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　 《８月６日》　銀座フェニックスプラザ７階会場
○午前９時〜午後７時（予定）
　第１部：日本の古金銀 （LotNo.4001 〜 4148）
　第２部：日本貨幣 （株）日本コインオークション主催分 （LotNo.7816 〜 7844）
　第３部：近代・現行貨幣 （LotNo.5001 〜 5343）
　第４部：穴銭・藩札他 （LotNo.6001 〜 6687）
　 《８月７日》　銀座フェニックスプラザ３階会場
○午前９時〜午後７時（予定）
　第５部：外国貨幣  書信館出版（株）主催分 （LotNo.8001 〜 8411）
　第６部：外国貨幣 （株）日本コインオークション主催分 （LotNo.7001 〜 7815）
　 《Saturday ６th, August 2016》　Ginza Phenix Plaza 7F
○９:00AM 〜７:00PM
　Session 1：Pre-Meiji Coinage （LotNo.4001 〜 4148）
　Session 2：Japanese Coinage （LotNo.7816 〜 7844）
　Session 3：Japanese Modern Coinage （LotNo.5001 〜 5343）
　Session 4：Cash Coinage and HANSATSU Note （LotNo.6001 〜 6687）
　 《Sunday ７th, August 2016》　Ginza Phenix Plaza 3F
○９:00AM 〜７:00PM
　Session 5：World Coinage （LotNo.8001 〜 8411）
　Session 6：World Coinage(No.41 NIHON COIN AUCTION) （LotNo.7001 〜 7815）



 ・８月５日（金）午前 11 時〜午後５時（予定）
 　場所：銀座フェニックスプラザ７階
 　Friday ５th August 11:00 〜 17:00
　 　“Ginza Phoenix Plaza” ７F
 ・８月６日（土）午前９時〜午後３時（予定）
 ・８月７日（日）午前９時〜午後３時（予定）
  　場所：銀座フェニックスプラザ３階
 　Saturday ６th August ９:00 〜 15:00
 　Sunday ７th August  ９:00 〜 15:00
　 　“Ginza Phoenix Plaza” ３F

書信館出版（株）

〒 182-0024  東京都調布市布田 1-26-12
ダイアパレス調布 336 号

下見の日時と場所

〒 108-0074  東京都港区高輪 2-16-32
レア−ル高輪７階

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

※ いずれも電話でご予約の上、ご来社下さい。

●書信館出版（株）主催分
日時：７月 19 日（火）〜８月１日（月）
　　　午前 10 時〜午後４時
場所：書信館出版（株）

●（株）日本コインオークション主催分
日時：７月 19 日（火）〜８月１日（月）
	 午前 11 時〜午後４時 30 分
　※上記期間中の日曜に下見を希望される場合は前日までに
　　	電話予約が必須です。

場所：（株）ダルマ（下記地図参照）
（下記地図参照）

電話　042-484-5531　FAX.042-484-6916

●ＣＣＦ会場での下見
Viewing at AUCTION
Ginza Phoenix Plaza

●郵便入札大歓迎！：締切＝2016年８月４日（木）（必着）

　FAXでの入札は全て書信館出版（株）にて受理致します。但し、FAXでの入札は８月４日午後６時をもって終了します。

郵便でのご入札は巻末に掲載の共通応札用紙をご使用下さい。

エレベーター



１. 本カタログに記載の競売品は特別の注記があるものを除き真正品であることを保証致します。
２. 競売品に記載の価格は応札可能な最低価格です。会場での競売価格は、通常この最低価格また
は郵便入札の上位２番札を基準とし開始価格とします。但し、最低価格は競売人が決定します。

３. 郵便での応札締切日は８月４日（木）必着です。FAXでの応札は８月４日（木）午後６時をもっ
て終了します。

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

また、落札品の送料は落札者負担です。
 　 　　　　　　　　　　　　　　 例）落札価格￥50,000 の場合。
 　 　　　　　　　落札価格	・・・・・￥50,000
 　 　　　　　　　手　数　料			 ・・・・ ￥5,000
 　 　　　　　　　消　費　税	・・・・・・ ￥400
 　 　　　　　　　合　計　額	・・・・・￥55,400
６. 落札品に対する支払いは８月 22 日（月）までに CCF 専用銀行口座（第１部から第６部共通）

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

７.会場に参加した落札者と、郵便入札における落札者のうち、あらかじめ下見をしている場合、
返品は認められません。但し１の条項における真贋の鑑定に不測の理由が生じたときは、例外
が認められます。その場合は至急主催者に連絡の上、８月 25 日（木）までに現品が書信館出
版（株）に到着するようご返送ください。

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

９. ご出品者へのご精算は８月 31 日（水）に行わせていただきます。
10.	落札品の受け渡しは８月６日（土）には行いません。

郵便入札に当ってのお願い

■郵便でのご応札は本誌巻末に綴込みの「郵便入札申込書」、またはそのコピーをご使用下さい。弊社ホー
ムページ（http://shushu.co.jp）からプリントアウトしてご使用することも可能です。
■入札はロットNo. で管理されているため、No. の誤記による返品はできません。応札用紙への記入は十分
にご注意ください。
■同額での入札の場合は、受付日の早い方を優先と致します。ただし、会場での入札金額と同額になった場
合は会場での応札者が優先されます。
■応札後のお問い合わせ等の便宜上、応札内容の控えをお手元に残しておかれますようお薦め致します。
■当落にかかわらず、８月８日（月）付けで落札結果を発送する予定です。

2016 ＣＣＦオークションは、全ての諸業務（郵便入札の受付、落札代金の受理、返品等）を書信館出版（株）

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

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

オークションの規定と条件



MAIL BID SHEETS MUST BE RECEIVED BY 
AUGUST ４TH 2016 AT 6:00PM(TOKYO TIME).

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

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

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

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

口座名：書信館出版株式会社

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



－ 1－

	4001	 慶長丁銀　　137.7ｇ	 上	 ¥500,000
	4002	 古慶長丁銀　137.2ｇ	 佳	 ¥500,000
	4003	 元禄丁銀　188.2ｇ	 佳	 ¥700,000
	4004	 享保丁銀　137.4ｇ	 美	 ¥85,000
	4005	 元文丁銀　198.8ｇ	 上	 ¥50,000
	4006	 元文丁銀　170.4ｇ	 佳	 ¥47,000
	4007	 文政丁銀　大型　銀座コイン鑑定書・日本貨幣商協同組合鑑定書付　210.2ｇ	 上	 ¥70,000

第１部　日本の古金銀
主催：書信館出版（株）

148 ロット　８月６日（土） 午前９時〜
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－ 2－

	4008	 天保丁銀　167.8ｇ	 上	 ¥28,000
	4009	 安政丁銀　大型　銀座コイン鑑定書・日本貨幣商協同組合鑑定書付　201.9ｇ	 上	 ¥60,000
	4010	 安政丁銀　172.0ｇ	 佳	 ¥36,000
	4011	 安政丁銀　134.3ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥35,000
	4012	 安政丁銀　162.1ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥38,000

	4013	 安政丁銀　155.6ｇ	 上	 ¥20,000
	4014	 安政丁銀　147.2ｇ	 佳	 ¥22,000
	4015	 包丁銀　銀壱枚　161.4ｇ	 美	 ¥50,000
	4016	 元禄露銀　子持付　約0.8ｇ	 美	 ¥10,000
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拡大



－ 3－

	4017	 享保両面大黒豆板銀　4.7ｇ	 上	 ¥35,000
	4018	 享保両面大黒豆板銀　4.7ｇ	 上	 ¥35,000
	4019	 文政両面大黒豆板銀　4.0ｇ	 上	 ¥15,000
	4020	 文政豆板銀　大型　20.3ｇ	 上	 ¥8,000
	4021	 天保豆板銀　大型　21.1ｇ	 上	 ¥8,000
	4022	 天保両面大黒豆板銀　7.1ｇ	 上	 ¥19,000
	4023	 安政両面大黒豆板銀　4.1ｇ	 佳	 ¥8,000

	4024	 安政片面大黒豆板銀　廻り政　19.2ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥600,000
	4025	 安政両面大黒豆板銀　8.8ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥22,000
	4026	 安政両面大黒豆板銀　6.1ｇ	 佳	 ¥11,000
	4027	 安政豆板銀　大型　20.2ｇ	 上	 ¥6,800
	4028	 天保豆板銀（8.2g、8.8g、6.7g、6.5g、5.1g）　５枚組　返品不可	 上	 ¥8,000
	4029	 豆板銀　文政（10.3ｇ），元文（13.1ｇ），天保（12.0ｇ），安政（5.2ｇ）　４個組　返品不可	 上	 ¥5,000
	4030	 豆板銀　文政（6.6ｇ），元文（25.9ｇ），天保（10.9ｇ），安政（6.3ｇ）　		４個組　返品不可	 上	 ¥5,000

	4031	 古南鐐二朱銀　全トジ常	 上	 ¥25,000
	4032	 古南鐐二朱銀　両面額縁	 極	 ¥65,000
	4033	 新南鐐二朱銀　定落　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥350,000
	4034	 新南鐐二朱銀	 佳	 ¥6,000
	4035	 新南鐐二朱銀	 佳	 ¥5,000
	4036	 新南鐐一朱銀　Ｅａ　跳ね以　跳ね六	 美	 ¥50,000

	4037	 文政一朱銀　Ｆａ　逆打　　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 トーン　美	 ¥160,000
	4038	 天保一分銀　Ｐｎ	 上	 ¥6,000
	4039	 天保一分銀　Ｐｒ	 未	 ¥7,000
	4040	 天保一分銀　Ｒｓ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 トーン　美	 ¥600,000
	4041	 天保一分銀　Ｑｌ	 上	 ¥5,000
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－ 4－

	4042	 天保手一分銀　別座　Ｐｎ	 上	 ¥5,000
	4043	 安政一分銀　右短川常系　Ａｃ	 上	 ¥5,000
	4044	 安政一分銀　細字　斜横点　Ｃａ	 トーン　美	 ¥5,000
	4045	 安政一分銀　細字　斜横点　Ｃｃ	 上〜美	 ¥5,000
	4046	 安政一分銀　細字　斜横点　Ｃｅ	 上〜美	 ¥5,000

	4047	 安政一分銀　入分玉座　Ｆｇ	 美	 ¥6,000
	4048	 庄内一分銀　Ｐｏ　Ｙ印左	 佳	 ¥5,000
	4049	 庄内一分銀　Ｐｐ　Ｙ印左	 上	 ¥5,000
	4050	 安政手別座一分銀　Ｄｃ	 美	 ¥5,000
	4051	 安政手別座一分銀　Ｚｚ	 上	 ¥10,000

	4052	 安政手別座一分銀　Ｆｃ　背ズレ打ち	 トーン　上	 ¥5,000
	4053	 安政手別座一分銀（会津一分銀）　Ｇａ	 佳	 ¥5,000
	4054	 別座一分銀　中柱座　安政型　Ａｃ	 上〜美	 ¥5,000
	4055	 別座一分銀　中柱座　安政型　Ｄａ	 上〜美	 ¥5,000
	4056	 別座一分銀　中柱座　安政型　Ｄｃ	 上	 ¥5,000

