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	世界のコイン   WORLD COINS	 	 		

 古代ギリシャ･ロｰマ   ANCIENT GREEK and ROMAN	 	 		

第１部  SESSION １
午前 10 時〜午後 12 時（予定）

LOT No.１〜279（1〜217は別冊に掲載）

カンパニア ネアポリス  Campania Neapolis		
	218	 ディドラクマ銀貨		AR	Didrachm		340-241BC		ニンフ右向き像/人頭牛とニケ		Sear307	両面に腐蝕あり
	 	 	 	VG	 ¥7,000
ルカニア メタポンション  Lucania Metapontion
	219	 ステｰタｰ銀貨		AR	Stater		350-330BC	コリントタイプのヘルメットの髭のレオキポス右向き像/麦の穂
	 	 BMC81	Sear415		7.30gm	裏面腐蝕あり	 	VG+	 ¥13,000
 テッサリア ラリサ  Thessaly Larissa
	220	 ドラクマ銀貨		AR	Drachm		350-325BC		ニンフラリッサ3/4正面像/草を食べる右向き馬
	 	 Sear2120		5.90gm	 	-VF	 ¥25,000

	ブルティウム ロクロイ  Bruttium Lokroi Epizephyrioi
	221	 ステｰタｰ銀貨(ディドラクマ)		AR	Stater(Didrachm)	c.300-280BC		兎を捉えて飛ぶ鷲/雷とカデュカス
	 	 SNG	Oxford1567	Sear488		7.78gm		Ex.Lue	(LHS)		9	May	2009	Lot46	希少品	Scarce	 EF	 ¥400,000
カラブリア タラス(タレンタム)  Calabria Taras(Tarentum)
	222	 ディドラクマ銀貨		AR	Didrachm		281-272BC		6.41gm	 	F	 ¥15,000

シチリア島 シラクサ  Sicily Syracuse	 	 	
	223	 	ステｰタｰ銀貨		AR	Stater		344-317BC		コリントタイプのヘルメットの女神/ペガサス		Sear961		8.52gm
	 	 	 	F	 ¥40,000
	224	 	ステｰタｰ銀貨		AR	Stater		344-317BC		コリントタイプのヘルメットの女神/ペガサス	3本の足トリスケス
	 	 Sear961	SNG	Cop780		6.58gm	 	VF	 ¥50,000
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ゼウギタ二ア カルタゴ  Zeugitania Carthage
	225	 ステｰタｰエレクトラム貨		Electrum	Stater	c.320-255BC		女神タニト左向き頭像/右向きの馬
	 	 Fr585			7.53gm	 ｰVF	 ¥75,000
ボエオティア テｰベ Boeotia Thebes
	226	 ステｰタｰ銀貨		AR	Stater		c.395-338BC		ボエオティアの楯/アンフォラとヘラ
	 	 クレスの棒		Hepnorth9		12.20gm		Ex.TRITON	No.9.	10.Jan.2006	 Tone	-VF	 ¥38,000

コリント  Corinthia
	227	 ステｰタｰ銀貨		AR	Stater		400-306BCBC		コリントタイプのヘルメットの女神/ペガサス
	 	 8.53gm	 	VF	 ¥22,000
アティカ アテネ  Attica Athens	 	 	
	228	 	テトラドラクマ銀貨		AR	Tetradrachm	c.455-449BC		アテナ女神/フクロウ	Sear2521	Svoronof	Pl.X.	16.80gm
	 	 希少なフクロウのタイプ	少し首をかしげたタイプ｡	両面共に素晴らしい状態です｡	 	EF	 ¥550,000

	229	 テトラドラクマ銀貨		AR	Tetradrachm	c.449-413BC		アテナ女神/フクロウ	Sear2526
	 	 16.88gm	 Tone	-VF	 ¥120,000
マケドニア王国  Kingdom of Macedon
アレキサンダｰ3世(アレキサンダｰ大王)  Alexander III (336-323BC)	 	 	
	230	 ステｰタｰ金貨		AV	Stater	サルデス鋳	Mint:Sardes	334-323BC		女神アテナ右向き像/ニケ立像と蛇のミントマｰク
	 	 Sear6702	Price2532		8.61gm		Ex.	UBS	No.55		Lot1712	 	VF	 ¥230,000
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フィリポス2世  Philip II (359-336BC)	 	 	
	231	 	テトラドラクマ銀貨		AR	Tetradrachm	323-316BC	アムフィポリス鋳	Mint:Amphipolis		ゼウス右向き像
	 	 Laureate	and	bearded	head	of	Zeus		Sear	6684var	Le	Rider,Pl.46,18.	SNG	ANS738		14.34gm
	 	 	 	VF	 ¥180,000
	232	 ドラクマ銀貨		AR	Drachm		鋳地不明		磨きあり	Has	been	polished		4.28gm	 	F	 ¥6,000

トラキア王国  Kingdom of Thrace	 	 	
リシマコス  Lysimacos (323-281BC)
	233	 テトラドラクマ銀貨		AR	Tetradrachm		牡羊の角のアレキサンダｰ大王/アテナ座像		Sear6814	Boston828
	 	 17.20gm　彫が深くアレキサンダｰ大王の表情がよく見えます｡	 Tone	VF+	 ¥130,000
トラキア メッセンブリア  Thrace Mesembria
	234	 青銅貨	20mm		AE	20		紀元前2世紀頃	2nd	Century	右向き女性像/雷を投擲する女神アテナ	SNG	Cop661
	 	 	 	F	 ¥12,000
エジプト プトレマイオス王朝  Egypt Kingdom of Ptolemy	 	 	
プロレマイオス2世  Ptolemy II (285-246BC)
	235	 オボル銅貨		AE	Obol	(AE	28)	274-272BC	アレクサンドリア鋳	Alexandria	Mint		ゼウス右向き頭像/雷を握る鷲
	 	 Sear7786	Svoronos576		15.74gm	 	VF+	 ¥25,000

ロｰマ共和国  Roman Republic	 	 	
	236	 	トリエンス青銅貨		AE	Triens		222-187BC		Syd105		コリントタイプヘルメットのミネルヴァその上に4個の球/ガレｰ船の
	 	 舳先と4個の球	25.25gm	直径約33mm	 	Poor	 ¥7,000
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ロｰマ帝国  Roman Empire	 	 	
ネロ  Nero  (AD54-68)
	237	 アウレウス金貨		AV	Aureus		ロｰマ鋳	Mint:Rome	AD65-68	ネロ右向き像/ジュピタｰ座像
	 	 RIC52	BMC67	Fr94		7.20gm	 	F	 ¥580,000

アグリッピナ  Agrippina (37-41AD)
	238	 カリギュラの母親への追悼記念		セステルティウス青銅貨		AE	Sestertius		ロｰマ鋳		AD37-41
	 	 右向き肖像/2頭のロバに牽かれる棺		Sear1827		28.96gm		Ex.Nihon	Coin	Auction	No.27		10th		Dec.	2011
	 	 	 	VF	 ¥250,000

カリグラ  Caligula (37-41AD)
	239	 セステルティウス青銅貨		AE	Sestertius		ロｰマ鋳		AD39-40		右向き肖像		Sear1801	27.89gm	 	F	 ¥120,000
シリア アンティオキア  Syria Antioch	 	 	
ヘレニウス･エトルスクス Herennius Etruscus  (AD251)　在位期間が少なく入手難の皇帝
	240	 テトラドラクマ合金貨		Billon	Tetradrachm	右向き肖像/鷲		GIC4282	Prieur625	 	F	 ¥9,000
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ビザンチン帝国  Byzantine
ユスティヌス2世  Justines II (565-578AD)	 	 	
	241	 ソルデュス金貨		AV	Solidus		コンスタンティノｰプルミント	Constantinople	Mint		Fr77	Sear344
	 	 4.36gm	 	VF	 ¥55,000
フォｰカス  Focas (602-610AD)
	242	 ソリデュス金貨		AV	Solidus		コンスタンティノｰプルミント	Constantinople	Mint		Fr93	Sear618
	 	 4.45gm	 	VF	 ¥55,000
ヘラクリウス  Heraclius (610-641AD)
	243	 ソリデュス金貨		AV	Solidus		コンスタンティノｰプルミント	Constantinople	Mint		Fr105	Sear738
	 	 4.47gm	 	VF	 ¥55,000

コンスタンス2世 Constans II (641-668AD)
	244	 テレミシス金貨		AV	Tremissis		カルタゴ	シラクサ鋳	Carthage	Syracuse	Mint		1.50gm		Sear1102
	 	 BMC297	Fr113		希少品	Scarce	 	EF	 ¥170,000
	245	 ソリデュス金貨		AV	Solidus		コンスタンティノｰプルミント	Constantinople	Mint		Sear964
	 	 Fr119	 	EF	 ¥70,000

コンスタティヌス9世 Constantine IX (1042-1055AD)
	246	 ヒスタメノン	ノミスマ金貨		AV	Histamenon	Nomisma		コンスタンティノｰプルミント	Constantinople	Mint
	 	 キリスト正面像	Fr248var		Sear1830	 	EF	 ¥65,000
ロマヌス4世  Romanus IV (1068-1071)
	247	 ヒスタメノン	ノミスマ金貨		AV	Histamenon	Nomisma		Constantinople	Mint		Fr261	Sear1861
	 	 4.43gm		 	F+	 ¥35,000
ギリシャ アッティカ アテネ Greek Attica Athens	 	 	
	248	 	テトラドラクマ銀貨	Tetradrachm	17.2gm	BC393頃-BC300頃	Sear2437	女神アテナ右向像/守護鳥フクロウ
	 	 楕円形の平金に圧印されていますが肖像に磨耗の少ない良好な状態です｡	 VF	 ¥85,000
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	249	 	テトラドラクマ銀貨	Tetradrachm	17.16gm	BC440頃-BC404頃	Sear2526	女神アテナ右向像/守護鳥フクロウ
	 	 古代コインを代表する名品の一つ｡	 NGC	Ch-XF(VF+)	 ¥185,000

	250	 	テトラドラクマ銀貨	Tetradrachm	16.7gm	BC415頃-BC407頃	Sear2526var	女神アテナ右向像/守護鳥フクロウ
	 	 アテナのヘルメットの羽根飾りがほぼ完全に圧印されている非常に良好な製作	 VF	 ¥220,000
ギリシャ シシリｰ ゲラ Greek Sicily Gela	 	 	
	251	 ディドラクマ銀貨	Didrachm	8.1gm	BC490頃-BC480頃	Sear713	騎兵/人頭牛	 VG	 ¥25,000

ギリシャ シシリｰ シラクサ Greek Sicily Syracuse	 	 	
	252	 	テトラドラクマ銀貨	Tetradrachm	17.2gm	BC480頃-BC474頃	Sear914	クアドリガ/アルテミス右向像
	 	 	 ｰF	 ¥120,000
ギリシャ トラキア タソス Greek Thracia Thasos	 	 	
	253	 ステｰタｰ銀貨	Stater	9.2gm	Sear1745var	ニンフを襲うサテュロス/スワスティカ	 ｰF	 ¥90,000
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ギリシャ パンフィリア アスペンドス Greek Pamphylia Aspendos	 	 	
	254	 	ステｰタｰ銀貨	Stater	10.6gm	BC370頃-BC333頃	Sear5396	古代レスリングと投石競技を描いた有名品
	 	 古代オリンピック記念貨とも言われています。	 F	 ¥40,000
	255	 	ステｰタｰ銀貨	Stater	10.8gm	BC400頃-BC370頃	Sear5389var	古代レスリングと投石競技を描いた有名品
	 	 古代オリンピック記念貨とも言われています。円形の平金に意図的に表裏のデザインが完全に入るような念入りな製作が
	 	 なされた逸品｡	 VF	 ¥160,000
	256	 	ステｰタｰ銀貨	Stater	10.8gm	BC370頃-BC333頃	Sear5938	古代レスリングと投石競技を描いた有名品
	 	 古代オリンピック記念貨とも言われています。	 F	 ¥45,000

	ギリシャ パンフィリア シド Greek Pamphylia Side	 	 	
	257	 テトラドラクマ銀貨	Tetradrachm	16gm	BC2世紀頃	Sear5326	女神アテナ頭像/ニケ立像	 F	 ¥70,000
ギリシャ メシア ペルガモン Greek Mysia Pergamon	 	 	
	258	 	テトラドラクマ銀貨	Tetradrachm	12.6gm	BC104頃-BC98頃	Sear3948var	表裏に蛇を描いた有名品
	 	 	 VF	 ¥35,000

マケドニア王国 Macedonian Kingdom	 	 	
アレクサンドロス3世(アレキサンダｰ大王･BC336-BC323)	 	 	
	259	 テトラドラクマ銀貨	Tetradrachm	17gm	BC330頃-BC320頃	Price3426	BYBLOS鋳
	 	 ヘラクレス頭像/ゼウス座像	 F	 ¥38,000
	260	 テトラドラクマ銀貨	Tetradrachm	17.1gm	BC320頃-BC315頃	Price445	AMPHIPOLIS鋳
	 	 ヘラクレス頭像/ゼウス座像	死後発行	 F+	 ¥55,000
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	261	 テトラドラクマ銀貨	Tetradrachm	17.1gm	BC320頃-BC315頃	Price474	AMPHIPOLIS鋳
	 	 ヘラクレス頭像/ゼウス座像	死後発行	 EF	 ¥65,000
	262	 テトラドラクマ銀貨	Tetradrachm	17.1gm	BC320頃-BC316頃	Price3846	SUSA鋳
	 	 ヘラクレス頭像/ゼウス座像	死後発行	 F	 ¥38,000

ペルセウス(BC179-BC168)	 	 	
	263	 テトラドラクマ銀貨	Tetradrachm	15.7gm	BC173頃-BC171頃	Sear6804	右向頭像/雷の上の鷲
	 	 表裏とも磨耗の少ない良好な状態です｡		 VF	 ¥160,000

ギリシャ セレウコス王国 Greek Seleukid Kingdom	 	 	
アレクサンドロス2世(BC128-BC123)
	264	 テトラドラクマ銀貨	Tetradrachm	16.3gm	BC124/3頃	Sear7115var	帯冠像/ゼウス座像
	 	 表裏とも磨耗の少ない良好な状態	 EF	 ¥85,000
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ロｰマ共和国 Roman Repbulic	 	 	
	265	 デナリウス銀貨	Denarius	3.8gm	Sear235/1	アポロ頭像/騎兵	 VF	 ¥30,000
ロｰマ帝国 Roman Empire
ティベリウス(14-37)	 	 	
	266	 デナリウス銀貨	Denarius	3.7gm	14〜16頃	Sear1763	大型右向像/女性座像	 ｰVF	 ¥30,000

クラウディウス(41-54)
	267	 セステルティウス黄銅貨	Sestertius	27.2gm	Sear1854	肖像が鮮明に判別できる良好な状態	 VF	 ¥140,000

ネロ(54-68)
	268	 セステルティウス青銅貨	Sestertius	26.5gm	Ric448	右向頭像/凱旋門(アｰチ)	 F	 ¥95,000
ガルヴァ(68-69)
	269	 デナリウス銀貨	Denarius	3.4gm	Sear3109	右向頭像/SPQR･OB･CS	内戦時発行	 VG	 ¥30,000
オトｰ(69年1月15日〜4月15日)
	270	 デナリウス銀貨	Denarius	3.2gm	右向像/女神立像	内戦時発行	在位期間の短い皇帝の希少なデナリウス銀貨
	 	 	 F	 ¥50,000
トラヤヌス(五賢帝の一人･98-117)
	271	 セステルティウス青銅貨	Sestertius	24.5gm	AD99	Sear3213	右向頭像/コンコルディア座像	 F	 ¥65,000
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ファウスティナ(アントニウス･ピウス妃･138-192)
	272	 セステルティウス黄銅貨	Sestertius	25.9gm	Sear4709	右向頭像/ヴｰナス立像	Searカタログの掲載現品
	 	 	 -EF	 ¥125,000

セプティミウス･セヴェルス(193-211)
	273	 デナリウス銀貨	Denarius	3.5gm	Ric179	Sear6399	右向頭像/フォｰテュｰン座像	 F	 ¥35,000
マクシミヌス1世(235-238)
	274	 セステルティウス黄銅貨	Sestertius	17.7gm	Ric67	Sear8339	右向頭像/ヴィクトリア立像	 F	 ¥40,000
フィリポス1世(244-249)
	275	 アントニニアヌス銀貨	Antoninianus	3.6gm	Ric58	Sear8921	右向頭像/戦象
	 	 裏面に戦象(象兵)を描いたユニｰクなデザイン	 EF	 ¥40,000

 アラブ帝国   ARABIAN EMPIRE

アバシド･カリフ 第1期  Abbsid Caliphs 1st Period AH158-169(AD775-785)	 	 		
	276	 ディナｰ金貨		AV	Dinar		AH161(AD778)	Fr1var	Album214		4.26gm	 	EF+	 ¥64,000
ファティｰマ朝 エジプト  Fatimid Caliphs of Egypt
	277	 Al-Mu'izz	アル･ムイｰズ	AH431-365	(953-975)		１ディナｰル金貨		1Dinar	AH361(971-2)
	 	 Fr11	4.16gm	コインに歪みあり	Bend	 ｰVF	 ¥20,000
アユビッド･スルタン エジプト  Ayyubid Sultans of Egypt
	278	 ディナｰ金貨		AV	Dinar		AH599(1202)	Fr4var		Album801.1		3.21gm	 	EF	 ¥43,000
オットｰマン帝国  Ottoman Empire   
スレイマン1世 Suleyman I (AH926-974/AD1520-1566)
	279	 スルタニ金貨		AV	Sultani(Altin)		AH926		Fr1var	Album1317	3.47gm	 VF+	 ¥30,000
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	アルバニア ALBANIA	 	 		

	280	 100フランガ･アリ金貨	100Franga	Ari	1928(R)	Fr1	KM11.3	肖像下星×2	 NGC-MS62(EF+)	 ¥280,000

	281	 100フランガ･アリ試作金貨	Pattern	100Franga	Ari	1927(R)	KM-Pr15	PROVA銘入り		 EF+	 ¥300,000

	282	 100フランガ･アリ試作金貨	Pattern	100Franga	Ari	1928(R)	Fr8	KM-Pr38	PROVA銘入り
	 	 製造枚数50枚		 AU/UNC	 ¥1,280,000

第２部  SESSION ２
午後 12 時 30 分〜午後２時 30 分（予定）

LOT No.280〜602
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	283	 	50レケ試作パラジウム貨	Pattern	50	Leke	in	Palladium	1986	デュレス港	城砦と帆船	製造枚数15枚
	 	 	 Proof	FDC	 ¥240,000
	284	 50レケ試作金貨	Pattern	50	Leke	in	Gold	1986	デュレス港	城砦と帆船	製造枚数5枚
	 	 	 NGC-PR68	ULTRA	CAMEO	 ¥300,000

	285	 200レケ金貨	200Leke	1968	Fr19	KM55.1	 NGC-PF66	ULTRA	CAMEO	 ¥160,000
	286	 5レケ銀貨	5Leke	1970	KM49.3	発行枚数500枚	 NGC-PF65	ULTRA	CAMEO	 ¥5,000

 アンゴラ ANGOLA	 	 		

	287	 1マクタ銅貨	1Macuta	1785	KM20	大型銅貨	非常に希少な状態	 EF+	 ¥30,000

 安南(ベトナム) ANNAM(VIETNAM)	 	 		

	288	 壹両銀錠	1Lang	ND(1802-20)	180.2	 F/VF	 ¥25,000
	289	 2ティエン銀貨	2Tien	ND(1848-53)	KM123	嗣徳通寶/使民富寿	 PCGS-MS62(EF+)	 ¥60,000
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 アルゼンチン ARGENTINA	 	 		

	290	 8エスクｰド金貨	8Escudos	1832(RA･P)	Fr2	KM21	このタイプとしては良好な状態です。
	 	 	 NGC-AU58(EF+)	 ¥1,450,000

	291	 1アルゼンチｰナ金貨	1Argentina	1888	Fr14	KM31	 VF	 ¥30,000

	オｰストラリア AUSTRALIA	 	 		

ヴィクトリア(1837-1901)	 	 	
	292	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1868(SY)	Fr10	KM4	 F/VF	 ¥40,000
	293	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1864(SY)	Fr10	KM4	 VF+	 ¥45,000
	294	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1864(SY)	Fr10	KM4	 PCGS-AU55(VF+/-EF)	 ¥50,000

	295	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1866(SY)	Fr10	KM4	 VF+	 ¥45,000
	296	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1870(SY)	Fr10	KM4	 PCGS-AU53(VF+)	 ¥45,000
	297	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1871(S)	Fr11	KM6	 ｰEF	 ¥40,000
	298	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1874(M)	Fr16	KM7	 VF	 ¥35,000
	299	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1879(S)	Fr11	KM6	 VF+	 ¥35,000
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	300	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1888(M)	Fr20	KM10	 PCGS-MS62(EF+)	 ¥35,000
	301	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1899(M)	Fr24	KM13	 EF	 ¥40,000
	302	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1900(M)	Fr24	KM13	 VF+	 ¥35,000

エドワｰド7世(1901-10)
	303	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1908(P)	Fr34	KM15	 VF+	 ¥40,000
ジョｰジ5世(1910-36)	 	 	
	304	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1915(S)	Fr38	KM29	 AU/UNC	 ¥40,000
	305	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1918(S)	Fr38	KM29	 AU/UNC	 ¥40,000

エリザベス2世(1952-)	 	 	
	306	 1986年金貨4種セット	KM-PS49	ナゲット金貨4種		 Proof	FDC	 ¥220,000
	307	 1987年金貨4種セット	KM-PS52	ナゲット金貨4種	オリジナルケｰス入り		 Proof	FDC	 ¥220,000
	308	 1988年金貨4種セット	KM-PS57	ナゲット金貨4種	オリジナルケｰス入り		 Proof	FDC	 ¥220,000

300 301 302

303 304 305

306（縮小）

307（縮小）

308（縮小）

  郵便入札・FAX 入札〆切日時：2016 年４月 15 日（金）午後５時まで
  Mail Bids and Fax Bids Must Be Received By

  ５ PM on (Friday) 15th April, 2016
MAIL BIDS FAX NUMBER : +81-(0)3-3449-3344
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フェルディナント3世(1637-57)
	309	 2タｰラｰ銀貨	2Taler	1641(GRAZ)	Dav/S291	KM976
	 	 直径が大きいため幅広タｰラｰ(Breiter	Taler)と呼ばれている希少品	 EF	 ¥350,000

 神聖ロｰマ帝国 ROMISH DEUTSCHES REICH	 	 		

309（×1.5倍）

309
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レオポルト1世(1657-1705)
	310	 	10ダカット金貨	10Ducats	1703(NB･ナギバンヤ)	KM-A253	1タｰラｰ銀貨の極印を使用して製造された希少品
	 	 ペンダント加工されていたため表裏に研磨痕があります。
	 	 	 マウント､ツｰリングあり	Mounted	Tooling	VF	 ¥1,200,000

ヨｰゼフ1世(1705-11)
	311	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1711(HALL)	Dav1018	KM1438.3	 EF	 ¥25,000
マリア･テレジア(1740-80)	 	 	
	312	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1754(VIENNA)	Dav1112	KM1817	 アジャストマｰクあり	Adjust	Mark	EF	 ¥25,000
	313	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1760(HALL)	Dav1121	KM1816	 	EF	 ¥25,000

310

311

312 313



－ 17 －

	オｰストリア AUSTRIA	 	 		

ヨｰゼフ2世(1765-90)
	314	 1ダカット金貨	1Ducat	1787(A)	Fr439	KM1873	 NGC-MS63(AU)	 ¥25,000

フランツ･ヨｰゼフ1世(1848-1916)	 	 	
	317	 2タｰラｰ銀貨	2Taler	1857	Dav20	KM2246.1	ウィｰン･トリエステ鉄道開通記念
	 	 発行枚数1644枚の希少品	 Tone	Proof	UNC	 ¥600,000

フランツ1世(1792-1835)
	315	 1ダカット金貨	1Ducat	1831(A)	Fr467	KM2172	 NGC-MS63(AU)	 ¥20,000
フェルディナント1世(1835-48)
	316	 1ダカット金貨	1Ducat	1837(A)	Fr481	KM2262	 NGC-MS63(EF)	 ¥20,000

314

315 316

317
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	318	 2タｰラｰ銀貨	2Taler	1857	Dav20	KM2246.2	ウィｰン･トリエステ鉄道開通記念
	 	 発行枚数1644枚の希少品	 PCGS-XF45(VF)	 ¥150,000

	319	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1877	Dav30	ラクサルペ山荘開設記念	カｰル･ルｰトヴィヒ大公像/山荘外観
	 	 発行枚数100枚の希少品	 Tone	Proof	AU/UNC	 ¥900,000

318

319
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	321	 2グルテン銀貨	2Gulden	1879	Dav31	銀婚記念	 UNC	 ¥19,000
	322	 10コロナ金貨	10Corona	1908	Fr516	KM2810	在位60年記念	 NGC-MS62(EF)	 ¥15,000
	323	 100コロナ金貨	100Corona	1915	Fr507R	KM2819	restrike	再鋳貨	 UNC	 ¥125,000

	320	 	2グルテン銀貨	2Gulden	1877	Dav33	クッテンベルク銀鉱再開記念	フランツ･ヨｰゼフ1世像/クッテンベルク大聖堂外観
	 	 発行枚数400枚の希少品	 Proof	AU/UNC	 ¥750,000

	324	 4ダカット金貨	4Ducat	1915	Fr488	KM2276	restrike	再鋳貨	 PL	UNC	 ¥60,000
	325	 在位40年記念銅製メダル	1888	 UNC	 ¥3,000

320

321

322

323

324

325
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共和制(1919-)
	326	 100シリング金貨	100Schilling	1937	Fr522	KM2857	マリアツェル/鷲紋章
	 	 	 NGC-PL64(Proof	Like)	AU/UNC	 ¥330,000

	オｰストリア･ザルツブルク AUSTRIA SALZBURG	 	 		

	327	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1634	Dav82	Dav3504	KM87	 NGC-MS62(EF+)	 ¥25,000
	328	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1682	Dav3509	KM233	司教領1100年記念	 VF/EF	 ¥20,000

