,000
	7213	 大清	乾隆		元宝		227.56gm		返品不可	No	Returns	 VF	 ¥10,000
	7214	 鞍型銀錠	李元盛號公議紋銀	公議紋銀	170.23gm		返品不可	No	Returns	 VF	 ¥50,000
	7215	 鞍型銀錠	范鎔豊號淮號紋銀	官公估周陳看	179.88gm		返品不可	No	Returns	 EF	 ¥50,000

	7216	 精銀拾両	嘉隆年造	舟形銀		382.07gm		返品不可	No	Returns	 VF	 ¥60,000
	7217	 鶏型分銅	14個組		返品不可	No	Returns	 VF〜EF	 ¥45,000
	7218	 鞍型銀錠	陳元昌號正月紋銀	公估童看訖	(空白)	184.82gm		返品不可	No	Returns	 EF	 ¥25,000
	7219	 永福楼	永福楼		349.33gm		返品不可	No	Returns	 VF	 ¥30,000

7211 7212 7213
7215

7214

7216
7218

7219

7217（縮小）
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 紙　幣　
7220	 海南銀行	貮角	民國38年,	伍分	民國38年,	城西北西高荘	聚興號	壹角	(2枚),	晋察冀邊區銀行	拾圓	1943.	
	 	 5枚組	5pcs	Lot	返品不可	No	Returns	 EF	 ¥3,000

	7221	 廣東省銀行兌換券	壹圓	民国7年	1918	赤字加刷｢省立｣	(F),	伍圓	民国7年	1918	黒字加刷｢省立｣	(EF).		
	 	 返品不可	No	Returns	 	 	 ¥1,500
	7222	 交通銀行	伍圓	民国3年	上海	機関車	(F),	伍圓	民国3年	天津	機関車	(-VF),	伍圓	民国24年	1935	ジャンク	(VF),
	 	 伍圓	民国24年	1935	ジャンク	(UNC),	伍圓	民国30年	1941	汽船	(UNC),	拾圓	民國3年	上海	(UNC).	
	 	 6枚組	6pcs	Lot		返品不可	No	Returns		 	 ¥5,000

	7223	 中國聯合準備銀行		伍圓	民国27年	(UNC),	壹百圓	民国27年	(F),	百圓	(F),	中央儲備銀行	伍百圓	民國32年	1943	(UNC),	
	 	 吉林楡樹聴大弓棚子	福和公	拾角	(EF),	朝鮮銀行券	百圓	(VF).	6枚組	6pcs	Lot		返品不可	No	Returns	 ¥3,000
	7224	 中央銀行	壹仟圓	民國34年	(破れありF),	伍圓民國15年	1926	福建	(F),	中國銀行	伍圓	民國15年	1926	(F),	
	 	 拾圓	民國23年	1934	(-EF).	4枚組	4pcs	Lot		返品不可	No	Returns	 	 ¥3,000

7221

7223（縮小）
7224（縮小）

7220
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	7225	 交通銀行	拾圓	民國3年	厦門	 	 F	 ¥1,000

	7226	 交通銀行	壹百圓	民國3年	上海	 	 EF	 ¥1,500

	7227	 中國銀行	壹圓	民國7年	 	 F+	 ¥3,000

	7228	 中央銀行	伍拾圓	民國25年	5連番	A/X333627L〜333631L		返品不可	No	Returns	 UNC	 ¥6,000
	7229	 中央銀行	壹圓	民國25年		5連番	580055N/B〜580059N/B		返品不可	No	Returns	 UNC	 ¥4,000

7225

7226

7227

7228
7229
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	7230	 中央銀行	紙幣	69枚組		返品不可	No	Returns	 F〜UNC	 ¥20,000
	7231	 紙幣　中國､満洲国､朝鮮	21種		返品不可	No	Returns	 Poor〜EF+	 ¥3,000
	7232	 紙幣　中國人民銀行	壹角,貮角,伍角	4枚綴	4pcs	Uncut	Notes	 UNC	 ¥1,000

	セイロン CEYLON
	 	 	 	

	7233	 ヴィクトリア	Victoria(1937-1901)　10セント銀貨	10Cent	1894	KM94	 FDC	 ¥3,000

 コロンビア COLOMBIA
	 	 	 	

	7234	 カルロス4世	Carlos	IV	(1788-1808)　8エスクード金貨	8Escudos	1806(P)	KM66.1	Fr52	 VF+	 ¥180,000
	7235	 16ペソ金貨	16Pesos	1846	KM94.2	Fr75	 EF	 ¥180,000
	7236	 5ペソ金貨	5Peso	1924	KM201.1	Fr113	 VF	 ¥30,000
	7237	 5センテシモ銀貨	1878	KM153	(F),	50センテシモ銀貨	1892	KM187.2	2pcs	(VF,EF.),	50センテシモ銀貨	1934
	 	 	KM274	2pcs	(VF,-VF.)		5枚組	5pcs	Lot		返品不可	No	Returns	 	 ¥2,500

 コスタリカ COSTA RICA	 	 	 	

	7238	 25センタヴォ銀貨	25Centavos	1886	KM127.1,	50センタヴォ銀貨	50Centavos	1880	KM124		2枚組	2pcs	Lot	
	 	 返品不可	No	Returns	 VF	 ¥2,000

7230（縮小）

7233

7234 7235

7238
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	7239	 2コロン銀貨	1970	KM190,5コロン銀貨	1970	KM191(2pcs),	300コロン銀貨	1981	KM207,	
	 	 10コロン銀貨	1970	KM192.	5枚組	5pcs	Lot	返品不可	No	Returns	 Proof	FDC	 ¥3,000

 キューバ　CUBA	 	 	 	

	7240	 2ペソ金貨	2Pesos	1916	Fr6	KM17	ホセ･マルティ像	 EF	 ¥20,000
	7241	 5ペソ金貨	5Pesos	1916	Fr4	KM19	ホセ･マルティ像	 EF	 ¥40,000
	7242	 10ペソ金貨	10Pesos	1916	Fr3	KM20	ホセ･マルティ像	 EF	 ¥85,000
	7243	 20ペソ金貨	20Pesos	1915	Fr1	KM21	ホセ･マルティ像	 EF	 ¥140,000

 チェコスロバキア　CZECHOSLOVAKIA	 	 		

	7244	 銅製メダル	1878	鉄道開通記念	 	 AU/UNC	 ¥9,000
	7245	 1ダカット金貨	1Ducat	1926	聖ヴェンセラス	St.Wencelas		Fr2	KM8	 UNC	 ¥30,000

 ダホメ　DAHOMEY	 	

	7246	 1970	プルーフセット	100,200,500,1000フラン銀貨		4種組	4pcs	Proof	Set	 Proof	FDC	 ¥12,000

 デンマーク領西インド　DANISH WEST INDIES

 	 	 	

 クリスチャン9世(1863-1906)
7247	 4ダルダー金貨/20フラン金貨	1904		Fr2	KM72	 UNC	 ¥80,000

7239

7240

7241

7242
7243

7244

7245

7247
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	7248	 10ダルダー金貨/50フラン金貨	1904		Fr1	KM73
	 	 西インド諸島の特産物､船に積まれた荷､	櫂を持つ女神の裸像が描かれた美しいデザインです｡	 EF	 ¥430,000

	7249	 4ドル金貨	4Dollar	1905	Fr2	KM72	NGC-MS64	 UNC+	 ¥100,000

 デンマーク DENMARK	 	 	 	

	クリスティアン9世 Chrisitian IX (1863-1906)
7250	 2リクスダラー銀貨	2Rigsdaler	1863	Dav78	KM770	新王即位記念及び前王追悼記念	PCGS-MS62
	 	 	 	 Proof	UNC	 ¥135,000

7248

（×1.5）（×1.5）

7249

（×1.5）（×1.5）

7250

（×1.5）（×1.5）
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	7251	 2リクスダラー銀貨	2Rigsdaler	1863(HC-RH/FK)	Dav78	KM770	洗いあり	Cleaned	 EF	 ¥20,000
	7252	 クリスチャン10世	Christian	X(1912-1914)	 20クローナ金貨	20Kronor	1914	Fr299	KM817.1
	 	 	 	 AU/UNC	 ¥40,000

 ダンチッヒ DANZIG	 	 	 	

	7253	 25グルデン金貨		25Gulden		1930		KM150	Fr44		NGC-MS65			 UNC	 ¥180,000
	7254	 25グルデン金貨		25Gulden		1930		KM150	Fr44		NGC-MS64		スラブ破損有り	 UNC	 ¥175,000

 ドミニカ共和国 DOMINICAN REPUBLIC 	 		

	7255	 30ペソ金貨	30Pesos	1955	Fr1	KM55	トルヒーヨ政権25年記念	 EF+	 ¥145,000

 エクアドル ECUADOR	 	 	 	

	7256	 2スクレ銀貨	2Sucres	1944(Mo)	KM80,5スクレ銀貨	5Sukres	1943(Mo)	KM79	X2,	5スクレ銀貨	5Sukres	1944(Mo)
	 	 KM79X2,合計5枚		 	 VF〜EF	 ¥3,000

 エジプト EGYPT	 	 	 	

	7257	 共和制(1952-)　1ポンド金貨	1Pound	1955	Fr40	KM387	革命3周年記念	 EF+	 ¥48,000
	7258	 共和制(1952-)　1ポンド金貨	1Pound	1955	Fr40	KM387	革命3周年記念	 AU	 ¥48,000

 エリトリア ERITREA	 	 	 	

	7259	 ウンベルト1世	Umberto	I	(1899-1900)	5レイス銀貨	5Lire	1891	Dqv27	KM4	エッジ当たりあり	Edge	Bump
	 	 	 	 ーEF	 ¥55,000

7251
7252

7253 7254

7255

7257 7258

7259
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 エチオピア ETHIOPIA	 	 	 	

	7260	 ハイレ･シェラシィ(1930-36.41-74)　20ドル金貨	20Dollars	1966	Fr33	KM39	復位25年記念
	 	 	 	 Proof	EF	 ¥30,000

 赤道ギニア EQATORIAL GUINEA	 	 		

	7261	 首都ローマ100年記念	1970年	8種揃いプルーフセット	銀貨4種	150ペセタ	30gm	999Fine	KM14〜17,	
	 	 金貨4種	750ペセタ	10.5gm	.900Fine	KM26〜29	 Proof	FDC	 ¥170,000

 フィジー　FIJI	 	 	 	

	7262	 キャプテン	アメリカ			1ドル銀貨6種セット	オリジナルケース付	3000セット限定		 Proof	FDC	 ¥30,000

7260

7261（縮小）

7262（縮小）
（オリジナルケース）
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 フランス　FRANCE	 	 	 	

 ヴァロア朝  House of Valois (1328-1498)
7263	 ジャン2世善良王	Jean	II	Le	Bon	(1350-1364)		ムートンドール金貨	AV	Mouton	D'or	ND	Fr280		NGC	MS62
	 	 	 	 EF	 ¥325,000

	7264	 シャルル5世	Charles	V	(1364-1380)		フランカピエ金貨	AV	Franc	a	Pied	ND	Fr284		NGC	MS64
	 	 	 			 EF+	 ¥350,000

	7265	 フィリップ6世	(1328-1350)		エキュドール金貨	AV	Ecu	D'or	ND	Fr270		PCGS	MS63
	 	 	 	 AU/UNC	 ¥325,000
	7266	 シャルル6世	(1380-1422)		エキュドール金貨	AV	Ecu	D'or	ND	Fr291		NGC	MS63	 UNC	 ¥140,000

7263

（×1.5）（×1.5）

7264

（×1.5）（×1.5）

7265
7266
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	7267	 シャルル6世	Charles	VI(1380-1422)		エキュドール金貨	AV	Ecu	D'or	ND	Fr291		NGC	MS62
	 	 	 	 EF	 ¥100,000
	7268	 シャルル6世	Charles	VI(1380-1422)			エキュドール金貨	Ecu	D'or	N.D.		Fr291	エッヂマウント痕	Mounted
	 	 	 	 VF+	 ¥38,000

	7269	 ルイ13世	Louis	XIII	(1610-1643)	 1/2エキュー銀貨	1/2Ecu	1643(A)	KM135.1	Gad50	未使用状態は希少
	 	 NGC-MS63	 	 UNC	 ¥230,000

 ルイ14世 Louis XIIII (1643-1715)
7270	 エキュー銀貨	Ecu	1665(9)	ルアン鋳	Mint:Rennes	青年像	Gad205	Dav3802A	KM214.4
	 	 	 	 Toned	VF	 ¥58,000

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：７月 27 日（木）必着
FAX 入札締切日：７月 27 日（木）午後６時到着分まで

郵便入札（Mail  Bid）でご参加の方は…

ご送付先：〒 182 － 0026　東京都調布市小島町１－ 21 －６　アジャンタ調布 403 号
FAX：042 － 484 － 6916　書信館出版（株）　

7267

7268

7270

7269

（×1.5）（×1.5）
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	7271	 エキュー銀貨	Ecu	1648(B)	ルアン鋳	Mint:Rouen	少年像	長髪タイプ	Loung	Curl
	 	 Gad3799	Dav3799	KM155.2		 	 Toned	EF+	 ¥110,000

	7272	 1/2エキュー銀貨	1/2Ecu	1644(A)	KM163.1	Gad168	未使用状態は希少	PCGS-MS63	 UNC	 ¥200,000
	7273	 1/2エキュー銀貨	Demi	Ecu	1693	再刻印貨	ミントマーク不明	Gad185	KM295		PCGS	MS62
	 	 	 	 AU/UNC	 ¥70,000

	7274	 エキュー銀貨	Ecu	aux	8L	Type	II		170?(9)		レンヌ鋳	Mint:Rennes	老年像
	 	 裏面:8Lと百合	タイプ2	Gad224	Dav1320	KM360.1	再打刻
	 	 再打刻とは当時流通していたエキュー銀貨をそのまま平金(台)にして製造されたコインのことであり､再鋳とは全く意味
	 	 合いが違います｡この現品は台となったエキュー銀貨がほぼ正位置に置かれて再打刻がなされ､流通の痕跡も殆どありま
	 	 せん｡そのため表裏共に新しいデザインが鮮明に打刻され､台となったエキュー銀貨の痕跡が好ましく判別できる非常に
	 	 良好な状態です｡製作の良さから初年号の1704年と思われます｡	 Toned	P/L	EF+	 ¥80,000

7272 7273

7274

7271

（×1.5）（×1.5）
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 ルイ16世 Louis XVI (1774-1792)
7275	 ルイドール金貨	Louis	D'or	1776(A)	Fr471	KM567.1
	 	 即位直後の青年像を描いた希少タイプ｡	表裏にアジャストマークがありますが､このタイプとしては良好な状態です｡
	 	 	 	 VF+/EF	 ¥550,000

	7276	 ルイドール金貨	LouisD'or		1790(R	)	オルレアン鋳	発行枚数6819枚	Gad361	KM591.13	 VF	 ¥40,000
	7277	 1エキュー銀貨	1Ecu	1791(A)	Dav1333	KM564.1	PCGS-AU50	 AU/UNC	 ¥60,000

 第1共和制(1792-1804)
7278	 2ソル銅貨	2Soles	1793(B)	KM621.3	革命政府発行	希少な状態	NGC-MS63BN	 UNC	 ¥75,000
	7279	 5デシメ銅貨	5Decime	AN2	1793	Maz261	希少品	NGC-MS63RB	 UNC	 ¥55,000

	7280	 20フラン金貨	20Francs	AN12(A)	Fr480	KM651	ボナパルト第一執政
	 	 ナポレオン1世の肖像が描かれた最初の金貨です	 F	 ¥34,000

7275

（×1.5）（×1.5）

7276

7277

7278 7279

7280
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	7281	 エキュー･6リーブル片面打ち鉛製試作貨	Ecu･6Livres	uniface	in	Lead	ND(1792-93)
	 	 ルイ16世処刑直後の製造と推定されます	希少品	 EF	 ¥65,000
 ナポレオン第一執政 Napoleon Premier Consu
7282	 　40フラン金貨	40Francs	ANXI	Gad1080	Fr479	KM652	平金破損あり	 VF+	 ¥60,000

 ナポレオン1世 Napoleon I (1804-1814.1815)	
7283	 ナポレオン1世銅メダル	1807	Bronze	Medal	1807	ニースからローマへの道	Route	from	Nice	to	Rome
	 	 NGC-Medal	MS64BN	 	 UNC+	 ¥40,000
	7284	 20フラン金貨	20Francs	AN12(A)	ボナパルト第一執政	Fr480	KM651	 VF	 ¥37,000

	7285	 40フラン金貨	40Francs	AN11(A)	ボナパルト第一執政	Fr479	KM652		 VF	 ¥48,000
	7286	 40フラン金貨	40Francs	AN13(A)	Gad1081	Fr481	KM664.1	 UNC	 ¥400,000
	7287	 40フラン金貨	40Francs	1806(U･トリノ)	Fr482	KM675.5	希少ミント	 F	 ¥125,000

次回 第 45 回日本コインオークション開催のお知らせ

2017 年 12 月 10 日（日）
場所：東京駅前・丸ビル７階「丸ビルホール」

８月末日までご出品受付中！
（予定数に達し次第締切とさせて頂きます）

7281

7282

7283

7284

7285 7286 7287
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	7288	 5フラン銀貨	5Francs	AN13(A)	Dav83	KM662.1	 AU/UNC	 ¥250,000

	7289	 5フラン銀貨	5Francs	1809(B)	ルアンミント	Dav85	KM694.2	 Toned	EF+	 ¥40,000
	7290	 5フラン銀貨	5Francs	1811(A)	Dav85	KM694.1
	 	 肖像にバッグマークがありますが､流通の痕跡は少ない良好な状態です	 EF+/UNC	 ¥40,000

	7291	 1フラン銀貨	1Francs	AN12(A)	Gad442	KM656.1		NGC	MS63	 Toned	UNC	 ¥100,000
	7292	 1フラン銀貨	1Francs	AN13(A)	Gad442	KM656.1		NGC	MS62	 Toned	AU	 ¥65,000

	7293	 20フラン金貨	20Francs	1815(A)
	 	 百日天下	The	Hundred	Days		Gad1025a	Fr522	KM705.1	PCGS	AU50	 VF	 ¥40,000

7289 7290

7293

7291 7292

7288

（×1.5）（×1.5）
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	7294	 5フラン銀貨	5Francs	1815(I)	リモージュミント	百日天下	The	Hundred	Days	Gad595	KM704.1	
	 	 	 	 F+	 ¥55,000
	7295	 銅製メダル	Br	Medal	1805	Br471	モンブラン鉱業学校記念	 AU/UNC	 ¥30,000

	7296	 銅製メダル	Br	Medal	1807	Br688	シンプロン峠踏破記念	 UNC	 ¥30,000
	7297	 銀製メダル	Silver	Medal	1808	Br767	帝妃ジョセフィーヌの連れ子オルタンス/芸術品	 EF+/AU	 ¥25,000
	7298	 メダル2枚組(銀製･銅製)	1808	Br767	帝妃ジョセフィーヌの連れ子オルタンス/芸術品	 EF+/AU	 ¥40,000