	4057	 別座一分銀　中柱座　安政型　Ｈｂ	 上	 ¥12,000
	4058	 別座ＮＯＭＯ一分銀　Ｏｃ１	 上〜美	 ¥6,000
	4059	 別座一分銀　明治期　Ｈｅ　定Ｄ	 上〜美	 ¥6,000
	4060	 別座一分銀　安政期　Ｃｅ　巨字　	 上	 ¥8,000
	4061	 安政手別座一分銀　六福円点系　Ｂｃ	 上	 ¥5,000

	4062	 安政手別座一分銀　Ｃａ	 上	 ¥4,000
	4063	 安政手別座一分銀　Ｃｂ　２種	 上	 ¥6,000

4042 4043 4044 4045 4046

4047 4048 4049 4050 4051

4052 4053 4054 4055 4056

4057 4058 4059 4060 4061

4062 4063



－ 5－

	4064	 安政手別座一分銀　Ｃｂ　	 上〜美	 ¥4,000
	4065	 安政手別座一分銀　Ｃｆ	 上	 ¥4,000
	4066	 安政手別座一分銀　Ｃｇ	 上〜美	 ¥4,000
	4067	 安政手別座一分銀　六福円点系　Ｄｃ	 上	 ¥5,000
	4068	 安政手別座一分銀　Ｄｅ	 佳	 ¥4,000

	4069	 安政手別座一分銀　Ｄｆ，Ｄｇ　計２種	 上	 ¥6,000
	4070	 安政手別座一分銀　Ｆｃ　２種	 上	 ¥6,000
	4071	 安政手別座一分銀　Ｆｅ	 上〜美	 ¥4,000

	4072	 安政手別座一分銀　Ｇａｂ	 上	 ¥12,000
	4073	 安政手別座一分銀　六福円点系　Ｇａ	 上〜美	 ¥5,000
	4074	 安政手別座一分銀　Ｇｂ	 上	 ¥4,000
	4075	 安政手別座一分銀　Ｇｆ	 上	 ¥4,000
	4076	 安政手別座一分銀　Ｐｐ	 上	 ¥5,000

	4077	 安政手別座一分銀　Ｚｚ	 上	 ¥6,000
	4078	 明治手別座一分銀　Ｃｈ	 佳〜上	 ¥8,000
	4079	 明治手別座一分銀　Ｈｂ　跳分跳銀　裏跳銀	 上〜美	 ¥30,000
	4080	 明治手別座一分銀　Ｈｅ	 上	 ¥15,000
	4081	 明治手別座一分銀　Ｈｈ	 上〜美	 ¥20,000

	4082	 明治一分銀　亜鉛差系　Ｊｊ	 上	 ¥8,000
	4083	 本座嘉永一朱銀　Ａａ　定印エラー　要下見，返品不可	 上〜美	 ¥80,000
	4084	 嘉永一朱銀　Ｄｄ	 上	 ¥5,000
	4085	 嘉永一朱銀　Ｄｅ	 美	 ¥20,000

4064 4065 4066 4067 4068

4069 4070 4071

4072 4073 4074 4075 4076

4077 4078 4079 4080 4081

4082 4083 定極印拡大 4084 4085



－ 6－

	4086	 嘉永一朱銀　Ｄｅ	 上	 ¥20,000
	4087	 嘉永一朱銀　Ｅｃ	 上	 ¥20,000
	4088	 嘉永一朱銀　Ｅｃ	 上	 ¥20,000
	4089	 嘉永一朱銀　Ｅｃ	 上	 ¥21,000
	4090	 嘉永一朱銀　Ｅｃ	 上〜美	 ¥15,000
	4091	 嘉永一朱銀　逆打　Ｅｅ　　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 トーン　美	 ¥220,000
	4092	 嘉永一朱銀　Ｇｂ　三つ跳　串常	 上	 ¥70,000
	4093	 嘉永一朱銀　Ｉｄ	 上	 ¥5,000

	4094	 安政一朱銀　定落　Ｌｐ	 上	 ¥180,000
	4095	 安政一朱銀　Ｐｐ　	 上	 ¥500,000
	4096	 明治一朱銀　Ｖｓ	 極	 ¥15,000
	4097	 明治一朱銀　Ｖｓ	 上	 ¥11,000

	4098	 明治一朱銀　Ｗｓ	 上	 ¥15,000
	4099	 安政二朱銀　	 上	 ¥80,000
	4100	 改三分定銀　小字　1857年　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極	 ¥650,000

	4101	 秋田九匁二分銀判　改丸	 上	 ¥62,000
	4102	 秋田四匁六分銀判	 上	 ¥22,000

4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093

4094 4095
4095拡大

4096 4097
4094拡大

4098

4099 4100

4101 4102



－ 7－

	4103	 天保一分銀　27枚組　返品不可	 上	 ¥32,000
	4104	 天保一分銀５枚組，安政一分銀５枚組　計10枚組　返品不可	 佳〜美	 ¥13,000
	4105	 嘉永一朱銀（跳ね銀，跳ね座，跳ね是含む），安政一朱銀　計20枚組　返品不可	 上	 ¥17,000
	4106	 明治一朱銀　６枚組　返品不可	 上	 ¥15,000

	4107	 嘉永一朱銀　Ｂｄ，Ｂｅ　２枚組	 上	 ¥6,800
	4108	 嘉永一朱銀　Ｄｄ，Ｄｂ　２枚組	 上	 ¥8,800
	4109	 嘉永一朱銀　Ｇａ，Ｇｂ　２枚組	 上〜美	 ¥8,000
	4110	 一朱銀　10枚組　返品不可	 上	 ¥7,000

	4111	 甲州一分金　背定	 佳	 ¥70,000
	4112	 安政二分金	 美	 ¥10,000
	4113	 明治二分金　逆打	 上	 ¥25,000
	4114	 明治二分金　安政型	 美	 ¥9,000
	4115	 明治二分金　２枚組	 美	 ¥7,000

	4116	 明治二分金　２枚組	 上	 ¥6,000
	4117	 明治二分金　２枚組	 上〜美	 ¥5,000
	4118	 明治二分金　７枚組　返品不可	 上〜美	 ¥25,000
	4119	 古慶長一分金　無刻印	 上	 ¥150,000
	4120	 享保一分金	 佳	 ¥30,000

	4121	 文政一分金　逆打	 美	 ¥35,000
	4122	 文政一分金	 上	 ¥10,000
	4123	 天保一分金　２枚組	 美	 ¥30,000
	4124	 天保一分金　２枚組	 美	 ¥30,000

	4125	 安政一分金	 極	 ¥180,000
	4126	 万延一分金　止分	 上	 ¥80,000
	4127	 万延一分金　止分　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥140,000
	4128	 天保二朱金（光次・前足付桐右抜け，光次・後足付桐左抜け，光次・後足付桐左右両抜け）　３種組	 美	 ¥12,000

4107 4108 4109

4111
4112 4113 4114 4115

4116 4117 4119 4120

4121 4122 4123 4124

4125 4126 4127 4128
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	4129	 天保二朱金　10枚組　返品不可	 上	 ¥22,000
	4130	 万延二朱金（普通縁，光次側額縁，両面額縁）　３種組	 美	 ¥11,000
	4131	 万延二朱金　10枚組　返品不可	 上	 ¥24,000
	4132	 文政一朱金　両面額縁	 上	 ¥50,000

	4133	 慶長小判　背：高○　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥800,000
	4134	 享保小判　背：九吉　下扇脇に大判の桐極印有，背弘字極印有　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥450,000

	4135	 元文小判　背：亦　一カ所検印刻印無　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥280,000
	4136	 元文小判　背：清亦　跳ね分　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥370,000

4129 4132

4133 4134

4135 4136
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	4137	 元文小判　佐渡座　筋当，筋神　２種組　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥600,000

	4138	 元文小判　文字刻印無　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥680,000
	4139	 元文小判　背：久神　七福神	 美	 ¥200,000

	4140	 元文小判　背：甫長	 美	 ¥130,000
	4141	 元文小判　背：馬神　七福小判	 上	 ¥200,000

4135

4138 4139

4140 4141
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	4142	 文政小判　背：川神　日本貨幣商協同組合鑑定書付（期限切），桐箱付	 上	 ¥115,000
	4143	 天保小判　背：柏七　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥100,000

	4144	 天保小判　背：正七	 美	 ¥110,000
	4145	 天保小判　背：谷五	 上	 ¥120,000

	4146	 万延小判　背：た七	 美	 ¥70,000

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：８月４日（木）必着
FAX 入札締切日：８月４日（木）午後６時到着分まで

郵便入札（Mail  Bid）でご参加の方は…

ご送付先：〒 182 － 0024　東京都調布市布田１－ 26 － 12　ダイアパレス 336 号
FAX：042 － 484 － 6916　書信館出版（株）　

4142 4143

4144 4145

4146
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	4147	 享保大判　背：久石竹　寿乗元書　享保書　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥4,000,000

4147
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	4148	 万延大判　背：吉宇き　たがね打　元書　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美	 ¥2,000,000

4148
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	7816	 和同開宝(銅)　和同元年(708)　	 美品	 ¥100,000
	7817	 隆平永宝(銅)　3.1g		24.8mm		中字中縁　延歴15年(796)	 美品	 ¥60,000
	7818	 隆平永宝(銅)　3.4g		25.2mm		青錆　小字降寶　濶縁中様　延歴15年(796)	 美品	 ¥60,000

第2部　日本貨幣

第41回日本コインオークション
主催：（株）日本コインオークション

29ロット　８月６日（土）午前10時 20分〜（予定）

	7819	 万延大判金　のし目打　元書　万延元年〜文久2年（1860〜1862）　古6A　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品	 ¥1,800,000

7816 7817 7818

7819



－ 14 －

	7820	 元文小判金　辻仁　13.08g		元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古12　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品	 ¥120,000
	7821	 文政小判金　七福小判金(久長）　13.08g		文政2年〜11年(1819〜28)　古13	 美品	 ¥180,000
	7822	 明治二分判金　2枚組　明治元年〜2年(1869)　古20	 美品/極美品	 ¥8,000

	7823	 安政手別座一分銀　Dｆ型　	 上品	 ¥5,000
	7824	 明治一分銀　He型　明治元年〜2年(1868〜69)　古41	 上品	 ¥10,000
	7825	 明治一朱銀　47種組　嘉永6年(明治元年〜2年)　Ab,Ac,Ae,Cb,Cc,Ga,Gb,Jｊ,Jk,Jl,Jm,Jn,Jo,Jp,No,Oj,Ok,Ol,Om,
	 	 Oo,Op,Pj,Pk,Pl,Pm,Pn,Po,Rj,Rl,Ss,St,Sx,Ts,Tt,Tx,Vs,Wu,Xs,Xt,Xv,Xx,Ys,Yt,Yu,Yv,Yw,Yx	古13　要下見　返品不可
	 	 	 美品〜極美	 ¥30,000