	329	 15クロイツァｰ銀貨	15Kreuzer	1694	KM278	 NGC-AU55(VF+)	 ¥8,000

 オｰストリア シュリック　AUSTRIA SCHLICK	 	 		

	330	 1グルディナｰ銀貨	1Guldener	1527	Dav8148	 VF+	 ¥100,000

326

327
328

329

330
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	ベルギｰ　BELGIUM	 	 		

フランドル Flanders
ルイ2世(1346-84)	 	 	
	331	 ライオン･ドｰル金貨	Lion	d'or	ND	Fr157	独特の様式の騎士のヘルメットのライオンが描かれている希少品
	 	 	 EF+	 ¥840,000

ベルギｰ王国 Kingdom   
レオポルド1世(1831-65)	 	 	
	332	 5フラン銀貨	5Francs	1865(F.)	Dav51	KM17		 VF+	 ¥3,000
	333	 5サンチｰム銅貨	5Centimes	1856	KM-X-M4		独立25年記念	 EF+/AU	 ¥6,000
レオポルド2世(1865-1909)	 	 	
	334	 2フラン銀貨	2Francs	1880	KM39	王国成立50年記念	 NGC-MS63(EF+/AU)	 ¥25,000

	335	 5フラン銅打貨	5Francs	1880	in	Copper	KM-XM8A	王国成立50年記念		 NGC-MS65RB(UNC)	 ¥20,000

331

332

333

334

335
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	336	 1フラン銀貨	1Francs	1887	KM29.2	 PCGS-MS65(UNC)	 ¥30,000

 ベルギｰ領コンゴ　BELGIAN CONGO	 	 		

	337	 5フラン銀貨	5Francs	1896	KM8.1	 EF+	 ¥50,000

 ベリゼ　BELIZE	 	 		

	338	 100ドル金貨	100Dollars	1980(FM)	Fr9	KM63	蘭の花	発行枚数250枚		6.21gm		.500Fine	 FDC	 ¥18,000

	バミュｰダ　BERMUDA	 	 		

ジョｰジ3世(1760-1820)
	339	 1ペニｰ銅貨	1Penny	1793	KM7	restrike	帆船
	 	 このコインにはオリジナルのプルｰフ貨は存在せず､1800年代に極少数のプルｰフ貨がリストライクされました。
	 	 希少品	 NGC-PF55BN(Proof	AU/UNC)	 ¥125,000

 ボヘミア シュリック   BOHEMIA SCHLICK	 	 		

	340	 	10ダカット金貨	メダリック		10Ducats	Medalic	1642			ハインリッヒ4世(1625-1650)		Fr114と同じデザイン
	 	 19枚発行の3番の刻印がエッジに打たれています｡	金品位900/1000		900Fine	Gold	 FDC	 ¥245,000

336

337

338

339

340
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 ブラジル BRAZIL	 	 		

ジョアン5世(1706-50)	 	 	
	341	 20000レイス金貨	20000Reis	1726(M)	Fr33	KM117	希少品	 NGC-AU53(EF+)	 ¥1,200,000

	342	 12800レイス金貨	12800Reis	1733(M)	Fr55	KM139	希少品	 NGC-AU55(EF+)	 ¥1,300,000

マリア1世(1786-1805)
	343	 6400レイス金貨	6400Reis	1804(R)	Fr87	KM226.1	 EF	 ¥125,000

341

342

343
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 英領北ボルネオ BRITISH NORTH BORNEO	 	 		

	344	 1/2セント銅貨	1/2Cent	1886(H)	KM1	 PCGS-SP67RB(Proof	FDC)	 ¥35,000
	345	 1/2セント銅貨	1/2Cent	1891(H)	KM1	 PCGS-MS64BN(AU/UNC)	 ¥15,000

 英領西アフリカ BRITISH WEST AFRICA	 	 		

ジョｰジ5世(1910-36)
	346	 2シリング銀貨	2Shillings	1916(H)	KM13	 PCGS-MS64(UNC)	 ¥5,000
ジョｰジ6世(1936-52)
	347	 	1ペニｰ白銅貨	1Penny	1946(SA)	KM19	殆どが溶解処分されてしまったため､現存数極少となっている最大特年。
	 	 	 VF+	 ¥70,000

	ブルガリア BULGARIA	 	 		

フェルディナント1世(1887-1918)	 	 	
	348	 20レバ金貨	20Leva	1912	Fr6	KM33	restrike	再鋳貨	製造枚数2950枚
	 	 	 NGC-PF66CAMEO(Proof	FDC)	 ¥50,000
	349	 100レバ金貨	100Leva	1912	Fr5	KM34		 NGC-MS61PL(Proof	Like	EF+)	 ¥180,000
	350	 2レバ銀貨	1913	KM32	 PCGS-MS61(AU/UNC)	 ¥6,000

 カナダ CANADA	 	 		

ヴィクトリア(1837-1901)
	351	 1セント銅貨	1Cent	1900(H)	KM7	 PCGS-MS64RB(UNC)	 ¥5,000
エリザベス2世(1952-)	 	 	
	352	 100ドル金貨	100Dollars	1976	Fr6	KM118	モントリオｰルオリンピック記念
	 	 13.33gm	.583Fine	 FDC	 ¥38,000

344 345

346
347

348

349
350

351
352
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	353	 1989年金貨4種セット	KM-PS10	メイプルリｰフ金貨発行開始10年記念	オリジナルケｰス入り		Proof	FDC	 ¥220,000
	354	 100ドル金貨	100Dollars	1996	Fr36	KM273	クロンダイクのゴｰルドラッシュ100年記念		Proof	FDC	 ¥30,000
	355	 1ドル銀貨2枚組(1954	KM-D4	PCGS-PL66.1958	KM55	NGC-MS66)	返品不可	 	 ¥15,000

 カナダ ニュｰファウンドランド CANADA NEWFOUNDLAND	 	 		

ヴィクトリア(1837-1901)
	356	 2ドル金貨	2Dollars	1888	Fr1	KM5	 NGC-MS61(EF+/AU)	 ¥20,000

 チリ CHILE	 	 		

カルロス3世(1759-88)
	357	 8エスクｰド金貨	8Escudos	1786(SO･DA)	Fr15	KM27	 NGC-AU55(VF+)	 ¥150,000

 中国 CHINA	 	 		

古文銭その他	 	 	
	358	 尖足布	無文	 VF	 ¥38,000

354353（縮小）

356

357

358
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	359	 各種5枚組(方足布､一刀､鍍金開元､至元通寶､天佑通寶背一)	返品不可	 F〜VF	 ¥20,000

江南省 Kiangnan	 	 	
	360	 七銭二分銀貨	1Dollar	甲辰(1904)	Y145a.12	光緒元寶	小チョップあり	 VF+	 ¥10,000
広東省 Kwangtung	 	 	
	361	 七銭二分銀貨	1Dollar	ND(1909-11)	Y206	宣統通寶	 VF	 ¥10,000

中華民国	 	 	
	362	 1ドル試作銀貨	Pattern	1Dollar	1929	KM-Pn101	ジャンク	オｰストリア製	 PCGS-SP62(PL	AU)	 ¥500,000

359

360 361

362
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	363	 1ドル銀貨	1Dollar	1921	Y344	三羽烏	 NGC-MS62(AU)	 ¥100,000

	364	 1ドル銀貨	1Dollar	ND(1927)	Y318a.1	孫文	開国記念幣	 VF+	 ¥10,000
中華人民共和国	 	 	
	365	 1980年プルｰフセット	Proof	Set	KM-PS3	 	 ¥10,000
	366	 35元銀貨	35Yuan	1981	KM50	辛亥革命70年記念	ケｰス･保証証あり	 Proof	FDC	 ¥50,000

	367	 1/4oz(25元)	25Yuan	1982	Fr-B6	KM-X-MB9	パンダ	初年号	 PL	FDC	 ¥50,000
	368	 10元銀貨	10Yuan	1984	KM93	子年記念	ケｰスあり･保証証なし	 Proof	FDC	 ¥20,000
	369	 50元金貨(1/2oz)	50Yuan	1985	Fr-B5	KM117	パンダ	 PL	FDC	 ¥75,000

363

364 366

367 369

  郵便入札・FAX 入札〆切日時：2016 年４月 15 日（金）午後５時まで
  Mail Bids and Fax Bids Must Be Received By

  ５ PM on (Friday) 15th April, 2016
MAIL BIDS FAX NUMBER : +81-(0)3-3449-3344
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紙幣､銀錠	 	 	
	370	 大清寶鈔	弐千	 F	 ¥10,000
	371	 鞍型銀錠	175gm	返品不可	 VF	 ¥25,000

 コロンビア COLOMBIA	 	 		

	372	 20ペソ金貨	20Pesos	1873(POPAYAN)	Fr100	KM142.3	女神頭像	 NGC-MS63(AU/UNC)	 ¥1,200,000

	373	 500ペソ金貨	500Pesos	1968	Fr118	KM234	聖餐会議記念		21.5gm		.900Fine
	 	 	 NGC-PF64ULTRA	CAMEO	 ¥75,000

371

370（×1/2）

372

373
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 コモロ COMOLOS	 	 		

	374	 5フラン銀貨	5Francs	1890(A)	KM3	発行枚数2050枚の希少品　各種武器が描かれたユニークなデザイン
	 	 	 EF	 ¥200,000

 クック諸島 COOK ISLANDS	 	 		

	375	 100ドル金貨	100Dollars	1975(U)	Fr2	KM13	クック船長2回目の航海よりの帰還		9.6gm		.900Fine
	 	 	 FDC	 ¥48,000

 チェコスロバキア Czechoslovakia	 	 		

	376	 1ダカット金貨	1Ducat	1924	Fr2	KM8	 PCGS-MS64(AU/UNC)	 ¥18,000

 ダンツィヒ DANZIG	 	 		

	377	 25グルテン金貨	25Gulden	1930	Fr44	KM150	都市紋章/ネプチュｰン	 NGC-MS65(FDC)	 ¥250,000

374

376

377
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 デンマｰク DENMARK	 	 		

クリスチャン4世(1588-1648)
	378	 1スペｰシｰダラｰ銀貨	1Speciedaler	16Z7(NS)	Dav3524	KM101	 VF	 ¥190,000

クリスチャン8世(1839-48)
	379	 1スペｰシｰダラｰ銀貨	1Speciedaler	1846(VS)	Dav74	KM720.1	 PCGS-AU58(-EF)	 ¥35,000
クリスチャン9世(1863-1906)	 	 	
	380	 2リクスダラｰ銀貨	2Rigsdaler	1863(HC･RH/FK)	Dav78	KM770	即位及び前王追悼記念	 EF+/AU	 ¥50,000

	381	 2リクスダラｰ銀貨	2Rigsdaler	1864(HC･RH)	Dav79	KM772.1	 EF+	 ¥50,000
	382	 4スキリング･リクスモント銀貨	4Skilling	Rigsmont	1867(RH)	KM775.1	 NGC-MS66(FDC)	 ¥10,000
	383	 20クロｰナｰ金貨	20Kroner	1877(HC･CS)	Fr295	KM791.1	 AU/UNC	 ¥35,000
	384	 	各種6枚組(5エｰレ銅貨	1891KM794、14スキリング･リグスモント銀貨	1867(RH)	KM775、10エｰレ銀貨	1905(VBP)	KM795
	 	 2	25エｰレ銀貨	1905(VBP)	KM796、2	1クロｰネ銀貨	1876(HC/CS)	KM797、1	2クロｰナｰ銀貨	1875(HC/CS)	KM798.1)
	 	 返品不可	 VF〜UNC	 ¥15,000
クリスチャン10世(1912-47)
	385	 20クロｰナｰ金貨	20Kroner	1914(VBP･AH)	Fr299	KM817.1	 EF+	 ¥40,000

378

379

380

381

382 383
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マルグレｰテ2世(1972-)
	386	 10クロｰナｰ金貨	10Kroner	2005	KM911	リトルマｰメイド(人魚姫)	8.65gm		.900Fine	 Proof	FDC	 ¥45,000

 デンマｰク領西インド　DANISH WEST INDIES	 	 		

	387	 20セント銀貨	20Cents	1878	KM71	帆船	 EF+	 ¥38,000

 ドミニカ共和国　DOMONICAN REPUBLIC	 	 		

	388	 30ペソ金貨	30Pesos	1955	Fr1	KM24	トルヒｰヨ在任25年記念		29.62gm		.900Fine	 EF+	 ¥125,000

 東アフリカ(英領)　EAST AFRICA 	 	 		

ジョｰジ5世(1910-36)
	389	 10セント白銅貨	10Cents	1920(H)	KM14	未使用状態は極めて希少	 UNC	 ¥80,000

 エジプト EGYPT	 	 		

共和制(1953-)
	390	 1ポンド金貨	1Pound	1955	Fr40	KM387	革命3周年記念	 NGC-MS64(UNC)	 ¥40,000

 エルサルバドル EL SALVADOR	 	 		

	391	 1ペソ銀貨	1Peso	1911(CAM)	KM115.2	 PCGS-AU55(EF+)	 ¥15,000

386

389

390

391
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 エリトリア ERITREA	 	 		

	392	 5タレロ銀貨	5Tallero	1918(R)	KM5	 VF+	 ¥10,000

 エチオピア ETHIOPIA 	 	 		

メネリク2世(1889-1913)
	393	 1ビル銀貨	1Birr	EE1892	KM19	マットプルｰフ貨は希少	 Matt	Proof	FDC	 ¥250,000

ハイレ･シェラスィ(1930-36.41-74)	 	 	
	394	 50ドル金貨	50Dollars	1966	Fr32	KM40	生誕75年記念	20gm	.900Fine	NGC-PF66ULTRA	CAMEO	 ¥75,000

	395	 200ドル金貨	200Dollars	1966	Fr30	KM42	生誕75年記念		80gm		.900Fine	
	 	 	 NGC-PF66ULTRA	CAMEO	 ¥240,000

392

393

394

395
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 フランス FRANCE
	 	 	 	

ブルボン王朝ルイ13世治世の1610年からフランス革命時のルイ16世1793年までの長期間にわたり、フランス全土25の
造幣局で大量にマイナーコインから大型銀貨が発行された事はこの時代では驚異的です｡ ルイ14世の時代は幼年時
代から老年時代まで多くのヴァラエティーの大型銀貨エキュ銀貨があり、最高の収集品として集め応えのあるコレ
クションになっています｡ ヨーロッパ一の大国でありアウグスブルク同盟戦争､スペイン継承戦争､ベルサイユ宮殿
建設などで財政が逼迫しながら､これだけ多くのコインを発行できた経済力に驚きます｡ エキュ銀貨がこれだけ発行
されていながら市場に数少ないのは、莫大な輸入品の支払いに多くの銀貨が支払い手段として輸出されたのが大き
な原因です｡ エキュ銀貨の再刻印貨とは、十分な新しい銀が無かった為､古いエキュ銀貨を使い新しいデザインのコ
インに作り替えられた物を呼びますが､これもエキュ銀貨が少なくなる原因になっていました｡ 再刻印貨は元のコイ
ン（ホストコイン）のデザインが影のように映るものが多く､時には面白いデザインになったりするので興味が尽き
ません｡ 今回のエキュ銀貨のコレクションは国王のタイプだけではなく､造幣局のバラエティー ､再刻印貨のバラエ
ティーと普段目にすることが出来ないコレクションです｡	 	

	

ルイ13世  Louis XIII (1610-1643)
	396	 エキュ(60ソル)銀貨		Ecu	de	60Sols		1643(A)	パリ鋳	Mint:Paris		Gad52	Dav3797	KM129.1		EF	 ¥250,000

ルイ14世  Louis XIV (1643-1715)	 	 	
	397	 エキュ銀貨		Ecu		1652(A)	パリ鋳	Mint:Paris	少年像	長髪タイプ	Long	Curl	
	 	 Gad202	Dav3799	KM155.1		 	AU	 ¥120,000

396

397
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	398	 エキュ銀貨		Ecu		1652(S)	トロワ鋳	Mint:Troyes	少年像	長髪タイプ	Long	Curl
	 	 Gad202	Dav3799	KM155.15		 ｰEF	 ¥65,000
	399	 エキュ銀貨		Ecu		1664(9)	ルアン鋳	Mint:Rennes	青年像		Gad205	Dav3802	KM214.4		 	VF+	 ¥55,000

	400	 エキュ銀貨		Ecu		1665(L)	バヨンヌ鋳	Mint:Bayonne	第二青年像
	 	 Gad206	Dav3802	KM211.3	 	VF	 ¥45,000
	401	 エキュ銀貨		Ecu		1668(Pau)	ポｰ鋳	Mint:Pau	青年像		Gad208	Dav3804	KM216	 Tone	VF	 ¥75,000

	402	 エキュ銀貨	フランドルタイプ		Ecu	de	Flandre		1686(LL)	リｰル鋳	Mint:Lille	中年小型像
	 	 Gad215	Dav3810	KM257.2		 	F/VF	 ¥100,000
	403	 エキュ銀貨		Ecu	aux	8L		1691(9)	ルアン鋳	Mint:Rennes	中年像	裏面:8Lタイプ
	 	 Gad216	Dav3811	KM275.21			 	EF+	 ¥75,000

	404	 エキュ銀貨		Ecu	aux	8L		1692(P)	ディジョン鋳	Mint:Dijon	中年像	裏面:8Lタイプ
	 	 Gad216	Dav3811	KM275.13	再刻印貨	Reformation	 	EF	 ¥60,000
	405	 エキュ銀貨		Ecu	aux	8L		1693(Y)	ブルｰジュ鋳	Mint:Bourges	中年像	裏面:8Lタイプ
	 	 Gad216	Dav3811	KM275.16	再刻印貨	Reformation	Ex.Sobin	1977	Lot1078		EX.J.J.Pittman	1999	Lot4799
	 	 	 Tone	AU	 ¥85,000
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	406	 エキュ銀貨		Ecu	aux	palmes		1694(AA)	メッツ鋳	Mint:Metz	中年像	裏面:シュロの葉と百合
	 	 Gad217	Dav3813	KM298.2	再刻印貨	Reformation	 	F	 ¥15,000
	407	 エキュ銀貨		Ecu	aux	palmes		1694(S)	トロワ鋳	Mint:Troyes	中年像	裏面:シュロの葉と百合
	 	 Gad217	Dav3813	KM298.17	再刻印貨	Reformation		Ex.Sobin	1977	Lot867	 	VF+		 ¥30,000

	408	 エキュ銀貨		Ecu	aux	palmes		1696(B)	ルアン鋳	Mint:Rouen	中年像	裏面:シュロの葉と百合
	 	 Gad217	Dav3813	KM298.3		再刻印貨	Reformation	 Tone	-EF	 ¥40,000
	409	 エキュ銀貨		Ecu	aux	palmes		1697(A)	パリ鋳	Mint:Paris	中年像	裏面:シュロの葉と百合
	 	 Gad217	Dav3813	KM298.1	 Tone	VF+	 ¥30,000

	410	 	エキュ銀貨		Ecu	aux	insignes		年号不読(1701)(X)	アミアン鋳	Mint:Amiens		裏面:百合と交差する笏
	 	 Gad220	Dav1316	KM329.21		再刻印貨	Reformation	 Tone	VF+	 ¥30,000
	411	 エキュ銀貨		Ecu	aux	insignes		年号不読(1702)(A)	パリ鋳	Mint:Paris		裏面:百合と交差する笏
	 	 Gad220	Dav1316	KM329.1		再刻印貨	Reformation	 	VF+	 ¥30,000

	412	 エキュ銀貨		Ecu	aux	insignes		1702(B)	ルアン鋳	Mint:Rouen		裏面:百合と交差する笏
	 	 Gad220	Dav1316	KM329.3		再刻印貨	Reformation	 Tone	VF+/EF	 ¥40,000
	413	 エキュ銀貨		Ecu	aux	insignes		1702(S)	トロワ鋳	Mint:Troyes		裏面:百合と交差する笏
	 	 Gad220	Dav1316	KM329.17		再刻印貨	Reformation	 	F/VF	 ¥25,000
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	414	 エキュ銀貨		Ecu	aux	8L	Type	II.	1704(D)	リヨン鋳	Mint:Lyon		裏面:8Lと百合	タイプ2
	 	 Gad224	Dav1320	KM360.6		再刻印貨	Reformation	 	VF	 ¥30,000
	415	 エキュ銀貨		Ecu	aux	8L	Type	II.	1705(A)	パリ鋳	Mint:Paris		裏面:8Lと百合	タイプ2
	 	 Gad224	Dav1320	KM360.1		再刻印貨	Reformation	ホストコインの年号1693が読めます	 	EF+	 ¥65,000

	416	 エキュ銀貨		Ecu	aux	3	Couronnes		1709(A)	パリ鋳	Mint:Paris		壮年像	裏面:3個の王冠と百合
	 	 Gad229	Dav1324	KM386.1	僅かなアジャストマｰクあり	Adjust	mark	 Tone	UNC	 ¥95,000
	417	 エキュ銀貨		Ecu	aux	3	Couronnes		1711(CCの組み合わせ)	ブサンソン鋳	Mint:Besancon		壮年像
	 	 裏面:3個の王冠と百合		Gad229	Dav1324	KM386.25	表面プルｰフライクでトｰンの美しい希少な状態
	 	 僅かなアジャストマｰクあり	Adjust	mark	 Tone	P/L	UNC	 ¥120,000

	418	 エキュ銀貨		Ecu	aux	3	Couronnes		1714(E)	トゥｰル鋳	Mint:Tours		壮年像	裏面:3個の王冠と百合
	 	 Gad229	Dav1324	KM385.5		アジャストマｰクあり	Adjust	mark	 	VF	 ¥25,000
ルイ15世  Louis XV (1715-1774)	 	 	
	419	 エキュ銀貨		Ecu	Vertugadin		1718(A)	パリ鋳	Mint:Paris		幼年像	裏面:王冠と円の中に百合
	 	 Gad317	Dav1326	KM414.1	アジャストマｰクあり	Adjust	mark	 	EF	 ¥45,000

	420	 	エキュ銀貨		Ecu	Vertugadin		1718(BB)	ストラスブｰル鋳	Mint:Strasbourg		幼年像	裏面:王冠と円の中に百合
	 	 Gad317	Dav1326	KM414.4	Ex.Sobin	1977	Lot216	 	VF	 ¥35,000
	421	 	エキュ銀貨		Ecu	de	France-Navarre		1718(A)	パリ鋳	Mint:Paris	幼年軍装像	裏面:フランス(百合)とナバルの紋章		
	 	 Gad318	Dav1327	KM435.1	アジャストマｰクあり	Adjust	mark	 Tone	-EF	 ¥40,000
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	422	 	エキュ銀貨		Ecu	de	France-Navarre		1719(O)	リオム鋳	Mint:Paris	幼年軍装像	裏面:フランス(百合)とナバルの紋章
	 	 		Gad318	Dav1327	KM435.15	アジャストマｰクあり	Adjust	mark	 	VF+	 ¥30,000
	423	 	エキュ銀貨		Ecu	de	France		1721(N)	モンペリエ鋳	Mint:Montpellier		少年像	裏面:王冠と楯の中の百合
	 	 Gad319	Dav1328	KM459.13		Ex.Hess-Divo	AG	No.302	Lot57	 	EF	 ¥90,000

	424	 エキュ銀貨		Ecu	de	France		1721(W)	リｰル鋳	Mint:Lille		少年像	裏面:王冠と楯の中に百合
	 	 Gad319	Dav1328	KM459.21	 	VF+	 ¥65,000
	425	 エキュ銀貨		Ecu	aux	8L		1724(A)	パリ鋳	Mint:Paris		少年像	裏面:8L
	 	 Gad320	Dav1329	KM472.1	希少品	Rare	Type	 AU/UNC	 ¥160,000

	426	 	エキュ銀貨		Ecu	aux	branches	d'olivier		1726(A)	パリ鋳	Mint:Paris		少年像	裏面:百合の紋章とオリｰブの枝
	 	 	Gad321	Dav1330	KM486.1	 Tone	EF	 ¥35,000
	427	 	エキュ銀貨		Ecu	aux	branches	d'olivier		1728(T)	ナント鋳	Mint:Nantes		少年像	裏面:百合の紋章とオリｰブの枝
	 	 Gad321	Dav1330	KM486.20	 Tone	EF+	 ¥40,000

	428	 	エキュ銀貨		Ecu	aux	branches	d'olivier		1734(E)	トゥｰル鋳	Mint:Tours		少年像	裏面:百合の紋章とオリｰブの枝
	 	 Gad321	Dav1330	KM486.7	 Tone	VF+	 ¥25,000
	429	 	エキュ銀貨		Ecu	aux	branches	d'olivier		1738(AA)	メッツ鋳	Mint:Metz		少年像	裏面:百合の紋章とオリｰブの枝
	 	 Gad321	Dav1330	KM486.2		Ex.Hess-Divo	AG	No.302	Lot59	 	VF	 ¥20,000
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	430	 	エキュ銀貨		Ecu	de	Bearn	aux	branches	d'olivier		1728(COW)	(牛のミントマｰク)	ポｰ鋳	Mint:Pau
	 	 Gad321a	DavA1330	KM487		アジャストマｰクあり	Adjust	mark	 	VF	 ¥20,000
	431	 エキュ銀貨		Ecu	au	bandeau		1745(&)	エクスアンプロヴァンス鋳	Mint:Aix		リボンの青年像
	 	 裏面:百合の紋章とオリｰブの枝		Gad322	Dav1331	KM512.26		アジャストマｰクあり	Adjust	mark
	 	 	 Tone	VF	 ¥12,000

	432	 	エキュ銀貨		Ecu	au	bandeau		1759(R)	オルレアン鋳	Mint:Orleans		リボンの青年像	裏面:百合の紋章とオリｰブの枝
	 	 Gad322	Dav1331	KM523.18		 	VF+	 ¥15,000
	433	 	エキュ銀貨		Ecu	au	bandeau		1764(L)	バヨンヌ鋳	Mint:Bayonne		リボンの青年像	裏面:百合の紋章とオリｰブの枝
	 	 Gad322	Dav1331	KM512.12		アジャストマｰクあり	Adjust	mark	 EF+/UNC	 ¥30,000

	434	 エキュ銀貨		Ecu	au	bandeau		1770(H)	ラ･ロシェル鋳	Mint:La	Rochelle		リボンの青年像
	 	 裏面:百合の紋章とオリｰブの枝		Gad322	Dav1331	KM512.5	 Tone	EF+	 ¥50,000
	435	 エキュ銀貨		Ecu	au	bandeau		1746(COW)(牛のミントマｰク)		ポｰ鋳	Mint:Pau		リボンの青年像
	 	 裏面:百合の紋章とオリｰブの枝		Gad322a	Dav1331	KM518	 Tone	VF	 ¥20,000