	7299	 銅製メダル	Br	Medal	1808	Br768	帝妃ジョセフィーヌ像/卑賎者への施し	 AU/UNC	 ¥22,000
	7300	 銅製メダル	Silver	Medal	1808	Br770	妹ポーリーヌ･ボナパルト/ギリシャ神話の3美神	 EF	 ¥25,000

	7303	 メダル2枚組(銅製･鉛製)	1808	Br772	妹カロリーヌ･ボナパルト/人頭牛と女神	 AU/UNC	 ¥40,000

	7301	 銀製メダル	Silver	Medal	1808	Br770	妹ポーリーヌ･ボナパルト/ギリシャ神話の3美神	 EF+	 ¥30,000
	7302	 銀製メダル	Silver	Medal	1808	Br770	妹ポーリーヌ･ボナパルト/ギリシャ神話の3美神	 EF+	 ¥30,000

7294

7296

7295

7297

7298

7299
7300

7301 7302

7303
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	7304	 銀製メダル	Silver	Medal	1808	Br775	妹エリーズ･ボナパルト/女神像	ルッカ公記念	 AU/UNC	 ¥35,000
	7305	 銀製メダル	Silver	Medal	1808	Br775	妹エリーズ･ボナパルト/女神像	ルッカ公記念	 EF	 ¥30,000
	7306	 銅製メダル	Br	Medal	1810	Br952	マリー･ルイーズとの再婚記念	 UNC	 ¥18,000

	7307	 銀製メダル	Silver	Medal	1810	マリー･ルイーズとの再婚記念	 VF+	 ¥23,000
	7308	 銅製メダル	Br	Medal	1813	Br1303	皇妃マリー･ルイーズのメダル工廠訪問記念	希少品	 UNC	 ¥20,000
	7309	 銅製メダル	1840	Br1988	ナポレオン1世の棺のフランス帰還記念	 VF	 ¥13,000

	7310	 黄銅メダル	Brass	Medal	ND(1850年頃)	 EF	 ¥2,500
 ナポレオン2世 Napoleon II (1815)	
7311	 10サンチーム試作銅貨	10Centimes	Essai		1816	KM-XE9		Maz-642	PCGS-SP61BN
	 	 肖像に傷あり	Scratch	on	face	 	 EF	 ¥15,000
 ルイ18世(1814.15-24)　
7312	 5フラン銀貨	5Francs	1823(K)	Dav87	KM711.7	希少な状態	NGC-MS63	 UNC	 ¥80,000

 シャルル10世(1824-30)　
7313	 5フラン銀貨	5Francs	1830	Gad648b	シャルル10世とスペイン王女イザベラのパリ造幣局訪問記念
	 	 発行枚数197枚の希少品	 	 EF	 ¥65,000
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 ルイ･フィリップ1世 Louis Philippe I (1830-48)	
7314	 5フラン銀貨	1834(W)	KM749.13	NGC-MS63	 UNC	 ¥42,000
	7315	 1/2フラン銀貨	表面影打	Brockage	ND	 Toned	VF	 ¥3,000
	7316	 銅製メダル	1837	ヴェルサイユ宮殿美術館開設記念	 AU/UNC	 ¥6,000
 第2共和制 Second Republic(1848-52)
7317	 20フラン金貨	20Francs	1851(A)	セレス像	Fr567	KM762	 VF	 ¥25,000

	7318	 20フラン金貨2枚組	20Francs	1851(A)×2		Fr566	KM762	セレス	返品不可	 VF	 ¥48,000
	7319	 20フラン金貨2枚組	20Francs	1851(A)×2		Fr566	KM762	セレス	返品不可	 VF	 ¥48,000

	7320	 ルイ･ナポレオン	Louis-Napoleon	 5フラン銀貨	5Francs	1852(A)	BARRE	DAV94	Gad726	KM773.1
	 	 NGC-MS64	 	 UNC+	 ¥160,000
 ナポレオン3世 Napoleon III (1852-1870)　
7321	 10サンチーム銅貨	10Centimes	1856(A)	無冠	Plain	Head	Gad248	KM771.1		NGC	MS64RB	
	 	 	 	 FDC	 ¥20,000
	7322	 20サンチーム銀貨	20Centimes	1867(BB)	Gad309	KM814.2		NGC	MS66	 Toned	UNC+	 ¥15,000
	7323	 20フラン金貨	20Francs	1860(A)	無冠	Fr573	KM781.1	 VF	 ¥25,000
	7324	 50フラン金貨	50Francs	1855(A)	無冠	Fr571	KM785.1		 VF+	 ¥63,000

	7325	 50フラン金貨	50Francs	1857(A)	無冠	Fr571	KM785.1		NGC	MS64	 UNC	 ¥200,000
	7326	 50フラン金貨	50Francs	1859(A)	無冠	Gad1111	Fr571	KM785.1	PCGS-AU58	 EF+	 ¥60,000
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	7327	 100フラン金貨	100Francs	1857(A)	Gad1135	Fr569	KM786.1	PCGS-AU55		 ーEF	 ¥135,000
	7328	 20フラン金貨	20Francs	1863	(BB)	KM801.1	Fr583	NGC-AU55	 ーEF	 ¥23,000
	7329	 20フラン金貨	20Francs	1867(A)	有冠	Fr574	KM801.1	 VF	 ¥25,000

	7331	 5フラン銀メダル		Silver	Medal	1870	ドイツの終焉	FINIS	GERMANIE	 EF	 ¥18,000
	7332	 100フラン金貨	100Francs	1857(A)	Fr569	KM786.1	無冠像	 裏面に少平金破損あり	VF+	 ¥150,000

	7333	 100フラン金貨	100Francs	1859(A)	Fr569	KM786.1	無冠像	 EF	 ¥160,000
	7334	 100フラン金貨	100Francs	1862(A)	Fr580	KM802.1	月桂冠像	 ーEF	 ¥220,000

	7335	 100フラン金貨	100Francs	1864(A)	Fr580	KM802.1	月桂冠像	 EF	 ¥240,000
	7336	 100フラン金貨	100Francs	1866(A)	Fr580	KM802.1	月桂冠像	 EF	 ¥240,000

	7330	 50フラン金貨	50Francs	1862(A)	有冠	Fr582	KM804.1		PCGS	MS63	 UNC	 ¥150,000
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	7337	 10フラン金貨2枚組(1868･A	KM800.1､1868･BB	KM800.2)Lot	of	2coins	返品不可	 ーEF/VF	 ¥35,000
	7338	 1867年パリ万国博覧会記念メダル	銅製金ギルト	Divo544	スクラッチ､剥離あり	返品不可	 EF	 ¥18,000

 第3共和政 Third Republic (1871-1940)	 	
7339	 100フラン金貨	100Francs	1899(A)	エンゼル	Gad1137	Fr590	KM832	PCGS-AU58	 EF+	 ¥150,000
	7340	 100フラン金貨	100Francs	1908(A)	エンゼル	Fr590	KM858	 ーEF	 ¥150,000

	7341	 50フラン金貨	50Francs	1904(A)	エンゼル立像	Fr591	KM831	NGC-MS63	 AU/UNC	 ¥140,000
	7342	 50フラン金貨	50Francs	1904(A)	エンゼル立像	Fr591	KM831	希少品	 AU/UNC	 ¥140,000

	7343	 50フラン金貨	50Francs	1904(A)	エンゼル	Fr591	KM831	希少品	 AU/UNC	 ¥160,000
	7344	 50フラン金貨	50Francs	1904(A)	エンゼル	Fr591	KM831	希少品	 AU/UNC	 ¥160,000
	7345	 20フラン金貨	20Francs	1898(A)	エンゼル立像	Fr592	KM825	 EF	 ¥25,000

	7346	 20フラン金貨	20Francs	1910	ルースター	Fr596a	KM857	 UNC	 ¥25,000
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	7347	 20フラン金貨	20Francs	1910	ルースター	KM857	Fr596a	NGC	MS65	 FDC	 ¥26,000
	7348	 20フラン金貨	20Francs	1914	ルースター	KM857	Fr596a	 UNC	 ¥23,000
	7349	 10フラン金貨	10Francs	1907	ルースター	Gad1017	Fr597	KM857	NGC-AU58	 EF+	 ¥15,000
	7350	 国際貨幣会議記念	銀メダル	Silver	Medal	1900	 AU	 ¥15,000
	7351	 100フラン金貨	AV	100Francs	1936	ウイングヘッド	Wing	Head
	 	 Fr598	KM880		NGC	PF61	 	 Proof	AU	 ¥275,000

 第5共和制 Fifth Republic(1959-)
7352	 1フラン金貨	1Franc	2001	Fr750	KM1290a
	 	 	｢フランス･フラン｣の額面で発行された最後の金貨です	 Matt	FDC	 ¥90,000
	7353	 200ユーロ金貨(1oz)	200Euro	2011	KM1808	WWF創設50年記念	発行枚数500枚	 Proof	FDC	 ¥150,000

	7354	 100フラン金貨	100Francs	1985	エミール･ゾラ	Gad900	Fr600	KM957b	PCGS-PR67DCAM
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥65,000
	7355	 100フラン金貨	100Francs	1989	エンゼル	Gad904	KM970b	PCGS-PR68DCAM	 Proof	FDC	 ¥65,000
	7356	 100フランパラジウム貨	100Francs	Pd		1986	自由の女神像	Gad901Pd	Fr602b	KM960d	PCGS-PR69DCAM
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥42,000
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	7357	 100フランパラジウム貨	100Francs	Pd	1987	ラファイエット将軍	Gad902Pd	Fr604b	KM962d
	 	 PCGS-PR69DCAM	 	 Proof	FDC	 ¥42,000
	7358	 100フランパラジウム貨	100Francs	Pd	1988	セレス	Gad903b	Fr608	KM966d	PCGS-PR69DCAM
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥42,000
	7359	 100フランパラジウム貨	100Francs	Pd	1989	エンゼル	Gad904Pd	KM970d	PCGS-PR68DCAM
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥42,000

	7360	 500フラン金貨	500Francs	1997	ストックホルム市庁舎	Fr722	KM1194	PCGS-PR68DCAM
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥68,000
	7361	 500フラン金貨	500Francs	1996	ブリュッセル･グラン=プラス広場	Fr708	KM1143
	 	 PCGS-PR68DCAM	 	 Proof	FDC	 ¥68,000

 フランス領インドシナ FRENCH INDOCHINA	 	 		

	7362	 2サペック銅貨	2Sapeque	1898(A)	KM6	 VF	 ¥10,000
	7363	 1ピアストル銀貨8枚組	年号重複あり	返品不可	 VF	 ¥25,000
	7364	 1ピアストル銀貨10枚組	年号重複あり	返品不可	 VF	 ¥30,000

 フランス領ソマリーランド   FRENCH SOMALILAND	 	 		

	7365	 1フラン白銅試作貨	ESSAI	1Franc	1948	KM-E1	 AU/UNC	 ¥2,000

 レユニオン   REUNION	 	 	 	

	7366	 100フラン白銅試作貨	ESSAI	100Francs	1964	KM-E10	 AU/UNC	 ¥5,000
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 ドイツ GERMANY	 	 	 	

 アンハルト･デッサウ Anhalt Dessau
7367	 フリードリヒ2世(1904-18)	3マルク銀貨	3Mark	1914(A)	KM30	銀婚記念	NGC-MS63	 UNC	 ¥13,000
バーデン Baden 
7368	 フリードリヒ1世(1852-1907)	2マルク銀貨	2Mark	1906	KM276	金婚記念	NGC-MS64	
	 	 	 	 UNC/FDC	 ¥8,000

	7369	 フリードリヒ1世(1852-1907)	2マルク銀貨	2Mark	1907(G)	KM272	NGC-AU58	 AU/UNC	 ¥7,000
	7370	 フリードリッヒ2世	Friedrich	II(1907-1918)	20マルク金貨	20Mark	1911(G)	Fr3760	KM284
	 	 	 	 EF+	 ¥43,000

 バイエルン Bayern 
7371	 マクシミリアン1世	Maximikian	I	(1598-1651)		5ダカット金貨	5Ducats	1640	マクシミリアン1世立像/市風景
	 	 Fr196	KM269	エッヂマウントあり	Mounted	 F	 ¥180,000
	7372	 マクシミリアン･ヨーゼフ(1799-1825)	1ターレル銀貨	1Taler	1818	Dav553	KM708	新憲法制定記念
	 	 	 	 VF+	 ¥20,000

ルートヴィヒ1世 Ludwig I (1825-1848) 
	7373	 1ターレル銀貨	1Taler	1825	即位記念	Dav555	KM720
	 	 バイエルン記念貨シリーズの｢記念すべき｣最初の1枚です｡	磨きあり	Polished	 VF+	 ¥20,000
	7374	 1ターレル銀貨	1Taler	1830	Dav566	KM750	バイエルン人の王室への忠誠記念	 AU/UNC	 ¥90,000
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	7375	 1ターレル銀貨	1Taler	1835	Dav576	KM779	ドイツ最初の鉄道開通記念	 Proof	Like	UNC	 ¥100,000

 マクシミリアン2世 Maximilian II (1848-1864) 
7376	 1グルテン銀貨	1Gulden	1855	KM826	未使用状態は希少	 FDC	 ¥16,000
	7377	 2ターレル銀貨	2Taler	1851	Dav601	KM837	 Toned	EF		 ¥33,000
 ルートヴィヒ2世 Ludwig II (1864-1886) 
7378	 1ターレル銀貨	1Taler	N.D.(1865)	KM877	ツーリングあり	Tooling	 F+	 ¥3,000

	7379	 1グルテン銀貨	1Gulden	1871	KM884	未使用状態は希少	 UNC	 ¥25,000
ブラウンシュヴァイク･リューネブルク Braunschweig-Luneburg
	7380	 ゲオルク3世(イギリス王ジョージ3世･1760-1820)	1ターレル銀貨	1Taler	1768(IWS)	Dav2104	KM343
	 	 PCGS-AU55	 	 EF+	 ¥70,000
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 ブラウンシュヴァイク･ヴォルフェンビュッテル Braunschweig-Wolfenbuttel 
7381	 カール･ヴィルヘルム･フェルディナント(1780-1808)	1ターレル銀貨	1Taler	1789(MC)	Dav2172	KM1030
	 	 	 	 EF+	 ¥40,000
	7382	 ヴィルヘルム	Wilhelm	(1831-1884)	1ターレル銀貨	1Taler	1842	KM1131	 Good	 ¥1,000
 ブレーメン Bremen
7383	 2マルク銀貨	2Mark	1904(J)	KM250	 Toned	UNC	 ¥12,000
	7384	 2マルク銀貨	2Mark	1904(J)	KM250	都市紋章	NGC-MS65	 FDC	 ¥22,000

	ブラウンシュヴァイク･リューネブルグ･カレンベルク･ハノーファー Brunswick-Luneberg-Calenberg-Hannover
ゲオルク･ルートヴィヒ(ジョージ1世) George Ludwig(George I) (1698-1727)
7385	 16マリエングロッシェン銀貨	16MarienGroschen	1703(HB)	KM37	 Toned	EF		 ¥12,000
	7386	 2/3ターレル銀貨	2/3Taler	1711(HB)	KM48	 Toned	-EF	 ¥15,000

	7387	 1ターレル銀貨	1Taler	1714	ゾフィー(ジョージ1世の母)死去追悼記念	KM97	 Toned	-EF	 ¥45,000
	7388	 1ターレル銀貨	1Thaler	1722	D2075	KM133.2	 VF+	 ¥30,000

 ジョージ3世 George III(1760-1820)　
7389	 1/6ターレル銀貨	1/6Taler	1787(IWS)	KM389	 Toned	EF	 ¥7,000
	7390	 1/6ターレル銀貨	1/6Taler	1807(GM)	KM423	 Tone	EF+	 ¥18,000
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フランクフルト Frankfurt　
7391	 1ダカット金貨	1Ducat	1796	Fr1025	KM290	都市景観	エッジに製造時の不具合あり	 VF+	 ¥80,000
	7392	 2グルテン銀貨	2Gulden	1848	Dav644	KM338	ヨハン大公帝国摂政選出記念	 Proof	Like	EF+/AU	 ¥25,000
	7393	 2グルテン銀貨	2Gulden	1848	Dav644	KM338	ヨハン大公帝国摂政選出記念	 Proof	Like	EF+/AU	 ¥25,000

	7394	 2グルテン銀貨	2Gulden	1849	Dav646	KM343	ゲーテ生誕100年記念	発行枚数8500枚
	 	 	 	 Proof	Like	AU/UNC	 ¥28,000
	7395	 2グルテン銀貨	2Gulden	1855	Dav647	KM353	宗教和約300年記念	 Proof	Like	AU/UNC	 ¥24,000

	7396	 1グルテン銀貨	1Gulden	1861	KM358	都市紋章	未使用状態は希少	NGC-MS64	 FDC	 ¥28,000
	7397	 2ターレル銀貨	2Taler	1862	フランコニア像	Dav651	KM365	 EF	 ¥13,000

 ハンブルグ Hamburg　
7398	 2マルク銀貨	2Mark	1898(J)	特年	KM612	 UNC	 ¥28,000
	7399	 3マルク銀貨	3Mark	1909(J)	KM620	NGC-MS61	 AU/UNC	 ¥7,000
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 ハノーファー Hannover 
7400	 ゲオルグ5世	Georg	V	(1851-1866)	1ペニッヒ銅貨	1Pfennig	1861(B)		KM233	(UNC),	1862(B)	KM233	(-EF).	
	 	 2枚組	2pcs	Lot		返品不可	No	Returns	 	 ¥3,000
	7401	 エルンスト･アウグスト	Ernst	August	(1837-1851)	6ペニッヒ銀貨		6Pfennig	1848(B)	KM205	(UNC),	
	 	 1/2グロシェン銀貨	1/2Groschen	1858(B)	KM235	(UNC).	2枚組	2pcs	Lot	返品不可	No	Returns	 ¥4,000
	7402	 ジョージ3世	George	III	(1760-1820)	16グーテグロッシェン銀貨	16GuteGroschen	1820		KM121.2
	 	 	 	 Toned	EF		 ¥6,000
	7403	 ジョージ4世	George	IV	(1820-1830)	16グーテグロッシェン銀貨	16GuteGroschen	1821		KM127
	 	 	 	 Toned	EF	 ¥6,000
	7404	 ジョージ4世	George	IV	(1820-1830)	1/24ターレル銀貨	1/24Taler	1827(B)	KM141	 AU	 ¥2,000
	7405	 ウィリアム4世	Wilhelm	IV(1830-1837)	16グーテグロッシェン銀貨	16GuteGroschen	1831		KM127
	 	 洗いあり	Cleaned	 	 EF	 ¥4,000