	7826	 旧20円金貨　明治3年(1870)　近1　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品＋/準未	 ¥7,000,000
	7827	 新20円金貨　大正6年（1917）　近6	 未使用品	 ¥150,000
	7828	 新10円金貨　明治30年（1897)		近7		 美品＋	 ¥35,000

	7829	 旧1円銀貨　明治3年（1870）　有輪　近9	 美品/極美品	 ¥25,000
	7830	 新1円銀貨（大型）　明治15年　近10　	 トーン美品	 ¥5,000

7820 7821

7822

7823 7824

7826 7827
7828

7829 7830
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	7831	 新1円銀貨（大型）　4枚組		明治16,17,18,19年　近10　	 上品〜美品	 ¥25,000

	7832	 新1円銀貨（大型）　明治20年　近10　	 極美品＋	 ¥8,000
	7833	 貿易銀　明治８年（1875）　近12　PCGS	AU55	 トーン美品	 ¥75,000

	7834	 旭日竜大型50銭銀貨　明治4年(1971)　近13	 極美品	 ¥6,000
	7835	 旭日竜小型50銭銀貨　小竜　明治4年(1971)　近13A	 準未使用品	 ¥10,000

	7836	 小型50銭銀貨　昭和11年	NGC	MS65,	昭和12年	NGC	MS63,	旭日10銭銀　大正6年	NGC	MS65	3枚組
	 	 	 未使用品〜未使用品＋	 ¥6,000

7831

7832
7833

7834 7835

7836
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	7837	 旭日竜20銭銀貨　明治3年(1970)　近20	 美品	 ¥2,000
	7838	 竜20銭銀貨　明治21年(1888)　特年　近21　PCGS	AU58	 極美品＋	 ¥35,000
	7839	 穴なし5円白銅貨　昭和23年(1948)　約40度角度ズレエラー　現10	 極美品	 ¥1,000
	7840	 50円白銅貨　昭和50年（1975）　穴ナシエラー　現7	 美品＋	 ¥150,000

	7841	 東京オリンピック1000円銀貨　昭和39年(1964)　記1　NGC	MS65	 未使用品＋	 ¥5,000
	7842	 東京オリンピック1000円銀貨　昭和39年(1964)　記1　PCGS	MS67　ケース上部破損あり　返品不可
	 	 	 完未品	 ¥13,000

	7843	「金譜」　福園主人編　江戸期、　「古銭價格図譜」、　手相の本　3冊組	 	 ¥8,000
	7844	 増補改訂　「古貨幣價格図譜」　小川青寳樓編	 	 ¥2,000

7837
7838

7839 7840

7841 7842

7843 7844
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5001	 江戸横浜通用金札　弐拾五両（裏・小薄紙貼有），拾両，五両　（３種組）	 美	 ¥800,000

第３部　近代・現行貨幣
主催：書信館出版（株）

343 ロット　８月６日（土） 午前 10 時 40 分〜

	5002	 江戸関八州金札　弐百両，百両，五拾両，二拾五両，壱両　（５種組）	 美	 ¥1,300,000

※紙幣は全て原寸の 40％です。

5001

5002
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	5003	 大蔵省兌換証券　金壱円	 小穴10ケ　上	 ¥50,000
	5004	 開拓使兌換証券　五拾銭，弐拾銭，拾銭　（３種組）　	 上	 ¥25,000

	5005	 大阪為替会社洋銀預券　五拾枚，弐拾五枚　写真入（２種組）	 美	 ¥1,000,000

	5006	 西京為替会社金札　壱両　（５枚組）	 上/美	 ¥90,000

5003 5004

5005

5006
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	5007	 明治通宝　拾円，五円，弐円，壱円，半円，弐拾銭，拾銭　（７種組）　	 佳〜美	 ¥250,000

	5008	 日華事変軍票　ろ号券　拾円（佳），五円（極），壱円（美），50銭（極）　（４種組）	 佳〜極	 ¥250,000

5007

5008
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	5009	 太政官札　拾両，五両，壱両，壱分，壱朱　（５種組）	 佳〜美	 ¥60,000

	5010	 太政官札　拾両，五両，壱両，壱分，壱朱　（５種組）	 並〜上	 ¥40,000

	5011	 ロシア　島田商会札　50カペイク（佳），１ルーブル（佳），３ルーブル（劣），５ルーブル（並）1919　（４種組）
	 	 	 佳〜劣	 ¥100,000

5009

5010

5011
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	5012	 京通商司為替会社銭札　銭五拾文	 極	 ¥6,000
	5013	 兵庫県札　壱貫弐百文，六百文，三百文，百文　（４種組）	 並〜佳	 ¥28,000

	5014	 旧国立銀行券　五円　第15・東京	 針穴１　上	 ¥950,000

	5015	 旧国立銀行券　弐円　第15・東京	 上	 ¥430,000

	5016	 新国立銀行券　五円（かじや）　第36・八王子	 上	 ¥160,000

	5017	 大阪為替会社札　金壱両	 上〜美	 ¥20,000
	5018	 明治通宝　五円	 未	 ¥600,000

50135012

5014

5015

5016

5017 5018
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	5019	 裏赤弐百円　＃６	 未	 ¥200,000

	5020	 福沢旧壱万円（黒）Ａ−Ａ券	 未	 ¥70,000
	5021	 透かし大黒五円	 劣〜やや劣	 ¥15,000

	5022	 漢数字　壱円	 並	 ¥5,000
	5023	 ３次百円　＃109	 中央小亀裂　上〜美	 ¥5,000
	5024	 藤原弐百円　＃42	 極	 ¥18,000

	5025	 ４次五円（赤番）　＃96	 上	 ¥4,000
	5026	 洋数字壱円　＃188	 準〜未	 ¥10,000
	5027	 たて書弐拾円	 並	 ¥4,000

	5028	 ４次五円（赤番）　＃97	 上	 ¥6,000
	5029	 ４次拾円　後期　＃70	 美	 ¥7,000

5019

5020 5021

5022 5023 5024

5025 5026 5027

5028 5029

※現行紙幣右下の赤斜線は偽造防止の為に引いています。ご了承下さい。
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	5030	 ４次拾円　後期　＃72　（２枚組）	 上〜美	 ¥14,000
	5031	 ４次拾円　後期　＃93	 上〜美	 ¥7,000

	5032	 ３次百円　＃92　証紙付	 美	 ¥8,000
	5033	 ３次百円　＃92　	 極	 ¥10,000
	5034	 藤原弐百円　＃26	 美〜極	 ¥18,000

	5035	 たて書弐拾円　＃12	 上〜美	 ¥15,000
	5036	 大正武内　五円	 上〜美	 ¥15,000
	5037	 左和気拾円　＃164	 少汚れ　上	 ¥10,000

	5038	 漢数字　壱円	 美〜極	 ¥25,000
	5039	 漢数字　壱円	 準〜未	 ¥30,000
	5040	 大正小額札　20銭　大正６年　＃１	 軽小薄シミ　未	 ¥10,000

	5041	 １次百円　＃52	 針穴１　未	 ¥5,000
	5042	 ４次五円（赤番）＃97	 裏・ヒンジ跡２　準未	 ¥5,000

50315030

5032 5033 5034

5035 5036 5037

5038 5039 5040

5041 5042
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	5043	 ３次百円　＃25	 裏・微錆跡　美〜極	 ¥5,000
	5044	 ４次拾円　後期　＃70	 上〜美	 ¥4,000
	5045	 ２次百円　＃103	 軽波打　準〜未	 ¥5,000

	5053	 満州中央銀行　丙号五角　満紙17　本金印　（要下見）　本金印の券は表の色が異なる	 並	 ¥35,000

	5046	 新国立銀行券　水兵　壱円　肥前・熊本	 小欠有　劣	 ¥30,000

	5047	 西郷札　金五円	 美	 ¥60,000
	5048	 西郷札　金壱円	 極	 ¥30,000
	5049	 西郷札　金拾円	 小欠有　美	 ¥60,000

	5050	 西郷札　金五拾銭	 美	 ¥20,000
	5051	 日露軍票　銀弐拾銭　明治37年　軍２Ｄ	 美〜極	 ¥22,000
	5052	 満州中央銀行　甲号五角　満紙７	 上	 ¥5,000

5043 5044 5045

5046

5047 5048 5049

5050 5051 5052

5053
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	5054	 台湾銀行　乙千円（日本武尊）　台紙20	 上〜美	 ¥250,000

	5055	 漢数字　壱円　函館大火の御下賜金	 上〜美	 ¥10,000

	5056	 ４次拾円　前期　＃２　証紙付，後期　＃77　（２枚組）	 上	 ¥5,000

	5057	 議事堂拾円　最初組（1116），1216　（２枚組）	 準〜未	 ¥5,000

	5058	 野口千円（黒）Ｅ222222Ｌ	 未	 ¥12,000
	5059	 福沢新壱万円（黒）ＥＦ222222Ｐ	 未	 ¥15,000
	5060	 夏目千円（茶）ＶＡ333333Ｐ	 未	 ¥5,000

5054

5055

5058 5059 5060

5057

5056
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	5061	 福沢旧壱万円（茶）ＳＣ222222Ｋ	 未	 ¥14,000
	5062	 福沢新壱万円（茶）ＣＰ555555Ｍ	 未	 ¥14,000

	5063	 聖徳壱万円　ＣＷ222222Ｕ	 未	 ¥30,000
	5064	 伊藤千円（紺）ＲＥ111111Ｔ	 未	 ¥8,000

	5065	 伊藤千円（紺）ＱＤ222222Ｖ	 未	 ¥6,000
	5066	 伊藤千円（紺）ＢＤ333333Ｓ	 軽シミ　未	 ¥5,000

	5067	 伊藤千円（黒）ＦＳ444444Ｃ	 準〜未	 ¥5,000
	5068	 伊藤千円（紺）ＪＨ555555Ｔ	 準〜未	 ¥6,000

	5069	 伊藤千円（紺）ＰＥ666666Ｖ	 微色ヤケ　未	 ¥6,000
	5070	 伊藤千円（紺）ＧＢ777777Ｖ	 微色ヤケ　未	 ¥7,000

	5071	 伊藤千円（紺）ＤＤ888888Ｖ	 微シミ　未	 ¥7,000

5061 5062

5063 5064

5065 5066

5067 5068

5069 5070

5071
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	5072	 聖徳千円　Ｗ−Ｚ	 未	 ¥6,000
	5073	 野口千円（茶）ＷＡ000001Ｚ	 未	 ¥8,000