	436	 	エキュ銀貨		Ecu	a	la	vieille	tete		1774(L)	バヨンヌ鋳	Mint:Bayonne		老齢像	裏面:百合の紋章とオリｰブの枝
	 	 Gad323	Dav1332	KM551.9	 	EF+	 ¥30,000
	437	 エキュ銀貨		Ecu	a	la	vieille	tete		1771(COW)(牛のミントマｰク)	ポｰ鋳	Mint:Pau		老齢像
	 	 裏面:百合の紋章とオリｰブの枝		Gad323a	Dav1332	KM555		アジャストマｰクあり	Adjust	mark
	 	 	 	VF+	 ¥20,000
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ルイ16世  Louis XVI (1774-1793)	 	 	
	438	 エキュ銀貨		Ecu	aux	lauriers		1786(R)	オルレアン鋳	Mint:Orleans		髪の毛を束ねた肖像
	 	 裏面:百合の紋章とオリｰブの枝		Gad356	Dav1333	KM564.14		Ex.Pittman	Collection	1999	Lot4113
	 	 KMカタログ写真の現品		 Tone	EF+	 ¥35,000
	439	 エキュ銀貨		Ecu	aux	lauriers		1789(A)	パリ鋳	Mint:Paris		髪の毛を束ねた肖像	裏面:百合の紋章とオリｰブの枝		
	 	 Gad356	Dav1333	KM564.1	 Tone	EF	 ¥30,000

	440	 エキュ銀貨		Ecu	aux	lauriers		1786(COW)(牛のミントマｰク)	ポｰ鋳	Mint:Pau		髪の毛を束ねた肖像
	 	 裏面:百合の紋章とオリｰブの枝	 Tone	AU	 ¥45,000

シャルル6世(138-1422)
	441	 エキュｰ･ドｰル金貨	Ecu	d'or	ND	Fr291	 EF+	 ¥120,000

ルイ13世(1610-43)
	442	 エキュｰ･ドｰル金貨	Ecu	d'or	1615(B)	Fr398	Gad55	 VF+	 ¥100,000
ルイ14世(1643-1715)	 	 	
	443	 1/2エキュｰ銀貨	1/2Ecu	1690(A)	Gad184	KM273.1	 EF	 ¥30,000
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	444	 エキュｰ銀貨	Ecu	1702(G)	Dav1316	KM329.8	再打刻	このタイプとしては良好な状態です。
	 	 	 NGC-MS64(AU/UNC)	 ¥120,000

 ルイ15世(1715-74)	 	 	
	445	 1/2エキュｰ銀貨	1/2Ecu	1725(A)	Gad312	KM478.1	このタイプとしては良好な状態です	 AU	 ¥200,000

	446	 エキュｰ銀貨	Ecu	1763(L)	Dav1331	KM512.12	 F+	 ¥5,000
ルイ16世(1774-92)	 	 	
	447	 エキュｰ銀貨	Ecu	1778(Pau)	Dav1334	KM572		 F/VF	 ¥9,000
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	448	 エキュｰ銀貨	Ecu	1785(Pau)	Dav1334	KM572		 VF	 ¥10,000

	449	 2ルイドｰル金貨	2Louis	d'or	1786(A)	Fr474	KM592.1	 VF	 ¥110,000

	450	 2ルイドｰル金貨	2Louis	d'or	1786(A)	Fr474	KM592.1	 EF+	 ¥225,000

	451	 エキュｰ銀貨	Ecu	1787(R)	Dav1333	KM564.14	アジャストマｰクあり	 VF+	 ¥10,000
	452	 エキュｰ銀貨	Ecu	1788(L)	Dav1333	KM564.9	 VF	 ¥8,000
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	453	 1/2エキュｰ銀貨	1/2Ecu	1790(A)	Gad355	KM562.1	 ToneEF+	 ¥20,000
	454	 30ソル銀貨	30Soles	1791((I)	KM606.7	 VF	 ¥8,000
	455	 エキュｰ･6リｰブル銀貨	Ecu	6Livres	1792(A)	Dav1335KM615.1	 ToneVF+	 ¥15,000

第1共和制(1792-1804)	 	 	
	456	 5ソル銅貨	5Soles	1792	KM-Tn31	モネロン商会製造	 EF	 ¥8,000
	457	 6リｰブル銀貨	6Livres	1793(A)	Dav1336	KM624.1	 VF+	 ¥28,000

	458	 5フラン銀貨	5Francs	AN･XI(A)	Dav82	KM650.1	ボナパルト第一執政		 VF	 ¥20,000
	459	 5フラン銀貨	5Francs	AN12(A)	Dav82	KM659.1	ボナパルト第一執政		 PCGS-XF45(VF)	 ¥20,000

	460	 20フラン金貨	20Francs	AN12(A)	Fr480	Gad1020	KM651	ボナパルト第一執政		 F	 ¥30,000
	461	 20フラン金貨	20Francs	AN12(A)	Fr480	Gad1020	KM651	ボナパルト第一執政			 VF	 ¥32,000
	462	 	20フラン金貨	20Francs	AN12(A)	Fr487	Gad1020	KM651	ボナパルト第一執政	未使用状態は希少
	 	 	 UNC	 ¥170,000
ナポレオン1世(1804-14.15)	 	 	
	463	 1フラン銀貨	1Franc	1808(A)	KM682.1		フランス共和国タイプ		Republique	Francaise	
	 	 	 NGC-AU	Details	Surface	Hairlines(EF+)	軽い磨きあり	 ¥15,000
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	464	 2フラン銀貨		2Francs		1808/7	(A)	オｰバｰデイト	ナポレオン1世
	 	 裏面銘文:共和国		NAPOLEON	EMPEREUR/REPUBLIQUE	FRANCAISE		レタｰエッヂ	Letter	Edge		Gad500
	 	 F.254	KM2　フラン銀貨は希少品で､今回出品のプルｰフ貨の発行枚数はフランスのガドゥリｰ(Gadoury)カタログMONNAIES
	 	 FRANCAISESによると11枚です｡	デザインはピエｰル･ティオリエ(Pierre-Joseph	Tiolier	1763-1819)	このコインはフ
	 	 ランスのコインカタログ	“Le	Franc	les	Monnaies”のカタログ番号F.254に掲載されている写真の現品です｡	希少度と
	 	 状態の良さで最高のランクの珍品です｡		Extremely	Rare,	Rare	Condition.	NGC	PF66
	 	 Plate	coin	Le	Franc	les	Monnaies		F.254
	 	 	 Tone	Proof	FDC	 ¥2,000,000

《  ナポレオン１世  ２フラン  プルーフ  至宝の名品  》

464
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	465	 5フラン銀貨	5Francs	1810(A)	Dav85	Gad584	KM694.1	 スクラッチあり	EF	 ¥15,000
	466	 20フラン金貨	20Francs	AN12(A)	Fr487	Gad1021	KM661			 EF	 ¥32,000
	467	 20フラン金貨	20Francs	AN13(A)	Fr487a	Gad1022	KM663.1			 VF	 ¥32,000
	468	 20フラン金貨	20Francs	1808(A)	Fr499	Gad1024	KM687.1	 VF	 ¥30,000
	469	 20フラン金貨	20Francs	1814(A)	Fr511	Gad1025	KM695.1	中特年	 VF+	 ¥50,000

	470	 40フラン金貨	40Francs	1811(A)	Fr505	Gad1084	KM696.1	 VF	 ¥60,000
	471	 40フラン金貨	40Francs	1811(A)	Fr505	Gad1084	KM696.1	軽い磨きあり	 VF	 ¥60,000
ルイ18世(1814-24)	 	 	
	472	 20フラン金貨	20Francs	1814(Q)	Fr529	Gad1026	KM706.5　ルイ18世軍装	 VF	 ¥35,000

	473	 20フラン金貨	20Francs	1815(A)	Fr525	KM706.1	ルイ18世軍装	 VF	 ¥25,000
	474	 20フラン金貨	20Francs	1815(A)	Fr525	Gad1026	KM706.1　ルイ18世軍装	 VF	 ¥30,000
	475	 20フラン金貨	20Francs	1818(A)	Fr538	Gad1028	KM712.1	 VF	 ¥30,000
	476	 40フラン金貨	40Francs	1818(W)	Fr536	Gad1092	KM713.6	 VF	 ¥60,000

シャルル10世(1824-30)	 	 	
	477	 40フラン金貨	40Francs	1824(A)	Fr547	Gad1105	KM721.1	 VF	 ¥60,000
	478	 5フラン銀貨	5Francs	1828(W)	Dav88	Gad644	KM728.13	 UNC	 ¥90,000
 ルイ･フィリップ(1830-48)	 	 	
	479	 20フラン金貨	20Francs	1831(A)	Fr553	Gad1030a	KM746.1	エッジ陽刻	 ｰEF	 ¥28,000
	480	 40フラン金貨	40Francs	1834(A)	Fr557	Gad1106	KM747.1	 VF	 ¥60,000
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	481	 5フラン銀貨	5Francs	1839(B)	Dav91	Gad678	KM749.2	 ToneEF+	 ¥7,000
 第2共和制(1848-52)	 	 	
	482	 20フラン金貨	20Francs	1848(A)	Fr565	Gad1032	KM757	エンゼル	 VF	 ¥25,000
	483	 10フラン金貨	10Francs	1851(A)	Fr567	Gad1012	KM770	セレス	 F+	 ¥15,000
	484	 20フラン金貨	20Francs	1851(A)	Fr566	Gad1059	KM762	セレス	 VF	 ¥25,000
	485	 20フラン金貨	20Francs	1851(A)	Fr566	Gad1059	KM762	セレス	 VF	 ¥25,000

	486	 5フラン銀貨	5Francs	1852(A･BARRE)	Dav94	Gad726	KM773.1	 EF+	 ¥25,000
 ナポレオン3世(1852-70)	 	 	
	487	 10サンチｰム銅貨	10Centimes	1855(D)	Gad248	KM771.4	無冠像	 PCGS-MS62BN(AU/UNC)	 ¥10,000

	488	 100フラン金貨	100Francs	1855(BB)	Fr570	Gad1135	KM786.2	無冠像	 PCGS-AU58(EF+)	 ¥230,000
	489	 50フラン金貨	50Francs	1857(A)	Fr571	Gad1111	KM785.1	無冠像	 PCGS-MS61(EF+)	 ¥100,000
	490	 50フラン金貨	50Francs	1865(A)	Fr582	Gad1112	KM804.1	月桂冠像	 VF+	 ¥85,000

	491	 100フラン金貨	100Francs	1866(A)	Fr580	Gad1136	KM802.1	月桂冠像	 AU/UNC	 ¥320,000
	492	 5フラン銀貨	5Francs	1868(BB)	Dav96	KM799.2	月桂冠像	 NGC-MS62(AU/UNC)	 ¥30,000
	493	 100フラン金貨	100Francs	1868(A)	Fr580	Gad1136	KM802.1	月桂冠像	 NGC-MS62(EF+/AU)	 ¥280,000
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	494	 5フラン銀貨	5Francs	1869(A)	Dav96	KM799.1	月桂冠像	 EF+	 ¥15,000
	495	 20フラン金貨	20Francs	1869(BB)	Fr585	Gad1062	KM801.2	月桂冠像	 VF	 ¥25,000

	496	 5フラン銀貨2枚組(1867BB	NGC-AU50.1867BB	NGC-AU	Details	Polished)	返品不可	 	 ¥5,000

第3共和制(1870-1940)	 	 	
	497	 1フラン銀貨	1Franc	1898	Gad467	KM844.1	 NGC-PF64MATTE(Matt	Proof	UNC)	 ¥25,000
	498	 2フラン銀貨	2Francs	1898	Gad532P	ピエフォｰ(厚手型)	 NGC-PF63MATTE(Matt	Proof	UNC)	 ¥50,000
	499	 20フラン金貨	20Francs	1908	Fr596a	KM857	 NGC-MS65(UNC)	 ¥35,000
	500	 20フラン金貨	20Francs	1911	Fr596a	KM857	 NGC-MS65(UNC)	 ¥35,000
	501	 20フラン金貨	20Francs	1912	Fr596a	KM857	 NGC-MS65(UNC)	 ¥35,000
	502	 20フラン金貨	20Francs	1913	Fr596a	KM857	 AU/UNC	 ¥30,000
	503	 20フラン金貨	20Francs	1913	Fr596a	KM857	 NGC-MS65(UNC)	 ¥35,000
	504	 20フラン金貨	20Francs	1914	Fr596a	KM857	 NGC-MS65(UNC)	 ¥35,000
	505	 50フラン金貨	50Francs	1904(A)	Fr591	KM831	エンゼル	 AU/UNC	 ¥185,000
	506	 50フラン金貨	50Francs	1904(A)	Fr591	KM831	エンゼル	 AU/UNC	 ¥185,000

	507	 20フラン厚手型試作銀貨	Piefort	Essai	20Francs	1929	Gad852P	KM-PE298
	 	 	 NGC-MS62(AU/UNC)	 ¥100,000
第5共和制(1959-)	 	 	
	508	 20ユｰロ金貨	20Euro	2002	Fr756	KM1986	ヴィクトル･ユｰゴｰ/ガブロｰシュ	発行枚数500枚	
	 	 	 Proof	FDC	 ¥80,000

494
495

496

497 498

502

507

508
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 フランス領コｰチシナ FRENCH COCHIN CHINA	 	 		

	509	 1ピアストル	1879	金製ファンタジｰ(20世紀後半に製造)	重量37gm	 FDC	 ¥300,000

	フランス領インドシナ FRENCH INDO CHINA	 	 		

	510	 1ピアストル試作銀貨	Essai	1Piastre	1931	KM-E26
	 	 	 NGC-UNC	Details	Excessive	Surface	Hairlines(磨き痕あり	EF+)	 ¥25,000

	511	 1ピアストル厚手型試作銀貨	Piefort	Essai	1Piastre	1931	KM-PE3	 NGC-MS64(UNC)	 ¥400,000

 フランス領ポリネシア FRENCH POLYNESIA	 	 		

	512	 100フラン銀貨	100Francs	1979	KM-P29	ピエフォｰ(厚手型)	製造枚数350枚	NGC-PF69CAMEO	 ¥35,000

509

510

511

512
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 ドイツ GERMANY	 	 		

アンハルト･ベルンブルク Anhalt-Bernburg	 	 	
アレクィス･フリｰドリヒ･クリスチャン(1796-1834)
	513	 1ダカット金貨	1Ducat	1825(Z)	Fr25(カタログの写真現品)	KM80	発行枚数116枚の希少品
	 	 	 Proof	FDC	 ¥1,500,000

バｰデン Baden
フリｰドリヒ1世(1852-1907)	 	 	
	514	 1グルテン銀貨	1Gulden	1867	KM249	射撃祭記念	 NGC-MS64(UNC+)	 ¥30,000
バンベルク Bamberg
	515	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1691	Dav5063	KM80	 NGC-AU55(-EF)	 ¥50,000
バイエルン Bayern   
カｰル･アルプレヒト(1726-44)
	516	 1/2カロｰリン金貨	1/2Carolin	1735	Fr233	KM422	 アジャストマｰクあり	VF+	 ¥125,000

ルｰトヴィヒ1世(1825-48)	 	 	
	517	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1827	Dav561	KM-Pn4	テレジア勲章制定記念	試作貨タイプ	 PL	EF+	 ¥50,000

513

515

516

517



－ 49 －

	518	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1830	Dav566	KM750	バイエルン人の忠誠記念	 EF	 ¥20,000
ルｰトヴィヒ2世(1864-86)	 	 	
	519	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	ND(1865)	Dav611	KM877	裏面マリア像	 EF+	 ¥15,000
	520	 20マルク金貨	20Mark	1878(D)	Fr3763	KM900	 PCGS-AU55(-EF)	 ¥35,000

オットｰ(1886-1913)	 	 	
	521	 10マルク金貨	10Mark	1904(D)	Fr3771	KM994	 NGC-MS63(AU/UNC)	 ¥20,000
	522	 5マルク銀貨	5Mark	1908(D)	Dav618	KM915	 表面に小キズあり	Proof	UNC	 ¥50,000
	523	 5マルク銀貨	5Mark	1913(D)	Dav618	KM915	 AU	 ¥15,000		

ベルク  Berg
	524	 	1カッサ	タｰレル		1Cassa	THaler		1806(T:S)	ジョアシャン･ミュラ	Joachim	Murat(1767-1815)		Dav625		KM12
	 	 ナポレオン一族のコインの1枚。騎兵指揮官から元帥になりベルク大公国の大公爵､クレｰフェ公国の君主でもあり後にナポリ
	 	 王国の国王｡ナポレオン･ボナパルトの妹､カロリｰヌ･ボナパルトと結婚しナポレオンファミリｰの一員となっています｡	
	 	 (T:S)は造幣局長	Theodor	Stockmarの頭文字です｡	通常タｰレル貨は約28グラムですがカッサタｰレルは17.31gmの軽
	 	 量コインで発行枚数784枚の希少品､また状態の良いコインは大変希少です｡	 Tone	UNC	 ¥1,200,000

《  ナポレオン一族のジョアシャン・ミュラ  》

518 519

520

521

522
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523
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ブランデンブルク･アンスバッハ Brandenburg Ansbach
アレクサンダｰ(1757-91)	 	 	
	525	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1786	Dav2028	KM273	希少品	 NGC-AU55(VF/EF)	 ¥75,000
ブレｰメン Bremen
	526	 5マルク銀貨	5Mark	1906(J)	Dav630	KM251	 Proof	EF	 ¥50,000

ブラウンシュヴァイク･リュｰネブルク･カレンベルク Braunschweig Luneburg Calenberg    
ゲオルク2世･ヴィルヘルム(1648-65)
	527	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1664(HS)	Dav6529	KM57.2	 ToneVF+	 ¥20,000
ブラウンシュヴァイク･リュｰネブルク･カレンベルク･ハノｰファｰ Braunschweig Luneburg Calenberg Hannover   
ゲオルク･ルｰトヴィヒ(1698-1727)
	528	 24マリエングロッシェン	24Mariengroschen	1704	KM15	 VF+	 ¥8,000

ブラウンシュヴァイク･リュｰネブルク･ケｰレ Braunschweig Luneburg Celle    
クリスチャン･ルｰトヴィヒ(1648-65)
	529	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1665(LW)	Dav6525	KM268	死去追悼記念	 VF/EF	 ¥25,000
ブラウンシュヴァイク･ヴォルフェンビュッテル Braunschweig Wolfenbuttel    
ルドルフ･アスグスト(1666-1704)
	530	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1694(RB)	Dav6395	KM577	 VF/EF	 ¥25,000

525

526

527
528

529 530
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アウグスト･ヴィルヘルム(1714-31)
	531	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1722(C)	Dav2126	KM739	 VF	 ¥20,000
フランクフルト Frankfurt	 	 	
	532	 2タｰラｰ銀貨	2Taler	1841	Dav640	KM326	都市景観	 EF	 ¥25,000

	533	 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
	 	 	 PCGS-MS62(AU/UNC)	 ¥35,000
	534	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1859	Dav650	KM359	シラｰ生誕100年記念	 ToneEF+	 ¥20,000
	535	 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)	 ¥32,000

	536	 2タｰラｰ銀貨	2Taler	1861	Dav651	KM365	フランコニア	 PCGS-AU	Details	Cleaning(EF+)	 ¥10,000

	537	 2タｰラｰ銀貨	2Taler	1861	Dav651	KM365	フランコニア	 PCGS-MS63(AU)	 ¥20,000

531 532

533
535

536

537
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フリｰトベルク Friedberg
	538	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1804(GB･F･GH)	Dav655	KM75	 ToneAU/UNC	 ¥80,000

フルダ Fulda
	539	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1788	Dav2263	KM147	セデ･バカンテ(空位期発行)	 ポリッシュ	Polished	EF	 ¥25,000
ハンブルク Hamburg	 	 	
	540	 20マルク金貨	20Mark	1878(J)	Fr3776	KM602	 NGC-AU58(EF+)	 ¥35,000

	541	 3マルク銀貨	3Mark	1911(J)	KM620	 NGC-MS65(UNC)	 ¥10,000
	542	 3マルク銀貨	3Mark	1913(J)	KM620	 NGC-MS62(EF+)	 ¥5,000

	543	 20マルク金貨	20Mark	1913(J)	Fr3777	KM618	 NGC-MS63(AU)	 ¥35,000

538

539
540

541 542

543
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ヘッセン･カッセル Hessen Cassel	 	 	
ヴィルヘルム4世(1637-63)
	544	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1637(GK)	Dav6772	KM181	 NGC-AU53(EF+)	 ¥60,000
ヘッセン･ダルムシュタット Hessen Darmstadt	 	 	
	545	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1819(HR)	Dav699	KM287	 PCGS-AU58(EF)	 ¥140,000

	546	 射撃祭記念銀製メダル	1894	 EF+/AU	 ¥15,000
ニュｰルンベルク Nurnberg		 	 	
	547	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1694	Dav5666	KM223	都市景観		 VF	 ¥25,000
	548	 1/4ダカット金貨	1/4Ducat	ND(1700)	Fr1892	KM253	クリッペ(角型コイン)	 NGC-AU58(EF+)	 ¥20,000

	549	 4ダカット金貨	4Ducats	ND(1703)	Fr1879	KM263	 NGC-MS62(AU)	 ¥1,850,000

544 545

546 547 548

549
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	550	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1745(PPW)	Dav2483	KM307	皇帝フランツ1世像/都市景観
	 	 	 ポリッシュ	Polished	EF	 ¥15,000
	551	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1768(SR)	Dav2494	KM350	都市景観/都市紋章	 EF	 ¥25,000

プロイセン Preussen	 	 	
フリｰドリヒ･ヴィルヘルム4世(1840-61)
	552	 1/6タｰラｰ銀貨	1/6Taler	1844(D)	KM436.1	 PCGS-MS63(EF+/AU)	 ¥10,000
ヴィルヘルム1世(1861-88)
	553	 20マルク金貨	20Mark	1873(C)	Fr3815	KM501	 NGC-AU58(EF+)	 ¥30,000

フリｰドリヒ3世(1888)	 	 	
	554	 5マルク銀貨	5Mark	1888(A)	Dav787	KM512	 EF	 ¥20,000
	555	 5マルク銀貨	5Mark	1888(A)	Dav787	KM512	 NGC-PF62(Proof	EF+/AU)	 ¥25,000

	556	 20マルク金貨	20Mark	1888(A)	Fr3828	KM515	 VF	 ¥30,000
ヴィルヘルム2世(1888-1918)	 	 	
	557	 20マルク金貨	20Mark	1897(A)	Fr3831	KM521	 VF	 ¥30,000
	558	 20マルク金貨	20Mark	1905(A)	Fr3831	KM521	 PCGS-MS63(UNC)	 ¥35,000
	559	 3マルク銀貨	3Mark	1911(A)	KM531	ブレスラウ大学創設100年記念	 Proof	EF+/AU	 ¥15,000

550 551

552 553
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	560	 5マルク銀貨	5Mark	1913(A)	Dav791	KM536	 NGC-PF63CAMEO(Proof	AU/UNC)	 ¥30,000
	561	 20マルク金貨	20Mark	1914(A)	Fr3833	KM537	 EF+/AU	 ¥32,000
	562	 	3マルク銀貨	3Mark	1915(A)	KM539	マンスフェルト伯領併合100年記念	プルｰフ貨は発行枚数550枚の希少品	
	 	 	 Proof	UNC	 ¥150,000

レｰゲンスブルク Regensburg	 	 	
	563	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	ND	Dav2614	KM259	カｰル7世像/都市景観	 VF+/EF	 ¥80,000
	564	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1754(ICB)	Dav2618	KM371	皇帝フランツ1世像/都市景観	 EF	 ¥25,000

	565	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1756(ICB)	Dav2618	KM372	皇帝フランツ1世像/都市景観	
	 	 	 ツｰリングあり	Tooled	VF	 ¥15,000
	566	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1759(ICB)	Dav2619	KM374	皇帝フランツ1世像/都市紋章	 EF	 ¥25,000

	567	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1780(BF)	Dav2627	KM436	皇帝ヨｰゼフ2世像/都市景観	 VF	 ¥25,000
ザクセン Sachsen	 	 	
フリｰドリヒ･アウグスト3世(1904-18)
	568	 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/UNC	 ¥15,000

560 561
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563 564

565 566

567 568
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シュヴァルツブルク･ゾンダｰスハウゼン Schwarzburg Sondershausen   
カｰル･ギュンタｰ(1880-1909)	 	 	
	569	 2マルク銀貨	2Mark	1905(A)	KM152	在位25年記念	広エッジ	NGC-PF63CAMEO(Proof	AU/UNC)	 ¥30,000
	570	 2マルク銀貨	2Mark	1905(A)	KM153	在位25年記念	細エッジ	 Proof	AU/UNC	 ¥20,000

	シュトｰルベルク Stolberg    
カｰル･ルｰトヴィヒ(1761-1815)
	571	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1764(C)	Dav2808	KM280	 VF	 ¥15,000
ドイツ騎士団 Teutnic Order   
マクシミリアン(1588-1618)
	572	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1603	Dav5848	KM3	 PCGS-AU50(VF+)	 ¥25,000

ヴュルテンベルク Wurttemberg   
カｰル1世(1864-91)	 	 	
	573	 2タｰラｰ銀貨	2Taler	1869	Dav961	KM618	ウルム寺院修復記念	 Proof	-EF	 ¥40,000
	574	 1タｰラｰ銀貨	1Taler	1871	Dav962	KM620	普仏戦争戦勝記念	 NGC-MS64(UNC+)	 ¥40,000

ヴィルヘルム2世(1891-1918)	 	 	
	575	 3マルク銀貨	3Mark	1911(F)	KM636	銀婚記念	 PCGS-MS63(UNC)	 ¥25,000
	576	 3マルク銀貨	3Mark	1911(F)	KM636	銀婚記念
	 	 このコインのプルｰフ貨は表面が前面マット(艶消)､裏面はレリｰフは霜降状､フィｰルドは鏡面仕上げとなっているユニｰ
	 	 クな製作がなされています。	 NGC-PF63(Matt/Proof	UNC)	 ¥30,000

569 570
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575 576
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ドイツ帝国共通通常貨
	577	 1/2マルク銀貨	1/2Mark	1906(D)	KM17	 PCGS-MS65(UNC)	 ¥5,000
ウェストファｰレン Westfalen	 	 	
	578	 10マルク銅貨	10Mark	1921	J-N13	インフレ発行貨	 PCGS-AU58BN(AU)	 ¥3,000
	579	 10,000マルク	10,000Mark	1923	J-N20b	銅製金ギルト	インフレ発行貨	 NGC-MS64(UNC)	 ¥5,000