	7406	 ウィリアム4世	Wilhelm	IV	(1830-1837)	2/3ターレル銀貨	2/3Taler	1833	KMカタログ未掲載
	 	 	 	 Toned	EF	 ¥8,000
 ヘッセン･ダルムスタド Hessen-Darmstadt 
	7407	 アーンスト･ルードヴィッヒ	Ernst	Ludwig	(1892-1918)	20マルク金貨	20Mark	1911(A)	Fr3795	KM374
	 	 	 	 EF	 ¥40,000

 レーベンベルク Loewenberg　
7408	 1ターレル銀貨	1Taler	1615	Dav5429	KM5	希少品	 VF+/EF	 ¥270,000
ニュールンベルク Nurnberg 　
	7409	 3ダカット金貨	3Ducats	1703		金の羊毛の羊		Fr1880		KM262	装飾使用品	Has	been	jewelry	
	 	 	 	 ーVF	 ¥350,000

	7410	 2ダカット金貨	2Ducats	1632	Fr1823	KM126	羊/都市紋章	希少品	エッジに僅かな試金痕あり
	 	 	 	 EF+	 ¥380,000
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	7411	 1ターレル銀貨	1Taler	1761	KM335	27.93gm		 VF	 ¥23,000
	7412	 金属博覧会記念銅メダル	ニュールンベルク市風景	Bronz	Medal			Erlanger164	 AU/UNC	 ¥8,000

 オルデンブルグ Oldenburg	
7413	 ニコラス･フリードリッヒ･ピーター	Nicolaus	Friedrich	Peter	(1853-1900)	1ターレル銀貨	1Thaler	1860(B)		
	 	 KM196	 	 VF	 ¥5,000
 プロイセン Preussen	
フリードリッヒ3世 Friedrich III(1888)
7414	 2マルク銀貨	2Mark	1888(A)	KM510	NGC-MS64	 FDC	 ¥13,000
	7415	 2マルク銀貨	2Mark	1888	KM510	 	 Toned	UNC	 ¥6,000

 ヴィルヘルム2世 Wilhelm II(1888-1918)	
7416	 5マルク銀貨	5Mark		1888	DAV788	KM513	エッヂ当たり	Edge	Bump	洗いあり	Cleaned	
	 	 	 	 Proof	EF	 ¥80,000
	7417	 3マルク銀貨	3Mark	1908(A)	KM527	初年号	プルーフ貨は希少	PCGS-PR63	 Proof	UNC/FDC	 ¥30,000

	7418	 3マルク銀貨	3Mark	1910(A)	KM530	ベルリン大学創設100年記念	NGC-AU58	 AU	 ¥7,000

7411

7413

7412

7414

7415

7416 7417

7418



－ 239 －

	7419	 2マルク銀貨	2Mark		1913	ナポレオン撃退記念	KM532	 UNC	 ¥3,000
	7420	 2マルク銀貨	3Mark		1913	ナポレオン撃退記念	KM534	 Proof	FDC	 ¥14,000
	7421	 銀メダル	Silver	Medal	ヴィルヘルム2世とビスマルクの和解記念	 EF+/AU	 ¥6,000
	7422	 フリードリッヒ･ウィルヘルム4世	Friedrich	Wilhelm	IV(1840-1861)	1ターレル銀貨	1Taler		1846(A)	KM445
	 	 エッヂ展示用の穴2か所	 	 ーF	 ¥1,000

 レーゲンスブルク Regensburg　
7423	 1ターレル銀貨	1Taler	1775	Dav2625	KM425	皇帝ヨーゼフ2世像/都市紋章	 VF+	 ¥45,000
 ロイス･ローベンシュタイン･エベルスドルフ Reuss-Lobenstein-Ebersdorf 
7424	 ハインリヒ72世	Heinrich	LXXII	(1824-1849)　2ターレル銀貨	2Thaler	1840(A)	KM5	洗いあり	Cleaned
	 	 	 	 P/L	UNC	 ¥200,000

	ロイス･オーベルクライツ Reuss-Obergreiz	
7425	 ハインリヒ20世	2ターレル銀貨	2Thaler	1844(A)	KM105	洗いあり	Cleaned	 EF+		 ¥100,000

	7426	 ハインリッヒ22世	Heinrich	XXII	(1859-1902)	1ターレル銀貨	1Thaler	1868(A)	KM120	 ーEF	 ¥12,000
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 ザクセン Sachsen　
7427	 1ターレル銀貨	1Taler	1678	ガーター勲章受勲選出記念	Dav7633	KM565
	 	 PCGS	Genuine	Repaired ーXF	Detail		修正あり	Repaired	 Toned	VF+	 ¥20,000

ザクセン･ゴータ･アルテンブルグ Sachsen-Gotha-Altenburg	
	7428	 フリードリッヒ3世	Friedrich	III(1732-1772)	1ダカット金貨	1Ducat	1755(LCK)	KM299	Fr2977
	 	 NGC-MS62	 	 EF	 ¥280,000
 ザクセン Sachsen	
7429	 ヨハン	Johann	(1854-1873)	1ターレル銀貨	1Taler	1861	KM1213	ツーリングあり	Tooling
	 	 	 	 VG	 ¥1,000
	7430	 アルベルト(1873-1902)	5マルク銀貨	1902(E)	Dav902	KM1256	死去追悼記念
	 	 NGC-MS64	 	 UNC/FDC	 ¥30,000

フリードリッヒ･アウグスト3世 Friedrich August III (1904-1918)	
	7431	 2マルク銀貨	2Mark	1909	KM1268	ライプツィヒ大学創設500年記念	NGC-MS64	 UNC	 ¥10,000

	7432	 3マルク銀貨	3Mark	1913(E)	KM1275	ライプツィヒの会戦戦勝100年記念	 Proof	AU	 ¥12,000
	7433	 2マルク銀貨	2Mark	1909(E)	ライプツィヒ大学500年記念	KM1268	 Toned	UNC	 ¥10,000
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 ザクセン･ワイマール Sachsen-Weimar 
7434	 ヴィルヘルム･エルンスト	Wilhelm	Ernst	(1901-1918)	2マルク銀貨	2Mark	1908	イエナ大学350年記念	KM219
	 	 	 	 FDC	 ¥13,000
シュヴァルツブルク･ゾンダースハウゼン Schwatzburg-Sondershausen 
	7435	 カール･ギュンター(1880-1909)	在位25年	記念2マルク銀貨2枚組(広縁タイプ	KM152	Proof	EF.細縁タイプ	KM153	Proof	-EF)
	 	 返品不可	 	 	 ¥20,000

	
	7436	 ギュンター･フリードリッヒ･カール2世	Gunter	Friedrich	Karl	II	(1835-1880)　2ターレル銀貨	2Thaler	1841(A)
	 	 	Dav920	KM140	洗いあり	Cleaned		 EF+	 ¥80,000
 シュバルツェンベルグ Schwarzenberg	
7437	 ファーディナンド･ウィルヘルム･エウセビウス	Ferdinand	Wilhelm	Ecsebius(1683-1703)	1ターレル銀貨	1Thaler	
	 	 1696(MIM)		DAV7702	KM17		 	 Tone	EF	 ¥65,000

ワイマール共和国 Weimar Republic	
	7438	 3マルク銀貨	3Mark	1927(A)	KM50	ブレーマーハーフェン100年記念	 AU/UNC	 ¥22,000
	7439	 3マルク銀貨	3Mark	1927(A)	KM52	ノルトハウゼン創建1000年記念	 Proof	UNC	 ¥40,000
	7440	 3マルク銀貨	3Mark	1929(F)	KM60	レッシング生誕200年記念	NGC-MS63	 UNC	 ¥10,000

	7441	 5マルク銀貨	5Mark		1929(A)	憲法10年記念	KM64	NGC-AU58	 EF	 ¥15,000
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	7442	 5マルク銀貨	5Mark	1929(A)	Dav971	KM64	憲法制定10年記念	 EF+	 ¥20,000
	7443	 3マルク銀貨	3Mark	1929(E)	KM65	マイセン市創建1000年記念	NGC-MS63	 UNC	 ¥12,000
	7444	 3マルク銀貨	3Mark	1930(A)	ツェペリン	Zepplin	KM67	磨きあり	Polished	 F	 ¥2,000
	7445	 3マルク銀貨	3Mark	1930(G)	ツェペリン	Zepplin	KM67		 VF	 ¥6,000

	7446	 3マルク銀貨	3Mark	1930(A)	KM70	ラインラント駐留軍撤収記念	NGC-MS64	 UNC+	 ¥13,000
	7447	 3マルク銀貨	3Mark	1930(D)	KM70	ラインラント駐留軍撤収記念	NGC-MS64	 UNC+	 ¥13,000

	7448	 3マルク銀貨	3Mark	1930(E)	KM70	ラインラント駐留軍撤収記念	希少ミント	 AU/UNC	 ¥18,000

	7450	 5マルク銀貨	5Mark	1932(E)	Dav996	KM56	通常貨	樫の木	 EF	 ¥20,000

	7449	 3マルク銀貨	3Mark	1932(A)	KM76	ゲーテ死去100年記念	NGC-MS64+	 UNC/FDC	 ¥20,000
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	7451	 3マルク銀貨4種組(KM62.63.70.76)	返品不可	 EF	 ¥20,000
	7452	 銀製メダル	1828	ツェッペリン飛行船アメリカ周航記念	ミュンヘン造幣局製	 Matt	Proof	UNC	 ¥20,000

ドイツ インフレコイン	
	7453	 10000マルク黄銅貨(金ギルト)	1923	J-N20a	ウェストファーレン州	 UNC	 ¥5,000
	7454	 0.20ゴールドマルク(アルミニウム)	1923	Funk644.1a	ベルドール市	直径98.4mm	重量100グラム
	 	 ヴェルサイユ条約の軛を断切る擬人化されたドイツ	希少品	 UNC	 ¥80,000
 ドイツ帝国  German Empire 	
ヴィルヘルム2世 Wilhelm II (1888-1918)	
7455	 1ペニッヒ銅貨	1Pfennig	1891(E	)	特年	KM10	 VF	 ¥2,000
	7456	 1ペニッヒ銅貨		1911(A)		KM10	(AU),	1/2マルク銀貨	1909(F)	KM17	(FDC),1914(A)	KM17	PCGS	MS64	(UNC),
	 	 1917(D)	KM17	(UNC),	1918(E)		KM17	(UNC).	5枚組	5pcs	Lot	返品不可	No	Returns		 	 ¥9,000
	7457	 1マルク銀貨	1905(D)	KM14	PCGS-MS63	(UNC+),	1マルク銀貨	1915(J)	KM14	(UNC).	2枚組	2pcs	Lot
	 	 返品不可	No	Returns	 	 	 ¥7,000

 第三帝国 Third Reich　
7458	 ワーグナー死去50年記念銅メダル	Wagner	Copper	Medal	N.D.(1933)	表:ルードヴィッヒ2世とワーグナー
	 	 裏:ノイシュバンシュタイン城	Kienast488	 UNC	 ¥18,000
	7459	 ベルリンオリンピック銀メダル	Berlin	Olympics	Silver	Medal	1936-Dated	NGC-MEDAL	MS65
	 	 	 	 Matt	Proof	FDC	 ¥18,000
	7460	 陶製メダル(陶貨)	1940年	帆船にカギ十字のマーク	表面:ノルウェー作戦の成果	裏面:我イギリスに向かう
	 	 50mm	 	 UNC	 ¥12,000
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	7461	 	ドイツ統一記念金メダル	Gold	Medal	1989	22.20gm	.900Fine	 Proof	FDC	 ¥80,000

 西ドイツ WEST GERMANY	 	 	 	

	7462	 5マルク銀貨	5Mark	1955(F)	KM114	シラー死去150年記念	 UNC	 ¥40,000
	7463	 10マルク銀貨3枚組	1972(F)	KM131×3	 AU/UNC	 ¥1,200
	7464	 記念貨各種(5マルク×34.10マルク×15)	返品不可	ロットの内容についてお電話ではお答えできません
	 	 	 	 EF〜Proof	 ¥25,000

 ドイツ領ニューギニア GERMAN NEW-GUINEA	 	 		

	7465	 10ペニッヒ銅貨	10Pfennig	1894(A)	極楽鳥	KM3	 Proof	UNC	 ¥30,000
	7466	 5マルク銀貨	5Mark	1894(A)		極楽鳥		KM7	エッヂ当たりあり	Edge	Bump	 Proof	EF	 ¥260,000

 ジブラルタル GIBRALTAR	 	 	 	

 ヴィクトリア Victoria (1837-1901)　
7467	 1/2クォート銅貨	1/2Quart	1842	KM1	 Proof	UNC	 ¥70,000
	7468	 1クォート銅貨	1Quart	1842	KM2	 	 Proof	UNC	 ¥60,000
	7469	 2クォート銅貨	2Quarts	1842	KM3		 Proof	UNC	 ¥65,000

 イギリス GREAT BRITAIN	 	 	 	

	7470	 エドワード1世	Edward	I	(懺悔王･1042-66)	 1ペニー銀貨	1Penny	ND	S1181	希少品	良好な状態
	 	 	 	 EF	 ¥80,000
	7471	 ヘンリー8世		Henry	VIII		(1509-1547)　エンゼル金貨	AV	Angel	(6Shilling	8Pence)
	 	 聖ミカエルの龍退治/帆船		Spink2265	Fr155		PCGS	AU55	 ーEF	 ¥360,000
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	7472	 エリザベス1世	Elizabeth	(1558-1603)　ハーフクラウン銀貨	1/2Crown	N.D.(1601)		S2583	
	 	 	 	 Toned	EF+	 ¥400,000

	7473	 ジェームス1世		James	I	(1603-1625)	ユナイト金貨	AV	Unite	ND	ジェームス2世第二肖像	Second	Bust
	 	 Fr234	Spink	2618		NGC	AU55	 	 ーEF	 ¥450,000
	7474	 チャールス1世		Charles	I	(1625-1649)　ユナイト金貨	AV	Unite	ND	MM:Portocullis
	 	 Fr246	Spink2692	KM153		NGC	AU58			 VF+	 ¥450,000

	7475	 チャールス2世	Charles	II	(1660-85)　5ギニー金貨	5Guineas	1684	Fr282	S3331	KM444.2
	 	 エレファント&キャッスル	希少タイプ	 VF	 ¥1,000,000
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	7476	 チャールス2世	Charles	II	(1660-85)　タッチピース	ND	Peck496	大天使ミカエル/帆船
	 	 当時の迷信で大天使ミカエルを描いたエンゼル金貨を身に着けていると疫病除けになるとされていました｡	しかし､庶
	 	 民や貧民は金貨を持つことが困難であったため､エンゼル金貨を模したこのタッチピースが作られました｡	サイズが当
	 	 時の1ベニー銅貨と殆ど同じであったため､通貨として流通してしまったのでEF以上の現存品は希少です｡
	 	 	 	 EF	 ¥70,000
 ジェームス2世 James II (1685-88)
7477	 1/2クラウン銅貨	1/2Crown	1689	Sepr	S6569	KM95	｢ガン･マネー｣	アイルランドにて発行	 F	 ¥15,000
	7478	 1/2クラウン銅貨	1/2Crown	1689	Nov		S6569	KM95	｢ガン･マネー｣	アイルランドにて発行	 F+	 ¥15,000

 ジョージ1世 George I(1714-1727)
7479	 1/4ギニー金貨	1/4Guinea	1718	Spink3638	Fr331	KM555	 VF+	 ¥40,000
	7480	 クラウン銀貨	Crown	1716SECVNDO		SPINK3639		KM545.1	 VF		 ¥130,000

 ジョージ2世 George II (1727-1760)	
7481	 2ギニー金貨	2Guineas	1738	ジョージ2世ヤングヘッド	Young	Head	Fr336b	Spink3667B	KM576
	 	 NGC	AU55	 	 ーEF	 ¥500,000
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	7482	 ファージング銅貨	Farthing		1749		Spink3722	KM581.2	 VF	 ¥7,000
	7483	 6ペンス銀貨	6Pence	1757	Spink3711	KM582.2	 Toned	UNC	 ¥25,000
 ジョージ3世 George III (1760-1820) 
7484	 1/2ペニー銅貨	1/2Penny	1799	Spink3778	KM647	 UNC	 ¥12,000

	7485	 1/2ペニー試鋳銅貨	再鋳貨	Restrike	Pattern	Half	Penny		1799	大型王冠タイプ	Peck1219
	 	 	 	 Proof	EF+	 ¥50,000
	7486	 1シリング銀貨	1Shilling	1787	S3746	KM607.2	 EF	 ¥15,000
	7487	 1/2クラウン銀貨	1/2Crown	1819	S3789	KM672	PCGS-AU53	 EF+/AU	 ¥50,000

	7488	 クラウン銀貨	Crown	1818(LIX)	Dav103	S3787	KM675	 VF+	 ¥25,000
	7489	 クラウン銀貨	Crown	1818(LIX)	Dav103	S3787	KM675	PCGS-AU53	 EF+	 ¥50,000

	7490	 1/2ギニー金貨	1/2Guinea	1806	Spink373		Fr364	KM651	 F		 ¥25,000
	7491	 1ギニー金貨	1Guinea	1787	スペードギニー	Spink3729	Fr356		KM609
	 	 磨き	Polished	 	 VF	 ¥40,000
	7492	 バンクダラー銀貨	1Dollar	1794	メキシコ8レアル銀貨1794にカウンターマーク	Countermark	on	Mexico	8Reales		
	 	 Spink3765A				 	 UNC	(UNC)	 ¥120,000
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	7493	 バンクダラー銀貨	1Dollar	1795	メキシコ8レアル銀貨1795にカウンターマーク	Countermark	on	Mexico	8Reales
	 	 1795	Spink	3766	 	 VF	(VF)	 ¥130,000
	7494	 緊急通貨	Emergency	Issue		1ドル銀貨加刻印	Countermark1Dollar	ホストコイン	ボリビア	8レアル銀貨
	 	 1794	Spink3765	ESC1855(131)	PCGS	VF35	 ーVF(VF)	 ¥70,000
	7495	 シリング銀貨	1816	エラー	Off	Center	Spink3790	KM666	 EF	 ¥15,000

	ジョージ4世 George IV (1820-1830)	
7496	 2ポンド金貨		2Pounds	1826	無冠	Bare	Head	Fr374	Spink3799	KM701
	 	 PCGS	PR62CAM	 	 Proof	AU/UNC	 ¥1,500,000

	7497	 ファージング銅貨		Farthing		1826		Spink3825	KM697	 Proof	FDC	 ¥45,000
	7498	 1/3ファージング銅貨	1/3Farthing	1827	Spink3827	KM703	 EF	 ¥8,000