	5074	 樋口五千円（黒）Ａ−Ａ，Ｚ−Ｚ　（２点組）	 未	 ¥12,000
	5075	 福沢旧壱万円（茶）ＡＡ−Ａ	 未	 ¥12,000

	5076	 福沢新壱万円（黒）Ｚ−Ｚ	 未	 ¥12,000
	5077	 守礼門弐千円　Ｚ−Ｚ，ＡＡ−Ａ　（２点組）	 未	 ¥5,000

	5078	 聖徳壱万円　ＪＱ−Ｋ　小田原最終記号	 未	 ¥14,000
	5079	 野口千円（黒）ＦＺ111111Ｚ	 帯付　未	 ¥8,000

	5080	 野口千円（黒）ＴＸ888888Ｗ	 帯付　未	 ¥8,000
	5081	 野口千円（黒）ＥＸ100000Ｗ，（茶）ＬＣ100000Ｘ　（２点組）	 未	 ¥5,000

5072 5073

5074 5075
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5078 5079
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	5082	 野口千円（黒）ＳＹ800000Ｙ，（茶）ＬＢ800000Ｔ　（２点組）	 帯付　未	 ¥5,000
	5083	 野口千円（黒）ＤＸ000001Ｙ〜10Ｙ　（連番10枚）　返品不可	 帯付　未	 ¥18,000
	5084	 野口千円（茶）ＬＢ000001Ｘ〜10Ｘ　（連番10枚）　返品不可	 帯付　未	 ¥18,000

	5085	 夏目千円（茶）Ｚ−Ｚ	 未	 ¥4,000
	5086	 岩倉新五百円　Ｚ−Ｚ	 準〜未	 ¥9,000

	5087	 旧20円金貨　明治３年　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極＋	 ¥3,500,000
	5088	 旧10円金貨　明治４年　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 洗い　準未	 ¥400,000

	5089	 旧10円金貨　明治４年　PCGS-Genuine　AU　Details	 縁難有　美〜極	 ¥150,000
	5090	 旧10円金貨　明治４年	 磨き　上	 ¥300,000
	5091	 旧５円金貨　明治18年	 極	 ¥450,000

	5092	 旧１円金貨　明治４年後期　財務省　ID11995　美品Ｂ	 極	 ¥35,000
	5093	 旧１円金貨　明治４年後期	 縁当　美	 ¥20,000
	5094	 旧２円金貨　明治３年	 ダイブレーク有　極	 ¥90,000
	5095	 新10円金貨　明治42年	 準〜未	 ¥50,000

5082

5085 5086

5087 5088

5089

5090
5091

5092 5093 5094 5095



－ 29 －

	5096	 新20円金貨　明治30年　財務省　ID15318　美品Ｂ	 美+	 ¥160,000
	5097	 旧５円金貨　明治３年　財務省　ID02831　美品Ａ	 一部軽変色　準未	 ¥180,000
	5098	 旧２円金貨　明治３年　財務省　ID07808　美品Ｂ	 美〜極	 ¥80,000
	5099	 旧５円金貨　明治６年　財務省　ID04899　美品Ｂ	 極	 ¥120,000

	5100	 旧１円金貨　明治４年後期　財務省　ID13177　美品Ｂ	 準未	 ¥35,000
	5101	 新10円金貨　明治41年　財務省　ID25810　美品Ａ	 未	 ¥55,000
	5102	 新５円金貨　明治31年　財務省　ID30869　極美	 極	 ¥80,000
	5103	 プルーフセット　ワールドカップ　壱万円金貨　平成14年	 未	 ¥58,000

	5104	 円銀　明治13年	 美	 ¥8,000
	5105	 円銀　明治20年　大型	 上〜美	 ¥10,000

	5106	 円銀　明治34年	 極＋	 ¥7,000
	5107	 円銀　明治23年　PCGS-MS62	 少袋ズレ　未	 ¥20,000

	5108	 円銀　明治34年	 面コスレ有　準〜未	 ¥5,000
	5109	 円銀　明治36年	 小青錆有　極	 ¥5,000
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	5110	 円銀　明治18年	 上〜美	 ¥7,000
	5111	 円銀　明治24年　小頭二	 上	 ¥6,000

	5112	 円銀　明治28年　右銀	 極/準未	 ¥8,000
	5113	 円銀　明治37年	 上	 ¥5,000

	5114	 円銀　明治38年	 上〜美	 ¥5,000
	5115	 円銀　明治38年	 上	 ¥4,000

	5116	 円銀　明治41年	 美	 ¥10,000
	5117	 円銀　明治45年	 極	 ¥5,000

	5118	 円銀　大正３年	 変色有　極	 ¥7,000
	5119	 円銀　明治３年　無輪	 縁少黒錆有　極	 ¥25,000
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	5120	 円銀　明治30年	 面軽小凹１　美＋	 ¥6,000
	5121	 円銀　明治38年	 面軽スレ　極〜準未	 ¥7,000

	5122	 円銀　明治39年	 面微傷有　美	 ¥5,000
	5123	 円銀　明治41年	 洗い・面小傷　美〜極	 ¥7,000

	5124	 円銀　明治３年　有輪	 上〜美	 ¥25,000
	5125	 円銀　明治３年　無輪	 縁小当　上〜美	 ¥25,000

	5126	 円銀　明治15年	 上	 ¥7,000
	5127	 円銀　明治16年	 美	 ¥9,000

	5128	 円銀　明治18年	 上	 ¥8,000
	5129	 円銀　明治19年	 面当　上	 ¥8,000
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	5130	 円銀　明治20年　小型	 暗色　上	 ¥8,000
	5131	 円銀　明治22年	 上	 ¥6,000

	5132	 円銀　明治24年　小頭二	 少洗い　上＋	 ¥6,000
	5133	 円銀　明治30年	 上	 ¥5,000

	5134	 旭竜小型50銭　明治４年　大竜	 洗い・磨き　佳	 ¥25,000
	5135	 円銀　明治36年	 磨き　上	 ¥4,000

	5136	 円銀　明治41年	 美	 ¥9,000
	5137	 円銀　明治45年	 上	 ¥4,000

	5138	 円銀　大正３年	 上	 ¥4,000
	5139	 小型50銭　昭和13年	 美〜極	 ¥7,000
	5140	 円銀　明治45年　ACCA-MS63	 未	 ¥10,000
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	5141	 円銀　大正３年　ACCA-MS63	 軽スレ　未	 ¥10,000
	5142	 円銀　大正３年	 面軽コスレ　準〜未	 ¥7,000

	5143	 円銀　明治28年　	 美〜極	 ¥6,000
	5144	 円銀　明治29年	 少コスレ　極	 ¥6,000

	5145	 円銀　明治37年	 軽トーン　準未	 ¥6,000
	5146	 円銀　明治38年	 洗い　極	 ¥6,000

	5147	 竜50銭　明治38年	 準未	 ¥6,000
	5148	 竜50銭　明治31年	 極+	 ¥4,000
	5149	 旭50銭　大正６年	 未	 ¥5,000

	5150	 円銀　明治15年	 上	 ¥7,000
	5151	 円銀　明治28年	 極	 ¥7,000
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	5152	 円銀　明治30年	 縁小当　極	 ¥6,000
	5153	 円銀　明治36年	 準未	 ¥8,000

	5154	 円銀　明治39年	 美	 ¥6,000
	5155	 円銀　大正３年	 上	 ¥4,000

	5156	 竜50銭　明治６年　長年	 佳〜上	 ¥10,000
	5157	 円銀　明治13年　左銀	 洗い　上〜美	 ¥8,000

	5158	 円銀　明治23年	 縁傷　上	 ¥4,000
	5159	 円銀　明治25年	 洗い・軽腐食　上	 ¥4,000

	5160	 円銀　明治26年	 磨き　上	 ¥4,000
	5161	 円銀　明治27年	 洗い　美	 ¥5,000
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	5162	 円銀　明治28年	 美〜極	 ¥5,000
	5163	 円銀　明治29年	 上〜美	 ¥5,000

	5164	 円銀　明治34年	 美〜極	 ¥5,000
	5165	 円銀　明治36年	 磨き　上	 ¥4,000

	5166	 円銀　明治37年	 洗い　美	 ¥5,000
	5167	 円銀　明治38年	 面少コスレ　美＋	 ¥5,000

	5168	 円銀　明治39年	 美	 ¥5,500
	5169	 円銀　明治41年	 上	 ¥6,000

	5170	 円銀　明治45年	 極	 ¥5,000
	5171	 円銀　大正３年	 美＋	 ¥5,000
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	5172	 円銀　明治16年	 洗い・一部スレ有　極	 ¥12,000
	5173	 円銀　明治17年	 美〜極	 ¥9,000

	5174	 円銀　明治20年　大型	 磨き　上〜美	 ¥9,000
	5175	 円銀　明治27年	 極	 ¥7,000

	5176	 円銀　明治28年	 軽汚れ　極	 ¥7,000
	5177	 円銀　明治30年	 準未	 ¥8,000

	5178	 円銀　明治30年	 トーン　準未	 ¥8,000
	5179	 円銀　明治35年	 極＋	 ¥8,000

	5180	 円銀　明治35年	 軽汚れ　準未	 ¥8,000
	5181	 円銀　明治36年　PCGS-MS62	 準未/未	 ¥10,000
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	5182	 円銀　明治36年　PCGS-MS63	 未	 ¥13,000
	5183	 円銀　明治38年　PCGS-MS62	 準〜未	 ¥10,000

	5184	 円銀　明治38年	 準〜未	 ¥10,000
	5185	 円銀　明治41年	 少汚れ　極＋	 ¥14,000

	5186	 円銀　大正３年	 洗い　準〜未	 ¥8,000
	5187	 旭竜小型50銭　明治４年　PCGS-MS63	 極＋	 ¥8,000

	5188	 竜50銭　明治31年	 面コスレ　極＋	 ¥3,000
	5189	 竜50銭　明治32年	 極＋	 ¥4,000
	5190	 竜50銭　明治34年	 美〜極	 ¥4,000

	5191	 竜50銭　明治35年	 軽コスレ　美〜極	 ¥5,000
	5192	 竜50銭　明治36年	 軽コスレ　美	 ¥3,000
	5193	 竜50銭　明治38年	 トーン　極＋	 ¥3,500
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	5194	 旭竜20銭　明治４年	 極〜準未	 ¥4,000
	5195	 竜20銭　明治20年　PCGS-MS63	 未	 ¥6,000
	5196	 竜20銭　明治24年	 準未	 ¥5,000

	5197	 竜20銭　明治28年	 未〜完	 ¥5,000
	5198	 竜20銭　明治31年　PCGS-MS64	 未＋	 ¥5,000
	5199	 竜20銭　明治38年	 準〜未	 ¥3,500

	5200	 竜10銭　明治８年　前期	 少汚れ　美〜極	 ¥3,000
	5201	 半銭銅貨　明治17年　PCGS-MS64RB	 指紋有　準〜未	 ¥5,000
	5202	 円銀　明治37年	 極	 ¥5,000

	5203	 円銀　明治38年	 洗い　未	 ¥10,000
	5204	 円銀　明治45年	 洗い・縁小当　極＋	 ¥5,000

	5205	 円銀　大正３年	 洗い　未	 ¥6,000
	5206	 旭竜20銭　明治４年　欠銭　２枚	 洗い　上	 ¥5,000
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	5207	 円銀　明治３年　貝字目詰り（増貝様）	 上〜美	 ¥28,000
	5208	 円銀　明治19年	 暗色　上〜美	 ¥5,000