	580	 1,000,000,000,000マルク洋銀貨	1Billion	Mark	1923	J-N28	インフレ発行貨	 EF	 ¥50,000

	581	 1,000,000,000,000マルク洋銀貨	1Billion	Mark	1923	J-N28	インフレ発行貨	 EF	 ¥50,000

577

578 579

580

581



－ 58 －

	582	 洋銀メダル	ND(1923)	J-N29	インフレ貨のシュタインとアンネッテの肖像を両面に描いたメダル
	 	 希少品	 PCGS-AU58(EF)	 ¥15,000
ワイマｰル共和国 Weimar Republic	 	 	
	583	 5マルク銀貨	5Mark	1925(F)	Dav965	KM47	ラインラント1000年記念
	 	 	 NGC-PF63CAMEO(Proof	UNC)	 ¥35,000

	584	 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	 ¥16,000
	585	 5マルク銀貨	5Mark	1927(A)	Dav967	KM51	ブレｰマｰハｰフェン100年記念	 VF	 ¥15,000

	586	 3マルク銀貨	3Mark	1928(A)	KM57	ナウムブルク創建900年記念	 PCGS-MS64(UNC)	 ¥25,000
	587	 3マルク銀貨	3Mark	1929(A)	KM63	ワイマｰル憲法制定10年記念	 NGC-MS62(AU/UNC)	 ¥10,000
	588	 5マルク銀貨	5Mark	1929(A)	Dav966	KM56	通常貨	樫の木	 PCGS-MS64(UNC)	 ¥25,000

	589	 5マルク銀貨	5Mark	1930(A)	Dav973	KM71	ラインラント駐留軍撤収記念
	 	 	 NGC-PF62CAMEO(Proof	AU/UNC)	 ¥30,000
	590	 3マルク銀貨	3Mark	1931(A)	KM73	シュタイン死去100年記念	 EF+/AU	 ¥17,000

582
583
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	591	 3マルク銀貨	3Mark	1932(F)	KM76	ゲｰテ死去100年記念		 Proof	-EF	 ¥15,000
	592	 5マルク銀貨	5Mark	1932(A)	Dav974	KM77	ゲｰテ死去100年記念	記念貨シリｰズ最高の希少品
	 	 プルｰフ貨は特に希少	 PCGS-PR60(Proof	AU)	 ¥300,000

	593	 ツェッペリン飛行船世界周航記念銅製プレｰト	1929	 EF+	 ¥12,000

第三帝国 Third Reich	 	 	
	594	 5マルク銀貨	5Mark	1933(D)	KM80	ルタｰ生誕450年記念	 PCGS-MS65(UNC)	 ¥35,000
	595	 5マルク銀貨	5Mark	1935(A)	KM86	ヒンデンブルク像	 Proof	UNC	 ¥60,000
	596	 ベルリンオリンピック記念銅製メダル	1936	オリジナルボックス入り	 UNC	 ¥10,000

591
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593（縮小）
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	597	 ベルリンオリンピック記念銀製メダル	1936	オリジナルボックス入り	 AU/UNC	 ¥10,000

	ドイツ領東アフリカ GERMAN EAST AFRICA	 	 		

ヴィクトリア(1837-1901)
	601	 2クォｰト銅貨	2Quarts	1842/1	KM3	 -EF	 ¥18,000
エリザベス2世(1952-)
	602	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1989	KM28	ウナ&ライオン	法定通貨発行150年記念	 Proof	FDC	 ¥40,000

	598	 1ルピｰ銀貨	1Rupie	1892	KM2	 AU/UNC	 ¥38,000

 ドイツ領ニュｰギニア GERMAN NEW-GUINEA	 	 		

	599	 10ペニヒ銅貨	10Pfennig	1894(A)	KM3	極楽鳥	 VF+	 ¥10,000
	600	 5マルク銀貨	5Mark	1894(A)	KM7	極楽鳥	 F	 ¥50,000

 ジブラルタル GIBRALTAR	 	 		

597
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599 600
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 イギリス GREAT BRITAIN	 	 		

エドワｰド3世(1327-77)
	603	 1/2ノｰブル金貨	1/2Noble	Fr96	Spink1506	 PCGS-MS62(EF+)	 ¥600,000

ジェｰムス1世(1603-25)
	604	 ダブルクラウン金貨	Double	Crown	ND	Fr235	Spink2622		 VF	 ¥150,000

第３部  SESSION ３
午後２時 45 分〜午後６時 45 分（予定）

LOT No.603〜1268

603
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チャｰルス2世(1660-85)	 	 	
	605	 2ペンス銀貨	2Pence	ND	Spink3326	ESC2165	KM401	 ToneEF+	 ¥38,000
	606	 クラウン銀貨	Crown	1679(T.PRIMO)	Dav3776	Spink3359	ESC57	km445.1	 VF+	 ¥55,000

	607	 5ギニｰ金貨	5Guinea	1684	Fr281	Spink3332	KM444.1	 VF	 ¥2,000,000

ジェｰムス2世(1685-88)
	608	 クラウン銀貨	Crown	1687(TERTIO)	Dav3779	Spink3407	ESC78	KM463
	 	 裏面に僅かなアジャストマｰクがあるものの非常に良好な状態です｡	 ToneUNC	素晴らしい状態です	 ¥350,000

605
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607
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ウィリアム&メアリ(1688-94)	 	 	
	609	 5ギニｰ金貨	5Guinea	1692	Fr299	Spink3422	KM479.1		 VF+	欠点の無い良い状態です	 ¥2,400,000

	610	 5ギニｰ金貨	5Guinea	1694	Fr299	Spink3422	KM479.1	非常に良好な状態
	 	 	 PCGS-AU58(AU)素晴らしい状態です	 ¥5,700,000

609

610
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ウィリアム3世(694-1702)	 	 	
	611	 6ペンス銀貨	6Pence	1696	Spink3520	ESC1533	KM484.1	 EF	 ¥21,000
	612	 6ペンス銀貨	6Pence	1696	Spink3520	ESC1533	KM484.1	 PCGS-MS64(UNC)	 ¥50,000
	613	 1シリング銀貨	1Shilling	1700	Spink3516	ESC1121	KM504.1	 EF+	 ¥40,000

アン(1702-14)
	614	 マウンディｰセット	Moundy	Set	1706	Spink3599	KM-MDS36	 EF	 ¥70,000

ジョｰジ2世(1727-60)
	615	 マウンディｰセット	Moundy	Set	1743	Spink3716	KM-MDS50	 EF	 ¥40,000

  郵便入札・FAX 入札〆切日時：2016 年４月 15 日（金）午後５時まで
  Mail Bids and Fax Bids Must Be Received By

  ５ PM on (Friday) 15th April, 2016
MAIL BIDS FAX NUMBER : +81-(0)3-3449-3344

611
612 613

614

615
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ジョｰジ3世(1760-1820)	 	 	
	616	 1ギニｰ金貨	Military	Guinea		1813		Spink3730	Fr357	Montagu528	KM664
	 	 通称ミリタリｰギニｰと呼ばれ海軍の給与支払いの為に発行された金貨です｡	表面デザインは古代ロｰマ皇帝風に月桂樹の
	 	 冠を被ったシンプルのデザインですが肖像面をロｰマ風に彫を高くし立体感をだしてジョｰジ3世の表情を際立たさせてい
	 	 ます｡	裏面にガｰタｰ勲章が描かれ､有名な銘文“HONI	SIT	QUI	MAL	Y	PENSE”(思い邪なる者に災いあれ)が書かれています｡	
	 	 これは1348年エドワｰド3世が25人のセント･ジョｰジ勲爵士団の舞踏会で貴婦人がガｰタｰを落とし笑われた時に言った
	 	 言葉がモットｰになったと言われています｡	今回出品のコインはプルｰフ貨で大変希少なコインで入手困難な銘品です｡	
	 	 Ex.UBS	Basel	No.51	Lot825	 Proof	FDC	 ¥2,000,000

“ HONI SIT QUI MAL Y PENCE ”

《  思い邪なる者に災いあれ  》

616
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	617	 3ペンス銀貨	3Pence	1762	Spink3753	ESC2033	KM591	 EF	 ¥15,000
	618	 1/2ペニｰ銅貨	1/2Penny	1774	Spink3774	KM601	 PCGS-XF40(VF)	 ¥12,000
	619	 6ペンス銀貨	6Pence	1787	Spink3748	ESC1626	KM606.2	 VF	 ¥14,000

	620	 1シリング銀貨	1Shilling	1787	Spink3743	ESC1216	KM607.1	 VF	 ¥9,000
	621	 2ペンス銅貨	2Pence	1797	Spink3776	KM619	通称｢車輪銭｣	 F	 ¥10,000

	622	 1ドル銀貨	1Dollar	1804	Dav102	Spink3768	ESC144	KM-Tn1	バンクダラｰ	 PCGS-XF40(VF)	 ¥20,000
	623	 1シリング銀貨	1Shilling	1816	Spink3790	ESC1228	KM666	 PCGS-MS64(UNC)	 ¥30,000

	624	 1/2クラウン銀貨	1/2Crown	1817	Spink3788	ESC616	KM667	 PCGS-MS62(AU)	 ¥25,000
	625	 クラウン銀貨	1818(LVIII)	Dav103	Spink3787	ESC211	KM675	 ToneEF+	 ¥120,000
	626	 クラウン銀貨	1818(LIX)	Dav103	Spink3787	ESC214	KM675	 VF+	 ¥60,000

617

618

619

620

621

622

623

624
625

626
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	627	 1/2クラウン銀貨	1/2Crown	1819	Spink3789	ESC623	KM672	 ToneEF	 ¥65,000
	628	 クラウン銀貨	1819(LIX)	Dav103	Spink3787	ESC215	KM675	 PCGS-AU58(EF)	 ¥35,000

	629	 クラウン銀貨	1819(LX)	Dav103	Spink3787	ESC216	KM675	 NGC-AU58(ToneEF)	 ¥35,000
	630	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1820	Spink3785C	Fr371	KM674	 VF+	 ¥80,000
	631	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1820	Spink3785C	Fr371	KM674	 VF+	 ¥80,000

	632	 マウンディｰセット	Moundy	Set	1772	Spink3762	KM-MDS56	 EF	 ¥40,000
	633	 銅製メダル	1798	ナイルの戦勝記念	Eimer892	トｰマス･ワイオン作	希少品	 UNC	 ¥45,000

ジョｰジ4世(1820-30)	 	 	
	634	 クラウン銀貨	Crown	1821(SECUNDO)	Dav104	Spink3805	ESC246	KM680.1	
	 	 	 ポリッシュ	Polished	VF	 ¥15,000
	635	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1821	Fr376	Spink3800	KM682	 PCGS-AU53(-EF)	 ¥125,000
	636	 1/2クラウン銀貨	1/2Crown	1825	Spink3809	ESC642	KM695	 EF+	 ¥75,000

627

628

629

630

631

632 633

634

635

636
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	637	 1/2クラウン銀貨	1/2Crown	1825	Spink3809	ESC643	KM695	プルｰフ	ミルドエッジ	Proof	UNC	 ¥300,000

	638	 	1/2ソボレン金貨	1/2Sovereig	1825	W&R248(R5)	KM-Pn89	この年号は試作貨として製造された希少品
	 	 	 Proof	AU	 ¥700,000

637

638
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	639	 クラウン銀貨	Crown	1826	Spink3806	ESC257	KM699	発行枚数150枚の希少品	 Proof	EF+/AU	 ¥500,000

	640	 クラウン銀貨	Crown	1826	Spink3806	ESC257	KM699	発行枚数150枚の希少品	 Proof	UNC	 ¥750,000

639

640
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	641	 1/3ファｰジング銅貨	1/3Farthing	1827	Spink3827	KM703	 EF	 ¥10,000
	642	 マウンディｰセット	Moundy	Set	1823	Spink3816	KM-MDS68	 EF+〜AU	 ¥25,000
ウィリアム4世(1830-37)	 	 	
	643	 1/2ペニｰ銅貨	1/2Penny	1831	Spink3847	KM706	 VF	 ¥8,000

	644	 1/2クラウン銀貨	1/2Crown	1834	Spink3834	ESC662	KM714.2	 VF	 ¥14,000
	645	 マウンディｰセット	Moundy	Set	1834	Spink3840	KM-MDS82	 VF〜EF	 ¥10,000

ヴィクトリア(1837-1901)	 	 	
	646	 	1シリング銀貨	1Shilling	1839	Spink3904	ESC1284	KM734.1	プレｰンエッジ	WWなし	ヤングヘッド
	 	 	 PCGS-PR61(Proof	EF+)	 ¥75,000
	647	 4ペンス銀貨	4Pence	1844	Spink3913	ESC1939	KM731.1	ヤングヘッド	 EF+	 ¥15,000

	648	 5セント試作銅貨	Pattern	5Cents	1846	Peck2081	10進法導入検討時の試作貨
	 	 	 NGC-PF64BN(Proof	UNC)	 ¥100,000

641

642

643

644 645

646
647

648
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	649	 クラウン銀貨	Crown	1847	Dav106	Spink3883	ESC288	KM744	ゴシッククラウン	レタｰエッジ	
	 	 	 Proof	VF+	 ¥350,000

	651	 クラウン銀貨	Crown	1847	Dav106	Spink3883	ESC288	KM744	ゴシッククラウン	レタｰエッジ
	 	 	 PCGS-PR64+DCAM(Proof	FDC)	 ¥500,000

	650	 クラウン銀貨	Crown	1847	Dav106	Spink3883	ESC288	KM744	ゴシッククラウン	レタｰエッジ
	 	 	 PCGS-PR60(Proof	EF+)	 ¥200,000

649

650

651
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	652	 	クラウン銀貨	Crown	1847	Dav106	Spink3883	ESC291	KM744	ゴシッククラウン	プレｰンエッジ
	 	 	 PCGS-PR62CAM(Proof	UNC)	 ¥600,000

	653	 	1フロｰリン試作銀貨	Pattern	Florin	1848	Spink3890	ESC886(R2)	KM745	ゴッドレス	プレｰンエッジ
	 	 	 Proof	AU/UNC	 ¥200,000

	654	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1852	Fr387e	Spink3852C	KM736.1	ヤングヘッド		 VF+/EF	 ¥35,000
	655	 1/2ペニｰ銅貨	1/2Penny	1853	Spink3949	KM726a	プルｰフ貨は希少
	 	 	 PCGS-PR65BN(Proof	FDC)	 ¥120,000

652

653

654

655



－ 73 －

	657	 1ペニｰ銀打試作貨	Pattern	1Penny	1860	in	Silver	Peck2103	銀製は希少
	 	 	 PCGS-PR63(Proof	UNC)	 ¥200,000

	656	 	1/2クラウン銀貨	1/2Crown	1853	Spink3888	ESC687(R3)	KM740	プルｰフセット用に発行された希少品
	 	 	 Proof	AU/UNC	 ¥500,000

	658	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1869	Fr387i	Spink3853B	KM736.2	ヤングヘッド	極印番号30
	 	 	 PCGS-AU58(EF)	 ¥35,000
	659	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1871	Fr387i	Spink3853B	KM736.2	ヤングヘッド	極印番号2
	 	 	 PCGS-MS62(EF+/AU)	 ¥35,000

656

657

658 659
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	660	 1/2クラウン銀貨	1/2Crown	1880	Spink3889	ESC705	KM756	ヤングヘッド
	 	 	 NGC-MS63(AU/UNC)	 ¥35,000
	661	 1/2クラウン銀貨	1/2Crown	1881	Spink3889	ESC707	KM756	ヤングヘッド	 NGC-MS62(AU)	 ¥30,000

	662	 1/2ソボレン金貨	1/2Sovereign	1883	Fr389e	Spink3861	KM7351	ヤングヘッド
	 	 	 肖像前に小傷あり	-EF	 ¥35,000
	663	 1フロｰリン銀貨	1Florin	1886	Spink3900	ESC715	KM746.4	ゴチック	 NGC-MS63(EF+/AU)	 ¥15,000
	664	 1シリング銀貨	1Shilling	1887	Spink3926	ESC1352	KM761	ジュビリｰ	
	 	 	 NGC-PF63(ToneProof	UNC)	 ¥15,000

	665	 1フロｰリン銀貨	1Florin	1887	Spink3925	ESC869	KM762	ジュビリｰ	 PCGS-PR62(Proof	AU)	 ¥25,000
	666	 2フロｰリン銀貨	2Florin	(I)887	Spink3922	ESC394	KM763	ジュビリｰ	ロｰマ数字｢I｣	 VF+/EF	 ¥16,000

	667	 クラウン銀貨	Crown	1887	Dav107	Spink3921	ESC296	KM765	ジュビリｰ	 PCGS-AU58(EF)	 ¥10,000
	668	 クラウン銀貨	Crown	1887	Dav107	Spink3921	ESC296	KM765	ジュビリｰ	
	 	 	 PCGS-MS63(AU/UNC)	 ¥20,000

660 661

662

663
664

665 666

667 668
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	669	 クラウン銀貨	Crown	1888	Dav107	Spink3921	ESC298	KM765	ジュビリｰ
	 	 	 PCGS-MS62(EF+/AU)	 ¥20,000
	670	 2ポンド金貨	2Pounds	1887	Fr391	Spink3865	KM768	ジュビリｰ	 EF	 ¥70,000

	671	 2ポンド金貨	2Pounds	1887	Fr391	Spink3865	KM768	ジュビリｰ	 AU/UNC	 ¥100,000
	672	 5ポンド金貨	5Pounds	1887	Fr390	Spink3864	KM769	ジュビリｰ	 ｰEF	 ¥250,000

	673	 5ポンド金貨	5Pounds	1887	Fr390	Spink3864	KM769	ジュビリｰ	 EF	 ¥270,000
	674	 5ポンド金貨	5Pounds	1887	Fr390	Spink3864	KM769	ジュビリｰ	 EF	 ¥270,000

	675	 5ポンド金貨	5Pounds	1887	Fr390	Spink3864	KM769	ジュビリｰ	 -EF	 ¥250,000
	676	 5ポンド金貨	5Pounds	1887	Fr390	Spink3864	KM769	ジュビリｰ	 AU/UNC	 ¥350,000

	677	 5ポンド金貨	5Pounds	1887	Fr390	Spink3864	KM769	ジュビリｰ	 NGC-MS62(AU/UNC)	 ¥480,000
	678	 5ポンド金貨	5Pounds	1887	Fr390	Spink3864	KM769	ジュビリｰ	 PCGS-MS62(AU)	 ¥440,000

669

670

671 672

673 674

675 676

677 678
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	679	 	1887年ジュビリｰヘッド銀貨7種組(3ペンス	KM758、6ペンス	KM759、1シリング	KM761、1フロｰリン	KM762、
	 	 1/2クラウン	KM764、2フロｰリン	KM763、クラウン	KM765)	返品不可	 VF〜EF	 ¥15,000

	680	 1/2クラウン	1/2Crown	1888	Spink3924	ESC721	KM764	ジュビリｰ	 NGC-MS63(EF+)	 ¥10,000
	681	 2フロｰリン銀貨	2Florin	1890	Spink3923	ESC399	KM763	ジュビリｰ	 VF+	 ¥5,000

	682	 1フロｰリン銀貨	1Florin	1893	Spink3939	ESC877	KM781	オｰルド
	 	 	 PCGS-PR61CAM(ToneProof	EF+/AU)	 ¥20,000
	683	 1フロｰリン銀貨	1Florin	1893	Spink3939	ESC877	KM781	オｰルド	 Proof	UNC	 ¥28,000
	684	 クラウン銀貨	Crown	1893(LVI)	Dav108	Spink3937	ESC303	KM783	オｰルド
	 	 	 NGC-MS62(EF+/UNC)	 ¥25,000

679

680
681

682

683

684
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	685	 クラウン銀貨	Crown	1893(LVI)	Dav108	Spink3937	ESC303	KM783	オｰルド	
	 	 	 PCGS-MS64(UNC)	 ¥40,000

	686	 1フロｰリン銀貨	1Florin	1897	Spink3939	ESC881	KM781	オｰルド	 PCGS-AU55(-EF)	 ¥8,000

	687	 クラウン銀貨	Crown	1898(LXI)	Spink3937	ESC314	KM783	オｰルド	特年	 EF	 ¥65,000

685

686

687
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	688	 クラウン銀貨	Crown	1899(LXII)	Dav108	Spink3937	ESC316	KM783	オｰルド	 NGC-AU55(EF)	 ¥20,000
	689	 1ペニｰ銅貨	1Penny	1900	Spink3961	KM790	オｰルド	 PCGS-MS64RB(UNC)	 ¥10,000

	690	 マウンディｰセット	Maundy	Set	1872	Spink3916	KM-MDS125	ヤングヘッド	 EF/AU	 ¥6,000

	691	 マウンディｰセット	２年号組　Maundy	Set	1890	Spink3932	KM-MDS146	ジュビリｰ(EF)、Maundy	Set	1896	
	 	 Spink3943	KM-MDS152	オｰルド(UNC)　返品不可	 	 ¥20,000

688
689

690

1890年

1896年

691
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	692	 5ポンド金貨	5Pounds	1839　Fr386	Spink3851	KM742	ウナ＆ライオン	レターエッジ	Letter	Edge
	 	 表面：前部ヘアーバンド6渦巻、後部ヘアーバンド13葉タイプ
									　VICTORIA	D:G:BRITANNIARUM	REGINA	F:D:(ヴィクトリア:神の恩寵による英国の女王、信仰の守護者)
	 	 	裏面：ウナ(女王)のガウンにガーター勲章あり、DIRIGE	DEUS	GRESSUS	MEOS.(神は我らを導き賜う)
	 	 　MDCCCXXXIX(1839)　肖像首下にW.WYON	RA(英国芸術院会員ウィリアム・ワイオン)

	
	 	 ヴィクトリア女王戴冠記念　発行枚数400枚　名工ウィリアム・ワイオンの最高傑作である5ポンド金貨
	 	 「世界で最も美しい金貨」と称えられている名品です。
	 	 	 PCGS-PR62+DCAM(Proof	AU)	¥12,000,000

《  ヴィクトリア女王　信仰の守護者  》

UNA & LION  BY W.WYON RA

692
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	693	 1887年ジュビリー（在位50年型）11	種セット　当時のカスタムケース入り
	 	 5ポンド金貨	5Pounds	Fr390	Spink3864	KM1769／2ポンド金貨	2Pounds	Fr391	Spink3865	KM1768
	 	 1ソボレン金貨	1Sovereign	Fr392	Spink3866	KM1767／1/2ソボレン金貨	1/2Sovereign	Fr393	Spink3869	KM1766
	 	 クラウン銀貨	Crown	Dav	107	Spink3921	ESC296	KM765／2フローリン銀貨	2F1orin	Spink3922	ESC394	KM763
	 	 1/2クラウン銀貨	1/2Crown	Spink3924	ESC719	KM764／フローリン銀貨	Florin	Spink3925	ESC868	KM762
	 	 シリング銀貨	Shilling	Spink3926	ESC1351	KM761／6ペンス銀貨	6Pence	Spink3928	ESC1752	KM759
	 	 3ペンス銀貨	3Pence	Spink3931	ESC2096	KM758	 EF+〜UNC	 ¥1,000,000

693
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	694	 1893	年プルーフセット

　ヴィクトリア女王はその長い在位期間にイギリス本国、そして植民地において多種のコインが発行され、コレク
ターを楽しませてくれています。イギリス本国ではヤングヘッド、ゴチック、ジュビリー、そしてこのオールドバスト
の４種に大別される肖像が発行され、それぞれがコレクターからの高い人気を受けています。
　このオールドバストはヴィクトリア女王最晩年の肖像を描き、柔和でありながらも威厳を備えた表情は一般から
も好評を以って受け入れられました。そのオールドバストの初年号である1893年に10種の額面のプルーフセットが僅
か773セット発行されています。３ペンスの小型銀貨から大型金貨である５ポンド金貨までの素晴らしく見事なセッ
トです。発行後既に一世紀以上が経過し、その間にセットが崩されて散逸、不用意な扱いによる損傷などにより多くの
セットが失われてきました。
　しかし、今回のこのセットはそれらを免れて伝世されてきたもので、10種の全てが発行時の状態を保っています。
　PCGS社の状態評価もPF64〜PR65の表示であり、目立つへアーラインなど欠点の全くない非常に厳正な状態評価
がなされています。

■金貨：プルーフ貨の発行枚数は各種773 枚
　・5ポンド金貨	5Pounds	Fr394a	Spink3872	KM787	PCGS-PR64DCAM
　・2ポンド金貨	2Pounds	Fr395a	Spink3873	KM1786	PCGS-PR64DCAM
　・1ソボレン金貨	1Sovereign	Fr396a	Spink3874	KM785	PCGS-PR64+DCAM
　・1/2ソボレン金貨	1/2Sovereign	Fr397a	Spink3878	KM784	PCGS-PR64DCAM

■銀貨：プルーフ貨の発行枚数は各種1,312枚
　　（銀貨のみのプルーフセットが発行されたため、金貨とはプルーフ貨の発行枚数が異なります）
　・クラウン銀貨	Crown	Dav108	Spink3937	ESC304	KM783	PCGS-PR65
　・1/2クラウン銀貨	1/2Crown	Spink3938	ESC727	KM782	PCGS-PR64
　・フローリン銀貨	Florin	Spink3939	ESC877	KM781	PCGS-PR65
　・シリング銀貨	Shilling	Spink3940	ESC1362	KM780	PCGS-PR64
　・6ペンス銀貨	6Pence	Spink3941	ESC1763	KM779	PCGS-PR65
　・3ペンス銀貨	3Pence	Spink3942	ESC2105	KM777	PCGS-PR64CAM
	 	 Proof	FDC	 ¥3,500,000

694
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	695	 在位60年記念メダル2種(銀製､銅製)組	1897	表面/ヤングヘッド	裏面/オｰルドバスト	返品不可
	 	 	 銀製VF､銅製UNC	 ¥16,000

	698	 クラウン銀貨	Crown	1902	Dav109	Spink3978	ESC361	KM803	 UNC	 ¥35,000

	696	 在位60年記念ブロｰチ	1893	 VF/EF	 ¥10,000
エドワｰド7世(1901-10)	 	 	
	697	 1ペニｰ銅貨	1Penny	1902	Spink3990	KM794.2	 NGC-MS63RB(AU/UNC)	 ¥10,000

695

696
697

698
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	699	 5ポンド金貨	5Pounds	1902	Fr398	Spink3965	KM807		 NGC-MS61(EF+/AU)	 ¥360,000