	7499	 ファージング銅貨	Farthing		1821(ドット有り)		Spink3822	KM677	 EF+	 ¥9,000
	7500	 1/2ペニー銅貨		Half	Penny	1826		Spink3823		KM697	 UNC		 ¥18,000
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	7501	 ファージング銅貨	Farthing		1829	Spink3825		KM697	 EF	 ¥15,000
	ウィリアム4世 William IV (1830-1837)　
7502	 ファージング銅貨	Farthing		1831	Spink3848	KM705	 Proof	FDC	 ¥60,000
	7503	 マウンディセット	Maundy	Set	1833	KM-MDS81	 Toned	EF	 ¥18,000

ヴィクトリア Victoria(1837-1901)	
	7504	 1/2ファージング銅貨		1/3Farthing		1844	Spink3952	KM738	 UNC	 ¥3,500
	7505	 1/2ペニー銅貨	1/2Penny	1853	Spink3949	KM726		 UNC	 ¥13,000
	7506	 1/2ペニー銅貨	1/2Penny	1893	Spink3954	KM754		 UNC	 ¥12,000

	7507	 1/2ペニー銅貨	1/2Penny	1897	Spink3964	KM789	 UNC	 ¥4,500
	7508	 1ペニー試鋳銅貨	Pattern	Penny	1860	Peck2109		 Proof	FDC	 ¥120,000
	7509	 2ペンス銀貨	2Pence	1896	PCGS-PL64	Spink3946	KM776	 UNC	 ¥6,000

	7510	 1フローリン試鋳銀貨	Pattern	Florin	1848	Esc889	PCGS-PR63	 Proof	UNC	 ¥250,000
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	7511	 1フローリン試鋳銀貨	Pattern	Florin	1848	Esc898	PCGS-PR63CAM	 Proof	AU/UNC	 ¥200,000

	7512	 1フローリン試鋳銀貨	Pattern	Florin	1848	Esc896	PCGS-PR63	 Tone	Proof	UNC	 ¥250,000

	7513	 1フローリン試鋳銀貨	Pattern	Florin	1848	Esc903	PCGS-PR63CAM	 Tone	Proof	UNC	 ¥250,000
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	7514	 2フローリン銀貨	2Florin	1887		Spink3923	KM763	 Proof	EF	 ¥17,000

	7515	 1/2クラウン銀貨	Half	Crown	1881	ヤングヘッド	Spink3889	ESC記載無し	エッヂギザ縁	Milled	Edge
	 	 ↑↓	PCGS	PR64+	 	 Toned	UNC+	 ¥1,300,000

	7516	 クラウン銀貨	Crown	1844	ヤングヘッド	S3882	ESC2561(280)	KM741	PCGS	AU50	 VF+	 ¥90,000
	7517	 クラウン銀貨	Crown	1845	Cing.Stops		Spink3882	KM741	CGS55	 Toned	-EF	 ¥40,000

	7518	 クラウン銀貨	Crown	1845	ヤングヘッド	Spink3882		KM741	 F	 ¥12,000
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	7519	 クラウン銀貨	Crown	1845	ヤングヘッド	Spink3882		KM741	 EF	 ¥75,000

	7521	 クラウン銀貨	Crown	1847	ゴシッククラウン	S3883	ESC2571(288)	KM744	NGC	PF63
	 	 	 	 Toned	UNC	 ¥900,000

	7520	 クラウン銀貨	Crown	1847	ヤングヘッド	Spink3882		KM741	NGC-AU50	 ーEF	 ¥50,000

次回 第 45 回日本コインオークション開催のお知らせ

2017 年 12 月 10 日（日）
場所：東京駅前・丸ビル７階「丸ビルホール」

８月末日までご出品受付中！
（予定数に達し次第締切とさせて頂きます）
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	7522	 クラウン銀貨	Crown	1847	プレーンエッジ	贈呈用純銀製		Plain	Edge	Pure	Silver	ESC291A	(R6)		KM744
	 	 IAPN(IBCC)鑑定書,	ダルマ鑑定書付
	 	 このゴシッククラウンはプレインエッヂですが純銀を使用し製作された贈呈用ゴシッククラウンで3〜4枚作られたと
	 	 思われています｡	プルーフは軽いマット状に製作されていますので､鏡面仕上げのプルーフとは違い鈍い光沢が特徴です｡	
	 	 大変希少なタイプです｡	 	 Proof	AU/UNC	 ¥2,800,000
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	7523	 クラウン銀貨	Crown	1895LIX	オールドヘッド	Spink3937	ESC2599(309)	KM783		NGC	MS62	
	 	 	 	 EF	 ¥50,000

	7524	 クラウン銅打試鋳貨	1887	在位50年記念	SPINK	&	SON	Pattern	Made	in	Bavaria	プレインエッヂ	
	 	 ESC2687(348)		R5			 	 FDC	 ¥80,000

	7525	 1/2ソボレン金貨	Half	Sovereign	1876	極印番号78	Fr389f	Spink3860E	KM735.2	(F),	エリザベス2世戴冠60年
	 	 記念	5ポンド白銅貨	2013	(FDC)	2枚組	2pcs	Lot		返品不可	No	Returns	 	 ¥18,000
	7526	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1850	ヤングヘッド		Fr387e	Spink3852C	KM736.1		 VF	 ¥45,000
	7527	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1856	KM736.1	Fr387e	 VF	 ¥35,000
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	7528	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1869	Fr387i	KM736.2	ヤングヘッド/紋章	 VF	 ¥25,000
	7529	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1871	Fr388	KM752	ヤングヘッド/セントジョージ	 VF	 ¥25,000
	7530	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1873	Fr388	KM752	ヤングヘッド/セントジョージ	 VF	 ¥25,000
	7531	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1885	Fr388	KM752	ヤングヘッド/セントジョージ	 VF	 ¥25,000

	7532	 2ポンド金貨		2Pounds	1887	在位50年記念	Jubilee	Fr391a	KM768	Spink3865		NGC	PF	64ULTRA	CAMEO
	 	 	 	 Proof	UNC	 ¥1,100,000

	7534	 5ポンド金貨	5Pounds	1887	ジュビリー		Fr390	KM769	S3864	 ーEF	 ¥300,000
	7535	 5ポンド金貨	5Pounds	1887	ジュビリー		Fr390	KM769	Spink3864	 EF	 ¥270,000

	7536	 5ポンド金貨	5Pounds	1887	ジュビリー		Fr390	KM769	Spink3864	 EF	 ¥270,000
 エドワード7世 Edward VII (1901-1910)
7537	 マウンディセット	Maundy	Set	1902	4ペンス	NGC-PF61MATTE、3ペンス	NGC-PF63MATTE、
	 	 2ペンス	NGC-PF64MATTE	、1ペニー銀貨	NGC-PF65MATTE		KMーMDS159	 Matt	Proof	FDC	 ¥15,000

	7533	 2ポンド金貨	2Pounds	1893	オールド	Fr395	KM395	S3873	 ーEF	 ¥175,000
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	7538	 クラウン銀貨	Crown	1902	S3978	ESC3562	KM803	 Matt	Proof	FDC	 ¥55,000
	7539	 2ポンド金貨	2Pounds	1902	Fr399	KM806	S3967	 EF+	 ¥135,000

	7540	 5ポンド金貨		5Pounds	1902	Fr398	Spink3965	KM807	 EF+	 ¥270,000
	7541	 5ポンド金貨		5Pounds	1902	Fr398a	Spink3965	KM807	 Matt	Proof	UNC	 ¥300,000

	7542	 銅製メダル	Br	Medal	1905	トラファルガー海戦戦勝100年記念	 EF+	 ¥12,000
 ジョージ5世 George V (1910-36)
7543	 1/2ソボレン金貨	1/2Sovereign	1913	Fr405	KM819	 VF+	 ¥18,000
	7544	 貿易銀	1Dollar	1929/1(B)	KM-T5	PCGS-MS63	 UNC	 ¥12,000

 ジョージ6世 George VI (1936-1952)	
7545	 1937年ジョージ6世戴冠式記念	15枚揃いプルーフセット	オリジナルケース付	Coronation	Set
	 	 Spink-PS16	KM-PS21	 	 Toned	Proof	UNC	 ¥25,000

7543
7544

7538

7540

7539

7541

7542

7545（縮小）



－ 257 －

	7546	 クラウン銀貨	Crown	1937	戴冠記念銀貨	Coronation	Spink4078	ESC4021(393)	KM857		PCGS	PR66
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥40,000
	7547	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1937	Spink4076	KM859	Fr411	PCGS	PR63		ヘアーラインあり
	 	 	 	 Proof	UNC	 ¥240,000
	7548	 5ポンド金貨	5Pounds	1937	Spink4074	KM861Fr409	 Proof	UNC+	 ¥500,000

エリザベス2世 Elizabeth II (1952-)	
	7549	 エリザベス2世戴冠記念プルーフセット	Coronation	of	Elizabeth	II	Proof	Set
	 	 1953		KM-PS25	オリジナルケース汚れあり	 Proof	AU〜UNC	 ¥7,000
	7550	 1953年	エリザベス2世戴冠式記念	10種揃いプルーフセット	オリジナルケース付
	 	 クラウン白銅貨変色あり	Coronation	Set	Spink-PS19	KM-PS25	 Proof	EF+〜UNC	 ¥6,000

	7551	 1/2ソボレン金貨	1/2Sovereign	1993	Fr425	KM942	 Proof	FDC	 ¥16,000
	7552	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1974	KM919	Fr418	 UNC	 ¥32,000
	7553	 1ソボレン金貨	1Sovereign	2000		Fr454	KM1002	 Proof	FDC	 ¥38,000

	7554	 5ポンド金貨	5Pounds	1980	Fr419	KM924	NGC-PF68ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥330,000

7549（縮小）

7547

75487546

7552 75537551

7554
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	7555	 5ポンド金貨	5Pounds	1984	ヤングエリザベス	Spink4201	KM924	Fr419	NGC-MS68	 FDC	 ¥230,000
	7556	 5ポンド金貨	5Pounds	1984	ヤングエリザベス	Spink4201	KM924	Fr419	NGC-PF69ULTRA	CAMEO
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥250,000

	7557	 1/2ソボレン金貨	1/2Sovereign	1989	ソボレン金貨発行開始500年記念	Fr435	KM955	 Proof	FDC	 ¥35,000
	7558	 5ポンド金貨	5Pounds	1987	通常貨
	 	 Spink4253	KM949	Fr427	NGC-MS69DPL	 FDC	 ¥230,000

	7559	 5ポンド金貨	5Pounds	2009	KM1118b	ヘンリー8世即位500年記念	 Proof	FDC	 ¥220,000
	7560	 5ポンドプラチナ貨ピエフォー(厚手型)	Platinum	5Pounds	Piedfort	2009	ヘンリー8世500年記念
	 	 Spink4565	Fr510	KM1118a.var	PCGS-PR69DCAM		 Proof	FDC	 ¥500,000

	7561	 5ポンド金貨	5Pounds	2014	Fr452	KM1003.1	発行枚数750枚	 Proof	FDC	 ¥240,000
	7562	 100 £ポンド(1oz)金貨	100Pounds	2012	Fr535	KM1223	ロンドンオリンピック記念
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥165,000
	7563	 1ポンド銀貨1983年2枚組	KM933a	返品不可	 Proof	FDC	 ¥4,000
	7564	 1ポンド･ピエフォー(厚手型)銀貨4枚組(1984.1985.1986.1987)	返品不可	 Proof	FDC	 ¥20,000

7555 7556

7558

7559 7560

7561 7562
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 ギリシャ GREECE	 	 	 	

	7565	 20レプタ銅貨	20Lepta	1831	KM11	 EF+	 ¥100,000
	7566	 アテネオリンピック記念メダル	1906	Gad2銅製銀ギルト	PCGS-MS63	 UNC	 ¥30,000

	7567	 ゲオルギウス2世(1922-25.35-47)	100ドラクマ金貨	100Drachmai	1935(1940)	Fr19	KM76	復位5周年記念
	 	 発行枚数140枚の希少品	 	 Proof	FDC	 ¥3,200,000
	7568	 100ドラクマ金打試作貨	ESSAI	100Drachm	Gold	1968	発行枚数20枚	コンスタンチン2世		 FDC	 ¥280,000

 グアテマラ GUATEMALA 	 	 	 	

	7569	 20ケッツァル金貨	20Quetzals		1926	ケッツァル鳥	Fr48	KM246	NGC-MS61	 EF+	 ¥240,000
	7570	 20ケッツァル金貨	20Quetzals		1926	ケッツァル鳥	Fr48	KM246	PCGS	MS61	 EF+	 ¥240,000

	7571	 1ペソ銀貨	1Peso	1894	女神座像		KM210		NGC	MS66	 FDC	 ¥75,000

 ガーンジー GUERNSEY	 	 	 	

	7572	 5ポンド金貨	5Pounds	2003	KM143b	ウィリアム王子生誕21年記念	発行枚数200枚	PCGS-PR67DCAM
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥175,000

7565

7571

7567 7568

7569 7570

7572
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 ギニア GUINEA	 	 	 	

	7573	 500フラン銀貨		AR	500Francs		1969		ミュンヘンオリンピック記念		KM15		 Proof	FDC	 ¥1,300

 ハンガリー HUNGARY	 	 	 	

	7574	 フェルディナンド1世	Ferdinand	I(1526-1564)　1ダカット金貨	1Ducat	1541Fr48	 VF+	 ¥45,000
	7575	 カール6世	Karl	VI(1711-1740)　1ダカット金貨	1Ducat	1739	Fr171	 EF	 ¥45,000
フランツ･ヨーゼフ1世 Francis Joseph (1848-1916)	 　
	7576	 100コロナ金貨	100Korona	1907(KB)	Fr256	KM490	戴冠40年記念	PCGS-Genuine	Scratch-UNC	Details
	 	 	 	 Matt	Proof	EF+	 ¥270,000

	7577	 100コロナ金貨	100Korona1908(KB)	Fr249R	KM491	リストライク	PCGS-MS66	 UNC	 ¥190,000

	7581	 2/3ダカット金貨	2/3	Ducat	ND(18世紀〜19世紀)	3.3gm	セントジョージの竜退治/船上のキリストと高弟
	 	 希少品	 	 VF	 ¥45,000

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：７月 27 日（木）必着
FAX 入札締切日：７月 27 日（木）午後６時到着分まで

郵便入札（Mail  Bid）でご参加の方は…

ご送付先：〒 182 － 0026　東京都調布市小島町１－ 21 －６　アジャンタ調布 403 号
FAX：042 － 484 － 6916　書信館出版（株）　

	7578	 8フローリン/20フラン金貨	8Florin/20Francs	1878(KB)	Fr242	KM455.1	 EF	 ¥28,000
	7579	 20コロナ金貨	20Korona	1894(KB)	Fr250	KM486	 EF	 ¥33,000
	7580	 10コロナ金貨	10Korona	1913(KB)	Fr252	KM485	 EF	 ¥18,000

 ハンガリー クレムニッツ HUNGARY KREMNITZ

7581

7574 7575

7577

7579 7580

7576
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 アイスランド ICELAND	 	 	 	

	7582	 1930年	アイスランド全島会議1000年記念	3種セット	2クローナ青銅貨	KM-X1,	5クローナ銀貨	KM-X2,	
	 	 10クローナ銀貨	KM-X3.	オリジナルケース付	 UNC	 ¥30,000

	7583	 10000クローナ金貨	AV	10000Kronur	1974	アイスランド入植1100年記念	Fr2	KM22	15.5gm	.900Fine
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥60,000

 古代インド ANCIENT INDIA	 	 		

 クシャン朝 KUSHAN EMPIRE	 	 	 	
	7584	 シャカ(300頃-330頃)　ステーター金貨	Stater	ND	7.7gm	Fr45b	Mitch3577	 EF	 ¥90,000
 グプタ朝 GUPTA EMPIRE	 	 	 	
	7585	 チャンドラグプタ2世(380頃-414頃)　ステーター金貨	Stater	ND	7.6gm	Fr79b	Mitch4804	 F	 ¥80,000
 クシャン朝ガンダーラ KUSHANA STYLE GANDAHARA	 	 		
	7586	 ステーター金貨	Stater	ND(320頃-350頃)	7.8gm		Fr55a	Mitch3593		 EF	 ¥95,000
 ヒンズー王朝 HINDU DYNASTY 	 	 	 	
	7587	 ヴィグラーハ･デーヴァ(800頃)　1ディナール低品位金貨	1Dinar	ND	Fr235	Mitch3650	 VF	 ¥18,000

	7588	 ヴィグラーハ･デーヴァ(800頃)　1ディナール低品位金貨	1Dinar	ND	Fr235	Mitch3650	 VF	 ¥18,000

7582

7583

7584 7585 7586 7587

7588
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 インド  INDIA    

	7589	 ボンベイ	Bombay　2･1/2トラ金貨		Private	Tola	Gold	Coinage	N.D.		29g			 FDC	 ¥160,000

 英領インド  BRITISH INDIA		 	 	

	7590	 ヴィクトリア	Victoria	(1837-1901)　1モハール金貨	1Mohur	1841	Fr1595a	KM462	
	 	 	 	 クリーンあり	VF+	 ¥125,000
	7591	 ヴィクトリア	Victoria	(1837-1901)　1モハール金貨	1Mohur	1885(c)	Fr1604	KM496
	 	 PCGS-Genuine	Filed	Rims-AU	Details	 EF	 ¥200,000
	7592	 ジョージ5世	George	V(1810-1836)	1/12アンナ銅貨		1932(C	)	KM509(UNC),	1ルピー銀貨	1918	KM524	2枚	(EF),	
	 	 1919	KM524	(EF).		合計4枚組		返品不可	No	Returns	 	 ¥3,000
	7593	 ジョージ5世	George	V(1810-1836)	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1918(I)	ジョージ5世	George	V
	 	 Fr1609	KM525A	 	 EF	 ¥36,000

 イラン IRAN	 	 	 	

	レザ･シャー･パーレビ(1925-41)　
7594	 1パーレビ金貨	1Pahlevi	SH1305(1926)	Fr90	KM1111	希少品	 EF	 ¥40,000
	7595	 1パーレビ金貨	1Pahlevi	SH1308(1929)	Fr93	KM1115	発行枚数789枚の希少品	 UNC	 ¥78,000
	7596	 1/2パーレビ金貨	1/2Pahlevi	SH1314(1934)	Fr96	KM1132	希少品	 AU/UNC	 ¥95,000
	7597	 1/2パーレビ金貨	1/2Pahlevi	SH1315(1935)	Fr96	KM1132	希少品	 AU/UNC	 ¥95,000

7589

7590

7591

7593 7592

7594 7595 7596 7597
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 アイルランド IRELAND	 	 	 	

ジョージ3世	George	III(1760-1820)
	7598	 ファージングギルト貨	Gilt	Fathing	1806	KM146.1a	 Gilt	Proof	FDC	 ¥27,000
	7599	 ファージング銅貨	Fathing	1806	KM146.1b	 Proof	FDC	 ¥18,000
	7600	 トークン10ペンス銀貨	10Pence	Token	1813	KMTn5	 AU/UNC	 ¥12,000