	5209	 竜50銭　明治36年	 極＋/準未	 ¥6,000
	5210	 円銀　明治20年　小型　左銀	 美〜極	 ¥8,000

	5211	 円銀　明治15年	 上〜美	 ¥7,000
	5212	 円銀　明治18年	 上〜美	 ¥7,000

	5213	 円銀　明治41年	 洗い　上	 ¥8,000
	5214	 竜20銭　明治６年　欠日	 洗い　上	 ¥14,000
	5215	 竜20銭　明治９年　ハネ明	 上	 ¥3,000

	5216	 竜20銭　明治21年	 洗い　上〜美	 ¥12,000
	5217	 円銀　明治27年　NGC-MS63	 トーン　美＋	 ¥7,000
	5218	 竜10銭　明治10年　PCGS-MS65	 一部銀ヤケ　未	 ¥5,000
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	5219	 円銀　明治14年	 磨き　上	 ¥7,000
	5220	 円銀　明治28年	 美〜極	 ¥6,000

	5221	 円銀　明治27年	 美	 ¥6,000
	5222	 円銀　明治36年	 極	 ¥5,000

	5223	 円銀　明治36年	 面微当　極	 ¥6,000
	5224	 円銀　明治34年	 少磨き　美	 ¥5,000

	5225	 円銀　明治29年	 青カビ　上	 ¥5,000
	5226	 円銀　明治28年	 少汚れ　極＋/準未	 ¥6,000

	5227	 円銀　大正３年	 上	 ¥5,000
	5228	 竜50銭　明治６年　長年	 佳	 ¥10,000
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	5229	 旭竜５銭　明治３年　２枚	 並〜佳/美	 ¥10,000
	5230	 旭竜５銭　明治４年	 並	 ¥5,000
	5231	 貿易銀　明治９年　NGC-XF　Details	 磨き　上	 ¥40,000

	5232	 円銀　明治３年　NGC-UNC　Details	 磨き・スレ有　美	 ¥18,000
	5233	 円銀　明治11年　PCGS-Genuine	Cleaning	AU	Details	 汚れ　美＋	 ¥25,000

	5234	 円銀　明治21年	 美	 ¥5,000
	5235	 旭竜小型50銭　明治４年　大竜	 上〜美	 ¥40,000

	5236	 円銀　明治３年　PCGS-Genuine	Cleaning	AU	Details	 　洗い　上〜美	 ¥20,000
	5237	 円銀　明治36年　NGC-MS62	 準〜未	 ¥10,000

	5238	 円銀　明治３年	 少磨き　美	 ¥25,000
	5239	 竜20銭　明治７年	 洗い　準〜未	 ¥7,000
	5240	 旭竜10銭　明治３年　明瞭ウロコ	 トーン　準〜未	 ¥8,000
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	5241	 稲５銭白銅　明治38年	 準未	 ¥5,000
	5242	 旭竜小型50銭　明治４年　大竜	 美〜極	 ¥40,000
	5243	 竜20銭　明治８年　前期	 上	 ¥25,000

	5244	 竜20銭　明治21年	 上〜美	 ¥10,000
	5245	 旭竜５銭　明治４年	 美	 ¥30,000
	5246	 竜50銭　明治18年	 上〜美	 ¥12,000
	5247	 出品取消

	5248	 竜20銭　明治20年　	 一部腐食有　未	 ¥5,000
	5249	 竜10銭　明治10年　	 美	 ¥2,000
	5250	 小型50銭　昭和13年	 美＋	 ¥8,000

	5251	 半銭銅貨　明治10年　角ウロコ，波ウロコ　（２種組）	 並/上	 ¥3,000
	5252	 半銭銅貨　明治10年　角ウロコ	 少洗い　美	 ¥20,000
	5253	 半銭銅貨　明治10年　角ウロコ	 面小傷１　美	 ¥12,000

	5254	 円銀　明治27年	 上〜美	 ¥5,000
	5255	 円銀　明治45年	 美＋	 ¥5,000
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	5256	 円銀　明治45年	 美＋	 ¥5,000
	5257	 函館（丸井）陶製切手　50銭　緑字，青字　（２点組）	 美	 ¥5,000
	5258	 円銀　明治３年　PCGS-MS64	 未〜完	 ¥70,000

	5259	 円銀　明治３年　PCGS-MS64	 トーン　準未	 ¥40,000
	5260	 円銀　明治３年　PCGS-MS63	 一部微コスレ　PL	未	 ¥60,000
	5261	 プルーフセット　ワールドカップ　千円銀貨	 未	 ¥5,000
	5262	 プルーフセット　アジア冬季大会　千円銀貨	 未	 ¥15,000

	5263	 稲１銭銅貨　明治32年　PCGS-MS66RD	 未〜完	 ¥12,000
	5264	 半銭銅貨　明治18年　PCGS-MS64RB	 一部黒変　未	 ¥5,000
	5265	 大型５銭白銅　大正６年　PCGS-MS66	 軽トーン　未	 ¥5,000

	5266	 現行10円　昭和33年　PCGS-MS65RB	 準〜未	 ¥8,000
	5267	 現行10円　昭和36年　PCGS-MS64RB	 未	 ¥6,000
	5268	 現行50円　昭和31年　PCGS-MS62	 未	 ¥3,000

	5269	 現行50円　昭和35年　PCGS-MS62	 未	 ¥4,000
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	5270	 現行10円　昭和26年　PCGS-MS64RB	 トーン　極＋	 ¥7,000
	5271	 現行10円　昭和27年　PCGS-MS64RD	 黒点２　未	 ¥7,000
	5272	 現行10円　昭和35年　PCGS-MS65RB	 未	 ¥8,000

	5273	 半銭銅貨　明治10年　角ウロコ	 面傷１　佳〜上	 ¥6,000
	5274	 稲１銭銅貨　大正４年	 輪に小青錆　未	 ¥4,000
	5275	 現行５円　昭和27年	 準〜未	 ¥6,000

	5276	 稲１銭銅貨　明治33年　PCGS-MS66RD	 未〜完	 ¥25,000
	5277	 東京五輪千円銀貨　PCGS-MS66	 未	 ¥6,000
	5278	 竜50銭　明治30〜32年，34〜38年　（８枚組）　返品不可	 平均　佳	 ¥10,000
	5279	 大字５銭　明治４年，竜５銭　明治９年ハネ明（２）　（計３枚組）　返品不可	 並〜佳	 ¥3,000

	5280	 旭竜20銭　明治４年　欠銭　　	 少磨き　上	 ¥3,000
	5281	 稲５銭白銅　明治30，35，37年　（３枚組）　返品不可	 並〜佳	 ¥4,000
	5282	 半銭銅貨　明治12年，２銭銅貨　明治６年　（２点組）	 並/佳〜上	 ¥5,000

	5283	 未発行　ジャワ　10銭錫貨　皇紀2604年	 上〜美	 ¥10,000
	5284	 現行50円　昭和39年　穴ズレエラー	 美	 ¥20,000
	5285	 現行50円　昭和40年　穴ズレエラー	 美	 ¥20,000
	5286	 現行50円　昭和57年　穴ズレエラー	 上	 ¥20,000
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	5287	 現行50円　平成４年　穴ズレエラー	 美	 ¥25,000
	5288	 現行５円　昭和38年　穴ズレエラー	 上	 ¥25,000
	5289	 稲５銭白銅　明治36年	 並	 ¥12,000
	5290	 半銭銅貨　明治10年　角ウロコ	 上〜美	 ¥8,000

	5291	 現行10円　昭和27年　PCGS-MS64RB	 準〜未	 ¥5,000
	5292	 現行10円　昭和30年	 準未	 ¥3,000
	5293	 現行10円　昭和32年　ACCA-MS63RB	 準〜未	 ¥5,000

	5294	 現行100円　昭和32年　ACCA-MS67	 未	 ¥4,000
	5295	 東京五輪千円銀貨　PCGS-MS66	 未	 ¥6,000
	5296	 東京五輪千円銀貨　10枚組　返品不可	 極〜未	 ¥17,000
	5297	 竜50銭　明治６年　長年	 上	 ¥15,000
	5298	 プルーフセット　新幹線開業50周年　千円銀貨	 未	 ¥19,000
	 ※ 5299〜5302は震災復興プルーフセット。	 	
	5299	 １次　千円銀貨	 未	 ¥10,000
	5300	 ２次　千円銀貨	 未	 ¥10,000
	5301	 ３次　千円銀貨	 未	 ¥10,000
	5302	 ４次　千円銀貨	 未	 ¥10,000

	5303	 竜１銭銅貨　明治20年　NGC-MS64RBPL	 トーン　未	 ¥7,000
	5304	 東京五輪千円銀貨　NGC-MS63	 未	 ¥4,000
	5305	 東京五輪千円銀貨　NGC-MS64	 未	 ¥4,500
	5306	 ワールドカップ　千円銀貨　PCGS-ＰＲ69	 PF未	 ¥5,000

5290

5306

5303

5294

5295

5293

5287 52895288

5291
5292

5297

※プルーフセット、ミントセット類（LotNo.5299
　〜 5302,5313 〜 5343）の会場内での下見、及び
　会場での引き渡しは出来ません。引き渡しは後
　日配送のみとなります。ご了承下さい。
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	5307	 国際通貨基金　千円銀貨　PCGS-ＰＲ69	 PF未	 ¥7,000
	5308	 地方自治　静岡　千円銀貨　PCGS-ＰＲ69	 PF未	 ¥6,000
	5309	 地方自治　石川　千円銀貨　PCGS-ＰＲ69	 PF未	 ¥5,500
	5310	 天皇ご即位10万円金貨　平成２年　（箱無し，パック入）	 未	 ¥120,000
	5311	 天皇ご即位10万円金貨　平成２年　（箱無し，パック入）	 未	 ¥118,000
	5312	 皇太子ご成婚５万円金貨　平成５年　（箱無し，パック入）	 未	 ¥59,000
	 ※ 5313〜5319はプルーフセット。	 	
	5313	 長野五輪　１次　（３点）セット	 未	 ¥58,000
	5314	 長野五輪　２次　（３点）セット	 未	 ¥58,000
	5315	 長野五輪　３次　（３点）セット	 未	 ¥58,000
	5316	 ワールドカップ　壱万円金貨（単独）セット	 未	 ¥55,000
	5317	 愛知博　壱万円金貨（単独）セット	 未	 ¥55,000
	5318	 震災復興　２次　壱万円金貨	 未	 ¥100,000
	5319	 震災復興　３次　壱万円金貨	 未	 ¥100,000
	5320	 ワールドカップ　千円銀貨　平成14年　（箱無し，カプセル入）	 PF未	 ¥5,600
	5321	 同上	 PF未	 ¥5,600
	5322	 同上	 PF未	 ¥5,600
	5323	 同上	 PF未	 ¥5,600
	5324	 同上	 PF未	 ¥5,600
	5325	 愛知博　千円銀貨　平成16年　（箱無し，カプセル入）	 PF未	 ¥6,100
	5326	 同上	 PF未	 ¥6,100
	5327	 同上	 PF未	 ¥6,100
	5328	 同上	 PF未	 ¥6,100
	5329	 同上	 PF未	 ¥6,100
	5330	 プルーフセット　愛知博　千円銀貨	 未	 ¥5,500
	 ※ 5331〜5340は地方自治プルーフセット。	 	
	5331	 岐阜　千円　Ａ	 未	 ¥5,300
	5332	 神奈川　千円　Ａ	 未	 ¥5,300
	5333	 愛媛　千円　Ａ	 未	 ¥5,300
	5334	 山形　千円　Ａ	 未	 ¥5,300
	5335	 香川　千円　Ａ	 未	 ¥5,300
	5336	 石川　千円　Ａ	 未	 ¥5,300
	5337	 徳島　千円　Ａ	 未	 ¥5,300
	5338	 福岡　千円　Ａ	 未	 ¥5,300
	5339	 和歌山　千円　Ａ	 未	 ¥5,300
	5340	 長崎　千円　Ａ	 未	 ¥5,300
	5341	 銀行ロール　平成28年　新幹線開業50周年　100円　北海道，秋田，山形，九州　（４種組）	 未	 ¥23,000
	5342	 同上組	 未	 ¥23,000
	5343	 同上組	 未	 ¥23,000