	700	 5ポンド金貨	5Pounds	1902	Fr398a	Spink3965	KM807		 Matt	Proof	UNC	 ¥360,000

	701	 マウンディｰセット	Maundy	Set	1903	Spink3985	KM-MDS160	 UNC	 ¥10,000

699

700

701
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ジョｰジ5世(1910-36)	 	 	
	702	 1911年	ジョｰジ5世戴冠記念12種セット	オリジナルケｰス付
	 	 ①	5ポンド金貨	5Pounds		Spink3994	Fr402	KM822		PCGS	PR62	(Proof	AU/UNC)
	 	 ②	2ポンド金貨	2Pounds		Spink3995	Fr403	KM821		PCGS	PR63	(AU/UNC)
	 	 ③	1ソボレン金貨	1Sovereign		Spink3996	Fr404a	KM820		PCGS	PR63	(Proof	AU/UNC)
	 	 ④	1/2ソボレン金貨	Half	Sovereign		Spink4006	Fr405a	KM819		PCGS	PR63	(Proof	AU/UNC)
	 	 ⑤	1/2クラウン銀貨	Half	Crown		Spink4011	KM818.1		PCGS	PR64	(Proof	FDC)
	 	 ⑥	1フロｰリン銀貨	1Florin		Spink4012	KM817		PCGS	PF65	(Proof	FDC)
	 	 ⑦	1シリング銀貨	1Shilling		Spink4013	KM816		PCGS	PR64	(Proof	FDC)
	 	 ⑧		6ペンス銀貨	6Pence		Spink4014	KM815		PCGS	PR65	(Proof	FDC)
	 	 ⑨	4ペンス銀貨	4Pence		Spink4017	KM814		PCGS	PL65	(Proof	FDC)
	 	 ⑩	3ペンス銀貨	3Pence		Spink4018	KM813		PCGS	PL65	(Proof	FDC)
	 	 ⑪	2ペンス銀貨	2Pence		Spink4019	KM812		PCGS	PL64	(Proof	FDC)
	 	 ⑫	1ペニｰ銀貨	1Penny		Spink4020	KM811		PCGS	PL64	(Proof	FDC)	 	 ¥2,200,000

702
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	703	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1925	Fr404	KM820	 NGC-MS66(FDC)	 ¥35,000
	704	 1シリング銀貨	1Shilling	1928	Spink4039	ESC1441	KM833	 NGC-MS63(EF+/AU)	 ¥7,000

	705	 クラウン銀貨	Crown	1933	Dav110	Spink4036	ESC373	KM836	発行枚数7132枚	 VF+	 ¥15,000

	706	 在位25年記念クラウン銀貨2枚組	1935	Dav111	Spink4048	KM842	返品不可	 VF〜EF	 ¥5,000

	707	 マウンディｰセット	Maundy	Set	1930	Spink4043	KM-MDS188	 UNC	 ¥15,000

ジョｰジ6世(1936-52)	 	 	
	708	 1/2ソボレン金貨	1/2Sovereign	1937	Fr412	Spink4077	KM858	 Proof	UNC	 ¥60,000

703 704
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	709	 5ポンド金貨	5Pounds	1937	Fr409	Spink4074	KM861		 Proof	FDC	 ¥650,000

	710	 5ポンド金貨	5Pounds	1937	Fr409	Spink4074	KM861		 NGC-PF65CAMEO(Proof	FDC)	 ¥650,000

《  ジョージ６世戴冠記念　５ポンド金貨　1937  》

709
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	711	 1951年プルｰフセット	KM-PS24	ボックスなし	 Proof	UNC	 ¥15,000

	712	 マウンディｰセット	Moundy	Set	1937	Spink4086	KM-MDS195	 PL	UNC	 ¥15,000

	713	 クラウン3枚組(1937	KM857.1951	KM880×2)	返品不可	 EF〜UNC	 ¥4,000

711
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エリザベス2世(1952-)	 	 	
	714	 1ポンド･ピエフォｰ(厚手型)銀貨	1Pound	Piedfort	1985	KM-P5	 NGC-PF67ULTRA	CAMEO	 ¥20,000
	715	 1ポンド･ピエフォｰ(厚手型)銀貨	1Pound	Piedfort	1986	KM-P6	 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 ¥20,000
	716	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1984	Fr418	KM919	オリジナルケｰス入り	 Proof	FDC	 ¥35,000

	717	 1ソボレン金貨	1Sovereign	2013	Fr454	KM1002.1	 NGC-MS66(FDC)	 ¥35,000
	718	 2ポンド金貨	2Pounds	1989	Fr433	KM957	ソボレン金貨発行500年記念		 PCGS-PR69DCAM	 ¥80,000
	719	 2ポンド金貨	2Pounds	1995	KM970b	第二次世界大戦戦勝50年記念		 PCGS-PR68DCAM	 ¥75,000

	720	 5ポンド金貨	5Pounds	1981	Fr419	KM924	 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 ¥240,000
	721	 5ポンド金貨	5Pounds	1984	Fr419	KM924	 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 ¥240,000

	722	 5ポンド金貨	5Pounds	2007	Fr452	KM1003	 PCGS-PR69DCAM	 ¥235,000
	723	 5ポンド金貨	5Pounds	2009	Fr452	KM1003.1	 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 ¥235,000

	724	 5ポンド金貨	5Pounds	2011	Fr452	KM1003.1	 PCGS-PR68DCAM	 ¥225,000
	725	 5ポンド金貨	5Pounds	1998	Fr443a	KM995b	チャｰルス皇太子生誕50年記念	発行枚数773枚
	 	 	 Proof	FDC	 ¥235,000

714 715
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	726	 5ポンド金貨	5Pounds	1999	KM997b	ダイアナ妃追悼	 Proof	FDC	 ¥265,000
	727	 5ポンド金貨	5Pounds	1999	KM1006b	新世紀(西暦2000年)記念	1999年銘
	 	 	 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 ¥235,000

	728	 5ポンド金貨	5Pounds	2000	KM1006b	新世紀(西暦2000年)記念	2000年銘	 Proof	FDC	 ¥235,000
	729	 5ポンド金貨	5Pounds	2001	KM1015b	ヴィクトリア女王死去100年追悼	 Proof	FDC	 ¥235,000

	730	 5ポンド金貨	5Pounds	2002	Fr456b	KM1035b	皇太后死去追悼	 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 ¥235,000
	731	 5ポンド金貨	5Pounds	2003	KM1038b	戴冠50年記念	 Proof	FDC	 ¥235,000

	732	 5ポンド金貨	5Pounds	2006	Fr490	KM1062b	生誕80年記念	 Proof	FDC	 ¥235,000
	733	 5ポンド金貨	5Pounds	2008	Fr506	KM1103b	チャｰルス皇太子生誕60年記念	発行枚数867枚
	 	 	 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 ¥245,000

726
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730 731

732 733



－ 90 －

	734	 5ポンド金貨	5Pounds	2010	KM1151b	王政復古350年記念	 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 ¥235,000
	735	 5ポンド金貨	5Pounds	2011	KM1201b	フィリップ殿下生誕90年記念	 Proof	FDC	 ¥235,000

	736	 5ポンド金貨	5Pounds	2011	ウィリアム王子ご成婚記念	 Proof	FDC	 ¥235,000
	737	 10ポンド(1/10oz)金貨	10Pounds	1987	Fr431	KM950	ブリタニア	 Proof	FDC	 ¥13,000
各種ロット 全て返品不可	 	 	
	738	 	ファｰジング銅貨2枚組(1826	KM697	PCGS-AU	Details	Damage.	1900	KM788.2	NGC-MS62BN)
	 	 	 	 ¥10,000

	ギリシャ GREECE	 	 		

ゲオルギウス1世(1863-1913)
	739	 20ドラクマ金貨	20Drachmai	1884	Fr18	KM56	 VF	 ¥35,000

ゲオルギウス2世(1922-24.35-47)
	740	 100ドラクマ銀貨	100Drachmai	1935	Dav119	KM75	復位記念	発行枚数2000枚	 Proof	AU	 ¥100,000
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コンスタンティン2世(1964-73)
	741	 100ドラクマ試作黄銅貨	Pattern	100Drachmai	1968	in	Brass	製造枚数10枚	 UNC	 ¥50,000
共和制(1973-)
	742	 100ユｰロ金貨	100Euro	2004	Fr41	KM204	アテネオリンピック記念･アクロポリス	
	 	 	 NGC-PF68ULTRA	CAMEO	 ¥45,000

 グァテマラ GUATEMALA	 	 		

	743	 20ケッツァル金貨	20Qeutzales	1926	Fr48	KM246	ケッツァル鳥	 NGC-MS62(AU/UNC)	 ¥330,000

 ギニア GUINEA	 	 		

	744	 5000フラン金貨	5000Francs	1970	Fr2	KM32	ミュンヘンオリンピック記念	発行枚数500枚
	 	 	 Proof	FDC	 ¥85,000

	香港 HONG KONG    

ヴィクトリア(1837-1901)	 	 	
	745	 5セント銀貨	5Cents	1887	KM5	 PCGS-MS65(FDC)	 ¥25,000
	746	 5セント銀貨	5Cents	1901	KM5	 PCGS-MS65(FDC)	 ¥30,000

741 742
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ジョｰジ5世(1910-36)
	747	 1セント銅貨	1Cent	1933	KM17	 NGC-MS63BN(UNC)	 ¥3,000
エリザベス2世(1952-)	 	 	
	748	 1000ドル金貨	1000Dollars	1985	Fr11	KM53	丑年記念	 UNC	 ¥70,000
	749	 10セントニッケル黄銅貨	KM28.3	1980年25枚組	返品不可	 VF〜AU	 ¥8,000

	ハンガリｰ HUNGARY	 	 		

	750	 中世デナｰル銀貨4枚組､11世紀〜16世紀､すべてPCGSグレｰディング済(AU50×1､AU55×2､MS62×1)
	 	 返品不可	 	 ¥20,000

ルｰトヴィヒ(ルドヴィコ)1世(1342-82)
	751	 1ゴｰルドグルテン金貨	1Goldgulden	ND	Fr3	RETHY-62	
	 	 	 NGC-AU	Details	Edge	Filing(エッジに削りあり	EF)	 ¥90,000
ジギスムント(1387-1437)
	752	 1ゴｰルドグルテン金貨	1Goldgulden	ND	Fr10	RETHY-62	 NGC-XF45(VF)	Mounted	 ¥45,000
レオポルト1世(1657-1705)	 	 	
	753	 1/2タｰラｰ銀貨	1/2Taler	1696(KB)	KM220	 NGC-MS62(EF+/AU)	 ¥15,000

	754	 1/2タｰラｰ銀貨	1/2Taler	1703(KB)	KM251	 EF+	 ¥15,000
フランツ2世(1792-1835)
	755	 1ダカット金貨	1Ducat	1793	Fr209	KM410	 PCGS-AU58(EF+)	 ¥35,000

フランツ･ヨｰゼフ1世(1867-1916)
	756	 20コロナ金貨	20Korona	1894(KB)	Fr250	KM486	 EF+	 ¥30,000
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	インド INDIA	 	 		

	古代インド   ANCIENT INDIA    
クｰシャン朝 Kushan Empire	 	 	
	757	 カニシカ1世	Kaniska	I	(127-151AD)	ディナｰル金貨		AV	Dinar	カニシカ王左向き立像
	 	 PAONANO	PAO	KAhDKI	KOPAN/	女神ナナイア左向き立像NANA	Gobl-KS.Tf5.36		7.99gm	希少品
	 	 Scarce	 ｰVF	 ¥350,000

	758	 キパナダ	クｰシャン		Kipanada	Kushan	4世紀後期	Latte	4thCentury		ディナｰ金貨		AV	Dinar	ND
	 	 ササン朝スタイルの王冠の国王立像/	シバ神と牡牛		Fr55	Mitch1803		7.63gm	国王の肖像がはっきりと刻印され当時
	 	 の武具の様子が良く分かります。	 	VF	 ¥135,000

クｰシャン朝後期  Later Kushan Empire
シャカ Shaka (325-345AD頃)	 	 	
	759	 ディナｰル金貨		AV	Dinar(Stater)	シャカ左向き立像/アドカショ座像		Mitch3578		6.60gm	 	VF	 ¥65,000
	760	 ディナｰル金貨		AV	Dinar(Stater)	シャカ左向き立像/アドカショ座像		Gobl593		7.82gm	 	F	 ¥45,000
	761	 ディナｰル金貨		AV	Dinar(Stater)	シャカ左向き立像/アドカショ座像		Gobl585	Mitch3570		7.63gm
	 	 	 	F	 ¥45,000
キパナダ Kipanada (330-360AD頃)
	762	 ディナｰル金貨		AV	Dinar(Stater)	キパナダ王左向き立像/アドカショ座像		Mitch3594	7.85gm	 	F	 ¥45,000
	763	 ディナｰル金貨		AV	Dinar(Stater)	キパナダ王左向き立像/アドカショ座像		Mitch3593
	 	 ANACS	AU55	 	VF	 ¥50,000

757
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	764	 ディナｰル金貨		AV	Dinar(Stater)	キパナダ王左向き立像/アドカショ座像	Mitch3584/88
	 	 ANACS	AU55	 	VF	 ¥50,000
	765	 国王不明	鋳地不明	ディナｰル金貨		AV	Dinar	国王左向き立像/アドカショ座像		7.62gm	 	F	 ¥22,000
	766	 国王不明	鋳地不明(カシミｰル?)	ディナｰル金貨		AV	Dinar	国王左向き立像/アドカショ座像		7.83gm	
	 	 	 Good	 ¥15,000

グプタ朝  Gupta Empire	 	 	
	767	 チャンドラ･グプタ2世	Chandragupta	II	(380-414AD頃)		ディナｰル金貨		AV	Dinar(Stater)
	 	 国王が弓を持つタイプ/蓮の葉に座する女神		Fr79b	7.80gm	 	F+	 ¥150,000
	768	 チャンドラ･グプタ2世	Chandragupta	II	(380-414AD頃)		ディナｰル金貨		AV	Dinar(Stater)
	 	 国王が弓を持つタイプ/蓮の葉に座する女神	BMC	PlVI-VII	Fr79b	7.60gm	 	VG	 ¥80,000
	769	 クマラグプタ1世	Kumaraguputa	I	(414-455AD)		ディナｰル金貨		AV	Dinar(Stater)	騎乗馬タイプ
	 	 右向き像/女神左向き座像	Mitch4840	Fr89a	BMC	Pl.Xiii,1-5		希少品	Scarce	 	F	 ¥165,000

	中世インド  Medieval India  ヒンズｰ教王朝  Hindu Dynasties, インド India.	 	 	
	770	 	西ガンガス地方		Western	Gangas		10世紀頃〜1327年		1カジャパティ･パゴタ金貨	大型象右向き像
	 	 Fr288		3.78gm	 	VF+	 ¥23,000
	771	 	西ガンガス地方		Western	Gangas		10世紀頃〜1327年		1カジャパティ･パゴタ金貨	大型象右向き像
	 	 Fr288		NGC	AU55	 	VF	 ¥20,000
	772	 ヤダヴァス		Yadavas	od	Devagiri		1パゴダ金貨		1Pagoda	ND	シングハナ(1200-1247年頃)
	 	 Fr387	3.83gm	 	EF	 ¥28,000		
	773	 アッサム		Assam		1ルピｰ銀貨	1Rupee		SE1618(1696)		KM40		NGC	XF45	 	VF	 ¥5,000

	774	 アワダ		Awadah		１　アシャラフィ金貨		AV	Ashrafi		AH1234/26		Ghazi	Al-Din	Haider
	 	 Fr1008	KM156	10.72gm	スクラッチ､試金の傷(穴)あり		Schratch,Test	Cut.	 	VF	 ¥38,000
	775	 マイソｰル	Mysore		Krishna	Raja	Wodeyar	(1810-1868)	1パゴタ金貨	AV	1Pagoda	Fr1358
	 	 NGC	AU55	 	EF	 ¥15,000
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	776	 ハイデラバッド	Hyderabad		1ルピｰ銀貨	1Rupee	AH1365//36	(1946)		Y63		NGC	AU58	 	EF	 ¥1,500

	778	 1トラ金地金	AV	1Tola		ボンベイ鋳	Bombay	Manilal	Chimanlal	&	Co.		KMX-45
	 	 NGC	MS64	 	AU/UNC	 ¥30,000

 英領インド BRITISH INDIA	 	 		

	ヴィクトリア(1837-1901)	 	 	
	779	 1ルピｰ銀貨	1Rupee	1840.(B)	KM457.3	 NGC-MS61(EF+/AU)	 ¥10,000
	780	 1ルピｰ銀貨	1Rupee	1840.(B)	KM457.4	 NGC-AU	Details(Surface	Hairlines)	 ¥5,000

	781	 1ルピｰ銀貨	1Rupee	1840(c)	KM458.1	 PCGS	AU	Details(Cleaning)	 ¥8,000
	782	 1ルピｰ銀貨	1Rupee	1840(B&C)	KM458.2	 NGC-AU55(VF+/EF)	 ¥10,000

	777	 メワｰル		Mewar		1ルピｰ銀貨	1Rupee		VS1985(1928)		Y22.1
	 	 NGC	AU	DETAILS	EXCESSIVE	SURFACE	HAIRLINES		磨きあり	Polished	 	VF	 ¥1,000
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	783	 1モハｰル金貨	1Mohur	1841	Fr1595a	KM462.1	 VF+	 ¥125,000

	784	 1モハｰル金貨	1Mohur	1841	Fr1595a	KM462.1	 EF	 ¥250,000

	785	 1ルピｰ銀貨	1Rupee	1892(B)	KM492	ミントマｰク陰刻	 NGC-XF45(VF)	 ¥8,000
	786	 1ルピｰ銀貨	1Rupee	1900B	KM492	 NGC-MS61(EF+)	 ¥5,000		

	787	 2アンナ銀貨	Two	Anna		1900(C)	Incuse		ヴィクトリア		KM488		NGC	AU55	 	VF	 ¥500
	788	 ベンガル州	Bengal	Presidency		1モハｰル金貨	1Mohur	AH1202/19	Shah	Alam	II	Badshah
	 	 Fr1537	KM112	12.34gm	スクラッチ､修正あり	 ｰVF	 ¥40,000
ビカニｰル Bikanir
	789	 1ルピｰ銀貨	1Rupee	1892	KM72	ヴィクトリア	 PCGS-XF	Details(Cleaning)	 ¥3,000
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ハイデラバｰド Hyderabad
	790	 1ルピｰ銀貨	1Rupee	AH1362/34(1944)	Y63	 EF+	 ¥5,000
エドワｰド7世(1901-10)
	791	 1ルピｰ銀貨	1Rupee	1903(C)	KM508	 NGC-MS61(AU)	 ¥7,000

ジョｰジ5世(1910-36)
	792	 1/4アンナ銅貨	1/4Anna	1936(b)	KM512	 PCGS-MS67RD(FDC)	 ¥2,000

 イラン   IRAN	 	 		

ムハマド シャｰ  Muhammad Shah (1834-1848)	 	 	
	793	 1クラン銀貨		1Kran		AH1255	(1839)	Mint:Mashhad		KM797.5		NGC	XF40	 	VF	 ¥1,500
	794	 1/2トｰマン金貨	1/2Toman	AH1314(1895)	KM987	 EF	 ¥35,000
	795	 1/5トｰマン金貨	1/5Toman	AH1323(1905)	Fr72	KM992	 VF	 ¥13,000
	796	 1/2トｰマン金貨	1/2Toman	AH1327(1909)	KM1025	 EF+	 ¥28,000

	797	 1/5トｰマン金貨	1/5Toman	AH1329(1911)	Fr83	KM1066	 VF+	 ¥24,000
	798	 1パｰレビ金貨	1Pahlevi	SH1337(1957)	Fr101	KM1162	 AU/UNC	 ¥38,000

 マン島 ISLE OF MAN	 	 		

	799	 5ポンド金貨	5Pounds	1979	Fr4	KM29	 Proof	FDC	 ¥190,000

 イスラエル ISRAEL	 	 		

	800	 銀貨7枚組(KM49.59.1×2.70.1×2.71.77)	返品不可	 UNC〜PF	 ¥8,000
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 イタリア ITALY	 	 		

イタリア共和国  Italian Republic
	801	 5リレ銀貨(スクｰド)	試鋳貨		Pattern	Scudo	of	5Lire		ANNO	II(1803)(M)	ミラノミント	Milan	Mint
	 	 Dav200	Pagani(Prove)436	KM-Pn8　エッヂ飾り縁	Edge◎+◎+
	 	 表面		Obverse:REPUBBLICA	ITALIANA		SCUDO	DA	LIRE	5		D.19,275
	 	 裏面		Reverse:AGRICOLTURA	E	COMMERCIO		ANNO.II		M			
	 	 　　														医術の神の杖とブドウの房と☆星		Wand	of	Aeseulapius	with	grapes	and	star☆	
	 	 このコインは1974年10月22日	スイス	チュｰリッヒのロイ銀行(Bank	Leu	AG)のオｰクションボナパルト家コレクション
	 	 Lot	No.117で出品されたコインです｡	Ex.Bonaparte	Collection	Bank	LueAG	Zurich	22.October	1974	Lot	No.117
	 	 イタリア共和国は1802年ナポレオン･ボナパルトを大統領として迎えチザルピｰナ共和国を改称した共和国で、1805年に
	 	 ナポレオン1世がイタリア王になるとイタリア王国となりイタリア共和国は消滅しました｡	KMカタログ写真の現品。
	 	 大珍品	Extremely	Rare	 Tone	P/L	or	Proof	FDC	 ¥7,000,000

《  ボナパルト家の秘宝  》

801
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ナポレオン王国  Kingdom of Napoleon	 	 	
	802	 5リレ銀貨		5Lire		1814(M)	ミラノミント	Milan	Mint	ナポレオン1世	Napoleon	I
	 	 大字レタｰエッヂ陰刻	Letter	Edge	Incuse		Dav708	KM10.4		
	 	 ナポレオン1世は1805年5月26日､ミラノで戴冠しイタリア王になり1807年からコインの発行が始まりますが、当初の
	 	 タイプは陽刻のレタｰエッヂで､1809年からレタｰエッヂの作り方が変更になりコインにカラｰをつけて打刻する為､陰刻
	 	 になりました｡	1814年はナポレオン軍の敗北が濃厚になり、ミラノの造幣局での発行枚数が極端に少なくなり､3月31日パ
	 	 リが陥落すると1814年に鋳造された102,000枚のコインの多くが溶解されています｡	プルｰフ貨はイタリアの専門書モ
	 	 ンテネグロ(Montenegro)の希少度はR5の最高ランク､僅かな例だけ確認しているとの評価になっています｡	
	 	 KMカタログではBUの評価を$12,000.としています｡	このコインはアメリカの大収集家グッドマン(Goodman)コレク
	 	 ション	2002年7月4日	ロット番号708の現品です｡	Ex.Goodman	Collection	July	2002
	 	 	 NGC	PF64CAMEO	Proof	FDC	 ¥2,500,000

ボナパルト体制崩壊

1814 年　フォンテンブローでのナポレオン皇帝退位

802
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	803	 2リレ銀貨		2Lire		1813(M)	ミラノミント	Milan	Mint	ナポレオン1世	Napoleon	I
	 	 レタｰエッヂ	陰刻		Letter	Edge	Incuse		C9.1			美しいトｰンのプルｰフ貨です｡	大変希少なコインで､状態も素晴らしく
	 	 入手難のコインです｡	 NGC	PF66	Tone	Proof	FDC	 ¥1,200,000

ナポリ Naples   
フェルナンド4世(1759-1805)	 	 	
	804	 120グラナ銀貨	120Grana	1791	Dav1408	KM213	 PCGS-VF30(F/VF)	 ¥10,000

パルマ Parma   
マリｰ･ルイｰズ(1815-47)
	806	 1リラ銀貨	1Lira	1815	C28	 PCGS-AU58(EF)	 ¥35,000
サルディニア Sardinia   
カルロ･フェリチェ(1821-31)
	807	 20リレ金貨	20Lire	1828(AL/L)	Fr1136	KM118.1		 VF	 ¥42,000

	805	 120グラナ銀貨	120Grana	1805(LD)	Dav162	KM246	 EF+	 ¥30,000

803

804

805

806
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シシリｰ(シチリア) Sicily   
カｰル5世(1516-56)
	808	 1タリ銀貨	1Tari	ND	シシリｰで神聖ロｰマ帝国皇帝カｰル5世の肖像を描いた唯一のコイン｡	 VF	 ¥35,000

バチカン(教皇領) Papal State   
レオ12世(1823-29)
	809	 1スクド銀貨	1Scudo	1825(III･B)	Dav187	KM1297.1	 AU/UNC	 ¥85,000

ピウス9世(1846-78)
	810	 5リレ銀貨	5Lire	1870(XXV･R)	Dav195	KM1385	 EF+	 ¥20,000
ピウス11世(1922-37)
	811	 100リレ金貨	100Lire	1929/VIII	Fr283	KM9	 UNC	 ¥60,000
ピウス12世(1939-58)	 	 	
	812	 100リレ金貨	100Lire	1947/IX	Fr287	KM39	発行枚数1000枚	 UNC	 ¥75,000

808

809

810

811 812
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	813	 100リレ金貨	100Lire	1958/XX	Fr291	KM-A53	 PL	UNC	 ¥80,000
ヨハネ･パウロ2世(1978-2005)
	814	 100,000リレ金貨	100000Lire	1999/XXI	Fr432	KM231	聖ペテロ聖堂
	 	 	 NGC-PF67ULTRA	CAMEO	Proof	FDC	 ¥60,000

トスカナ Tuscany
	815	 ペッツァ･デラ･ロｰザ銀貨	Pezza	Della	Rosa	1718	Dac1501	KM15.4	 NGC-XF45(VF+)	 ¥25,000

ベニス(ベネツィア) Venice	 	 	
	816	 クロッソ銀貨2枚組(13世紀)	返品不可	 F〜EF	 ¥15,000

	817	 グロッソ銀貨	Grosso	ND(1289-1311)	 PCGS-AU53(EF+)	 ¥10,000
	818	 グロッソ銀貨	Grosso	ND(1523-38)	 PCGS-AU50(EF+)	 ¥10,000
	819	 40ソルディ銀貨	40Soldi	ND(1577-78)	 F/VF	 ¥10,000