 マン島 ISLE of MAN	 	 	 	

	7601	 1/5クラウン金貨	1/5Crown	1990	Fr60	KM268	ペニーブラック(世界最初の切手)発行150年記念
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥42,000

 イスラエル ISRAEL	 	 	 	

	7602	 10シュカリム金貨	10New	Sheqalim	1988	Fr30	KM187	独立40年記念	 Proof	FDC	 ¥60,000

 イタリア  ITALY	 	 	 	

	ナポレオン王国 Kingdom of Napoleon
ナポレオン1世 Napoleon I (1805-14)
7603	 40リレ金貨	40Lire	1814(M)	Fr5	KM12	 EF+	 ¥60,000
	7604	 20リレ金貨	20Lire	1808(M)	Fr7	KM11	 F	 ¥50,000

ナポリ Naples 
	7605	 フェルディナンド2世	Ferdinando	II(1830-1859)	30ドゥカティ金貨	30Ducati	1850	Fr866	KM368
	 	 	 	 EF+	 ¥650,000

7598 7599

7601

7600

7602

7603 7604

7605
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教皇領 Papal States	
	7606	 ボローニャ	Bologna	5パオリ銀貨	5Paoli	1797	革命政府発行	マドンナとボローニャ市風景
	 	 KM388		NGC-MS62		 	 Tone	EF+	 ¥30,000
リヴォルノ  Livorno
	7607	 ペッツァ･デラ･ローザ銀貨	Pezza	Della	Rosa	1718	Dav1501	KM15.4	NGC-XF45	 VF+	 ¥80,000

ヴェネチア Venice(Venezia) 
	7608	 グロッソ銀貨	Grosso	Pietro	Ziani	(1205-1229)	Monte31	 VF		 ¥9,000
	7609	 グロッソ銀貨	Grosso	Jacopo	Tiepolo	(1229-1249)	Monte38	 VF		 ¥7,000
	7610	 グロッソ銀貨	Grosso	Marino	Merosini	(1249-1253)	Monte42	 VF+	 ¥15,000
	7611	 グロッソ銀貨	Grosso	Ranieri	Zeno	(1253-1268)	Monte45	 VF		 ¥6,000

	7612	 グロッソ銀貨	Grosso	Lorenzo	Tiepolo	(1268-1275)	Monte48	 EF		 ¥9,000
	7613	 グロッソ銀貨	Grosso	Iacopo	Contarini	(1275-1280)	Monte53	 ーVF	 ¥4,500
	7614	 グロッソ銀貨	Grosso	Giovanni	Dandolo	(1280-1289)	Monte59	 VF	 ¥5,000
	7615	 グロッソ銀貨	Grosso	Giovanni	Soranzo	(1312-1328)	Monte75		 VF	 ¥4,500

	7616	 グロッソ銀貨	Grosso	Francesco	Dandolo	(1329-1339)	Monte82	 EF		 ¥7,000

	7620	 ゼッキーノ金貨	AV	Zecchino	Giovanni	Dolfin	(1356-1361)	Monte111	Fr1224	 ーEF	 ¥45,000

	7617	 ゼッキーノ金貨	AV	Zecchino	Pietro	Gradenigo	(1289-1311)	Monte64	 F+	 ¥35,000
	7618	 ゼッキーノ金貨	AV	Zecchino	Bartolomeo	Gradenigo	(1339-1342)	Monte88	Fr1220	 VF	 ¥30,000
	7619	 ゼッキーノ金貨	AV	Zecchino	Andrea	Dandoro	(1343-1354)	Monte93	Fr1221	 EF		 ¥50,000

7606 7607

7610 7611

7612 7613 7614 7615

7616

7617 7618 7619

7620

7608 7609
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	7621	 ゼッキーノ金貨	AV	Zecchino	Lorenzo	Celsi	(1361-1365)	Monte115	Fr1225	 UNC		 ¥50,000
	7622	 ゼッキーノ金貨	AV	Zecchino	Marco	Corner	(1365-1368)	Monte119	Fr1226	 VF+	 ¥40,000
	7623	 ゼッキーノ金貨	AV	Zecchino	Andrea	Contarini	(1368-1382)	Monte123	Fr1227	 VF	 ¥38,000
	7624	 ゼッキーノ金貨	AV	Zecchino	Antonio	Venier	(1382-1400)	Monte135	Fr1229	 EF		 ¥43,000

	7625	 ゼッキーノ金貨	AV	Zecchino	Michele	Steno	(1400-1413)	Monte143	Fr1230	 F		 ¥20,000
	7626	 ゼッキーノ金貨	AV	Zecchino	Tomaso	Mocenigo	(1414-1423)	Monte150	Fr1231	 EF		 ¥35,000
	7627	 ゼッキーノ金貨	AV	Zecchino	Francesco	Foscari	(1423-1457)	Monte158	Fr1232	 VF+	 ¥35,000
	7628	 ゼッキーノ金貨	AV	Zecchino	Pasquale	Malipiero	(1457-1462)	Monte179	Fr1232	 VF+	 ¥38,000

	7629	 ゼッキーノ金貨	AV	Zecchino	Cristoforo	Moro	(1462-1471)	Monte184	Fr1234	 VF+	 ¥40,000
	7630	 ゼッキーノ金貨	AV	Zecchino	Carlo	Ruzzini	(1732-1735)	Monte2508	Fr1384	 F	 ¥25,000
サルジニア Sardinia 
	7631	 カルロ･フェリチェ(1821-31)	20リレ金貨	20Lire	1826	KM118.1	Fr1136	 VF	 ¥35,000

	イタリア王国 Kingdom of Italy 
ヴィットリオ･エマヌエル2世(1861-1878)
7633	 10リレ金貨	10Lire	1863(T)	直径19mm	Fr15	KM9.3		NGC	MS65	 UNC	 ¥35,000
	7634	 20リレ金貨	20Lire	1863	Fr11	KM10.1	 VF	 ¥22,000

 バチカン Vatican 
7632	 グレゴリウス16世(1831-46)	1スクド銀貨	1Scudo	1834(IV･R)	Dav191	KM1315.2
	 	 裏面:キリスト生誕図	希少品	NGC-AU58	 AU/UNC	 ¥100,000

7621 7622 7623 7624

7625 7626 7627 7628

7629 7630 7631

7632

7633 7634
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 ヴィットリオ･エマヌエル3世(1900-1946)
7635	 2リレ銀貨	2Lire	1911(R	)	王国50年記念	KM52	 AU/UNC	 ¥12,000
	7636	 20リレ金貨	20Lire	1905(R)	Fr24	KM37.1		NGC	MS63	 AU/UNC	 ¥210,000
	7637	 20リレ金貨	20Lire	1912(R)	Fr28	KM48	豊穣の女神	希少品	PCGS-MS62	 AU/UNC	 ¥200,000

	7638	 20リレ銀貨	20Lire	1928(R)	Dav146	KM70	第一次世界大戦終結10周年記念	 VF+	 ¥15,000
	7639	 50リレ金貨	1911(R)	Fr25	KM54	イタリア王国成立50年記念	 AU/UNC	 ¥140,000

	7642	 50リレ金貨	50Lire	1912(R)	Fr27	KM49	豊穣の女神	希少品	NGC-MS63		 AU/UNC	 ¥180,000
	7643	 50リレ金貨	1912(R)	Fr27	KM49	豊穣の女神	希少品	 AU/UNC	 ¥175,000

	7644	 50リレ金貨	1912(R)	Fr27	KM49	豊穣の女神	希少品		 AU/UNC	 ¥175,000
	7645	 50リレ金貨	50Lire	1933(R)	Fr34	KM71	特年	 AU/UNC	 ¥90,000

	7640	 50リレ金貨	1911(R)	Fr25	KM54	イタリア王国成立50年記念		 AU/UNC	 ¥165,000
	7641	 50リレ金貨	1911(R)	Fr25	KM54	イタリア王国成立50年記念	 AU/UNC	 ¥165,000

7635
7636

7638

7637

7640 7641

7642

7639

7643

7644
7645
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	7646	 100リレ金貨	100Lire	1912(R)	Fr26	KM50	豊穣の女神	希少品	 AU/UNC	 ¥700,000
	7647	 100リレ金貨	100Lire	1912(R)	Fr26	KM50	豊穣の女神	希少品	 AU/UNC	 ¥850,000

	7648	 100リレ金貨	100Lire	1931(R)	Year	IX	Fr33	KM72	NGC-MS61	 EF+	 ¥55,000

 ジャマイカ JAMAICA	 	 	 	

 ヴィクトリア Victoria(1837-1901)	
7649	 ファージング白銅貨	C/N	Farthing		1880	KM15	 FDC	 ¥3,500
	7650	 ファージング白銅貨	C/N	Farthing	1884	KM15		NGC	MS66	 FDC	 ¥9,000
	7651	 ファージング白銅貨	C/N	Farthing	1888	KM15		NGC	MS66	 FDC	 ¥6,000
	7652	 ファージング白銅貨	C/N	Farthing	1893	KM15		NGC	MS66	 FDC	 ¥11,000
	7653	 ファージング白銅貨	C/N	Farthing	1894	KM15	 FDC	 ¥4,000
	7654	 1/2ペニー白銅貨		C/N	1/2Penny	1888	KM16		NGC	MS66	 FDC	 ¥9,000
	7655	 1/2ペニー白銅貨		C/N	1/2Penny	1893	KM16		NGC	MS66	 FDC	 ¥9,000
	7656	 1/2ペニー白銅貨		C/N	1/2Penny	1899	KM16		NGC	MS65	 UNC	 ¥6,000
	7657	 1ペニー白銅貨	C/N	1Penny	1884	KM17		PCGS	MS65	 UNC	 ¥15,000
 エドワード7世 Edward VII (1901-1910)
7658	 1ペニー白銅貨	C/N	1Penny	1905	KM23		NGC	MS65	 UNC	 ¥10,000
	7659	 1ペニー白銅貨	C/N	1Penny	1910	KM23		PCGS	MS66	 FDC	 ¥7,000
エリザべス2世 Elizabeth II (1952-)	
	7660	 1/2ペニーニッケル黄銅貨	Nickel-Brass	1/2Penny		1963	KM36	NGC	PF64CAMEO
	 	 	 	 Proof	AU/UNC	 ¥12,000
	7661	 1ペニーニッケル黄銅貨	Nickel-Brass	1Penny		1963	KM37	NGC	PF62CAMEO	 Proof	EF+	 ¥6,000

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：７月 27 日（木）必着
FAX 入札締切日：７月 27 日（木）午後６時到着分まで

郵便入札（Mail  Bid）でご参加の方は…

ご送付先：〒 182 － 0026　東京都調布市小島町１－ 21 －６　アジャンタ調布 403 号
FAX：042 － 484 － 6916　書信館出版（株）　

7646 7647

7648

7649 7653
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 ジャージー JERSEY	 	 	 	

	7662	 5ポンド金貨	5Pounds	2003	Fr49	KM121b	ウィリアム王子生誕21年記念	発行枚数200枚
	 	 PCGS-PR68DCAM	 	 Proof	FDC	 ¥175,000

 朝鮮･韓国 KOREA	 	 	 	

	7663	 朝鮮	Korea　5両銀貨	5Yang	1892	KM1114	PCGS-Genuine	Cleaning-AU	Details	 Toned	EF+	 ¥180,000
	7664	 韓国	Korea　50000ウォン金貨	50000Won	1986	KM59	Fr7	 Proof	FDC	 ¥120,000
	7665	 韓国	Korea　ソウルオリンピック記念銀製メダル	1988	リング付	 UNC	 ¥15,000

 クウェート   KUWAIT	 	 	 	

	7666	 1Fils,5Fils,10Fils,20Fils,50Fils,100Fils	1981年		合計43.24gm	.917Fine		6種金打贈呈用貨
	 	 KM9b-14b		KM-PS4		大変希少なセットです｡	 Proof	FDC	 ¥230,000

7662

7663

7664
7665（70%大）

7666（縮小）



－ 269 －

 リヒテンシュタイン LIECHTENSTEIN	 	 		

	7667	 フランツ･ヨーゼフ2世(1938-90)	 50フランケン金貨	50Franken	1988	Fr24	Y21	在位50年記念
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥30,000
	7668	 ヨハン2世(1858-1929)	5フランケン銀貨	5Franken	1900	Y10	Dav216	NGC-MS64	 UNC	 55,000		
	7669	 ジャン(ルクセンブルグ大公)	Jean(1964-2000)	　20フラン試作金貨	20Francs	ESSAI		1980	KM-E90
	 	 発行枚数500枚		PCGS-SP63	 	 FDC	 ¥60,000

 リベリア   LIBERIA	 	 	 	

	7670	 2セント銅貨	AE	2Cents	1847	KM2	自由の女神	2枚組	2pcs	Lot	 F	 ¥3,000
	7671	 2セント銅貨	AE	2Cents	1862	自由の女神	KM4	 Proof	FDC	 ¥40,000
	7672	 1セントトークン		AE	1Cent	Token	2種	小型帆船,大型帆船.	KM-Tn1,	KM-Tn2	2枚組	2pcs	Lot	返品不可
	 	 No	Returns	 	 F	 ¥4,000

 モーリシャス MAURITIUS	 	 	 	

	7673	 ヴィクトリア	Victoria(1837-1901)		1セント銅貨	1Cent	1888	KM7	 UNC		 ¥4,000
	7674	 エリザベス2世	Elizabeth	II	(1952-)　1000ルピー金貨	1000Rupees	1975	Fr2	KM42
	 	 NGC-PF67ULTRA	CAMEO		 	 Proof	FDC	 ¥180,000

 メキシコ MEXICO	 	 	 	

	7675	 カルロス3世(1759-1788)　8エスクード金貨	AV	8Escudos	1780	FF	Mo	メキシコシティーミント
	 	 Fr33	KM156.2	 	 EF+	 ¥300,000

7667

7668

7669

7671

7675

7673

7674

7672
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	7676	 アグスティン1世	イテュービデ		Augustin	I	Iturbide		(1822-1823)　8エスクード金貨	8Escudos
	 	 1822(Mo/JM)	Fr59	KM313.2	NGC-AU	DETAILS	MOUNT	REMOVED	エッヂ5ヶ所にマウント痕あり
	 	 	 	 VF	 ¥150,000
	7677	 アグスティン1世	イテュービデ		Augustin	I	Iturbide		(1822-1823)	　8レアル銀貨	8Reales	1823Mo	JM
	 	 アウグスティン･イテュービデ右向き像/サボテンの上に止まる王冠の鷲	KM310		PCGS	AU50	Toned	-EF	 ¥30,000

	7678	 8エスクード金貨	8Escudos	1861/51(Mo･CH)	Fr64	KM383.9	PCGS-AU58+	 AU/UNC	 ¥180,000
	7679	 20ペソ金貨	20Peso	1873/1(Go･S)		天秤	Balance	Scales	Fr124	KM414.4	PCGS-AU58+	 EF+	 ¥220,000

	7680	 50ペソ金貨	50Peso	1946	Fr172	KM481	PCGS-MS66	 FDC	 ¥180,000

 モンバサ MOMBASA	 	 	 	

	7681	 1ルピー銀貨	1Rupee	1888(H)	KM5	このコインとしては非常に良好な状態	 AU/UNC	 ¥60,000

 モナコ MONACO	 	 	 	

	7682	 レーニエ3世	Rainir	III	(1949-2005)	100フラン試作金貨	AV	100Francs	Essai	1950	発行枚数:500枚
	 	 Fr23	KM-E35	NGC-MS64	 	 P/L	FDC	 ¥180,000

7676

7678 7679

7680

7681

7682

7677
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	7683	 レーニエ3世	Rainir	III	(1949-2005)	200フラン金貨	200Francs	1966	Fr32	レーニエ大公､グレース･ケリーご成婚
	 	 10周年記念	PCGS-MS65	 	 FDC	 ¥150,000

 モロッコ MOROCCO	 	 	 	

	7684	 1リアル銀貨	1Rial	AH13211903)	Y22.2	 EF+/AU	 ¥20,000

 ナミビア NAMIBIA	 	 	 	

	7685	 10ドル白銅打試作貨	10Dollar	Struck	in	Cu-Ni		1995	ミス･ユニバース記念		発行枚数10枚	KM10var
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥15,000

 ネパール NEPAL	 	 	 	

	7686	 1トラ金貨	1Tola	SE1791(1869)	Fr16	KM615	希少品	 EF	 ¥125,000

	7687	 ビレンドラ･ビル･ビクラム	Birendra	Bir	Bikram	(1972-2001)	　1000ルピー金貨	1000Rupee	VS2031(1974)		
	 	 Fr50	KM844	NGC	PF68	ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥190,000

7683

7684

7685

7686

7687
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 オランダ NETHERLANDS	 	 	 	

 カンペン  Kampen　
7688	 フレミシュ	ノーブル金貨	AV	Flemish	Noble	Fr151a		NGC	MS63	 EF+	 ¥400,000

 ユトレヒト Utrecht　
7689	 14グルテン金貨	14Gulden	1751	Fr288	KM104	馬上の騎士	希少品	NGC-MS61	 EF+	 ¥200,000
	7690	 1ダカット金貨	1Ducat	1800	騎士立像	Fr317	KM11.1	 VF	 ¥23,000

 オランダ王国 Kingdom of Netherlands 
ウィレム3世(1849-90)
7691	 20グルテン金貨	20Gulden	1850	Fr339	KM96	希少タイプ	プルーフ貨は殊に希少です	Proof	UNC	 ¥1,750,000

7689

7690

7688

（×1.5）（×1.5）

7691

（×1.5）（×1.5）
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 ウィルヘルミナ(1890-1948)
7692	 10グルデン金貨	10Gulden	1917	Fr349	KM149	PCGS-MS65	 UNC		 ¥26,000
	7693	 10グルテン金貨2枚組	1917	Fr349	KM147､1925	Fr351	KM162	返品不可	 UNC	 ¥55,000

ベアトリックス(1980-2013)
	7694	 オランダ･日本通商400年記念銀製メダル	2009(1862年に製造された有名な徳川幕府正使訪問記念メダルの復刻)
	 	 製造枚数50枚	 	 Proof	FDC	 ¥5,000
	7695	 オランダ･日本通商400年記念銀製メダル	2009(1862年に製造された有名な徳川幕府正使訪問記念メダルの復刻)
	 	 製造枚数50枚	 	 Proof	FDC	 ¥5,000

 オランダ領アンチル諸島 NETHERLANDS ANTILLES	 	 		

	7696	 ユリアナ	Juliana	(1948-1980)　200グルデン金貨	200Gulden	1976	アメリカ建国200年		KM16	Fr1
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥32,000