53125310
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	6001	 和同開珎　中字　24.61mm		2.7g　原山一郎氏鑑定書付	 青錆　美	 ¥120,000
	6002	 和同開珎　中字　24.17mm		2.55g	 上	 ¥120,000
	6003	 和同開珎　降和　24.15mm		2.65g	 割継ぎ　劣	 ¥15,000

第４部　穴銭・藩札他
主催：書信館出版（株）

687 ロット　８月６日（土） 午後１時 30 分〜

	6004	 萬年通宝　直通　25.83mm		5.20g　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥50,000
	6005	 神功開宝　長刀　重文　24.93mm		4.40g	 上	 ¥80,000
	6006	 隆平永宝　中字　24.97mm		2.7g	 美	 ¥60,000

	6007	 隆平永宝　小字　24.61mm		2.95g	 青錆　ヒビ有　佳	 ¥5,000
	6008	 富寿神宝　濶縁　23.12mm		4.5g	 青錆　美	 ¥70,000
	6009	 長年大宝　鉛　小字	 ス穴　並	 ¥5,000
	6010	 貞観永宝　張足貞　19.41mm		2.3g	 上	 ¥60,000

	6011	 貞観永宝　張足貞　小字　19.66mm		2.45g	 輪小欠　佳	 ¥55,000
	6012	 鐚銭　元豊通宝　曲尾宝	 並〜佳	 ¥5,000
	6013	 永楽銀銭	 佳	 ¥8,000

	6014	 永楽銀銭　窈字　蛇尾永	 磨き　上	 ¥150,000
	6015	 永楽銀銭	 上	 ¥20,000
	6016	 永楽銀銭　打製	 上	 ¥25,000

6001 6002 6003

60086007 6009 6010

6004 6005 6006

6011 6012 6013

6014 6015 6016
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	6017	 永楽通宝　流永　異書	 佳	 ¥180,000
	6018	 永楽通宝　中正	 刔輪　ヒビ　佳	 ¥80,000
	6019	 永楽通宝　木楽　鋳浚い母銭	 佳〜上	 ¥60,000

	6020	 永楽通宝　中正手　小頭通	 佳	 ¥45,000
	6021	 永楽通宝　窈字	 面少磨き　佳〜上	 ¥5,000
	6022	 永楽通宝　流永正永手	 佳	 ¥220,000

	6023	 長崎貿易銭　元豊通宝　単点通　母銭	 上	 ¥10,000
	6024	 長崎貿易銭　元豊通宝　珍宝　母銭	 ヒビ2カ所　輪鋳不足有　上	 ¥7,000
	6025	 長崎貿易銭　祥符元宝　母銭	 佳〜上	 ¥30,000

	6026	 加治木洪武　襷小武　磁気有	 上	 ¥350,000
	6027	 加治木洪武　土洪武	 佳〜上	 ¥18,000
	6028	 加治木洪武　缶宝洪武	 佳	 ¥18,000

	6029	 慶長通宝　宝頂星手	 佳	 ¥8,000
	6030	 元和通宝　小字	 青錆　並	 ¥15,000
	6031	 金円世宝　圭金	 佳	 ¥18,000

	6032	 大世通宝　挑大系	 並	 ¥5,000
	6033	 大世通宝　２枚組	 佳	 ¥5,000

6017 6018 6019

6020 6021 6022

6023 6024 6025

6026 6027 6028

6029 6030 6031

6032 6033
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	6034	 世高通宝　３枚組	 佳	 ¥5,000

	6035	 島銭　方字手系　元豊通宝	 佳	 ¥5,000
	6036	 島銭　独向手　開元○○	 佳	 ¥5,000
	6037	 島銭　省画手系　乾元重宝	 佳	 ¥5,000

	6038	 島銭　省画手系　大北通宝	 並〜佳	 ¥5,000
	6039	 島銭　省画手　乾元重宝　飜字	 佳	 ¥5,000
	6040	 島銭　削字有背手系　永楽　異永	 佳	 ¥5,000

	6041	 島銭　永楽通宝	 佳	 ¥5,000
	6042	 島銭　不能読（治平元宝？）	 佳	 ¥5,000
	6043	 島銭　不能読	 佳	 ¥5,000
	6044	 出品取消	 	

	6045	 島銭　熈寧元宝	 佳	 ¥5,000
	6046	 古寛永　二水永短宝通削字　兄弟銭　２枚組	 １枚鋳傷　上	 ¥180,000

	6047	 古寛永　二水永広三	 佳	 ¥20,000
	6048	 古寛永　二水永背星	 並〜佳	 ¥20,000
	6049	 古寛永　二水永大字背星	 輪鋳不足有　並	 ¥15,000

6034

6035 6036 6037

6038 6039 6040

6041 6042 6043

6045 6046

6047 6048 6049
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	6050	 古寛永　二水永背星	 佳/上	 ¥10,000
	6051	 古寛永　二水永濶縁母銭	 美	 ¥85,000
	6052	 古寛永　二水永マ頭通	 佳	 ¥5,000

	6053	 古寛永　長門奇永　手本銭　25.3mm	 上	 ¥10,000
	6054	 古寛永　長門麗書　手本銭　25.4mm	 上	 ¥10,000
	6055	 古寛永　長門勁文　手本銭　25mm	 上	 ¥10,000

	6056	 古寛永　長門異永濶字削字	 上	 ¥15,000
	6057	 古寛永　長門奇永削字	 並〜佳	 ¥5,000
	6058	 古寛永　長門勁文削字	 佳	 ¥5,000

	6059	 古寛永　長門麗書削字	 佳	 ¥5,000
	6060	 古寛永　長門裕字異頭通	 並〜佳	 ¥5,000
	6061	 古寛永　長門裕字削字	 佳	 ¥5,000

	6062	 古寛永　長門星文様遒勁	 佳	 ¥5,000
	6063	 古寛永　長門俯永様四ッ目寛	 佳	 ¥5,000
	6064	 古寛永　水戸勁永縮字	 並〜佳	 ¥10,000

	6065	 古寛永　水戸背星刮去母銭	 上	 ¥8,000
	6066	 古寛永　芝細字縮字	 並〜佳	 ¥12,000
	6067	 古寛永　坂本高頭通大濶縁	 並〜佳	 ¥15,000

6050 6051 6052

6053 6054 6055

6056 6057 6058

6059 6060 6061

6062 6063 6064

6065 6066 6067
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	6068	 古寛永　仙台濶字手背濶縁	 佳〜上	 ¥10,000
	6069	 古寛永　仙台五大点	 佳〜上	 ¥13,000
	6070	 古寛永　仙台五大点俯寛	 佳〜上	 ¥13,000

	6071	 古寛永　仙台跋宝降通母銭	 上	 ¥5,000
	6072	 古寛永　仙台三大点	 上〜美	 ¥15,000
	6073	 古寛永　仙台高頭通刔輪母銭	 佳	 ¥15,000

	6074	 古寛永　太細狭寛大様　岡山銭泉譜No.195現品　27.23mm	 美〜極	 ¥250,000
	6075	 古寛永　岡山俯永平永母銭	 上	 ¥10,000
	6076	 古寛永　建仁寺大字母銭	 佳	 ¥10,000

	6077	 新寛永　島屋無背［049］	 佳〜上	 ¥5,000
	6078	 新寛永　天狗寛永［会21］	 佳〜上	 ¥60,000
	6079	 新寛永　繊字小文母銭　25.25mm［030］	 上〜美	 ¥5,000

	6080	 新寛永　縮字背文再刔輪母銭［会76系］	 上	 ¥10,000
	6081	 新寛永　淋手　『穴銭入門』原品［272］	 上	 ¥120,000
	6082	 新寛永　広穿狭永母銭［548］	 美	 ¥6,000

	6083	 新寛永　小菅手縮字母銭［567］	 極	 ¥180,000
	6084	 新寛永　小梅手俯永母銭　『新寛永銭鑑識と手引』原品［295］	 極	 ¥180,000
	6085	 新寛永　鳥取小字母銭　黄味　24.52mm［464］	 極	 ¥150,000

6068 6069 6070

6071 6072 6073

6074 6075 6076

6077 6078 6079

6080 6081 6082

6083 6084 6085

※新寛永の明細末尾にある［］内の数字は『穴銭入門 寛永通宝ー新寛永の部ー』の分類番号、［会］は『新寛永通寳図会』の分類番号です。
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	6086	 新寛永　細字背元　真鍮銭［496］	 美	 ¥70,000
	6087	 新寛永　接郭宝背元　母銭［492系］	 佳	 ¥10,000
	6088	 新寛永　幻足寛　24.8mm［080］	 並	 ¥80,000

	6089	 新寛永　正字勁文細縁銭　銭径25.2mm　内径20.6mm［014系］	 針穴１　並/佳	 ¥8,000
	6090	 新寛永　俗称丸屋銭　母銭　25.6mm［094］	 佳〜上	 ¥20,000
	6091	 新寛永　蛇の目　22.6mm［191］	 佳〜上	 ¥8,000

	6092	 新寛永　日光長字　23.4mm［309］	 佳〜上	 ¥12,000
	6093	 新寛永　鉄銭座銅銭　22.2mm［131］	 佳〜上	 ¥35,000
	6094	 新寛永　マ頭通背仙　24.4mm［199］	 佳〜上	 ¥8,000

	6095	 新寛永　膳所額輪　23.0mm［461］	 上〜美	 ¥45,000
	6096	 新寛永　元文期背佐　鉄銭座母銭　黒色　24.1mm［126］	 佳	 ¥8,000
	6097	 新寛永　膳所額輪母銭［459］	 美	 ¥65,000