	820	 1スクド銀貨	1Scudo	ND(1616-23･ZAV)	Dav4239		 F/VF	 ¥12,000
	821	 15センティシミ低品位銀貨	15Centesimi	1848(ZV)	KM801	革命政府発行	 NGC-AU53(EF)	 ¥5,000

813 814

815

816

817 818
819

820

821
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	822	 3センティシミ銅貨	3Centesimi	1849(ZV)	KM808	革命政府発行	 NGC-XF45BN(VF+/EF)	 ¥5,000

 イタリア王国 KINGDOM of ITALY	 	 		

ヴィットリオ･エマヌエル2世(1861-78)	 	 	
	823	 20リレ金貨	20Lire	1873(M･BN)	Fr13	KM10.3	 VF+	 ¥30,000
	824	 5リレ銀貨	5Lire	1878(R)	Dav140	KM8.4		 AU/UNC	 ¥30,000
	825	 	各種8枚組(1センテシモ銅貨	1861(M)	KM1、1	2センテシミ銅貨	1861(M)	KM2、1	5センテシミ銅貨	1862(N)	KM3、
	 	 3	10センテシミ銅貨	1867(.OM.)	KM11、5	50センテシミ銀貨	1863(N･BN)	KM14、2	1リラ銀貨	1863(M･BN)	KM15、
	 	 1	2リレ銀貨	1863(T･BN)	KM6a、2	5リレ銀貨	1875(R)	KM8.4)	返品不可	 EF〜UNC	 ¥50,000

ウンベルト1世(1878-1900)	 	 	
	826	 5リレ銀貨	5Lire	1879(R)	Dav141	KM20	未使用状態は希少	 UNC	 ¥150,000
	827	 20リレ金貨	20Lire	1881(R)	Fr21	KM21	 NGC-MS64(AU/UNC)	 ¥30,000
	828	 20リレ金貨	20Lire	1881(R)	Fr21	KM21	 UNC	 ¥35,000

	829	 20リレ金貨	20Lire	1882(R)	Fr21	KM21	 VF	 ¥25,000
	830	 20リレ金貨	20Lire	1882(R)	Fr21	KM21	 EF	 ¥28,000
	831	 20リレ金貨	20Lire	1882(R)	Fr21	KM21	 EF	 ¥28,000
	832	 	各種9枚組(20センテシミ白銅貨	1895(R)	KM28、2	1センテシモ銅貨	1895(R)	KM29、2センテシミ銅貨	1897(R)
	 	 KM30、5センテシミ銅貨	1895(R)	KM31、10センテシミ銅貨	1893(R)	KM27、2	50センテシミ銀貨	1889(R)	KM26、
	 	 1リラ銀貨	1887(M)	KM24、2	2リレ銀貨	1883(R)	KM23、5リレ銀貨	1879(R)	KM20)
	 	 返品不可	 VF〜UNC	 ¥35,000

	ヴィットリオ･エマヌエル3世(1900-46)	 	 	
	833	 25センテシミニッケル貨	25Centesimi	1902(R)	KM25	 AU/UNC	 ¥15,000

822

823
824

826

827 828

829 830 831

833
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	834	 2リレ銀貨	2Lire	1905(R)	KM33	鷲紋章	 VF+	 ¥10,000
	835	 20リレ金貨	20Lire	1905(R)	Fr24	KM37.1	鷲紋章	発行枚数8715枚の希少品	 AU/UNC	 ¥150,000
	836	 1リレ銀貨	1Lire	1907(R)	KM32	鷲紋章	 UNC	 ¥15,000

	837	 2リレ銀貨	2Lire	1908(R)	KM46	クァドリガ	 VF/EF	 ¥10,000

	838	 5リレ銀貨	5Lire	1911(R)	Dav143	KM53	イタリア王国成立50年記念	 PCGS-MS64(UNC/FDC)	 ¥280,000

  郵便入札・FAX 入札〆切日時：2016 年４月 15 日（金）午後５時まで
  Mail Bids and Fax Bids Must Be Received By

  ５ PM on (Friday) 15th April, 2016
MAIL BIDS FAX NUMBER : +81-(0)3-3449-3344

834
835 836

837

838
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	839	 50リレ金貨	50Lire	1911(R)	Fr25	KM54	イタリア王国成立50年記念	 AU/UNC	 ¥180,000

	840	 50リレ金貨	50Lire	1911(R)	Fr25	KM54	イタリア王国成立50年記念	 NGC-MS62(AU/UNC)	 ¥180,000

	841	 50リレ金貨	50Lire	1912(R)	Fr27	KM49	豊穣の女神	希少品	 EF+	 ¥200,000

839

840

841
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	842	 100リレ金貨	100Lire	1912(R)	Fr26	KM50	豊穣の女神	希少品	 AU/UNC	 ¥750,000

	843	 100リレ金貨	100Lire	1912(R)	Fr26	KM50	豊穣の女神	希少品	 NGC-MS64(UNC)	 ¥1,100,000

	844	 1リレ銀貨	1Lire	1913(R)	KM45	クァドリガ	 FDC	 ¥5,000

842

843

844
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	845	 100リレ金貨	100Lire	1923(R)	Fr30	KM65	ファシスト政権1周年記念	 Matt	Proof	EF+/AU	 ¥475,000

	846	 100リレ金貨	100Lire	1923(R)	Fr30	KM65	ファシスト政権1周年記念
	 	 	 NGC-MS62(Matt	Proof	AU)	 ¥450,000

	847	 100リレ金貨	1925(R)	Fr32	KM66	在位25年及び第一次世界大戦参戦10年記念	 Matt	Proof	AU	 ¥950,000

845

846

847
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	848	 10リレ銀貨	10Lire	1928(R)	KM68.1	 VF+	 ¥16,000
	849	 20リレ銀貨	20Lire	1928(R)	Dav146	KM70	第一次世界大戦終結10年記念	 EF	 ¥35,000

 アイボリｰコｰスト IVORY COAST	 	 		

	850	 10フラン銀貨	10Francs	1966	KM1	 Proof	FDC	 ¥12,000

 ジャマイカ JAMAICA	 	 		

ヴィクトリア(1837-1901)
	851	 1ペニｰ白銅貨	1Penny	1884	KM17	 VF+	 ¥6,000

 北朝鮮 NORTH KOREA	 	 		

	852	 2500ウォン金貨	2500Won	2005	旧20圜金貨	発行枚数200枚以下		 NGC-MS69(FDC)	 ¥270,000

848
849

850

851

852
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 リヒテンシュタイン LIECHTENSTEIN	 	 		

ヨハン2世(1858-1929)
	853	 2クロｰネン銀貨	2Kronen	1912	Y3	 EF+	 ¥8,000

フランツ･ヨｰゼフ2世(1938-90)	 	 	
	854	 100フラン金貨	100Franken	1952	Fr19	Y17	 UNC	 ¥250,000

	855	 50フラン金貨	50Franken	1988	Fr24	Y21	在位50年記念	 Proof	FDC	 ¥40,000

	マルティニｰク(仏領) MARTINIQUE	 	 		

	856	 50サンチｰム白銅貨	50Centimes	1897	KM40	希少品	 F	 ¥30,000

853

854

855

856
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 メキシコ MEXICO	 	 		

フェルナンド7世(1808-33)
	857	 1/2レアル銀貨	1/2Real	1820(Mo･JJ)	KM74	 NGC-MS63(UNC)	 ¥10,000
共和制(1821-)	 	 	
	858	 1ペソ銀貨	1Peso	1912	KM453	カバリト･ペソ	 EF+	 ¥10,000
	859	 2･1/2ペソ金貨	2･1/2Pesos	1945	Fr169R	KM463	restrike	再鋳貨	 UNC	 ¥5,000
	860	 50ペソ金貨	50Pesos	1943	Fr173	KM482	37.5Gr表示	1年タイプ	 UNC	 ¥150,000

	861	 50ペソ金貨	50Pesos	1947	Fr172R	KM481	restrike	再鋳貨	 UNC	 ¥150,000
	862	 250ペソ金貨	250Pesos	1985	Fr158	KM506.2	サッカｰ･ワｰルドカップ	 Proof	FDC	 ¥38,000
	863	 1/2オンス金貨	1/2Onza	1981(Mo)	Fr179	KM488	 FDC	 ¥60,000

	864	 1オンス金貨	1Onza	1981(Mo)	Fr178	KM489	 FDC	 ¥120,000
	865	 1オンス金貨	1Onza	2000(Mo)	KM675	 FDC	 ¥120,000

 モンゴリア MONGOLIA	 	 		

	866	 1トゥクリク銀貨	1Tugrik	1925	KM8	 PCGS-MS62(AU/UNC)	 ¥5,000

857

858

859

860

861
862 863

864 865

866
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 モロッコ MORROCO	 	 		

	867	 10ディルハム銀貨	10Dirhams	AH1299(1881)	Y8	 PCGS-AU	Details	Cleaning(EF+)	 ¥25,000
	868	 1リアル銀貨	1Rial	AH1329(1911)	Y25	 PCGS-XF45(VF)	 ¥25,000

 ナミビア NAMIBIA	 	 		

	869	 100ランド試作プラチナ貨	Pattern	100Rand	1987	in	Platinum	製造枚数20枚	 Proof	FDC	 ¥50,000

 ネパｰル NEPAL	 	 		

トリブバン･ビル･ビクラム(1911-50)
	870	 1モハｰル金貨	1Mohar	VS2003(1946)	Fr27	KM702	 UNC	 ¥75,000

 オランダ NETHERLAND	 	 		

ホｰラント Holland	 	 	
	871	 1チェイス･ドｰル金貨	1Chaice	d'or	ND(1404-17)	Fr112	バイエルン公ヴィルヘルム名にて発行	EF	 ¥145,000

867 868

869

870

871
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	872	 1デュカトン銀貨	1Ducaton	1775	Dav1827	KM90.2	 VF	 ¥10,000

オランダ王国 Kingdom    
ウィレム3世(1849-90)	 	 	
	874	 10グルテン金貨	10Gulden	1879	Fr342	KM106	 NGC-MS66(UNC/FDC)	 ¥35,000
	875	 	各種8枚組(1セント銅貨	1878	KM109.1、2･1/2セント銅貨	1881	KM108.1、5セント銀貨	1850	KM91、10セント
	 	 銀貨	1887	KM80、25セント銀貨	1850	KM81、1/2グルテン銀貨	1864	KM92、1グルテン銀貨	1856	KM93、2･1/2
	 	 グルテン銀貨	1874	KM82)	返品不可	 VF〜UNC	 ¥40,000
ウィルヘルミナ(1890-1948)	 	 	
	876	 10グルテン金貨	10Gulden	1917	Fr349	KM149	 UNC	 ¥28,000

	877	 10グルテン金貨	10Gulden	1925	Fr351	KM162	 UNC	 ¥28,000
	878	 1ダカット金貨	1DUcat	1928	Fr352	KM83.1a	 AU/UNC	 ¥15,000
	879	 	各種18枚組	1/2セント銅貨×2(1898	KM109.2、1906	KM133)	1セント銅貨	1906	KM132.1、2･1/2セント銅貨
	 	 1905	KM134、10セント銀貨×4(1892	KM116、1903	KM135、1910	KM145、1930	KM163)	、25セント銀貨×4
	 	 (1895	KM115、1901	KM120.2、1910	KM146、1928	KM164)、	1/2グルテン銀貨×3(1909	KM121.2、1910	KM147、
	 	 1922	KM160)	、1グルテン銀貨×3(1897	KM117、1911	KM148、1923	KM161.1)
	 	 返品不可	 VF〜AU	 ¥50,000

 ニュｰヘブリデス NEW HEBRIDES	 	

	880	 100フラン銀貨	100Francs	1966	KM1	 UNC	 ¥3,000

ユトレヒト Utrecht
	873	 3グルテン銀貨	3Gulden	1786	Dav1852	KM117	 PCGS-AU53(EF+)	 ¥60,000

874 876

877 878

873

872
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 パラオ PALAU	 	 		

	881	 1ドル試作金貨	Pattern	1Dollar	1992		 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 ¥240,000

 ペルｰ PERU	 	 		

	882	 8レアル銀貨	8Reales	1831(LIMA･MM)	KM142.3	 NGC-MS63(EF+)	 ¥10,000
	883	 100ソル金貨	100Soles	1966	Fr78	KM231	女神座像		発行枚数3,409枚	 NGC-MS66(FDC)	 ¥250,000

 フィリピン PHILIPPINES	 	 		

	884	 1ペソ銀貨	1Peso	1904(S)	KM168	 PCGS-MS62(AU/UNC)	 ¥15,000

	885	 25センタボ試作黄銅貨	Pattern	25Centavos	1966	in	Brass	KM-Pn27	 NGC-MS63(UNC)	 ¥8,000

881

882 883

884

885
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	886	 10ズロツィ(1･1/2ルｰブル)銀貨	10Zlotych(1･1/2Roubles)	1836(HГ)	Dav284	C134
	 	 	 NGC-XF45(VF+/EF)	 ¥30,000
	887	 20ズロツィ金貨	20Zlotych	1925	Fr115	Y33	 EF	 ¥20,000
	888	 500ズロツィ金貨	500Zlotych	1976	Fr117	Y83	コシチュｰシコ生誕230年記念	 Proof	FDC	 ¥100,000

 ポルトガル PORTUGAL	 	 		

	ポｰランド POLAND	 	 		

ペドロ2世(1683-1706)
	889	 400レイス銀貨	400Reis	1687	KM145.2	 VF	 ¥10,000
マリア2世(1834-53)	 	 	
	890	 2500レイス金貨	2500Reis	1851	Fr143	KM482	 VF	 ¥40,000
	891	 2500レイス金貨	2500Reis	1851	Fr143	KM482	 EF	 ¥50,000
	892	 5000レイス金貨	5000Reis	1851	Fr141	KM476.2	 ｰEF	 ¥90,000
マヌエル2世(1908-10)
	893	 500レイス銀貨	500Reis	1910	KM557	ポンバル公爵	 VF	 ¥1,500

共和制(1910-)
	894	 1エスクｰド銀貨	1Escudo	1910	Dav269	KM560	共和制記念	 EF	 ¥7,000

  郵便入札・FAX 入札〆切日時：2016 年４月 15 日（金）午後５時まで
  Mail Bids and Fax Bids Must Be Received By

  ５ PM on (Friday) 15th April, 2016
MAIL BIDS FAX NUMBER : +81-(0)3-3449-3344
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 ロｰデシア RHODESIA	 	 		

	895	 5ポンド金貨	5Pounds	1966	Fr1	KM7		発行枚数3,000枚	 Proof	UNC	 ¥270,000

	ロｰデシア･ニアサランド RHODESIA&NYASALAND	 	 		

	896	 1/2クラウン銀貨	1/2Crown	1955	KM7a		 Proof	EF	 ¥8,000

	ルｰマニア ROMANIA	 	 		

カロル1世(1866-1914)	 	 	
	897	 20レイ金貨	20Lei	1890(B)	Fr3	KM20	 VF	 ¥30,000

	898	 50レイ金貨	50Lei	1906	Fr6	KM39	在位40年記念	 曲りあり	Bent	VF	 ¥145,000
共和制(1947-)
	899	 100レイ銀貨	100Lei	1982(FM)	KM98	最初の独立2050年記念	 PCGS-PR65DCAM	 ¥50,000

895

896

897

898
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ニコライ2世(1894-1917)	 	 	
	901	 7･1/2ルｰブル金貨	7･1/2Rouble	1897(АГ)	Fr178	Y63	 VF	 ¥45,000
	902	 10ルｰブル金貨	10Rouble	1899(АГ)	Fr179	Y64	 PCGS-AU53(VF+)	 ¥50,000

	905	 5ルｰブル金貨	5Rouble	1902(AP)	Fr180	Y62	 NGC-MS64(UNC)	 ¥28,000
	906	 5ルｰブル金貨	5Rouble	1902(AP)	Fr180	Y62	 NGC-MS66(FDC)	 ¥35,000

	907	 15カペｰク銀貨2枚組	Y21a.3(1915BC	NGC-MS64.1916BC	NGC-MS63)	返品不可	 	 ¥5,000
その他ロット 全て返品不可
	908	 1カペｰク銅貨2枚(1911.1915)	ソ連記念白銅貨4種	合計6枚	 VF〜UNC	 ¥4,000

 ロシア RUSSIA	 	 		

エカテリｰナ2世(1762-96)
	900	 5カペｰク銅貨	5Kopeks	1795(EM)	C59.3	 VF+	 ¥2,000

	903	 5ルｰブル金貨	5Rouble	1901(ФЗ)	Fr180	Y62	 PCGS-AU58(EF+)	 ¥25,000
	904	 5ルｰブル金貨	5Rouble	1902(AP)	Fr180	Y62	 AU/UNC	 ¥26,000

900

901 902

903 904

905 906
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 ロシア･シベリア 銅貨コレクション
RUSSIA The Siberian Coinage Collection

	 	 	 	
　シベリアの銅貨はエカテリーナ2世(1762-1796)時代にシベリアの低額貨が極度に不足したため､1763年エカテリ
ンブルグ造幣廠から造幣設備と技術者をコロヴァン(Kolyvan)に送り､アルタイ山脈で採掘された銅を持って､1ポリ
シュカ(Polushka)銅貨､ デンガ(Denga)銅貨､ 1カペイク(Kopeck)銅貨､ 2カペイク(Kopeck)銅貨､ 5カペイク(Kopeck)銅
貨､ 10カペイク(Kopeck)銅貨の6種が発行されました｡ デザインは表面にエカテリーナ2世の頭文字「E」と2世の「II」を
組み合わせ、その上に王冠を配し、周りを棕櫚の葉と月桂樹の葉で囲んでいます｡ 「E」の文字下にあるミントマーク

「KM」はコロヴァン造幣廠(Kolyvan Mint)を表しています｡  裏面の銘文は“MONETA CИБEPCKAЯ”(シベリアの
貨幣)､王冠を戴いた楯の中に額面金額と年号が記載され､その楯を支えている二匹の動物貂｡一説には黒貂と白貂と
言われています｡ 10カペイク銅貨は大きさ(直径約47ミリ)と重量(約65.5グラム)からして、立派な大型銅貨で人気があ
り､年号別収集をされているコレクターもいます｡
■｢ノヴォデルコインについて｣

　ノヴォデル(NOVODEL)コインについてはいまだに分類と研究が進んでおらず､今でも再鋳貨､摸造貨､ファンタ
ジー貨と混ぜこぜになっています｡ 1762年法律によりセントペテルスブルグ造幣廠での再鋳貨､模造貨など収集家か
らの注文を禁止していますが､博覧会ではノヴォデルを製造､販売していました｡ ここではシベリアコインのノヴォ
デルが出品されていますが､製造された年はわかりません｡ しかし､ロシアのコイン市場が大きくなるにつけノヴォ
デルの評価は大きく変わり､オークションでも驚くような価格で取引されるようになりました｡ シベリアのノヴォデ
ルコインは状態の美しさから人気の高い収集品となっています｡ また､カタログに未記載のバラエティーを発見でき
るのもシベリアコインの魅力です｡

	 	 	 	

	909	 10Kopecks	銀貨　1764		ノボデル(NOVODEL)		ミントマｰク無し		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 2.20gm	20mm		KM-N17		 Tone	UNC	 ¥180,000

	910	 10Kopecks	銅貨　1764		ノボデル(NOVODEL)		ミントマｰク無し		エッヂ:	プレインエッヂ(平滑縁)	Plain	Edge		
	 	 59.77gm	48mm		KM-N14,	C-6,	Brekke-492		珍	Scarce	 UNC	 ¥70,000

909
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	911	 10Kopecks	銅貨　1764		ノボデル(NOVODEL)		ミントマｰク無し		エッヂ:	プレインエッヂ(平滑縁)	Plain	Edge
	 	 60.90gm	48mm		KM-N14,	Cｰ6,	Brekke-492		珍	Sczrce	 UNC	 ¥70,000

	912	 10Kopecks	銅貨　1766		通常貨　ミントマｰク無し		エッヂ:	レタｰエッヂ		Letter	Edge
	 	 58.30gm	46mm		C-6,	Brekke-494		珍		Scarce	 	VF	 ¥30,000

911
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	915	 10Kopecks	銅貨　1767		通常貨　ミントマｰク無し		エッヂ:	レタｰエッヂ		Letter	Edge
	 	 60.94gm	45mm		C-6,	Brekke-497		鋳造時の平金の欠けあり									 	VF+	 ¥14,000
	916	 10Kopecks	銅貨　1767		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 66.21gm	46mm		C-6,	Brekke-498	 	F	 ¥10,000
	917	 10Kopecks	銅貨　1768		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 69.29gm	45mm		C-6,	Brekke-501	Ex.New	York	Sale	No.29	Jan	5,2012	 	VF	 ¥8,000
	918	 10Kopecks	銅貨　1768		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 67.64gm	46mm		C-6,	Brekke-501		 	VF	 ¥8,000

	913	 10Kopecks	銅貨　1766		ノボデル(NOVODEL)		ミントマｰク無し		エッヂ:	ノヴォデル	レタｰエッヂ	Novodel	Letter	Edge
	 	 65.11gm	48mm		KM-N35,	C-6,	Brekke-494		珍		Scarce		 P/L	UNC+	 ¥70,000
	914	 10Kopecks	銅貨　1767		通常貨　ミントマｰク無し		エッヂ:	レタｰエッヂ		Letter	Edge
	 	 68.11gm	45mm		C-6,	Brekke-497	 	VF+	 ¥20,000

913
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	919	 10Kopecks	銅貨　1768		ノボデル(NOVODEL)		ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 65.19gm	48mm		KM-N48,	C-6,	Brekke-502		珍		Scarce	 UNC+	 ¥75,000

	920	 10Kopecks	銅貨　1770		ノボデル(NOVODEL)		ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 64.02gm	47mm		KM-N59,	C-6,	Brekke-507		珍		Scarce	 EF+	 ¥50,000

919
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	921	 10Kopecks	銅貨　1773/4	オｰバｰデイト	(Brekkeに記載無し)	ノボデル(NOVODEL)		ミントマｰク:	KM
	 	 エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling		64.02gm	47mm		KM-N77,	C-6,	Brekke-514	希少品	Rare
	 	 	 FDC	 ¥90,000
	922	 10Kopecks	銅貨　1774		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 66.64gm	48mm		C-6,	Brekke-515		裏面に表面剥離あり	Ex.New	York	Sale	No.36	Jan	8,	2015		VF	 ¥8,000

	923	 10Kopecks	銅貨　1774		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 87.01gm	49mm		C-6,	Brekke-515	 	VF+	 ¥10,000
	924	 10Kopecks	銅貨　1774		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 60.33gm	46mm		C-6,	Brekke-515	 	VF+	 ¥10,000

	925	 10Kopecks	銅貨　1775		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 64.14gm	47mm		C-6,	Brekke-517	 	EF	 ¥12,000

921
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	926	 10Kopecks	銅貨　1775		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 60.58gm	47mm		C-6,	Brekke-517	 	VF+	 ¥12,000
	927	 10Kopecks	銅貨　1775		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 61.44gm	46mm		C-6,	Brekke-517	 	EF+	 ¥20,000

	928	 10Kopecks	銅貨　1775/6	オｰバｰデイト	(Brekkeに記載無し)		ノボデル(NOVODEL)
	 	 表面:KMミントマｰクの下､リボンのルｰプの中にCの刻印､有名なグｰテン･チャフスキｰのコレクションだったコインです｡		
	 	 ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling		65.35gm	48mm		KM-N89,	C-6,	Brekke-518
	 	 希少品		Rare	 UNC+	 ¥120,000
	929	 10Kopecks	銅貨　1776		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 65.11gm	46mm	C-6,	Brekke-519		Ex.World-Wide	Coins	of	Calfornia	15	Nov.	2012	 	EF	 ¥12,000
	930	 10Kopecks	銅貨　1776		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 68.04gm	47mm	C-6,	Brekke-520	 	EF	 ¥12,000
	931	 10Kopecks	銅貨　1776		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 63.59gm	48mm		C-6,	Brekke-520		Ex.New	York	Sale	No.29	Lot2110	Jan	5､2012	 	VF	 ¥7,000
	932	 10Kopecks	銅貨　1777		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 62.04gm	46mm	 	VF	 ¥7,000
	933	 10Kopecks	銅貨　1778		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 57.39gm	46mm		C-6,	Brekke-525	 	VF		 ¥7,000
	934	 10Kopecks	銅貨　1779		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 62.61gm	46mm		C-6,	Brekke-527	 	VF	 ¥7,000
	935	 10Kopecks	銅貨　1779		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 88.90gm	46mm		C-6,	Brekke-527	 	VF	 ¥8,000
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	936	 10Kopecks	銅貨　1779		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 56.48gm	47mm		C-6,	Brekke-527	 	VF+	 ¥10,000
	937	 10Kopecks	銅貨　1779		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 73.97gm	46mm		C-6,	Brekke-527	 	EF	 ¥15,000
	938	 10Kopecks	銅貨　1779		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 64.62gm	46mm		KM-N113,	C-6,	Brekke-528		珍		Scarce	 UNC	 ¥70,000
	939	 10Kopecks	銅貨　1780		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 70.80gm	46mm		C-6,	Brekke-529	 	VF+	 ¥13,000

	940	 10Kopecks	銅貨　1780		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 70.80gm	46mm		C-6,	Brekke-529		NGC	MS63BN	Ex.Gorny&Mosch	 UNC	 ¥120,000

	941	 10Kopecks	銅貨　1781		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 63.39gm	46mm		C-6,	Brekke-531	 	EF	 ¥18,000
	942	 10Kopecks	銅貨　1781		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 72.04gm	46mm		C-6,	Brekke-531	 ｰEF		 ¥13,000
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	943	 10Kopecks	銅貨　1781		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 C-6,	Brekke-531		NGC	MS64BN		Ex.	Gorny&Mosch	 UNC	 ¥150,000

	944	 5Kopecks	銅貨　1764		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク無し			エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 32.26gm	41mm		KM-N11,	C-5,	Brekke-454		希少品		Rare	 UNC	 ¥70,000
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	945	 5Kopecks	銅貨　1764		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク無し			エッヂ:	網目縁		Tread	Edge
	 	 35.45gm	40mm		KM-N11,	C-5,	Brekke-454	カタログ未記載	希少品		Rare	 UNC	 ¥80,000
	946	 5Kopecks	銅貨　1767		通常貨													ミントマｰク無し			エッヂ:	レタｰエッヂ	Letter	Edge
	 	 32.50gm	36mm		C-5,	Brekke-458		レタｰエッヂは大変希少	Very	Rare	 	VG	 ¥7,000