 ニュージーランド NEW ZEALAND	 	 		

	7697	 ジョージ6世	GeorgeVI	(1910-1936)	3ペンス13枚組	3Pence	13pcs	1937,1939,1940,1941,1942,1943,
	 	 1944,1945,1946	(KM7)	1947(KM7a)	1948,1950,1952(KM15)	返品不可		 EF〜UNC	 ¥30,000
	7698	 ジョージ6世	GeorgeVI	(1910-1936)	ハーフクラウン2枚組	Half	Crown	2pcs	1940,1950	KM14,KM19
	 	 	 	 EF	 ¥4,000

 北朝鮮 NORTH KOREA	 	 	 	

	7699	 10ウォン銀貨	10Won	1995	解放50年記念	発行枚数300枚	KM93	 Proof	FDC	 ¥8,000
	7700	 200ウォン銀貨	200Won	1992	オリンピックゲーム	KM50	 Proof	FDC	 ¥5,000

 パラオ PALAU	 	 	 	

	7701	 1ドル金打試作貨	ESSAI	1Dollar	2000	NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥240,000

7692

7696

7694 7695

7701

7693
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	7702	 1ドル白銅カラーコイン6種組(1994.1995.1999×2種.2005×2種)	返品不可	 Proof	FDC	 ¥9,000

	7703	 1ドル白銅カラーコイン6種組(1994.1995×2種.2005×3種)	返品不可	 Proof	FDC	 ¥9,000

	7704	 5ドルカラー銀貨6枚組	種類重複あり	返品不可	 Proof	FDC	 ¥18,000

7702

7703

7704
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	7705	 5ドルカラー銀貨6種組	種類重複なし	返品不可	 Proof	FDC	 ¥18,000

 ペルー  PERU	 	 	 	

 共和制(1822-)　
7706	 1ソル銀貨	1Sole	1872(YJ)	KM196.3	女神座像	希少な状態	NGC-MS64	 FDC	 ¥38,000
	7707	 20ソル金貨	20Soles	1960	女神座像	Fr80	KM229	NGC-MS64	 AU/UNC	 ¥43,000

	7708	 100ソル金貨	100Soles	1964	Fr78	KM231	女神座像	NGC-MS65	 FDC	 ¥275,000
	7709	 100ソル金貨	100Soles	1965	Fr78	KM231	女神座像	 UNC	 ¥260,000
	7710	 1リブラ金貨	1Libra	1966	インディオ右向肖像		Fr73	KM207	 UNC	 ¥35,000

 ポーランド POLAND	 	 	 	

	7711	 10ズロッチ金貨	10Zlotych	1925	Fr116	Y32		PCGS-MS64	 UNC	 ¥25,000

7705

7706

7707

7708
7709

7711
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 ポルトガル PORTUGAL	 	 	 	

	7712	 ペドロ2世	PedroII	(1683-1706)	4000レイス金貨	4000Reis	1690	Fr76	KM156	PCGS-AU55
	 	 	 	 EF	 ¥180,000
	7713	 ジョアン5世(1706-50)		1/2エスクード金貨	1/2Escudo	1725	Fr92	KM218	 ーVF	 ¥40,000
マリア2世 Maria II (1834-1853)  
	7714	 400レイス銀貨	400Reis	1835	KM403.1	PCGS-MS64		 Toned	UNC	 ¥20,000

	7715	 1000レイス銀貨	1000Reis	1837	W.WYON		Dav265	KM472		 VF+	 ¥40,000
	7716	 2500レイス金貨	2500Reis	1851	Fr143	KM482	 EF	 ¥45,000
	7717	 2500レイス金貨	2500Reis	1851	Fr143	KM482	 EF	 ¥45,000

 ラス アル カイマ   RAS AL KHAIMA	 	 	
	

	7718	 200リヤル金貨		AV	200Riyal		1970		KM25		41.40gm	.900Fine	 Proof	FDC	 ¥180,000

 ルーマニア ROMANIA	 	 	 	

	ミハイ1世 Michael I (1940-1947) 
7719	 20レイ金貨	20Lei	1944	Fr21	歴代国王像	PCGS-MS63	 AU/UNC	 ¥30,000

	7720	 20レイ金貨	20Lei	1944	Fr21	歴代国王像	 UNC	 ¥33,000

7720

7719

7718

7715
7716

7712
7713

7714

7717
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 ロシア シベリア RUSSIA SIBERIA	 	 		

	7721	 10カペーク銅貨	10Kopecks	1772(KM)	C6	 F/VF	 ¥15,000
	7722	 10カペーク銅貨	10Kopecks	1774(KM)	C6	 F/VF	 ¥15,000

 ロシア RUSSIA	 	 	 	

	7723	 エカテリーナ2世	Catherine	II(1762-1796)	10ルーブル金貨	10Roubles		1774		Fr129a	(KM)C79a
	 	 スクラッチ,マウントあり	Scratch,Mounted	 EF	 ¥300,000

	7724	 ニコライ1世	Nicholas	I	(1825-1855)	3ルーブルプラチナ貨	Platinum	3Roubles	1829(CNB)
	 	 プルーフ	NGC-PF65CAMEO		(KM)C177	Fr160	 Proof	UNC	 ¥900,000

	7725	 ニコライ2世	Nicholas	II	(1894-1917)	5ルーブル金貨	5Roubles	1902(AP)	Fr180	Y62	 EF	 ¥13,000
	7726	 船デザイン	3ルーブル銀貨	3Roubles	Ship	1990	Y242,Y248,Y249,	1991	Y264,	1995	Y462,	1996	Y511.
	 	 6枚組	6pcs	Lot	返品不可	No	Returns	 Proof	FDC	 ¥9,000

7721 7722

7723

7725

7724

（×1.5）（×1.5）
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 セントヘレナ ST･HELENA	 	 	 	

	7727	 1/2ペニー銅貨	1/2Penny	1821	KM-A4	この地に流刑となっていたナポレオン1世が死去した年の発行｡
	 	 	 	 VF+	 ¥5,000

 サンマリノ SAN MARINO	 	 	 	

	7728	 2007年	日本･サンマリノ友好記念2種セット(2ソルディ金貨&5ソルディ金貨)	神武天皇･橿原神宮
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥80,000

 セルビア SERBIA	 	 	 	

	7729	 ミラン4世(1868-89)	20ディナラ金貨	20Dinara	1879	Fr3	KM14	 VF+	 ¥45,000

 スロベニア SLOVENIA	 	 	 	

	7730	 200ユーロ金貨	200Euro	2009	KM89	ゾラン･ムジーク生誕100年記念	 Proof	FDC	 ¥30,000

 南アフリカ SOUTH AFRICA	 	 		

 喜望峰 Cape of Good Hope 
7731	 ヴィクトリア	Victoria(1837-1901)		1ペニー試鋳銅貨		Pattern	Penny	1889	KM-Pn3	 Proof	FDC	 ¥90,000
 グリクァタウン Griquatown 
7732	 ヴィクトリア	Victoria(1837-1901)		1ペニー試鋳銅貨		Pattern	Penny	N.D.(1890)	KM-Pn6
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥75,000

7727

7729

7730

7731 7732

7728
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	7733	 5シリング銀貨	5Shillings	1892	シングルシャフト	Single	Shaft	Dav60	KM8.1	肖像に傷あり	Scratch	on	face
	 	 	 	 Tone	EF	 ¥40,000
	7734	 1955年	9種揃いプルーフセット	エリザベス2世		KM-PS33	 Proof	UNC	 ¥4,500
	7735	 エリザベス2世(1952-)	1960年金貨2種セット(1/2Pound.1Pound)	KM-PS49	オリジナルケース入り
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥85,000

 南ローデシア SOUTHERN RHODESIA	 	 		

	7736	 ジョージ6世	George	VI(1936-1952)	ハーフクラウン	Half	Crown	1950,1952	KM24	3ペンス	3Pence	1948,1949
	 	 KM20	合計4枚	4pcs	返品不可	 	 EF+〜UNC	 ¥20,000

 スペイン SPAIN	 	 	 	

	7737	 フェルディナンド5世&イザベラ1世(1476-1516)	2エクセレンテ金貨	2Excelentes	ND	Fr129	セビリア鋳
	 	 表裏共摩耗の少ない良好な状態です	 	 EF	 ¥320,000

次回 第 45 回日本コインオークション開催のお知らせ

2017 年 12 月 10 日（日）
場所：東京駅前・丸ビル７階「丸ビルホール」

８月末日までご出品受付中！
（予定数に達し次第締切とさせて頂きます）

7733

7736

7737

7735
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	7739	 カルロス3世	Carlos	III	(1759-1788)	8エスクード金貨	8Escudos	1786(S･C)	Fr283	KM409.28
	 	 PCGS-Genuine	Cleaning-AU	Details	非常に状態が素晴らしいです｡	 EF+	 ¥250,000

	7738	 フェリペ5世	FelipeV	(1700-1746)	8エスクード金貨	8Escudos	1723(S.J)	セビリアミント	Fr247	KM315
	 	 NGC-XF	DETAILS	SCRATCHES	アジャストマークあり	 VF	 ¥350,000

	7740	 カルロス4世	Carlos	IV	(1788-1808)		4エスクード金貨	4Escudos	1796(M･MF)	Fr294	KM436.1
	 	 PCGS-Genuine	Cleaning-XF	Details	肖像に擦り傷あり	 VF	 ¥80,000

7740

7738

（×1.5）（×1.5）

7739

（×1.5）（×1.5）
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	7741	 ホセ･ナポレオン	Joseph	Napolean	(1808-1813)		8レアル銀貨	8Reales	1809(IG)		Dav309	KM454
	 	 表面傷あり	Scratches		 	 VF	 ¥20,000
イザベル2世 Isabel II (1833-1868)	 	
	7742	 100レアルプラチナ打ち	100Reales	in	Platinum	1861	Fr331	KM605.2
	 	 当時は金よりプラチナが廉価であったため､造幣局職員により製造され流通させるために金メッキが施された非公式な
	 	 プラチナ打ちです｡	 	 VF	 ¥55,000
	7743	 100レアル金貨	100Reales	1861	6Pt.Star	Fr331a	KM605.2	PCGS-MS63	 UNC	 ¥50,000

	7744	 80レアル金貨	80Reales	1845(B)PS	バルセロナミント	Fr324	KM-A579		NGC	MS63	 UNC	 ¥85,000
	7745	 4マラヴェディ銅貨	4Maravedis	1847JA	KM530.2	CNCS	AU55,8マラヴェディ銅貨	8Maravedis	1847JA	KM531.2
	 	 CNCS	MS63		2枚組	2pcs	Lot	 	 EF	 ¥8,000

 海峡植民地 STRAITS SETTLEMENTS	 	 		

	7746	 ヴィクトリア	Victoria	(1837-1901)	10セント銀貨	10Cent	1901	KM11	 UNC	 ¥32,000

 スワジランド SWAZILAND	 	 	 	

	7747	 ソブサ2世(1968-82)	10エマランジェニ金貨	10Emalangeni	1974	Fr4	KM17	生誕75年記念
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥68,000

 スウェーデン SWEDEN	 	 	 	

	7748	 カール11世(1660-97)	1エーレ銅貨	1Ore	1677/76	KM264a	大型銅貨	希少品		 EF	 ¥28,000
	7749	 オスカル2世	Oscal	II	(1872-1907)	20クローネ金貨	20Kronor	1902	KM765	 Proof	AU/UNC	 ¥100,000

7741
7742

7744

7743

7747

7748

7749
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 スイス SWITZERLAND	 	 	 	

チューリッヒ Zurich 
	7750	 1/2ターレル銀貨	1/2Taler	1720	都市景観	City	View	KM146	NGC-MS63	 Toned	UNC	 ¥120,000
 バーゼル Basel 
7751	 1/2ターレル銀貨	1/2Taler	1786	都市景観	City	View	KM1178	NGC-MS62	 Toned	AU/UNC	 ¥170,000

	7752	 1/2ターレル銀貨	1/2Taler	1786	バーゼル市風景	KM178	NGC	AU58	 Toned	EF	 ¥80,000
	7753	 ヘルヴェティア	Helvetia	5オンス銀メダル	5UNZEN	Silver	Medal	1987	ヘルヴェティア座像/マッターホルン
	 	 KM-XMB10		155.51gm	.999Fine	 	 Proof	FDC	 ¥8,000

	ベルン Bern	
7754	 1デュプローネ金貨	1Duplone	1796	Fr182	KM152	PCGS-AU58	 EF+	 ¥80,000
	7755	 2デュプローネ金貨	2Duplone	1793	Fr181	KM144.1	希少品	 F/VF	 ¥85,000
	7756	 1ターレル銀貨	1Taler	1795	Dav1760	KM150	PCGS-AU50	 VF+	 ¥50,000
	7757	 1ターレル銀貨	1Taler	1798	Dav1760B	KM164	NGC-MS63	 UNC	 ¥120,000

7750 7751

7752

7753

7754 7755

7756

7757
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	7758	 4フランケン銀貨	4Franken	1823	Dav370	KM199	希少品	 EF+	 ¥150,000

	7759	 4フランケン銀貨	4Franken	1826	カントンテーラーの中の一番の希少品	試鋳貨とも言われています｡
	 	 Dav371	KM-Pn24		PCGS	SP64	 	 P/L	UNC	 ¥2,500,000

 ジュネーブ Geneve 
7760	 1ターレル銀貨(12フローリン･9ソル)	1Taler	1796	Dav1770	KM112	 EF	 ¥100,000
 ルツェルン Luzern	
7761	 4フランケン銀貨	4Franken	1814	Dav364	KM109	 EF+	 ¥80,000

7758

7760 7761

7759

（×1.5）（×1.5）
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	7762	 40バッツェン銀貨	40Batzen	1816	Dav369	KM113	 EF	 ¥65,000
 チューリヒ Zurich	
7763	 40バッツェン銀貨	40Batzen	1813(B)	Dav366	KM190	PCGS-MS62	 EF+/AU	 ¥30,000

 連邦 Confederation	
7764	 20フラン金貨	20Francs	1883	Fr495	KM31.1	 EF+	 ¥28,000
	7765	 20フラン金貨	20Francs	1883	Fr495	KM31.1	 EF+	 ¥28,000
	7766	 5フラン銀貨	5Francs	1889(B)	Dav392	KM34	女神頭像	希少な状態		 UNC	 ¥120,000

	7767	 5フラン銀貨	5Francs	1892(B)	Dav392	KM34	女神頭像	希少な状態	NGC-MS63	 UNC	 ¥120,000
	7768	 5フラン銀貨	5Francs	1892B	Dav392	KM34	女神頭像	 EF	 ¥38,000

	7770	 5フラン銀貨	5Francs	1908(B)	Dav392	KM34	女神頭像	希少な状態	PCGS-MS64	 FDC	 ¥175,000
	7771	 5フラン銀貨	5Francs	1923(B)	Dav393	KM37	ウィリアム･テル像	 EF+	 ¥8,000

	7769	 20フラン金貨	20Francs	1896	Fr495	KM31.1	 EF+	 ¥28,000

7769

7762 7763

7767 7768

7770 7771

7764 7765
7766
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	7772	 100フラン試作黄銅貨	Pattern	100Francs	in	Brass	1925(B)	KM-E17	ESSAI銘入り
	 	 希少品	PCGS-SP62	 	 Proof	Like	UNC	 ¥950,000

	7773	 5フラン銀貨	5Francs	1923(B)	Dav393	KM37	ウィリアム･テル像	 EF+	 ¥15,000
	7774	 20フラン金貨	20Francs	1949(B)	ブレネリ	Fr499	KM35.2	NGC-MS65	 UNC	 ¥28,000
	7775	 1/4オンス金メダル	1/4oz	Gold	Medal		1986	KM-XMB4		NGC-MS69	 FDC	 ¥55,000

	7776	 ジュネーブ	Geneve		銀メダル	Silver	Medal	1875	発行枚数320枚	M305	R106b	希少品
	 	 	 	 Proof	Like	FDC	 ¥48,000

7773

7774
7775

7776

7772

（×1.5）（×1.5）
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	7777	 250フラン金貨	250Francs	1991(B)	Fr515	KM71.1	PCGS-MS69	 FDC	 ¥32,000
	7778	 50フラン金貨	50Francs		2004(B)		マッターホルン	Fr523	KM110	NGC-PU69	ULTRA	CAMEO
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥80,000

 スイス 射撃祭記念 Switzerland Shooting Festival	 	 		

 グラルス Glarus 
7779	 40バッツェン銀貨	40Batzen	Dav373	KM20	R803a	発行枚数3,200枚のうち約1000枚が後に溶解されているため
	 	 実質発行枚数は約2200枚の希少品	 		 EF	 ¥220,000
	7780	 40バッツェン銀貨	40Batzen	Dav373	KM20	R803a	発行枚数3,200枚のうち約1000枚が後に溶解されているため
	 	 実質発行枚数は約2200枚の希少品	PCGS-MS62	 AU	 ¥240,000

 ベルン Bern	
7781	 5フラン銀貨	5Francs	1857	Dav378	KM-S4	R181a	 AU/UNC	 ¥75,000
 ラショードフォン La Chaux-de-Fonds	
7782	 5フラン銀貨	5Francs	1863	KM-S8	MH9	PCGS-MS65	 UNC+	 ¥125,000

 シャファウゼン Schaffhausen	
7783	 5フラン銀貨	5Francs	1865	Dav382	KM-S8	R1054b	 EF	 ¥25,000

	7784	 5フラン銀貨	5Francs	1865	Dav382	KM-S8	R1054b	 AU	 ¥30,000

7779 7780

7781 7782

7783

7784

7777 7778
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 シュヴィーツ Schwyz 
7785	 5フラン銀貨	5Francs	1867	Dav383	KM-S9	R1070a	PCGS-AU55	 EF+	 ¥40,000
	7786	 5フラン銀貨	5Francs	1867	Dav383	KM-S9	R1070a	PCGS-AU58	 EF+	 ¥40,000

 ツーク Zug 
7787	 5フラン銀貨	5Francs	1869	Dav384	KM-S10	R1671b	 ーEF	 ¥35,000
 チューリヒ Zurich 
7788	 5フラン銀貨	5Francs	1872	Dav385	KM-S11	R1731a	 AU/UNC	 ¥38,000

	7789	 5フラン銀貨	5Francs	1872	Dav385	KM-S11	R1731a	 UNC	 ¥55,000
	7790	 5フラン銀貨	5Francs	1872	Dav385	KM-S11	R1731a	PCGS-MS63	 UNC	 ¥45,000

 ローザンヌ Lausanne	
7793	 5フラン銀貨	5Francs	1876	KMS16	MH15	PCGS-MS62	 AU	 ¥24,000
	7794	 5フラン銀貨	5Francs	1876	Dav387	KM-S13	R1560a		 EF+/AU	 ¥20,000

 ザンクト･ガレン St･Gallen	
7791	 5フラン銀貨	5Francs	1874	Dav386	KM-S12	R1156a	 AU/UNC	 ¥25,000
	7792	 5フラン銀貨	5Francs	1874	Dav386	KM-S12	R1156a	PCGS-MS65	 UNC	 ¥20,000