	6098	 新寛永　正字背文細縁　25.3/21/19.3mm［会２］	 佳	 ¥8,000
	6099	 新寛永　退点文細縁　25.04/20.50/19mm［045系］	 佳	 ¥12,000
	6100	 新寛永　細字小文断足寛母銭　25.55/20.20/18.40mm［会57系］	 上	 ¥35,000

	6101	 新寛永　縮字広文母銭　25.05/20.30/19.50mm［会76系］	 内郭少当り　佳	 ¥15,000
	6102	 新寛永　縮字勁文無背母銭　25.18/19.8/18.1mm［053］	 佳〜上	 ¥35,000
	6103	 新寛永　和歌山長尾寛　鉄銭［467］	 佳	 ¥30,000

6086 6087 6088

6089 6090 6091

6092 6093 6094

6095 6096 6097

6098 6099 6100

6101 6102 6103
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	6104	 新寛永　亀戸大様母銭［504］	 佳	 ¥68,000
	6105	 新寛永　伏見平永（鍍金跡）母銭仕立　祝座銭？［526］	 上〜美	 ¥15,000
	6106	 新寛永　太田広穿狭永　鋳放母銭［548］	 未	 ¥8,000

	6107	 新寛永　太田広穿狭永　母銭［548］	 外輪荒目縦ヤスリ　未	 ¥8,000
	6108	 新寛永　背足大字母銭　黒色［500］	 上	 ¥25,000
	6109	 新寛永　退点文　母銭［044］	 佳	 ¥10,000

	6110	 新寛永　縮字背文　母銭［038］	 内郭極小ヒビ　佳	 ¥8,000
	6111	 新寛永　細字背文母銭　25.3mm［024］	 佳〜上	 ¥10,000
	6112	 新寛永　仙台異書長通母銭　25.2mm［212］	 佳	 ¥10,000

	6113	 新寛永　正字背文母銭［008］	 上	 ¥10,000
	6114	 新寛永　細字背文母銭［024］	 上	 ¥7,000
	6115	 新寛永　繊字小文母銭［030］	 上	 ¥7,000

	6116	 新寛永　四ッ宝俯頭辵母銭［089］	 上	 ¥17,000
	6117	 新寛永　猿江正字母銭［228］	 背傷有　上	 ¥8,000
	6118	 新寛永　不旧手十万坪　高寛母銭［159］	 上	 ¥8,000

	6119	 新寛永　仙台石ノ巻異書進冠母銭［210］	 面コスレ有　佳〜上	 ¥8,000
	6120	 新寛永　押上小字母銭［355］	 上	 ¥7,000
	6121	 新寛永　伏見手母銭［194］	 上	 ¥50,000

6104 6105 6106

6107 6108 6109

6110 6111 6112

6113 6114 6115

6116 6117 6118

6119 6120 6121
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	6122	 新寛永　伏見手破寛［197］	 佳	 ¥5,000
	6123	 新寛永　日光長字［309］	 佳	 ¥20,000
	6124	 新寛永　佐渡鉄銭座銅銭［131］	 佳	 ¥28,000

	6125	 新寛永　含二水永陰足寛　鉄銭［会315］	 上	 ¥5,000
	6126	 新寛永　輪十宝上印　鉄銭［255］	 佳〜上	 ¥5,000
	6127	 新寛永　小菅厚肉母銭［565］	 極	 ¥5,000

	6128	 新寛永　小字背千　進貝宝　母銭［363］	 佳	 ¥5,000
	6129	 新寛永　安政大字背千母銭［会237系］	 磨き　佳〜上	 ¥8,000
	6130	 新寛永　四文銭　明和小字母銭［583］	 美	 ¥130,000

	6131	 新寛永　四文銭　安政離用通　宝足玉付［621］（要下見）　兄弟銭３枚確認	 佳	 ¥150,000

	6132	 新寛永　四文銭　万延小字母銭３種組（背濶縁、背爪永、無爪永）［624］	 美	 ¥180,000

	6133	 新寛永　四文銭　明和正字母銭　28.89mm［578］	 上	 ¥10,000
	6134	 新寛永　四文銭　南部仰宝母銭［641］	 佳〜上	 ¥6,000
	6135	 新寛永　四文銭　南部仰宝母銭［641］	 輪少欠　佳	 ¥5,000

6122 6123 6124

6125 6126 6127

6128 6129 6130

6131

6132

6133 6134 6135
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	6136	 新寛永　四文銭　ノ字様背イ　鉄銭［676］	 上	 ¥100,000
	6137	 新寛永　四文銭　ノ字様背イ母銭　27.7mm［675］、ノ字様背イ刮去母銭　27.5mm［677］　２種組
	 	 	 上〜美	 ¥800,000

	6138	 新寛永　四文銭　広波背イ　鉄銭［679］	 上	 ¥20,000
	6139	 新寛永　四文銭　水戸仰永母銭　29.1mm［727］	 少焼け　佳	 ¥35,000
	6140	 新寛永　四文銭　水戸広穿母銭［725］	 上〜美	 ¥40,000

	6141	 新寛永　四文銭　水戸深字母銭［729］	 美	 ¥50,000
	6142	 新寛永　四文銭　水戸深字降辵母銭［731］	 美	 ¥50,000
	6143	 新寛永　四文銭　仰宝大様　黄銅　母銭　29.1mm［641］	 未	 ¥18,000

	6144	 新寛永　四文銭　江刺銭　背21波［787］	 上	 ¥12,000
	6145	 新寛永　四文銭　南部彷鋳マ頭通銅銭［649系］	 佳〜上	 ¥10,000
	6146	 新寛永　四文銭　踏潰狭永［会696］	 佳	 ¥3,000

	6147	 新寛永　四文銭　文政離用通　面背刔輪［613］	 佳	 ¥15,000
	6148	 新寛永　四文銭　文政大字［601］	 佳	 ¥5,000
	6149	 新寛永　四文銭　水戸逆ト　鉄銭［704］	 佳	 ¥10,000

	6150	 新寛永　四文銭　水戸小字背ト　鉄銭［722］	 上	 ¥10,000

6136 6137

6150

6138 6139 6140

6141 6142 6143

6144 6145 6146

6147 6148 6149



－ 56 －

	6151	 新寛永　四文銭　盛岡仰宝母銭［641］	 佳	 ¥7,000
	6152	 新寛永　四文銭　南部彷鋳背盛母銭　29.1mm［808系］	 上	 ¥15,000
	6153	 新寛永　四文銭　南部仰宝鋳放し母銭［641系］	 佳	 ¥11,000

	6154	 新寛永　四文銭　彷鋳マ頭通銅銭［649系］	 佳	 ¥6,000
	6155	 新寛永　四文銭　彷鋳大頭通鉄銭［595系］	 湯口少欠　佳	 ¥7,000
	6156	 新寛永　四文銭　南部彷鋳俯永母銭［805系］	 佳	 ¥6,000
	6157	 新寛永　四文銭　安政小字　100枚組［618］　返品不可	 佳	 ¥7,000
	6158	 新寛永　四文銭　明和大頭通　100枚組［595］　返品不可　	 佳	 ¥6,000

	6159	 宝永通宝　深冠　珍場替り４種組　返品不可	 佳〜上	 ¥5,000
	6160	 宝永通宝　浅冠	 並	 ¥5,000
	6161	 天保通宝　旧水戸正字　現本座広郭母銭	 未	 ¥80,000

	6162	 天保通宝　不知　斜珎	 佳	 ¥60,000
	6163	 天保通宝　不知長郭手　白銅と赤銅セット　２種組	 上	 ¥80,000

6151 6152 6153

6154 6155 6156

6160

6161

6162

6163
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	6164	 天保通宝　不知塞頭通	 美	 ¥250,000
	6165	 天保通宝　不知俯頭通大様　49.84mm	 極	 ¥240,000

	6166	 天保通宝　水戸揚足宝［91］	 上	 ¥300,000
	6167	 天保通宝　会津萎字小郭［126］	 美	 ¥350,000

	6168	 天保通宝　秋田小様［130］	 上	 ¥40,000
	6169	 天保通宝　不知細郭手　削字［219］	 上	 ¥150,000

	6170	 天保通宝　本座広郭　白銅質［12］	 美	 ¥5,000
	6171	 天保通宝　薩摩広郭深字　白銅質［28］	 美	 ¥6,000

6164 6165

6166 6167

6168 6169

6170 6171

※天保通宝の明細末尾にある［］内の数字は『天保通宝と類似貨幣カタログ　本編』の分類番号です。
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	6172	 天保通宝　山口曳尾狭天［68］	 美	 ¥8,000
	6173	 天保通宝　福岡離郭［41］	 美	 ¥10,000

	6174	 天保通宝　山口曳尾［54］	 並〜佳	 ¥6,000
	6175	 天保通宝　福岡離郭［41］	 上	 ¥7,000

	6176	 天保通宝　山口曳尾［60］	 佳	 ¥5,000
	6177	 天保通宝　水戸接郭濶縁［97系］	 美	 ¥5,000

	6178	 天保通宝　秋田小様［130］	 並	 ¥10,000
	6179	 天保通宝　不知長郭手長足宝［171］	 佳	 ¥20,000

6172 6173

6174 6175

6176 6177

6178 6179
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	6180	 天保通宝　不知長郭手小点通連玉宝［161］	 美	 ¥20,000
	6181	 天保通宝　不知長郭手覆輪［161］	 佳	 ¥8,000

	6182	 天保通宝　不知長郭手縮形再写し　47.5mm［160］	 上	 ¥5,000
	6183	 天保通宝　不知細郭手容弱［209］	 佳	 ¥15,000

	6184	 天保通宝　山口方字［77］	 上	 ¥5,000
	6185	 琉球通宝　中字［245］	 上	 ¥5,000

	6186	 琉球通宝　中字［238］	 佳	 ¥5,000
	6187	 琉球通宝　半朱［255］	 美	 ¥8,000

6180 6181

6182 6183

6184 6185

6186
6187
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	6188	 琉球通宝　半朱［255］	 上	 ¥6,000

	6189	 琉球通宝　大字［231　並］、中字［245　劣］、小字［253　佳］　３種組	 	 ¥25,000

	6190	 琉球通宝　中字［238］、半朱［255］　２種組	 並〜上	 ¥12,000

	6191	 天保通宝　薩摩広郭浅字短尾通大字　２枚組	 並〜佳	 ¥6,000

6188

6189

6190

6191
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	6192	 天保通宝　薩摩広郭浅字短尾通３種組（小字、ッ不草点、ッ不草点狭田厚肉）	 佳	 ¥6,500

	6193	 天保通宝　薩摩広郭浅字短尾通小字異制	 佳	 ¥6,500

	6194	 天保通宝　薩摩広郭深字３種組（大通、大通摩耗郭、大通手）	 佳	 ¥5,000

	6195	 天保通宝　薩摩広郭深字２種組（大通小字、小頭通）	 佳	 ¥6,000
	6196	 天保通宝　薩摩広郭深字４種組（離足宝、離足宝肥字、離足宝ッ爪点、宝足接輪）　返品不可	 佳〜上	 ¥6,000