	947	 5Kopecks	銅貨　1768		ノボデル(NOVODEL)		ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 32.94gm	37mm		KM-N47,	C-5,	Brekke-463		珍		Scarce	 FDC	 ¥60,000

945
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	948	 5Kopecks	銅貨　1769		ノボデル(NOVODEL)		ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 32.99gm	36mm		KM-N52,	Brekke-465		珍		Scarce	 UNC	 ¥50,000
	949	 5Kopecks	銅貨　1770		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 31.35gm	37mm		C-5,	Brekke-466	 	F	 ¥5,000
	950	 5Kopecks	銅貨　1774		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 31.10gm	38mm		C-5,	Brekke-474	 	VF	 ¥6,000
	951	 5Kopecks	銅貨　1774		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 32.75gm	38mm		C-5,	Brekke-474	 	VF	 ¥6,000
	952	 5Kopecks	銅貨　1774		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 33.75gm	37mm		C-5,	Brekke-474		Ex.	Gorny&Mosch	 	VF+	 ¥8,000
	953	 5Kopecks	銅貨　1775		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 29.21gm	36mm	C-5,	Brekke-476	 	F	 ¥6,000

	954	 5Kopecks	銅貨　1775		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 33.86gm	37mm		C-5,	Brekke-476		Ex.New	York	Sale	No.33	Jan	9,2014	 	EF+	 ¥11,000
	955	 	5Kopecks	銅貨　1776		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 30.87gm	37mm		C-5,	Brekke-478	 	F	 ¥4,500

  郵便入札・FAX 入札〆切日時：2016 年４月 15 日（金）午後５時まで
  Mail Bids and Fax Bids Must Be Received By

  ５ PM on (Friday) 15th April, 2016
MAIL BIDS FAX NUMBER : +81-(0)3-3449-3344
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	956	 5Kopecks	銅貨　1776		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 32.85gm	36mm		KM-N94,	C-5,	Brekke-479		珍		Scarce	 UNC	 ¥90,000
	957	 5Kopecks	銅貨　1777		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 37.77gm	38mm	C-5,	Brekke-480	 	VG	 ¥4,000
	958	 5Kopecks	銅貨　1778		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 32.80gm	36mm		C-5,	Brekke-482	 	VF	 ¥6,000
	959	 5Kopecks	銅貨　1778		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁	Oblique	Milling
	 	 36.77gm	37mm		C-5,	Brekke-482	 	VF	 ¥6,000

	960	 	5Kopecks	銅貨　1778		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 表面	E	II	の間に点(DOT)あり	31.56gm	37mm	KM-N106,	C-5,	Brekke-483		珍		Scarce	 FDC	 ¥50,000
	961	 5Kopecks	銅貨　1779		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 39.05gm	38mm		C-5,	Brekke-484	 	VF	 ¥6,000
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960



－ 128 －

	962	 2Kopecks	銅貨　1764		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク無し				エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 8.15gm	28mm		KM-N6,	C-4,	Brekke-417	大変希少	Very	Rare	 UNC	 ¥60,000

	963	 2Kopecks	銅貨　1766		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク無し			エッヂ:	レタｰエッヂ	Letter	Edge
	 	 12.86gm	28mm		KM-N31,	C-4,	Brekke-421		珍		Scarce		 UNC+	 ¥60,000

	964	 2Kopecks	銅貨　1767		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 13.11gm	28mm		KM-N40,	C-4,	Brekke-425		珍		Scarce	 FDC	 ¥60,000

962
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	965	 2Kopecks	銅貨　1768		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 13.12gm	29mm		C-4,	Brekke-426	 	VF	 ¥3,500
	966	 2Kopecks	銅貨　1768		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 13.25gm	29mm		KM-N46,	C-4,	Brekke-427		珍		Scarce	 FDC	 ¥45,000
	967	 2Kopecks	銅貨　1771		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 12.97gm	29mm		C-4,	Brekke-430	 ｰVF	 ¥3,000
	968	 2Kopecks	銅貨　1776		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 13.85gm	29mm		C-4,	Brekke-440	 	VF	 ¥4,500
	969	 2Kopecks	銅貨　1777		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 13.12gm	28mm		C-4,	Brekke-442	 	VF	 ¥4,500

	970	 2Kopecks	銅貨　1777		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 15.28gm	29mm		KM-N99,	C-4,	Brekke-443		珍		Scarce	 UNC	 ¥40,000
	971	 1Kopeck		銅貨　1764		通常貨　ミントマｰク無し				エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 6.89gm	25mm		C-3,	Brekke-381		大変希少		Very	Rare		 	EF	 ¥25,000

	972	 1Kopeck		銅貨		1764		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク無し			エッヂ:	プレインエッヂ(平滑縁)	Plain	Edge
	 	 8.30gm	27mm		KM-N4,	C-3,	Brekke-382		希少品	Rare			 FDC	 ¥45,000
	973	 1Kopeck		銅貨　1771		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 6.97gm	24mm		C-3,	Brekke-396	 	F	 ¥2,500
	974	 1Kopeck		銅貨　1772		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 6.83gm	24mm		C-3,	Brekke-398	 	F	 ¥3,500
	975	 1Kopeck		銅貨　1772		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク:	KM
	 	 C-3,	Brekke-399		NGC	MS64		 UNC	 ¥40,000
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	976	 1Kopeck		銅貨　1772		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 7.61gm	24mm		C-3,	Brekke-398	コインの面にラッカｰが塗られています｡	 	F+	 ¥3,000
	977	 1Kopeck		銅貨　1773		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 8.05gm	25mm		C-3,	Brekke-400	 	VF	 ¥4,500
	978	 1Kopeck		銅貨　1774		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 7.62gm	25mm		C-3,	Brekke-402	 	F	 ¥4,000
	979	 1Kopeck		銅貨　1776		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 6.40gm	24mm		C-3,	Brekke-406	 	VG	 ¥3,000
	980	 1Kopeck		銅貨　1778		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 6.64gm	24mm		C-3,	Brekke-410	 	F	 ¥4,000

	981	 1Kopeck		銅貨　1778		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 表面	E	II	の間に点(DOT)あり｡	ミントマｰク下リボンのルｰプの中にCの刻印､コレクタｰマｰクあり｡	有名なグｰテン･チャ
	 	 フスキｰのコレクションだったコインです｡	31.56gm	37mm	KM-N104,	C-3,	Brekke-411		珍		Scarce
	 	 	 FDC	 ¥50,000
	982	 1Kopeck		銅貨　1779		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 7.63gm	24mm		C-3,	Brekke-412	 	F	 ¥4,000

	983	 Denga			銅貨　1764		通常貨　ミントマｰク無し				エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 3.87gm	22mm		C-2,	Brekke-349		大変希少	Very	Rare	 	F	 ¥15,000
	984	 Denga			銅貨　1766		通常貨　ミントマｰク無し				エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 3.34gm	21mm		C-2,	Brekke-351	大変希少		Very	Rare	 	F	 ¥15,000
	985	 Denga			銅貨　1768		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 2.73gm	22mm		C-2,	Brekke-356	二重打ち	Double	Strike	 	VG	 ¥3,000

	986	 Denga			銅貨　1771		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク:	KM		エッジ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 3.21gm	22mm		KM-N61,	C-2,	Brekke-363		珍		Scarce	 FDC	 ¥35,000
	987	 Denga			銅貨　1773		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 2.77gm	20mm		C-2,	Brekke-366	 ｰVF	 ¥4,500
	988	 Denga			銅貨　1774		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 3.27gm	21mm		KM-N79,	C-2,	Brekke-369			 UNC	 ¥35,000

981 981（リボン周辺拡大）

983 984

986 988
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	989	 Denga			銅貨　1775		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 3.20gm	21mm		C-2,	Brekke-370	 	EF	 ¥18,000
	990	 Denga			銅貨　1776		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 4.43gm	23mm		C-2,	Brekke-372		珍		Scarce	 	VF+	 ¥15,000

	991	 Denga			銅貨　1777		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 3.42gm	22mm		KM-N97,	C-2,	Brekke-375		珍		Scarce	 FDC	 ¥35,000
	992	 Denga			銅貨　1779		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 2.57gm	21mm		C-2,	Brekke-378		珍		Scarce	 	F	 ¥6,000
	993	 Polushka		銅貨　1766		通常貨　ミントマｰク無し				エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 1.70gm	17mm		C-1,	Brekke-319	大変希少		Very	Rare	 Poor	 ¥3,000
	994	 Polushka		銅貨　1768		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 1.42gm	16mm		C-1,	Brekke-319		大変希少	Very	Rare	 	F	 ¥5,000
	995	 Polushka		銅貨　1768		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク:	KM		KM-N43,	C-2,	Brekke-325
	 	 NGC	MS65		珍		Scarce		 FDC	 ¥35,000

	996	 Polushka		銅貨　1769		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 1.55gm	17mm		C-1,	Brekke-326		珍		Scarce	 	VF	 ¥12,000
	997	 Polushka		銅貨　1770		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 1.79gm	17mm		C-1,	Brekke-328		珍		Scarce	 ｰVF	 ¥10,000
	998	 Polushka		銅貨　1771		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 1.54gm	18mm		珍		Scarce	 	VF	 ¥12,000
	999	 Polushka		銅貨　1771		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク:	KM		エッジ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 1.59gm	19mm		KM-N60,	C-1,	Brekke-331		珍		Scarce	 FDC	 ¥35,000
	1000	Polushka		銅貨　1774		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 1.79gm	18mm		C-1,	Brekke-336		希少品		Rare	 	EF	 ¥15,000
	1001	Polushka		銅貨　1775		通常貨　ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 2.10gm	17mm		C-1,	Brekke-338		希少品		Rare	 	EF	 ¥15,000
	1002	Polushka		銅貨　1775		ノボデル(NOVODEL)			ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 1.63gm	19mm		KM-N84,	C-1,	Brekke-339		珍		Scarce	 FDC	 ¥35,000

989 990

991 995

996 999 1002
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	1003	 Polushka		銅貨　1780/70	オｰバｰデイト	Over	Date		ミントマｰク:	KM		エッヂ:	斜めギザ縁		Oblique	Milling
	 	 1.59gm	19mm		KM-N114,	Brekke-348	大変希少	Very	Rare	 UNC	 ¥40,000

 ソ　連　USSR	 	 		

	1004	 1ルｰブル銀貨	1Rouble	1924	Dav301	Y90.1	 EF	 ¥10,000
	1005	 1ルｰブル銀貨	1Rouble	1924	Dav301	Y90.1	 EF+	 ¥12,000
	1006	 1チェルボネッツ金貨	1Chervonetz	1975	Fr181a	Y85	 UNC	 ¥45,000
	1007	 1チェルボネッツ金貨	1Chervonetz	1976	Fr181a	Y85	 PCGS-MS67(FDC)	 ¥45,000
	1008	 ソビエト紅軍司令部軍票	拾圓券11枚組	返品不可	 EF	 ¥5,000

	サモア SAMOA	 	 		

	1009	 100タラ金貨	100Tala	1980	Fr8	KM37	モスクワオリンピック記念	発行枚数250枚	 FDC	 ¥38,000
	1010	 100タラ金貨	100Tala	1980	Fr8	KM37	モスクワオリンピック記念	発行枚数1000枚	 Proof	FDC	 ¥35,000

	1011	 100タラ金貨	100Tala	1984	Fr17	KM60	ロスアンゼルスオリンピック記念	発行枚数200枚	 FDC	 ¥40,000
	1012	 100タラ金貨	100Tala	1984	Fr17	KM60	ロスアンゼルスオリンピック記念	発行枚数500枚	
	 	 	 Proof	FDC	 ¥38,000

	スロベニア SLOVENIA	 	 		

	1013	 100ユｰロ金貨	100Euro	2009	KM89	ゾラン･ムジｰク	 Proof	FDC	 ¥36,000

1003

1006
1007

1009 1010

1011 1012

1013
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 ソロモン諸島 SOLOMON ISLANDS	 	 		

	1014	 100ドル金貨	100DOllars	1984	Fr6	KM21	23回オリンピック記念	発行枚数500枚	 Proof	FDC	 ¥40,000

	南アフリカ SOUTH AFRICA	 	 		

	1015	 1ポンド金貨	1Pond	1898	Fr2	KM10.2		 NGC-AU53(EF+)	 ¥45,000
	1016	 2･1/2シリング金貨	2･1/2Shillings	1923	KM19.1	 PCGS-PR62(Proof	AU)	 ¥15,000

	スペイン SPAIN	 	 		

フェルナンド7世(1808-33)
	1017	 320レイス金貨	320Reis	1823(M･SR)	Fr319	KM566	希少品	 PCGS-AU58(EF+)	 ¥800,000
アルフォンソ13世(1886-1931)	 	 	
	1018	 5ペセタ銀貨	5Pesetas	1888(88･MP-M)	Dav342	KM689	幼年増	 BGC-MS63(AU)	 ¥15,000

	1019	 20ペセタ金貨	20Pesetas	1899(99)SM-V	Fr348	KM709	オリジナル	 EF	 ¥30,000

  郵便入札・FAX 入札〆切日時：2016 年４月 15 日（金）午後５時まで
  Mail Bids and Fax Bids Must Be Received By

  ５ PM on (Friday) 15th April, 2016
MAIL BIDS FAX NUMBER : +81-(0)3-3449-3344

1014

1015

1016

1017 1018

1019
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アルベルト&イザベラ(1598-1621)
	1020	 1デュカトン銀貨	1Ducaton	1619	Dav4428	KM49.2	 PCGS-XF45(VF)	 ¥50,000

 海峡植民地 STRAITS SETTLEMENTS	 	 		

	スパニッシュ･ネザｰランド ブラバント SPANISH NETHERLANDS BRABANT	 	 		

ヴィクトリア(1837-1901)	 	 	
	1021	 5セント銀貨	5Cents	1879(H)	KM10	不均一なトｰンですが状態は良好です｡	 FDC	 ¥35,000
	1022	 5セント銀貨2枚組(KM10	1899.1900)	返品不可	 VF	 ¥7,000
エドワｰド7世(1901-10)
	1023	 1ドル銀貨	1Dollar	1908	KM26	 NGC-MS63(UNC)	 ¥10,000
ジョｰジ5世(1910-36)
	1024	 1ドル銀貨	1Dollar	1920	KM33	 EF+	 ¥10,000

 スウェｰデン SWEDEN	 	 		

アドルフ･フレデリック(1751-71)
	1025	 	1ダｰレル銅貨(プレｰトマネｰ･銅板貨)	1Daler	1758	KM-PM84	スウェｰデンは銀の不足を補うため､潤沢に産出した銅に
	 	 よるプレｰトマネｰを流通させていました｡	しかし､大型のプレｰトマネｰは流通に不便であったため､これがスウェｰデンに
	 	 紙幣の流通を促進する要因となりました｡	 VF+	 ¥120,000

1020

1021
1023

1024

1025（縮小）
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カｰル15世アドルフ(1859-72)
	1026	 1リクスダラｰ銀貨	1Riksdaler	Specie	1871(ST)	Dav356	KM726	 NGC-AU58(EF/EF+)	 ¥25,000

 スイス SWITZERLAND	 	 		

 アッペンツェル　Appenzell	 	 		
	1027	 4フランケン銀貨	4Franken	1812	Dav360	KM9	発行枚数2357枚	 EF	 ¥120,000
 ティシｰノ　Ticino	 	 		
	1028	 	4フランキ銀貨	4Franchi	1814(星なし)	Dav367	KM6	額面下の星の有無による2種のバラエティの合計発行枚数7921
	 	 枚､EF以上の状態の現存品が際立って少ないことで有名です｡	 NGC-AU58(EF)	 ¥160,000

 スイス連邦　Confederation	 	 		
	1029	 5フラン銀貨	5Francs	1850(A)	Dav376	KM11	女神座像	初年号	 AU/UNC	 ¥80,000
	1030	 5フラン銀貨	5Francs	1851(A)	Dav376	KM11	女神座像		 ｰEF	 ¥33,000

	1031	 20フラン金貨	20Francs	1899(B)	Fr499	KM35.1	 AU/UNC	 ¥30,000
	1032	 10フラン金貨	10Francs	1922(B)	Fr504	KM36	特年	 UNC	 ¥40,000

	1033	 20フラン金貨	20Francs	1949(B)	Fr499	KM35.2	 UNC	 ¥30,000

1026

1027 1028

1029 1030

1031 1032

1033
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	スイス射撃祭記念 Swiss Schooting Coins	 	 		
	1034	 4フランケン銀貨	4Franken	1842	Dav372	R836a	KM17	グラウビュンデン	 EF	 ¥80,000
	1035	 4フランケン銀貨	4Franken	1842	Dav372	R836a	KM17	グラウビュンデン	 EF+	 ¥100,000

	1036	 4フランケン銀貨	4Franken	1842	Dav372	R836a	KM17	グラウビュンデン
	 	 	 NGC-MS62(AU/UNC)	 ¥125,000
	1037	 40バッツェン銀貨	40Batzen	1847	Dav373	R803a	KM20	グラルス	 -EF	 ¥200,000

	1038	 40バッツェン銀貨	40Batzen	1847	Dav373	R803a	KM20	グラルス	 EF+	 ¥380,000
	1039	 5フラン銀貨	5Francs	1855	Dav377	R1117a	KM-S3	ソロツルン	発行枚数3000枚
	 	 	 NGC-AU	Details	Surface	Hairlines(-VF)	 ¥100,000

	1040	 5フラン銀貨	5Francs	1857	Dav378	R181a	KM-S4	ベルン	 EF	 ¥50,000
	1041	 5フラン銀貨	5Francs	1859	Dav379	R1723a	KM-S5	チュｰリヒ	PCGS-AU	Details	Cleaning(-EF)	 ¥50,000

1034 1035

1036

1037

1038
1039

1040

1041
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	1042	 5フラン銀貨	5Francs	1859	Dav379	R1723a	KM-S5	チュｰリヒ	 エッジに小凹みあり	EF+/AU	 ¥50,000
	1043	 5フラン銀貨	5Francs	1861	Dav380	R1022a	KM-S6	ニドヴァルテン	 ToneEF+	 ¥75,000

	1044	 5フラン銀貨	5Francs	1863	Dav381	R944a	KM-S7	ラショｰドフォン		 ToneEF	 ¥50,000

	1045	 5フラン銀貨	5Francs	1863	Dav381	R944a	KM-S7	ラショｰドフォン
	 	 Specimen(他国のプルｰフに相当､現存数２枚の珍品)	 Specimen(ToneProof	UNC)	 ¥750,000

	1046	 5フラン銀貨	5Francs	1865	Dav382	R1054b	KM-S8	シャファウゼン	 AU/UNC	 ¥30,000

1042 1043

1044

1045

1046
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	1047	 5フラン銀貨	5Francs	1867	Dav383	R1070a	KM-S9	シュヴィｰツ	 VF+/EF	 ¥25,000
	1048	 5フラン銀貨	5Francs	1867	Dav383	R1070a	KM-S9	シュヴィｰツ	 UNC	 ¥30,000

	1049	 5フラン銀貨	5Francs	1867	Dav383	R1070a	KM-S9	シュヴィｰツ	 NGC-MS64(-UNC)	 ¥45,000
	1050	 5フラン銀貨	5Francs	1869	Dav384	R1671b	KM-S10	ツｰク	 AU/UNC	 ¥30,000

	1051	 5フラン銀貨	5Francs	1872	Dav385	R1731a	KM-S11	チュｰリヒ	 EF	 ¥20,000
	1052	 5フラン銀貨	5Francs	1872	Dav385	R1731a	KM-S11	チュｰリヒ	 NGC-MS64(AU/UNC)	 ¥45,000

	1053	 5フラン銀貨	5Francs	1874	Dav386	R1156a	KM-S12	ザンクト･ガレン	 EF+/AU	 ¥20,000
	1054	 5フラン銀貨	5Francs	1874	Dav386	R1156a	KM-S12	ザンクト･ガレン	 UNC	 ¥25,000

	1055	 5フラン銀貨	5Francs	1879	Dav388	R92b	KM-S14	バｰゼル	剣の両側に光線のあるタイプ
	 	 	 AU/UNC	 ¥20,000
	1056	 5フラン銀貨	5Francs	1881	Dav389	R403a	KM-S15	フリｰブルク	 AU	 ¥20,000

1047 1048

1049

1050

1051
1052

1053 1054

1055 1056
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	1057	 5フラン銀貨	5Francs	1883	Dav390	R1373a	KM-S16	ルガノ	 AU	 ¥20,000
	1058	 5フラン銀貨	5Francs	1885	Dav391	R193a	KM-S17	ベルン	 AU	 ¥20,000

	1059	 5フラン銀貨	5Francs	1885	Dav391	R193a	KM-S17	ベルン	 NGC-MS63(UNC)	 ¥28,000

	1060	 5フラン銀貨	5Francs	1934(B)	KM-S18	R431b	フリｰブルク	マットプルｰフ貨は発行枚数650枚
	 	 	 Matt	Proof	FDC	 ¥50,000

	1061	 100フラン金貨	100Francs	1939(B)	Fr506	R908a	KM-S21	ルツェルン	 UNC	 ¥110,000

1057 1058

1059

1060

1061
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	1062	 1000フラン金貨	1000Francs	1991	Fr514	KM-S39	ランゲンタｰル	発行枚数400枚	 Proof	FDC	 ¥185,000

	1063	 50フラン銀貨	50Francs	2005	Hab72b	プレｰンエッジ	製造枚数50枚	 Proof	FDC	 ¥15,000

	1064	 2006年	1000フラン金貨､1000フラン銀貨セット	Hab76a.76b	製造枚数25セット
	 	 	 Matt	Proof	FDC	 ¥250,000

	1065	 500フラン金貨	2014	シァファウゼン射撃祭記念	発行枚数180枚	 PCGS-PR69DCAM	 ¥170,000
	1066	 500フラン金貨	2015	ヴァリス射撃祭記念	発行枚数200枚	 Proof	FDC	 ¥170,000

	1067	 500フラン金貨	2015	ヴァリス射撃祭記念	発行枚数200枚	 PCGS-PR69DCAM	 ¥170,000
	1068	 500フラン金貨	2015	ヴァリス射撃祭記念	発行枚数200枚	 NGC-PF70ULTRA	CAMEO	 ¥170,000

1062

1063

1064

1065

1066

1067 1068
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	1069	 500フラン金貨	2015	ヴァリス射撃祭記念	発行枚数200枚	 NGC-PF70ULTRA	CAMEO	 ¥170,000
	1070	 50フラン銀貨2枚組(2007.2009)	返品不可	 Proof	FDC	 ¥12,000
	1071	 50フラン銀貨3枚組(1996.2006.2009)	返品不可	 Proof	FDC	 ¥18,000
	1072	 50フラン銀貨5枚組(1988	NGC-PF69UC.1992	NGC-PF70UC.1993	NGC-PF69UC.1996		NGC-PF69UC.
	 	 2004	NGC-PF69UC)	返品不可	 	 ¥75,000
	1073	 50フラン銀貨5枚組(1990	NGC-PF69UC.1991	NGC-PF69UC.1994	NGC-PF70UC.1998		NGC-PF69UC.
	 	 1999	NGC-PF69UC)	返品不可	 	 ¥75,000
	1074	 50フラン銀貨5枚組(1991	NGC-PF69UC.1997	NGC-PF70UC.1998	NGC-PF69UC.1999		NGC-PF69UC.
	 	 2004	NGC-PF69UC)	返品不可	 	 ¥75,000
	1075	 50フラン銀貨5枚組(1991	NGC-PF69UC.1995	NGC-PF70UC.1997	NGC-PF69UC.2001		NGC-PF69UC.
	 	 2004	NGC-PF69UC)	返品不可	 	 ¥75,000
	1076	 50フラン銀貨5枚組(1988	NGC-PF69UC.1990	NGC-PF69UC.1991	NGC-PF69UC.1992		NGC-PF70UC.
	 	 2004	NGC-PF69UC)	返品不可	 	 ¥75,000
	1077	 50フラン銀貨5枚組(1991	NGC-PF69UC.1998	NGC-PF70UC.2001	NGC-PF69UC.2009		NGC-PF69UC.
	 	 2015	NGC-PF69UC)	返品不可	 	 ¥75,000
	1078	 50フラン銀貨5枚組(1991	NGC-PF69UC.1992	NGC-PF69UC.1998	NGC-PF69UC.2005		NGC-PF70UC.
	 	 2009	NGC-PF69UC)	返品不可	 	 ¥75,000
	1079	 50フラン銀貨5枚組(1991	NGC-PF69UC.1996	NGC-PF70UC.1999	NGC-PF69UC.2004		NGC-PF69UC.
	 	 2009	NGC-PF69UC)	返品不可	 	 ¥75,000

	1080	 100フラン･パラジウム打ち	100Francs	in	Palladium	1989	Hab-P27	製造枚数10枚
	 	 	 NGC-PF70ULTRA	CAMEO	 ¥300,000
	1081	 50フラン･金打ち	50Francs	in	Gold	1991	Hab41b	製造枚数6枚	 NGC-PF70ULTRA	CAMEO	 ¥900,000

	1082	 	500フラン･白銅打ち試作貨	Pattern	500Francs	in	C/N	1999	Hab-P33a	ESSAI銘入り	製造枚数3枚
	 	 	 Proof	FDC	 ¥100,000
	1083	 50フラン試作銀貨	Pattern	50Francs	2005	Hab-P38	ESSAI銘入り	製造枚数5枚
	 	 	 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 ¥100,000

1069

1080 1081

1082 1083
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	1084	 1000フラン試作銀貨	Piefort	Pattern	1000Francs	2006	Hab-P44	ピエフォｰ(厚手型)
	 	 重量31.1gm	製造枚数15枚		 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 ¥100,000
	1085	 1000フラン･片面鉛打ち	ND(2006)	Hab-P41	製造枚数3枚	 UNC	 ¥100,000

	1086	 500フラン･銀製金鍍金試作貨	Pattern	500Francs	in	Silver	Gold	Gilt	2010	Hab-P51	製造枚数3枚
	 	 	 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 ¥100,000
	1087	 	500フラン･バイメタル試作貨	Pattern	500Francs	Bi-Metallic	2012	Hab-P57	2004年銘10フラン記念貨に打刻
	 	 製造枚数3枚	 Proof	FDC	 ¥100,000

	1088	 500フラン･プラチナ打ち	500Francs	in	Platinum	2012		 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 ¥950,000
	1089	 500フラン･プラチナ打ち	500Francs	in	Platinum	2013		 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 ¥950,000

	1090	 500フラン･プラチナ打ち	500Francs	in	Platinum	2016		 NGC-PF70ULTRA	CAMEO	 ¥950,000
	1091	 50フラン･金打ち	50Francs	in	Gold	2016	 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 ¥900,000

1084 1085
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	1092	 ソｰコｰルドテｰラｰ	1827	M989	R1670c	ツｰク	銀製	発行枚数150枚の希少品	 EF	 ¥150,000
	1093	 ソｰコｰルドテｰラｰ	1851	M282	R572b	ジュネｰブ	銀製	 PL	AU	 ¥45,000

	スイス射撃祭記念メダル Swiss Shooting Medals	 	 		
	1094	 ベルン	1910	M	172	R263a	金製	製造枚数400枚	 NGC-MS63(AU/UNC)	 ¥100,000
	1095	 ジュネｰブ	1888	M364	R667	銀製	製造枚数50枚の希少品	 AU/UNC	 ¥50,000

	1096	 ジュネｰブ	1896	M387	R697c	銅製	製造枚数40枚の希少品	 UNC	 ¥50,000
	1097	 ノイシャテル	1906	M543	R990a	銀製	製造枚数980枚	 Matt	UNC	 ¥10,000

	1098	 ノイシャテル	1926	M548	R1002a	銀製	希少品	 Matt	UNC	 ¥15,000
	1099	 オブヴァルテン	1899	M879	R1045a	銀製	 Matt	UNC	 ¥20,000

1092 1093
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	1100	 ファライス	1903	M904	R1538a	銀製	希少品	 Matt	UNC	 ¥25,000

	シリア SYRIA	 	 		

	1101	 50ピアストル銀貨	50Piastres	1929	KM74	 VF+	 ¥10,000

	タイ THAILAND	 	 		

	1102	 ラｰマ4世(1851-68)	4バｰツ銀貨	4Baht	ND(1864)	YA12	鄭明通寶	生誕60年記念	 VF+	 ¥1,650,000

	1103	 ラｰマ5世(1868-1910)	1/2アット銅貨	1/2Att	1874	Y17	 EF	 ¥5,000

1100

1101

1102

1103
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	トｰゴ TOGO	 	 		

	1104	 2フラン･アルミ青銅貨	1924	KM3	 F	 ¥2,000

 チュニジア TUNISIA	 	 		

	1105	 1969年	1ディナｰル銀貨3枚組(KM292.294.298)	返品不可	 Proof	FDC	 ¥8,000

 トルコ TURKEY	 	 		

	1106	 1ゼニ･マフブｰブ金貨	1Zeni	Mahbub	AH1203/11(1800)	KM523	 EF+	 ¥24,000

 アメリカ U.S.A.	 	 		