7785 7786

7787 7788

7789 7790

7791 7792

7793 7794
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	7795	 5フラン銀貨	5Francs	1876	Dav387	KM-S13	R1560a		 ポリッシュ	ーEF	 ¥12,000
 バーゼル Basel	
7796	 5フラン銀貨	5Francs	1879	Dav388	KM-S14	R92a	剣の片側に光線あり	 EF+	 ¥18,000

	7797	 5フラン銀貨	5Francs	1879	Dav388	KM-S14	R92b	剣の両側に光線あり	 EF+	 ¥18,000
	7798	 5フラン銀貨	5Francs	1879	Dav388	KM-S14	R92b	剣の両側に光線あり	 EF	 ¥12,000

フリーブルグ Fribourg 
	7799	 5フラン銀貨	5Francs	1934(B)	R431a	(KM)X-S18	MH20	PCGS-MS64	 P/L	FDC	 ¥6,000
	7800	 5フラン銀貨	5Francs	1881	Dav389	KM-S15	R403a	NGC-MS62	 AU/UNC	 ¥28,000

ルガノ Lugano
	7801	 5フラン銀貨	5Francs	1883	Dav390	KM-S16	R1373a		 UNC	 ¥28,000
 ベルン Bern	
7802	 5フラン銀貨	5Francs	1885	Dav391	KM-S17	R192a		 EF	 ¥15,000

	7803	 5フラン銀貨	5Francs	1885	Dav391	KM-S17	R192a	NGC-MS63	 UNC	 ¥35,000

7795 7796

7797 7798

7799
7800

7801 7802

7803
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	スイス射撃祭記念メダル Switzerland Shooting Medal	 	 		

	7804	 射撃祭記念ソーコールドテーラー	So	Called	Taler　バーゼル	Basel	1844	M53	R87e	銅製	 UNC	 ¥15,000
	7805	 射撃祭記念ソーコールドテーラー	So	Called	Taler　ジュネーブ	Geneve	1815	R572b	銀製
	 	 	 	 Proof	Like	EF+	 ¥27,000

	7806	 射撃祭記念ソーコールドテーラー	So	Called	Taler　ルツェルン	Luzern	1853	R864a	銀製	EF+/AU	 ¥18,000
 アールガウ Aargau	
7807	 1903	R29a	銀製	発行枚数350枚	 	 AU/UNC	 ¥18,000

	7808	 1908	R32a	銀製	発行枚数293枚	発行時の佩用リング付	 AU	 ¥12,000
	7809	 1924	R44b	銀製	発行時の佩用リング付	 AU	 ¥12,000

	7810	 1924	R44a	銀製		 	 AU	 ¥7,000
	7811	 1924	R45c	銅製	 	 UNC	 ¥8,000

7804 7805

7806 7807

7808
7809

7810

7811
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	7812	 ND(1960年以降)	R67a	銅製銀ギルト	 Matt	UNC	 ¥8,000
	7813	 1965	R-	銀製	 	 AU/UNC	 ¥6,000

 アッペンツェル Appenzell 
7814	 銀メダル	Silver	Medal	1906		R71a	M45	 Toned	EF+	 ¥10,000
 バーゼル Basel	
7815	 1909	R132b	銀製	発行時の佩用リング付	希少品	 EF+	 ¥24,000

	7816	 1911	R133b	銀製	希少品	 	 VF+	 ¥10,000
	7817	 1958	R171a	銅製銀ギルト	 	 Matt	UNC	 ¥7,000

ベルン Bern 
	7818	 1830	R179a	銀製	発行時の佩用リング付	 EF+	 ¥12,000
	7819	 1891	R215a	銀製	 	 EF	 ¥18,000

7812 7813

7814 7815

7816
7817

7818

7819
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	7820	 1894	R228a	銀製	 	 エッジに小傷あり	AU	 ¥15,000
	7821	 1909	R262d	銀製	発行時の佩用リング付	希少品	 EF	 ¥14,000

	7822	 1951	R356a	銀製発行時の佩用リング付	 EF+	 ¥10,000
	7823	 ND(1960年以降)	R387a	銅製銀ギルト	 Matt	UNC	 ¥6,000

	7824	 ND(1960年以降)	R389a	銀製金ギルト	 UNC	 ¥8,000
	7825	 ND(1960年以降)	R391a	銅製銀ギルト	 Matt	UNC	 ¥5,000

	7826	 ND(1960年以降)	R396a	銅製銀ギルト	 Matt	UNC	 ¥12,000
 ジュネーブ Geneve	
7827	 1866	R596a	ホワイトメタル製	佩用のための穿孔あり	希少品	 EF+/AU	 ¥19,000

7820 7821

7822 7823

7824 7825

7826
7827
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	7830	 1887	R647a	銅製	希少品	 	 AU	 ¥18,000
	7831	 1949	R776a	銀製	 	 Matt	UNC	 ¥14,000

	7828	 1877	R613b	ホワイトメタル製	佩用のための穿孔あり	希少品	 EF+	 ¥14,000
	7829	 1887	R637c	ホワイトメタル製		 	 EF+	 ¥5,000

グラルス Glarus 
	7832	 1892	R808b	銀製	 	 EF+	 ¥20,000
 グラウビュンデン Graubunden	
7833	 1905	R843a	銀製	希少品	 	 UNC	 ¥27,000

	7834	 1962	R863var	銀製	 	 Matt	UNC	 ¥8,000
	7835	 1965	R860var	銅製銀ギルト	 	 Matt	UNC	 ¥15,000

7828 7829

7830 7831

7832 7833

7834 7835
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 ノイシャテル Neuchatel 
7836	 1886	R951a	銀製	 	 AU	 ¥18,000
	7837	 1892	R959c	銅製	発行枚数643枚	 	 UNC	 ¥14,000

	7838	 1898	R970c	銀製	 	 UNC	 ¥12,000
	7839	 1898	R974a	ホワイトメタル製	佩用のためのリング付	希少品	 EF+	 ¥12,000

 ニドヴァルテン Nidwalden 
7840	 ND	R1035var	銅製	 	 UNC	 ¥18,000
 シャファウゼン Schaffhausen 
7841	 1965	R1067a	銀製	 	 Matt	UNC	 ¥16,000

 シュヴィーツ Schwyz 
7842	 ND(1959)	R1113a	銅製銀ギルト	 	 Matt	UNC	 ¥15,000
ソロツルン Solothurn	
	7843	 1895	R1123a	発行枚数700枚	 	 EF+	 ¥18,000

7836 7837

7838 7839

7840

7841

7842 7843
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 ザンクト･ガレン ST･Gallen	
7844	 1904	R1175a	銀製	 	 EF+	 ¥9,500
	7845	 1925	R1199a	銀製	希少品	 	 Matt	UNC	 ¥13,000

	7846	 1952	R1221b･var	銅製銀ギルト	希少品	 Matt	UNC	 ¥25,000
	7847	 1955	R1227c	銅製	発行枚数340枚	 UNC	 ¥8,000

	7848	 銀メダル	Silver	Medal	1897		R1170a	発行枚数:782枚	 Toned	UNC	 ¥15,000
	7849	 銀メダル	Silver	Medal	1904		R1176a	M575		 Toned	UNC	 ¥13,000

 テュールガウ Thurgau 
7850	 1890	R1250b	銀製	 	 UNC	 ¥14,000
	7851	 1890	R1250var	銅製金ギルト	希少品	 AU/UNC	 ¥40,000

7844 7845

7846
7847

7848

7849

7850 7851
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	7852	 1935	R1288b	銅製	 	 Matt	UNC	 ¥6,000
 ティシーノ Ticino 
7853	 1929	R1465b	銅製	 	 UNC	 ¥9,000

	7854	 1929	R1467b	銀製	発行時のリング付	希少品	 EF+	 ¥18,000
 ヴォー Vaud 
7855	 1891	R1584b	銀製	 	 AU/UNC	 ¥20,000

	7856	 1899	R1601a	銀製	 	 UNC	 ¥20,000
	7857	 ND(1922)	R1663a	銀製	希少品	 	 Matt	UNC	 ¥12,000

 チューリヒ Zurich 
7858	 1895	R1756b	銀製	 	 AU/UNC	 ¥14,000
	7859	 1895	R1756d	銅製	 	 AU/UNC	 ¥9,000

7852

7853

7854

7855

7856
7857

7858 7859
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	7860	 1939	R1880c	銅製	発行時のリング付	 EF	 ¥7,000

	7861	 その他	射撃祭記念メダル･バッジ等16枚組(佩用のための穿孔､リング溶接あり)	返品不可	 VF	 ¥10,000

7860

7861
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 スイス現代射撃祭記念貨 Modern Shooting Festival	 	 		

	7862	 ベルン	Bern	500フラン金貨ピエフォー(厚手型)	500Francs	Piedfort	1995	MH50b	KM-S47
	 	 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 	 Proof	FDC	 ¥60,000
	7863	 シオン	Sion	500フラン金貨ピエフォー(厚手型)	500Francs	Piedfort	1999	発行枚数6枚	MH-61b	KM-S58
	 	 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 	 Proof	FDC	 ¥350,000

	7864	 50フラン銀貨	1984	H24a	オーバーハスリ	現代射撃祭初年号	 FDC	 ¥8,000
	7865	 50フラン銀貨	1984	H24a	オーバーハスリ	現代射撃祭初年号	 FDC	 ¥8,000

	7866	 500フラン金貨	2017	MH100a	グラルス	発行枚数220枚		 Proof	FDC	 ¥175,000
	7867	 500フラン金貨	2017	MH100a	グラルス	発行枚数220枚		 Proof	FDC	 ¥175,000

	7868	 500フラン金貨	2017	MH100a	グラルス	発行枚数220枚	NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥185,000
	7869	 500フラン金貨	2017	MH100a	グラルス	発行枚数220枚	NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥185,000

7862

7863

7864 7865

7866 7867

7868 7869
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	7870	 500フラン金貨	2017	MH100a	グラルス	発行枚数220枚	NGC-PF70ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥195,000
	7871	 500フラン金貨	2017	MH100a	グラルス	発行枚数220枚	NGC-PF70ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥195,000

	7872	 100フランプラチナ貨	100Francs	1986	H30b	アルトドルフ	 Proof	FDC	 ¥220,000
	7873	 1000フラン金貨	1000Francs	2017	MH101a	グラルス	発行枚数24枚	NGC-PF70ULTRA	CAMEO
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥600,000

	7874	 50フラン銀貨5枚組(1984	NGC-MS68.1990	PCGS-PR68DC.1995	PCGS-PR69DC.2000	PCGS-PR68DC.
	 	 2016	PCGS-PR69DC)	返品不可	 	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7875	 50フラン銀貨5枚組(1993	PCGS-PR69DC.2001	PCGS-PR68DC.2014	NGC-PF69UC.2015	PCGS-PR68DC.
	 	 2016	PCGS-PR69DC)	返品不可	 	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7876	 50フラン銀貨5枚組(1990	PCGS-PR68DC.2005	NGC-PF70UC.2012	PCGS-PR67DC.2015	PCGS-PR68DC.
	 	 2016	PCGS-PR69DC)	返品不可	 	 Proof	FDC	 ¥75,000

7874（80％大）

7875（80％大）

7876（80％大）

7870 7871

7872
7873
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	7877	 50フラン銀貨5枚組(1984	NGC-MS66.1995	PCGS-PR68DC.2001	PCGS-PR68DC.2003	PCGS-PR68DC.
	 	 2016	NGC-PF69UC)	返品不可	 	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7878	 50フラン銀貨5枚組(1990	PCGS-PR68DC.1999	NGC-PF69UC.2000	PCGS-PR67DC.2001		PCGS-PR68DC.
	 	 2016	PCGS-PR69DC)	返品不可	 	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7879	 50フラン銀貨5枚組(1984	NGC-MS67.1992	PCGS-PR69DC.1994	PCGS-PR69DC.2008	PCGS-PR68DC.
	 	 2016	PCGS-PR69DC)	返品不可	 	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7880	 50フラン銀貨5枚組(1989	PCGS-PR68DC.1991	PCGS-PR68DC.1994	PCGS-PR69DC.2012	PCGS-PR69DC.
	 	 2016	PCGS-PR69DC.2016	PCGS-PR69DC)	返品不可	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7881	 50フラン銀貨5枚組(1993	PCGS-PR69DC.2003	PCGS-PR68DC.2008	PCGS-PR67DC.2015	PCGS-PR68DC.
	 	 2016	PCGS-PR69DC)	返品不可	 	 Proof	FDC	 ¥75,000

7877（80％大）

7878（80％大）

7879（80％大）

7880（80％大）

7881（80％大）
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	7882	 50フラン銀貨5枚組(1984	NGC-MS67.1987	NGC-PF69UC.2003	PCGS-PR68DC.2015	PCGS-PR69DC.
	 	 2016	NGC-PF69UC)	返品不可	 	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7883	 50フラン銀貨5枚組(2003	PCGS-PR68DC.2006	PCGS-PR69DC.2008	PCGS-PR68DC.2012	NGC-PF68UC.
	 	 2016	PCGS-PR69DC)	返品不可	 	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7884	 50フラン銀貨5枚組(1986.1990.2003.2007.2013)全てNGC-PF69UC	返品不可	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7885	 50フラン銀貨5枚組(1986.1999.2003.2004.2012)全てNGC-PF69UC	返品不可	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7886	 50フラン銀貨5枚組(1997.2000.2001.2004.2016)全てNGC-PF69UC	返品不可	 Proof	FDC	 ¥75,000

7882（80％大）

7883（80％大）

7884（80％大）

7885（80％大）

7886（80％大）
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	7887	 50フラン銀貨5枚組(1987.1990.2000.2007.2016)全てNGC-PF69UC	返品不可	 Proof	FDC	 ¥75,000

 トンキン(北ベトナム) TONKIN	 	 		

	7888	 1/600ピアストル錫貨	1/600Piastre	1905	KM1	5枚組	Lot	5coins	返品不可	 EF〜AU	 ¥20,000

 トリスタン･デ･クーニャ TRISTAN DA CUNNA	 	 		

	7889	 2ソボレン金貨	2Sovereign	2012	エリザベス2世在位60年記念	女王とライオン	 Proof	FDC	 ¥80,000

 トルコ TURKEY	 	 	 	

	7890	 共和制(1923-)	100クルシュ金貨	100Kurush	1923/35	Fr205	KM855	 EF+	 ¥28,000

 ウルグアイ URUGUAY	 	 	 	

	7891	 5ペソ銀貨	5Peso	1844	モンテビデオペソ	KM5	 Toned	EF	 ¥180,000

7887（80％大）

7888

7889

7890

7891
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 アメリカ U.S.A.-Royal Patent Coinage	 	 		

	7892	 Royal	Patent	Coinage	ジョージ1世(1714-1727)	ハーフペニー銅貨	Half	Penny	1723	Woods	Hibernia	KM23.1
	 	 	 	 F		 ¥11,000

 アメリカ U.S.A.	 	 	 	

	7893	 20セント銀貨	20Cents	1875(CC･カーソンシティ)	希少品	PCGS-AU58	 EF	 ¥165,000
	7894	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1945	KM142	ウォーキングリバティ	NGC-MS64	 UNC/FDC	 ¥9,000
	7895	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1945(S)	KM142	ウォーキングリバティ	NGC-MS63	 UNC	 ¥7,000

	7896	 1ドル銀貨	1Dollar	1878(CC･カーソンシティ)	KM110	モルガン	初年号	希少ミント	NGC-MS63
	 	 	 	 UNC	 ¥38,000
	7897	 1ドル銀貨	1880(O)	KM110	モルガン	中特年	NGC-MS62	 UNC	 ¥20,000
	7898	 1ドル銀貨3枚組(1883･O	PCGS-MS64､1887	PCGS-MS63､1888	PCGS-MS63)	返品不可	UNC	 ¥18,000
	7899	 1ドル銀貨	1Dollar		1896		モルガンダラー	KM110	 EF	 ¥2,000

	7900	 1ドル金貨	Gold	1Dollar	1888	プルーフ	KM86	Fr94	PCGS-PR64+DCAM	 Proof	FDC	 ¥600,000
	7901	 2･1/2ドル金貨	2･1/2Dollar	1903	コロネットヘッド	Fr114	KM72	PCGS-MS63	 UNC	 ¥50,000
	7902	 2･1/2ドル金貨	2･1/2Dollar	1926	インディアンヘッド	Fr120	KM128	PCGS-MS64	 UNC+	 ¥150,000
	7903	 3ドル金貨	3Dollars	1874	インディアンヘッド	Fr124	KM84	PCGS-AU55	 EF+	 ¥120,000

	7904	 5ドル金貨	5Dollars	1912	Fr148	KM129	インディアン	 VF	 ¥38,000

7892

7893
7894

7895

7896 7897

7900 7901 7902
7903

7904
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	7905	 5ドル金貨	5Dollars	1912(S)	Fr150	KM129	インディアン	 VF	 ¥38,000
	7906	 10ドル金貨	10Dollars	1882	KM102	Fr158	 VF	 ¥60,000
	7907	 10ドル金貨	10Dollars	1893(CC)	KM102	Fr161	PCGS-AU58	 EF	 ¥650,000

	7908	 10ドル金貨	10Dollars	1910(S)	Fr167	KM130	インディアン	 VF+	 ¥75,000
	7909	 20ドル金貨	20Dollars	1874(S)	KM74.2	Fr175	NGC-AU55	 VF+	 ¥200,000

	7910	 20ドル金貨	20Dollars	1904	KM74.3	Fr177	裏面スクラッチあり	 EF+	 ¥100,000
	7911	 20ドル金貨	20Dollars	1904	KM74.3	Fr177	 AU/UNC	 ¥140,000

	7912	 20ドル金貨	20Dollars	1904	KM74.3	Fr177	PCGS-MS62	 AU/UNC	 ¥140,000
	7913	 20ドル金貨	20Dollars	1907(S)	Fr182	KM126	ハイレリーフ	High	Relief
	 	 	 		 軽いポリッシュあり	Polished	EF	 ¥550,000

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：７月 27 日（木）必着
FAX 入札締切日：７月 27 日（木）午後６時到着分まで

郵便入札（Mail  Bid）でご参加の方は…

ご送付先：〒 182 － 0026　東京都調布市小島町１－ 21 －６　アジャンタ調布 403 号
FAX：042 － 484 － 6916　書信館出版（株）　

7905
7906 7907

7908

7909

7910 7911

7912 7913
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	7914	 20ドル金貨	20Dollars	Proof	Wire	Rim	MCMVII(1907)	ハイレリーフ	KM126	Fr182		NGC-PF64
	 	 	 	 UNC	 ¥2,500,000

	7915	 20ドル金貨	20Dollars	1908	NO	MOTTTO	セントゴーデンス	KM131	Fr185	NGC-MS65		UNC+	 ¥220,000
	7916	 20ドル金貨	20Dollars	1910	セントゴーデンス	KM131	Fr185	 EF	 ¥120,000