	1107	 1ドル銀貨	1Dollar	1799	KM32	ドラップドバスト/ヘラルディックイｰグル	 PCGS-VF30(F/VF)	 ¥250,000

1104

1105

1107
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	1108	 1ドル銀貨	1Dollar	1880(S)	KM110	モルガンダラｰ	 NGC-MS67(FDC)	 ¥50,000
	1109	 1ドル金貨	1Dollar	1854	Type1	Fr84	KM73	リバティヘッド	タイプ1	 NGC-MS62(EF+/AU)	 ¥20,000
	1110	 1ドル金貨	1Dollar	1874	Type3	Fr94	KM86	インディアンヘッド	タイプ3	 PCGS-MS62(AU)	 ¥25,000

	1113	 5ドル金貨	5Dollars	1803/2	Fr131	KM28	リバティキャップ/ヘラルディックイｰグル	 EF	 ¥600,000

	1114	 5ドル金貨	5Dollars	1878	Fr143	KM101	コロネットヘッド	 AU/UNC	 ¥40,000
	1115	 5ドル金貨	5Dollars	1912	Fr148	KM129	インディアン	 VF+	 ¥35,000
	1116	 10ドル金貨	10Dollars	1913	Fr166	KM130	インディアン	 EF	 ¥65,000

	1117	 20ドル金貨	20Dolllars	1885(S)	Fr178	KM74.3	リバティヘッド	 PCGS-MS61(AU/UNC)	 ¥135,000
	1118	 20ドル金貨	20Dolllars	1892(S)	Fr178	KM74.3	リバティヘッド	 AU/UNC	 ¥135,000

	1111	 2･1/2ドル金貨	2･1/2Dollars	1878(S)	Fr119	KM72	コロネットヘッド	 NGC-MS61(EF+/AU)	 ¥30,000
	1112	 3ドル金貨	3Dolllars	1854	Fr124	KM84	インディアンヘッド	 PCGS-AU50(VF+)	 ¥80,000

1108

1109
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1111 1112
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	1119	 20ドル金貨	20Dolllars	1907	Fr182	KM126	セントゴｰデンス	ハイレリｰフ	
	 	 	 NGC-UNC	DETAILS(EF+)	 ¥1,400,000

	1120	 20ドル金貨	20Dolllars	1908	No	Motto	Fr183	KM127	セントゴｰデンス	モットｰなし
	 	 	 PCGS-MS63(AU/UNC)	 ¥135,000
	1121	 20ドル金貨	20Dolllars	1924	Fr185	KM131	セントゴｰデンス		 AU/UNC	 ¥135,000

	1122	 5ドル金貨	5Dollars	1986(W)	Fr197	KM215	自由の女神像建立100年記念	 Proof	FDC	 ¥32,000
	1123	 5ドル金貨	5Dollars	2002(W)	Fr218	KM337	ソルトレｰクオリンピック記念	 Proof	FDC	 ¥35,000
	1124	 5ドル(1/10oz)金貨	5Dollars	1991(P)	Fr-B4	KM216	イｰグル	 Proof	FDC	 ¥13,000
	1125	 10ドル(1/4oz)金貨	10Dollars	1991(P)	Fr-B3	KM217	イｰグル	 Proof	FDC	 ¥32,000

	1126	 20ドル(1oz)金貨	20Dollars	2009	Fr233	KM464	ウルトラハイレリｰフ	 NGC-MS70	 ¥270,000
	1127	 10ドル金貨	10Dollars	2015(W)	ジャクリｰン･ケネディ	 PCGS-PR70DCAM	First	Strike	 ¥80,000

1119
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1122 1123 1124 1125
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	1128	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1936(D)	YC7	KM168	アｰカンソｰ州100年記念	 PCGS-MS65(FDC)	 ¥15,000
	1129	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1936	YC18	KM179	デラウエア300年記念	 PCGS-MS65(FDC)	 ¥20,000

	1130	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1923(S)	YC35	KM153	モンロｰ主義100年記念	 PCGS-MS63(UNC)	 ¥10,000
	1131	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1936(D)	YC49	KM167	テキサス100年記念	 PCGS-MS64(UNC/FDC)	 ¥10,000
	1132	 ピｰスダラｰ4枚組(1922D.1923S.1924×2)	返品不可	 VF〜EF	 ¥11,000

 ユｰゴスラビア YUGOSLAVIA	 	 		

 アレクサンデル1世(1921-34)	 	 		
	1133	 20ディナラ金貨	20Dinara	1925	Fr3	KM7	 EF	 ¥30,000
	1134	 1ダカット金貨	1Ducat	1931	Fr5	KM12.1	 AU/UNC	 ¥20,000
	1135	 1ダカット金貨	1Ducat	1931	Fr5	KM12.2	 NGC-MS64(UNC)	 ¥25,000

 共和制(1945-)	 	 		
	1136	 2000ディナｰラ金貨	2000Dinara	1978	Fr12	KM73	第8回地中海競技会記念
	 	 	 NGC-PF67ULTRA	CAMEO	 ¥45,000
	1137	 5000ディナｰラ金貨	5000Dinara	1978	Fr10	KM75	第8回地中海競技会記念
	 	 	 NGC-PF67ULTRA	CAMEO	 ¥125,000

1128
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	1138	 5000ディナｰラ金貨	5000Dinara	1982	Fr14	KM95	サラエボオリンピック記念	 Proof	FDC	 ¥40,000
	1139	 5000ディナｰラ金貨	5000Dinara	1983	Fr15	KM104	サラエボオリンピック記念	 Proof	FDC	 ¥40,000
	1140	 5000ディナｰラ金貨	5000Dinara	1983	Fr16	KM111	サラエボオリンピック記念	 Proof	FDC	 ¥40,000

 各国ロット(全て返品不可)  MISCELLANEOUS	 	 		

	1141	 	アフガニスタン3枚組(5ルピｰ銀貨	AH1314/1	KM820、5ルピｰ銀貨	AH1324	KM843、2･1/2アフガニ銀貨	SH1306/9
	 	 KM913）	 VG〜EF	 ¥12,000
	1142	 	イギリス(ファｰジング銅貨	1885	KM753､クラウン銀貨	1890	KM765)	、ロシア(15カペｰク銀貨2枚	1916	Y21a.1
	 	 大阪造幣局製)	、南アフリカ(2･1/2シリング銀貨	1896	KM7)	、ドイツ･プロイセン(1タｰラｰ銀貨	1861(A)	KM488、
	 	 1タｰラｰ銀貨	1865(A)	KM494、3マルク銀貨	1910(A)	KM527、3マルク銀貨	1913	KM534)
	 	 計９枚組	 VF〜AU	 ¥18,000
	1143	 	ドイツ･バイエルン	1タｰラｰ銀貨	1768	Dav1953	NGC-XF45(VF)、イギリス	1ペニｰ銅貨	1831	KM707	NGC-XF40
	 	 (F/VF)　計２枚組	 	 ¥10,000
	1144	 ドイツ･プロイセン	小額面貨7種組(19世紀)	 EF〜UNC	 ¥20,000
	1145	 ドイツ帝国共通通用貨7種組(19世紀〜20世紀)	 EF〜UNC	 ¥20,000
	1146	 	各国銅製メダル4枚組(ベルギｰ	1856、フランス	ナポレオン3世	ND、イギリス	1937	エドワｰド8世戴冠記念、イタリア･
	 	 ミラノ	1894	射撃祭記念)	 EF〜UNC	 ¥10,000
	1147	 ルｰマニア	第二次大戦後発行貨14枚組	 EF〜UNC	 ¥7,000
	1148	 イラン	第二次大戦後発行貨20枚組	 VF〜UNC	 ¥3,000
	1149	 ケニア	第二次大戦後発行貨20枚組	 F〜VF	 ¥2,000
	1150	 メキシコ	5ペソ銀貨	1953	KM467	3枚組	 F〜VF	 ¥5,000

	1151	 	スイス2枚組(シャファウゼン	1ディッケン銀貨	1617	KM18、ウｰリ	1ディッケン銀貨	1616	KM18)	
	 	 	 F/VG	 ¥18,000

1138 1139 1140

1141

1151
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	1152	 スイス	小額面貨11枚組(19世紀〜20世紀)	 VF〜UNC	 ¥8,000
	1153	 中国	銅幣60枚組	 VG〜VF	 ¥10,000
	1154	 中国	(清朝〜台湾､その他10枚組)	英領北ボルネオ1セント銅貨	1888(H)	KM2	 F〜EF	 ¥5,000
	1155	 中国	銅幣159枚組	 VG〜VF	 ¥15,000
	1156	 	台湾･ミントセット	1965	KM-MS1、イギリス･ミントセット	1968/71	KM-MS102、イスラエル･ミントセット	1965
	 	 KM-MS18、バチカン･ミントセット	1967	KM-MS71、アメリカ･勲章型黄銅メダル	第二次大戦後)	
	 	 	 EF〜UNC	 ¥8,000
	1157	 アメリカ	各種額面(6種･1セント〜1ドル)カスタムケｰス入セット×4	 EF〜UNC	 ¥8,000
	1158	 アメリカ進駐軍トｰクン(代用貨)15枚組	 F〜VF	 ¥5,000
	1159	 韓国	銅貨､白銅貨､小型銀貨116枚組	 F〜VF	 ¥5,000
	1160	 	各国8枚組(オｰストリア	1グルテン銀貨	1891	KM2222、リヒテンシュタイン	2クロｰネン銀貨	1912	Y3、モンテネグロ
	 	 2ペルペラ銀貨	1910	KM7、スｰダン20ピアストル銀貨	AH1311/11	KM14、モンバサ	1ルピｰ銀貨	1888(H)	KM5、
	 	 イラク	1リヤル銀貨	1932	KM101、オランダ･ホｰラント	2スタイファｰ銀貨	1773	KM48、新疆タリム	12チョムジ銀貨
	 	 AH1315)		 F〜VF	 ¥10,000
	1161	 	各国銅貨5枚組	バチカン	5バイオッティ	1850(V･R)	KM1346、ラトビア×3(1サンティムス	1922	KM1、2サンティムス
	 	 1922	KM2、5サンティムス	1922	KM3)、ルンディ	1バフィン	1929	KM-X-Tn2		 VG〜UNC	 ¥5,000
	1162	 	各国大型銀貨4枚組(ブラジル	2000レイス	1889	KM485、メキシコ	1ペソ	1910	KM453、スペイン	5ペセタ	1870	
	 	 KM655、スペイン	5ペセタ	1871	KM666)	 F〜VF	 ¥10,000
	1163	 	各国6枚組(バルバドス	1ペニｰ	1788	KM-Tn8、エチオピア	1/2ビル	EE1889	KM4、マスカット･オマｰン	1/2リヤル
	 	 1947	KM29、タイ	1アット	1862	Y6.1×2、チベット	1ルピｰ	ND	Y3)	 F〜AU	 ¥15,000
	1164	 各国銅製メダル3枚組(フランス	ルイ4世顕彰､ルイ18世顕彰、オランダ	ウィレム1世顕彰)	 EF〜UNC	 ¥10,000
	1165	 中国絵銭	その他	計30枚	 	 ¥10,000

日　本　JAPAN

	1166	 萬年通宝(銅)	天平4年(760)	3.96g	直径:26.7mm	 美品	 ¥55,000
	1167	 富壽神宝(銅)	弘人9年(818)	3.29g	直径:23.13mm	 美品	 ¥45,000
	1168	 永楽通宝銀銭	打製	白楽	天正15年頃(1587)	3.64g	 美品	 ¥60,000

	1169	 慶長通宝	2枚組	千鳥､ビタ	 佳品	 ¥20,000
	1170	 元文丁銀	174.15g	元文元年〜文政元年(1736〜1818)	古50	 美品	 ¥30,000

1166 1167 1168
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	1171	 元文小判金(三村)	元文元年〜文政元年(1736〜1818)	古12	 極美品	 ¥150,000
	1172	 元文小判金(新村)	元文元年〜文政元年(1736〜1818)	古12	 美品	 ¥120,000

	1173	 草文二分判金	文政11年〜天保3年(1828〜1832)	古18A	 美品	 ¥35,000
	1174	 安政二分判金	安政3年〜万延元年(1856〜1860)	古19	 美品	 ¥8,000
	1175	 宝永一分判金	宝永7年〜正徳4年(1770〜1714)	古24	 美品	 ¥45,000
	1176	 享保一分判金	逆打	享保元年〜元文元年(1716〜1736)	古25A	 極美品	 ¥90,000
	1177	 享保一分判金	享保元年〜元文元年(1716〜1736)	古25A	 極美品	 ¥35,000
	1178	 享保一分判金	享保元年〜元文元年(1716〜1736)	古25A	 美品	 ¥30,000

	1179	 元文一分判金	短一	無刻印	元文元年〜文政元年(1736〜1818)	古26	 極美品	 ¥25,000
	1180	 天保二朱判金	逆打	天保3年〜安政5年(1832〜1858)	古32		 美品	 ¥35,000
	1181	 甲州一分金	背重	古72	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	 ¥50,000
	1182	 甲州一分金	背定	古72	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	 ¥50,000
	1183	 庄内一分銀	Zt型	天保8年〜安政元年(1837〜1854)	古39A	Y極印前打ち	 美品	 ¥10,000

	1184	 天保一分銀	3枚組	Ql,Sl,Ss型	天保8年〜安政元年(1837〜1854)	古39	 美品+〜極美品	 ¥10,000

	1185	 天保一分銀	Tr型	天保8年〜安政元年(1837〜54)	古39	PCGS	MS65	 未使用品	 ¥10,000
	1186	 安政一分銀	Dc型	安政6年〜明治元年(1859〜1868)	古39		PCGS	MS63	 極美品+	 ¥4,000
	1187	 安政一分銀	Be型	安政6年〜明治元年(1859〜1868)	古39		PCGS	MS63	 極美品+	 ¥4,000

	1188	 安政一分銀	2枚組	Be,Fc型	安政6年〜明治元年(1859〜1868)	古39	 極美品-	 ¥3,000

1173 1174 1175 1176 1177 1178
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	1189	 安政一分銀	2枚組	Aa,Cd型	安政6年〜明治元年(1859〜1868)	古39	 美品+〜極美品-	 ¥3,000
	1190	 安政一分銀	Ga型	入分玉座	安政6年〜明治元年(1859〜1868)	古39	 美品	 ¥20,000
	1191	 明治一分銀	Hh1型	明治元年〜明治2年(1868〜1869)	古41	 極美品	 ¥35,000

	1192	 明治一朱銀	Ts型	明治元年〜明治2年(1868〜1869)	古43	PCGS	MS64	 未使用品	 ¥4,000
	1193	 明治一朱銀	Yx型	明治元年〜明治2年(1868〜1869)	古43	 極美品	 ¥2,500

	1194	 秋田四匁六分銀判	文久3年(1863)	古56	裕字左右上下違い	改字丸囲なし	 美品	 ¥35,000
	1195	 盛岡八匁銀判	幕末	古57	 美品	 ¥100,000

	1196	 琉球通宝	文久3年(1863)	 佳品	 ¥3,000
	1197	 秋田鍔銭(長尾)	文久2年(1862)		 佳品	 ¥6,000
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	1198	 生産局鉛銭(丸型)	短冊刻印	｢米澤通用換札｣	文久2年(1862)	 佳品	 ¥12,000

	1199	 生産局鉛銭(角型)	慶応2年(1866)	 佳品	 ¥10,000

	1200	 日本の絵銭	7枚組	要下見	返品不可	 佳品〜上品	 ¥5,000

	1201	 旧1円金貨	明治7年(1874)	近5A	 極美品	 ¥250,000
	1202	 旧1円銀貨	明治3年(1870)	有輪	近9	 未使用品	 ¥50,000

	1203	 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	 トｰン準未使用品	 ¥45,000
	1204	 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	 極美品-	 ¥25,000
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	1205	 旧1円銀貨	明治3年(1870)	有輪	近9	小ハネ貝	 極美品-	 ¥25,000
	1206	 旧1円銀貨	明治3年(1870)	有輪	近9	 トｰン美品+	 ¥23,000

	1207	 新1円銀貨(大型)	明治11年(1878)	近10	修正あり	要下見	返品不可	 美品	 ¥25,000
	1208	 新1円銀貨(大型)	明治12年(1879)	近10	修正あり	要下見	返品不可	 美品	 ¥50,000

	1209	 新1円銀貨(大型)	明治15年(1882)	近10		 美品+	 ¥7,000
	1210	 新1円銀貨(大型)	明治15年(1882)	近10	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品+	 ¥7,000

	1211	 新1円銀貨(大型)	明治15年(1882)	近10		 美品	 ¥5,000
	1212	 新1円銀貨(大型)	明治16年(1883)	近10	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品+	 ¥7,000

	1213	 新1円銀貨(大型)	明治16年(1883)	近10	小チョップあり	 美品	 ¥6,000
	1214	 新1円銀貨(大型)	明治17年(1884)	近10	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品+	 ¥7,000

1205 1206

1207 1208

1209 1210

1211 1212

1213 1214
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	1215	 新1円銀貨(大型)	明治17年(1884)	近10		 美品+	 ¥7,000
	1216	 新1円銀貨(大型)	明治18年(1885)	近10		 美品+	 ¥7,000

	1217	 新1円銀貨(大型)	明治19年(1886)	近10	前期	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品	 ¥10,000
	1218	 新1円銀貨(小型)	明治20年(1887)	近10A		 美品+	 ¥8,000

	1219	 新1円銀貨(小型)	明治20年(1887)	近10A	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品+	 ¥7,000
	1220	 新1円銀貨(小型)	明治21年(1888)	右丸銀	近10C		 美品	 ¥6,000

	1221	 新1円銀貨(小型)	明治22年(1889)	近10A	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品-	 ¥10,000
	1222	 新1円銀貨(小型)	明治23年(1890)	近10A	 美品	 ¥6,000

	1223	 新1円銀貨(小型)	明治24年(1891)	近10A	 美品	 ¥6,000
	1224	 新1円銀貨(小型)	明治25年(1892)	後期	近10A	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品	 ¥8,000

1215 1216

1217 1218

1219 1220

1221 1222

1223 1224
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	1225	 新1円銀貨(小型)	明治25年(1892)	後期	近10A	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品-	 ¥8,000
	1226	 新1円銀貨(小型)	明治25年(1892)	後期	近10A	 美品+	 ¥7,000

	1227	 新1円銀貨(小型)	明治26年(1893)	近10A	 美品	 ¥6,000
	1228	 新1円銀貨(小型)	明治27年(1894)	近10A	日本貨幣商協同組合鑑定書付		 極美品+	 ¥9,000

	1229	 新1円銀貨(小型)	明治27年(1894)	右丸銀	近10C	 準未使用品	 ¥10,000
	1230	 新1円銀貨(小型)	明治28年(1895)	近10A	 美品+	 ¥6,000

	1231	 新1円銀貨(小型)	明治30年(1897)	近10A	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品	 ¥8,000
	1232	 新1円銀貨(小型)	明治30年(1897)	近10A	 極美品-	 ¥7,000

	1233	 新1円銀貨(小型)	明治34年(1901)	近10A	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品	 ¥7,000
	1234	 新1円銀貨(小型)	明治34年(1901)	近10A	 極美品-	 ¥7,000

1225 1226

1227 1228

1229 1230

1231 1232

1233 1234
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	1235	 新1円銀貨(小型)	明治35年(1902)	近10A	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品+	 ¥10,000
	1236	 新1円銀貨(小型)	明治35年(1902)	近10A	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品+	 ¥7,000

	1237	 新1円銀貨(小型)	明治36年(1903)	近10A	エッジ少アタリ	 極美品-	 ¥7,000
	1238	 新1円銀貨(小型)	明治36年(1903)	近10A	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品+	 ¥6,000

	1239	 新1円銀貨(小型)	明治37年(1904)	近10A	PCGS	MS62	 トｰン未使用品-	 ¥10,000

	1240	 新1円銀貨(小型)	明治37年(1904)	近10A	平金破損少ヘゲ有り	 極美品-	 ¥7,000

	1241	 新1円銀貨(小型)	明治38年(1905)	近10A		 未使用品-	 ¥10,000
	1242	 新1円銀貨(小型)	明治38年(1905)	近10A	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品	 ¥8,000

1235 1236

1237 1238

1241 1242

1239

1240
破損部分拡大
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	1243	 新1円銀貨(小型)	明治39年(1906)	近10A		 極美品-	 ¥7,000
	1244	 新1円銀貨(小型)	明治45年(1912)	近10A	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品	 ¥10,000

	1245	 新1円銀貨(小型)	明治45年(1912)	近10A		 極美品	 ¥8,000
	1246	 新1円銀貨(小型)	明治45年(1912)	近10A		修正あり	要下見	返品不可	 トｰン美品	 ¥3,000

	1247	 新1円銀貨(小型)	大正3年(1914)	近10A	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品	 ¥10,000
	1248	 新1円銀貨(小型)	大正3年(1914)	近10A	 軽トｰン未使用品	 ¥10,000

	1249	 貿易銀	明治8年(1875)	近12	日本貨幣商協同組合鑑定書付		 極美品	 ¥80,000
	1250	 竜50銭銀貨	明治31年(1898)	近14	 未使用品	 ¥12,000

	1251	 竜50銭銀貨	明治37年(1904)	近14	 未使用品	 ¥12,000
	1252	 竜20銭銀貨	明治6年(1873)	欠日	近21	 トｰン極美品	 ¥35,000
	1253	 竜20銭銀貨	明治31年(1898)	近21	エッジ少平金破損有り	 未使用品	 ¥4,000

1243 1244

1245 1246

1247 1248

1249 1250

1251 1252 1253
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	1254	 東京オリンピック1000円銀貨	昭和39年(1964)	記1	本字の上ヘゲあり	PCGS	MS67
	 	 	 軽トｰン	完未品	 ¥10,000
	1255	 東京オリンピック1000円銀貨	昭和39年(1964)	記1	NGC	MS66	 軽トｰン	完未品	 ¥7,000

	1256	 明治通宝札	1円札	明治5年〜32年(1872〜99)	紙1C		 極美品	 ¥8,000
	1257	 神功皇后1円札	明治14年〜32年(1881〜99)	紙4B	 美品-	 ¥20,000
	1258	 藤原200円札	昭和17年〜21年(1942〜46)	紙14A	 美品	 ¥10,000

	1259	 中央武内5円札	前期(万葉)	昭和32年〜昭和14年(1910〜39)	紙7C	 並品	 ¥8,000

	1261	 大正少額紙幣	3枚組	50銭	大正7年､20銭	大正6年､10銭	大正10年	要下見	返品不可	
	 	 	 極美品-〜極美品	 ¥8,000

	1260	 板垣退助100円札	後期	XW900000B	紙25	少変色あり	 未使用品	 ¥20,000

1254 1255

1256

1257
1258

1261

1259

1260
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	1262	 太政官札	3枚組	金壱両､壱分､壱朱	要下見	返品不可	 美品-〜美品	 ¥8,000
	1263	 夏目漱石1,000円札連番10枚組		茶番	2桁	No.LU000001F〜LU000010F	 未使用品	 ¥18,000
	1264	 第壹回奨金附勝札	金拾円	2枚組	昭和20年7月	日本勧業銀行発行	要下見	返品不可	 準未〜未使用品	 ¥1,000

	1265	 秋田田島札(預証券)	金壹円	2枚組	明治38年1月28日	要下見	返品不可	 並品	 ¥1,000

1262

	1266	 株式会社台湾銀行株券	金壹千圓(拾株券)	昭和20年3月1日	要下見	返品不可	 未使用品-	 ¥1,000

1265

1264
1263

1266
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	1267	 バッジ類3点セット	要下見	返品不可	 美品	 ¥500

1267

1268 -1

1268 -2

1268 -3
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	1268	 銀メダル1枚､低品位銀メダル2枚､銅メダル3枚､盃1点	7点組	要下見	返品不可	 	 ¥3,000

1268 -4

1268 -5

1268 -6

1268 -7
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