	7917	 20ドル金貨	20Dollars	1924	セントゴーデンス	KM131	Fr185	 UNC	 ¥150,000
	7918	 20ドル金貨	20Dollars	1928	Fr185	KM131		 ポリッシュあり	Polished	-EF	 ¥135,000
	7919	 プルーフセット4種組(1999クォーター5種､2001シルバー､2007シルバークォーター5種､2007シルバー)
	 	 返品不可	 	 	 ¥12,000
	7920	 25セント銀貨	25Cent	2010	マウントフッド	First	Strike	5oz(155.55g)Silver	0.999Silver	KM493
	 	 PCGS-MS69DMPL		 	 FDC	 ¥15,000

7914

（×1.5）（×1.5）

7915

7917 7918

7916
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	7921	 1/2ドル銀貨	Harf	Dollar	1935	スペイン人の足跡400年	KM172	PCGS-MS64	 UNC+	 ¥110,000
	7922	 1000ドル紙幣		1000Dollars		1934	クリーブランド大統領		右側に染みあり		 VF	 ¥130,000
	7923	 ケネディー50セント白銅貨	1978(D)	NGC	MS65,	2004(S)	PF69	ULTRA	CAMEO,	2006(S)	PF69	ULTRA	CAMEO,
	 	 	2006(D)	MS65.	4枚組	返品不可	No	Returns	 	 ¥10,000
	7924	 ケネディー50セント白銅貨	1985(S)	PCGS	PR69DCAM,	1986(S)	PF69DCAM,	1987(S)	PR69DCAM,	
	 	 1992(S)	PR69DCAM.	4枚組	返品不可	No	Returns	 	 ¥11,000
	7925	 50セント白銅記念貨	1986(S)女神	NGC	PF69ULTRA	CAMEO,	1989(D)議会	MS69,	1992(S)	オリンピック	MS69,	
	 	 1994(P)	ワールドカップ	PF69	ULTRA	CAMEO,	1995(S)	バスケットボール	PF69	ULTRA	CAMEO,	1995(S)	野球
	 	 PF69	ULTRA	CAMEO.	6枚組		返品不可	No	Returns	 	 ¥10,000
	7926	 50セント白銅記念貨	1982(S)	ワシントン	PCGS	PR69DCAM,	1995(P)	第2次大戦	PR69DCAM,	1991(S)	ラッシュ
	 	 モア	PR69DCAM,	1993(S)	マディソン	PR69DCAM,	1994(D)	ワールドカップ	MS69,	2008(S)	鷲	MS70.
	 	 6枚組		返品不可	No	Returns	 	 	 ¥10,000
 記念貨 Commemorative coins	
7927	 1/4ドル銀貨	1/4Dollar	1893	YC1	コロンビア博覧会記念	通称｢イザベラ･クォーター｣	NGC-MS62
	 	 	 	 AU/UNC	 ¥35,000

	7928	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1920	KM147.1	清教徒上陸300年記念	NGC-MS63	 UNC	 ¥13,000
	7929	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1921	KM148.2	アラバマ100年記念	PCGS-MS63	 UNC	 ¥45,000

	7930	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1923(S)	KM153	モンロー主義100年記念	NGC-MS63	 UNC	 ¥12,000
	7931	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1924	KM154	ユグノー教徒とワルーン人入植300年記念	PCGS-MS64
	 	 	 	 UNC+	 ¥20,000

	7932	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1926	KM160	独立150年記念	PCGS-MS63	 UNC	 ¥18,000

7921
7927

7928 7929

7930 7931

7932
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	7933	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1938	KM167	テキサス州100年記念	発行枚数3780枚	NGC-MS64
	 	 	 	 UNC+	 ¥25,000
	7934	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1935	KM168	アーカンソー州100年記念	PCGS-MS64	 UNC+	 ¥14,000

	7935	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1936	KM177	クリーブランド五大湖博覧会記念	PCGS-MS64	 UNC+	 ¥13,000
	7936	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1936	KM182	ロングアイランド300年記念	PCGS-MS63	 UNC	 ¥10,000

	7937	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1936	KM187	アーカンソー州100年記念	PCGS-MS64	 UNC+	 ¥17,000
	7938	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1936	KM189	ヨーク郡100年記念	PCGS-MS65	 FDC	 ¥20,000

	7939	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1948(S)	KM198	ブーカー･T･ワシントン	PCGS-MS64	 UNC/FDC	 ¥6,000
	7940	 1/2	ドル銀貨3枚組	ワシントン･カーバー	1951､1951(S)､1954(D)	KM200
	 	 全てPCGS-MS64	返品不可	 	 UNC/FDC	 ¥15,000

7939

7937 7938

7935 7936

7933
7934

7940
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	7941	 1ドル金貨	1Dollar	1916	Fr102	KM144	マッキンレー	NGC-MS62	 AU/UNC	 ¥48,000
	7942	 50セント金貨	1/2Dollar	2014(W)	ケネディ像50セント銀貨発行開始50年記念	PCGS-PR68DCM	
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥135,000
	7943	 1/2ドル･ニッケルクラッド貨2枚組	2014年	ベースボール殿堂記念(未使用貨･プルーフ貨)	返品不可
	 	 	 	 FDC&Proof	 ¥5,000
	7944	 1/2ドル･ニッケルクラッド貨2枚組	2014年	ベースボール殿堂記念(未使用貨･プルーフ貨)	返品不可
	 	 	 	 FDC&Proof	 ¥5,000
	7945	 1ドル銀貨2枚組	2014年	ベースボール殿堂記念(未使用貨･プルーフ貨)	返品不可	 FDC&Proof	 ¥10,000
	7946	 1/2ドル･ニッケルクラッド2枚組	2016年	国立公園記念(未使用貨･プルーフ貨)	返品不可	FDC&Proof	 ¥5,000
	7947	 1ドル銀貨2枚組	2016年	国立公園記念(未使用貨･プルーフ貨)	返品不可	 FDC&Proof	 ¥10,000
	7948	 1ドル銀貨2枚組	2016年マーク･トゥエイン記念(未使用貨･プルーフ貨)	返品不可	 FDC&Proof	 ¥10,000
	7949	 5ドル金貨	5Dollars	2016(W)	マーク･トゥエイン記念	 Proof	FDC	 ¥55,000
	7950	 歴代大統領	2009年	1ドル黄銅貨	9〜12代大統領	NGC	PF69	ULTRA	CAMEO	(4枚),	2011年	17〜20代大統領
	 	 NGC	PF69	ULTRA	CAMEO	(4枚).	8枚組		返品不可	No	Returns	 	 ¥14,000
	7951	 歴代大統領	2009年	1ドル黄銅貨	10〜12代大統領	NGC	PF69	ULTRA	CAMEO	(4枚),	2011年	17〜20代大統領
	 	 NGC	PF69	ULTRA	CAMEO	(4枚).	8枚組		返品不可	No	Returns	 	 ¥14,000
	7952	 歴代大統領	1ドル黄銅貨	2007	4代	NGC	PF69	ULTRA	CAMEO(1枚),	2008	6代	NGC	MS66(1枚),	2010(S)	NGC	PF69
	 	 ULTRA	CAMEO(1枚),	PCGS	PR69DCAM(1枚),	2010(S)	16代	NGC	PF69	ULTRA	CAMEO(2枚),	
	 	 PCGS	PR69DCAM(2枚),	2011(S)	20代	NGC	PF69	ULTRA	CAMEO(2枚).		 	 ¥16,000
	7953	 歴代大統領	1ドル黄銅貨	初日発行貨	ポジション"A""B"2種	2007(P)(D)	3代	PCGS	MS66,	2008(P)(D)	6代	MS66,	
	 	 2009(P)(D)	12代	MS66.	6枚組		返品不可	No	Returns	 	 ¥10,000
	7954	 歴代大統領	1ドル黄銅貨	初日発行貨	ポジション"A""B"2種	2007(D)(2枚)	3代	PCGS	MS66,	2008(D)	(2枚)6代
	 	 MS66,2009(D)	(2枚)12代	MS66,	2010(D)	(2枚)16代	MS66	8枚組		返品不可	No	Returns	 	 ¥10,000

 ヤップ島   ISLAND OF YAP		 	 	

	7955	 石貨	Stone	Money		重量:826.66gm	径	160cmX13.5cm	結晶質石灰岩(パラオ産出)	 F	 ¥35,000

7941 7949

7942

7955（70％大）
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 世界のコイン各種とその他   MISCELLANEOUS
(全てのロットは返品できません) ALL LOTS ARE NO RETURNS	 	 		
	7956	 世界各国	フランス	10サンチーム	1861	KM798.1･カナダ	ノヴァスコシア	ヴィクトリア1ペニートークン銅貨	1856
	 	 KM6･英領インド	ヴィクトリア1/4アンナ銅貨	1901	KM486･海峡植民地	ヴィクトリア1セント銅貨	1862	KM6･
	 	 ジャージー	1/13シリング銅貨	1844	KM3･イギリス	トークン銅貨	1791･アメリカ	1/2ドル銀貨	1952	KM200
	 	 合計7枚		銅貨全て磨きあり	Polished		返品不可	No	Returns	 F〜ーEF	 ¥2,000
	7957	 世界各国	ベルギー	100フラン	1948,1949,1951	KM139.1	50フラン	1948,1950,1954	KM137	20フラン	1949,
	 	 1953	KM141.1	50フラン	KM151.1	インドネシア	25セン	1955	KM11	50セン	1959	KM4	英領ホンジュラス
	 	 1セント	1950	KM24	フォークランド	プルーフセット	1974	KM-PS1	セイロン	プルーフセット	1971	KM-PS4
	 	 合計コイン12枚プルーフセット2セットロット	返品不可	 EF〜Pf	FDC	 ¥8,000
	7958	 オーストラリア		銀貨16枚組	返品不可		No	Returns	 Poor〜UNC	 ¥15,000
	7959	 バハマ諸島	1971	9pcs	Proof	Set	KM-PS4,	英領ヴァージン諸島	25ドル銀貨	1992	KM104-118,122-131.	25pcs
	 	 Proof	Set,	クック諸島	1974	9pcs	Proof	Set	KM-PS5,	ポルトガル	100エスクード銀貨	1989,1990.4pcs	Proof
	 	 Set	KM646a〜649a,	トリニダード･トバゴ	1974	8pcs	Proof	Set	KM-PS9.	5か国セット
	 	 返品不可	No	Returns	 	 Proof	FDC	 ¥38,000
	7960	 イギリス	1970	8pcs	Proof	Set	KM-PS26,	東カリブ海諸国	1965	6pcs	Proof	Set	KM-PS3,	U.S.A.	1968(S)	5pcs	
	 	 Proof	Set,	1975(S)	6pcs	Proof	Set,	1976(S)	3pcs	Proof	Set,	合計5セット		返品不可	No	Returns
	 	 	 	 Proof	FDC	 ¥5,000
	7961	 イギリス	1/2ペニートークン		82枚組	82pcsLot		返品不可		No	Returns	 F〜EF	 ¥40,000
	7962	 アメリカ	1ドル銀貨	1879,1880(S),1880(S),1882(O)	KM110,	1926(S)	KM150,	50セント銀貨	1953KM199,
	 	 1964	KM202,	25セント銀貨1958(D)	KM164		8種銀貨組	8pcs	Lot		返品不可	No	Returns	F〜VF	 ¥6,000
	7963	 マルタ	銀貨5種	1ポンド1979KM51,	2ポンド	1975〜1977	KM31,40,46.	4ポンド	1975	KM33
	 	 返品不可	No	Returns	 	 Proof	FDC	 ¥4,500
	7964	 マルタ騎士団	10グラニ銅貨	1971	レパント海戦	KMX46,	9タリ銀貨	1971	レパント海戦	KMX47,	1スクード銀貨
	 	 1978	ガレー船	KMX72		3種組	3pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 Proof	FDC	 ¥4,000
	7965	 世界各国	船舶のデザイン	銀貨	20枚組	20pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 F〜Proof	FDC	 ¥15,000
	7966	 各種メダル	10枚組	10pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 VG〜UNC	 ¥10,000
	7967	 各種メダル	再鋳メダル含む	6枚組	6pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 VF〜UNC	 ¥25,000
	7968	 銅貨､黄銅貨､白銅貨	20枚組	20pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 F〜Proof	FDC	 ¥1,000
	7969	 各国	汽車､電車のデザイン	銀貨6種組	6pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 Proof	FDC	 ¥6,000
	7970	 古代ローマ共和国	セミ青銅貨	AE	Semis	(Poor),	古代ローマ帝国	トラヤノス(AD98-117)	セステルティウス青銅貨
	 	 (-F).	 	 	 ¥10,000
	7971	 古代ローマ帝国	ルキウス･ヴェルス	(AD161-169)	セステルティウス青銅貨	AE	Sestertius
	 	 返品不可	No	Returns	 	 VG		 ¥10,000
	7972	 古代ギリシャ	プトレマイオス朝	プトレマイオス6世(BC180-145)	テトラドラクマ銀貨	表面肌荒れ
	 	 返品不可		No	Returns	 	 VG	 ¥7,000
	7973	 世界各国		銀貨	12枚組	12pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 VF〜UNC	 ¥10,000
	7974	 世界各国		銀貨	10枚,	銅貨	4枚,白銅貨	3枚.	合計17枚組	17pcs	Lot		返品不可	No	Returns	
	 	 	 	 VF〜Proof	FDC	 ¥8,000
	7975	 アメリカ	50セント	ケネディー	銀貨	10枚	{1965(2枚),1966,1967,1968D(3枚),1969D,1976S,1968S},	
	 	 白銅貨(S)	4枚	1971,1972,1973,1974,1977.	合計15枚	返品不可	No	Returns		UNC〜Proof	FDC	 ¥5,500
	7976	 アメリカ	1968	プルーフセット,	1974	UNC	セット,	オーストラリア	1972	プルーフセット.	3セット組	
	 	 返品不可	No	Returns	 	 	 ¥2,000
	7977	 世界各国	船メダル	銀メダル(8枚),	銅メダル(4枚),	亜鉛､錫メダル(3枚).	イギリス	私製メダル	銅メダル(8枚)
	 	 合計23枚		返品不可	No	Returns	 	 F〜UNC	 ¥50,000
	7978	 仏領インドシナ	1Piastre銀貨	1896年(4枚),1899年(1枚),1906年(2枚),1907年(2枚).	返品不可	No	Returns
	 	 	 	 VG〜F	 ¥9,000
	7979	 オリンピックコイン	西ドイツ	10Mark	1972	(2枚),	東京オリンピック	1000円	(1枚),	100円	(4枚),	
	 	 札幌オリンピック	100円	(1枚).	8枚組	返品不可	No	Returns	 EF〜UNC	 ¥2,000
	7980	 シンガポール	4種組	①1977	ミントセット,②10ドル銀貨	1977,③5ドル白銅貨1983,④10ドル白銅貨1981	酉年
	 	 返品不可	No	Returns	 	 UNC	 ¥1,000
	7981	 英領インド	エドワード7世	1Rupee銀貨	1903年(1枚),1904年(2枚),1905年(4枚),1907年(1枚),1908年(1枚),
	 	 ジョージ5世	1Rupee銀貨	1912年(2枚),1913年(2枚),1918年(1枚),1919年(1枚),1920年(1枚).	合計16枚組
	 	 返品不可		No	Returns	 	 VG〜F	 ¥8,000
	7982	 古代ギリシャ	ペルガモン	テトラドラクマ銀貨,	インド	ムガール帝国	ルピー銀貨,その他	合計13枚組	13pcs	Lot
	 	 返品不可	No	Returns	 	 VG〜VF	 ¥12,000
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 各種勲章と記章	 	 	

	7983	 日本の勲章	7種	勲三等旭日中授章〜勲八等,	日本の記念記章	10種	日露戦役従軍記章,満州事変従軍記章,韓国併合記念
	 	 記章,その他,	満洲国の勲章と記章	11種	勲三位景雲章他,	日赤有功章	9種,	日本陸軍,海軍,自衛隊の軍装品	各種
	 	 必ず下見をして入札をして下さい｡	返品不可	No	Returns	 	 ¥150,000
	7984	 満洲国	建国神廟創建紀念章	康徳7年,	満洲帝国皇帝訪日紀念章.	2種組	2pcs	Lot	返品不可	No	Returns
	 	 	 	 UNC	 ¥2,000

	紙　幣  Bank Note	 	 	

	7985	 メキシコ	5Pesos	1913	PS-305	 	 VF	 ¥3,500

	7986	 ローデシア	10Shillings	1968	P-27		 UNC	 ¥5,000

	7987	 ドミニカ	50Pesos	1975	Specimen	A000000A		P-112S	 UNC	 ¥5,000

	7988	 フランス	10Francs	1924	P-73c	 	 UNC	 ¥4,000

	7989	 ケニア	5Shillings	1968	P-1c	 	 UNC	 ¥4,000

7985

7986

7987

7988

7989
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	7990	 ザイール	1,000,000Zaires	1993	Specimen	No.0000209		MB0000000A	P-45s	 UNC	 ¥5,000

	7991	 コンゴ	5Francs,10Francs,20Francs,50Francs,100Francs	1997	Specimen		5枚組	5pcs	Set
	 	 返品不可		No	Returns	 	 UNC	 ¥15,000

	7992	 カナダ	100Dollars	1954	エリザベス2世	 UNC	 ¥20,000

次回 第 45 回日本コインオークション開催のお知らせ

2017 年 12 月 10 日（日）
場所：東京駅前・丸ビル７階「丸ビルホール」

８月末日までご出品受付中！
（予定数に達し次第締切とさせて頂きます）

7990
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7992
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CCFオークション　郵便入札申込書

フロアオークション　2017 年７月 29 日（土）・30 日（日）

当オークションの入札に当り、当オークションに関する規定と条件を承諾し、落札価格に加えて落札価格の
10％の手数料と、その手数料にかかる８％の消費税、及び送料（一律 700 円）を支払うことを了承します。

　署名捺印 (PLEASE SIGN)
印

●郵便入札及び FAX のご送付先

郵便入札申込書の受付は７月27日（木）必着、FAX は７月27日（木）午後６時到着分まで有効です。
Mail bid sheets must be received by July 27th 2017 at 6:00PM(Tokyo Time).

FAX.+(81)-(0)42-484-6916

ご応札はこの用紙をご使用の上、書信館出版（株）宛ご郵送下さい。

FAX：042 − 484 − 6916

〒 182 − 0026
東京都調布市小島町１− 21 −６
アジャンタ調布 403 号　書信館出版株式会社

電話 (TEL) 日付 (Dated)

Auction Bid Sheet
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入札価格は必ず日本円でご記入下さい。
ALL BIDS ARE TO BE IN JAPANESE YEN.

番号（LOT） 　　金額（BID） 番号（LOT） 　　金額（BID） 番号（LOT） 　　金額（BID）

お名前（NAME）

ご住所（ADDRESS）　〒（postcode）

  ふ　り　が　な

日本コインオークション
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