6192

6193

6194

6195
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	6197	 天保通宝　薩摩広郭深字３種組（美制細字、美制細字當直冠、美制細字田小字）	 美	 ¥7,000

	6198	 天保通宝　薩摩広郭深字３種組（美制手斜冠、美制手狭斜冠、美制手狭田）	 佳	 ¥5,000

	6199	 天保通宝　薩摩広郭深字２種組（美制手當遒勁當小字深字、美制手當遒勁當広冠無爪田）	 美	 ¥5,000

	6200	 天保通宝　薩摩広郭深字２種組（美制小字ッ陰点、美制小字縮田）	 佳	 ¥7,000

6197

6198

6199

6200
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	6201	 天保通宝　薩摩広郭深字３種組（美制小字濶保狭用、美制小字濶保ッ前爪点、濶字手）	 上	 ¥6,000
	6202	 天保通宝　32枚組（広郭23枚）（返品不可）	 佳〜上	 ¥10,000

	6203	 文久永宝　一文試鋳貨　象牙小箱入	 極	 ¥130,000
	6204	 文久永宝　草文中郭　母銭	 極	 ¥28,000
	6205	 文久永宝　深字手短久　初鋳銭	 上	 ¥7,000

	6206	 文久永宝　白銅銭	 上	 ¥10,000
	6207	 箱舘通宝　母銭	 上	 ¥10,000
	6208	 銅山至宝　当百	 上	 ¥10,000

	6209	 秋田波銭	 上	 ¥20,000
	6210	 秋田鍔銭　短尾	 佳〜上	 ¥7,000

6201

6203 6204 6205

6206 6207

6208

6209
6210
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	6211	 秋田鍔銭　長尾	 美	 ¥10,000
	6212	 秋田鍔銭　長尾	 上	 ¥8,000

	6213	 仙台通宝　母銭　小様	 上	 ¥10,000
	6214	 水戸虎銭　母銭	 極美	 ¥30,000
	6215	 水戸虎銭	 美	 ¥25,000
	6216	 出品取消	 	

	6217	 水戸虎銭　鉄銭　南部鋳	 佳	 ¥5,000
	6218	 会津虎銭	 上	 ¥5,000
	6219	 絵銭　浅間銭　南蛮人翻図　32mm	 上	 ¥18,000

	6220	 絵銭　浅間銭　南蛮人巻雲　43mm	 上	 ¥40,000
	6221	 絵銭　花巻恵美須	 美	 ¥20,000

6211 6212

6213
6214 6215

6217 6218
6219

6220 6221
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	6222	 絵銭　円穴恵美須　背松魚籃	 上	 ¥8,000
	6223	 絵銭　大型向念仏　背三ツ葉葵（新）	 美	 ¥5,000

	6224	 絵銭　打印銭　橋合戦　24.5mm		8.6g	 佳〜上	 ¥6,000
	6225	 絵銭　打印銭　横向大黒　25.5mm		10.8g	 佳〜上	 ¥6,000
	6226	 絵銭　打印銭　猿面大黒　24.9mm		4.9g	 佳〜上	 ¥6,000
	6227	 絵銭　紋切銭　五三桐　24.4mm	9.1g	 上	 ¥5,000

	6228	 絵銭　鏡屋銭　揚羽蝶　25.8mm		9.3g	 面磨き　佳	 ¥15,000
	6229	 絵銭　五位堂銭　14菊紋　大鉄銭	 上	 ¥10,000
	6230	 絵銭　穴一銭　駒曳	 佳	 ¥5,500

	6231	 絵銭　仙台通宝　鼠（新）	 佳	 ¥5,000
	6232	 絵銭　石ノ巻白文恵美須	 上	 ¥5,000
	6233	 絵銭　仙台和同	 上	 ¥5,000

	6234	 絵銭　和同開珎　背恵美須大黒二神（新）　76.7mm		126.3g	 上	 ¥5,000

6222 6223

6224 6225 6226 6227

6228

6229

6230

6231 6232 6233

6234（70％大）



－ 66 －

	6235	 絵銭　和同開珎　鉄銭　101.5mm		199.2g（新）	 上	 ¥5,000
	6236	 絵銭　十福通宝　81.8mm		146.7g（新）	 上	 ¥5,000
	6237	 記念銭　大正通宝　鉄銭　大正天皇即位大典記念　90mm	 佳〜上	 ¥5,000

	6238	 記念銭　勢陽古泉会　英山翁	 上	 ¥5,000
	6239	 絵銭　南部円穴鉄銭　七福神　大型	 佳	 ¥5,000
	6240	 絵銭　隆平永宝　鉄銭　81.0mm	 割継ぎ　劣	 ¥8,000

	6241	 宮銭２種組（福神通宝　大黒、永楽通宝　恵美須）	 佳	 ¥20,000
	6242	 宮銭　恵美須大黒題目　箱付	 上	 ¥5,000

6235（70％大）
6236（70％大）

6237（70％大）

6238
6239

6240

6241 6242



－ 67 －

	6243	 お守り銭　播州赤穂47義士守銭48種組　兵庫貨幣会　返品不可	 上	 ¥15,000
	6244	 お守り銭　八体仏　８種組　返品不可	 上	 ¥10,000

	6245	 福銭　開運通宝　背開運駒	 上	 ¥5,000
	6246	 絵銭　鏡屋銭　大型　ろの字（新）	 佳	 ¥5,000
	6247	 絵銭３種組（山田和同、七福神21波、竹生島［新］）	 佳	 ¥5,000
	6248	 絵銭４種組（船中安全、西行、豊川稲荷、梅松天神［新］）　返品不可	 佳	 ¥5,000

	6249	 絵銭２種組（大黒他）	 佳	 ¥6,000
	6250	 絵銭	 佳	 ¥5,000
	6251	 絵銭２種組（打印銭、紋切銭）	 佳	 ¥5,000
	6252	 鉄絵銭２種組	 並〜佳	 ¥5,000

6243（縮小）

6245

6246
6247

6249

6251

6250

6252（70％大）
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	6253	 久保田藩　慶応　銭五拾文	 佳〜上	 ¥5,000
	6254	 久保田藩　慶応　銭百文	 佳〜上	 ¥5,000
	6255	 久保田藩　慶応　銭拾文預	 佳〜上	 ¥7,000
	6256	 弘前藩　宮崎　銭弐拾八文目	 美	 ¥5,000

	6257	 富くじ　仙台藩　金華山　白馬寺	 上	 ¥12,000
	6258	 富くじ　仙台藩　金華山　八幡寺	 上	 ¥12,000
	6259	 会津藩　銭壱文	 佳	 ¥5,000
	6260	 郡上藩　万延札　一匁	 上	 ¥50,000

	6261	 関宿藩　一匁	 上	 ¥40,000
	6262	 小倉新田藩　米一升	 上	 ¥4,000
	6263	 仙台藩　銭壱貫文　安政無改正印　大型札	 佳〜上	 ¥8,000
	6264	 名古屋藩　金二朱　米七升五合	 上	 ¥15,000

6253 6254 6255 6256

6257 6258 6259 6260

6261 6262 6263 6264
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	6265	 金沢藩　銀五分　元治元年	 佳	 ¥5,000
	6266	 丸岡藩　銀十匁　文政期	 上	 ¥12,000
	6267	 明石藩　銀拾匁　寛延三年　赤大型札	 佳	 ¥6,000

	6268	 姫路藩　百文目　文政３年　会所綿町	 佳	 ¥10,000
	6269	 福山藩　銀一匁　宝暦２年	 佳〜上	 ¥8,000
	6270	 広島藩　一匁　隅屋勘定　弘化４年	 佳	 ¥25,000
	6271	 奈良府札　銭百文　明治元年	 上	 ¥6,000

	6272	 大阪為替会社　金壱両　明治２年	 佳	 ¥25,000

6265 6266 6267

6268 6269 6270 6271

6272
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	6273	 大垣美濃　十万石　銀五分　享保15年　２枚組	 上	 ¥10,000
	6274	 庭瀬藩　永銭五文預　大根屋	 虫穴１　上	 ¥5,000
	6275	 庭瀬藩　永銭十文預　大根屋	 佳〜上	 ¥5,000
	6276	 柳本藩札３種組（一匁、二分、三分）	 佳〜上	 ¥5,000
	6277	 狭山藩　銭百文　天保札	 佳	 ¥7,000

	6278	 狭山藩　銀三匁　天保札	 佳	 ¥7,000
	6279	 林田藩　金一朱預	 佳	 ¥10,000
	6280	 南部藩（盛岡）　金銭預切手　小シミ	 佳	 ¥10,000

	6281	 南部札　銭三百文　田村屋	 佳	 ¥8,000
	6282	 南部札　銭一百文　池田屋	 佳	 ¥10,000

6273 6274 6275 6276 6277

6278 6279 6280

6281 6282
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	6283	 南部札　人足札２種組（半人、三人）	 佳	 ¥6,000
	6284	 真蓮寺御祠堂　御寄附　銀札墨入　赤札	 佳〜上	 ¥6,000
	6285	 御祠堂　金手形　銭百文　白札　墨入	 佳	 ¥12,000
	6286	 河州白木引替役所　銭五百文	 佳	 ¥5,000

	6287	 八尾　銀一匁　三連名札	 佳	 ¥5,000
	6288	 蔵米札　金沢貮拾俵	 虫入り　上	 ¥12,000
	6289	 蔵米札　金沢貮拾俵	 佳〜上	 ¥12,000
	6290	 蔵米札　杵築貮拾俵	 佳〜上	 ¥15,000

62846283 6285 6286

6287 6288 6290
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	6291	 證券　金札　明治五年　日野組高倉社	 小虫　上	 ¥15,000
	6292	 銀札	 佳〜上	 ¥5,000
	6293	 蔵米札　金沢貮拾俵	 虫穴有　美	 ¥5,000
	6294	 蔵米札　金沢貮拾俵	 虫穴有　美	 ¥5,000

	6295	 金沢藩　銭拾貫文	 佳	 ¥6,000
	6296	 金沢藩札２種組（銭一貫文、銭弐百文）	 佳	 ¥5,000

6292 6293 6294

6295 6296

6291（縮小）
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	6297	 太政官札２種組（金壱両、金一朱）	 佳	 ¥5,000
	6298	 美濃中山道大湫宿　木曽谷　御枚塩壱駄	 上	 ¥5,000
	6299	 信州中山道木曽馬籠宿　金壱両	 佳	 ¥5,000

	6300	 通り札　宰木勧進元２種組	 上	 ¥5,000

	6301	 伊勢助精御講出番録　香取法泉寺	 佳	 ¥6,500
	6302	 尾張津島宿寅七月　出番録	 虫穴有　佳	 ¥5,000

	6303	 木札２種組（本板橋　柴刈、光明組　高野山大師講社）	 佳〜上	 ¥5,000

6298
6297 6299

6300

6303

6301（縮小） 6302（縮小）
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	6304	 越後魚沼郡　香具帳元　小岡村	 佳	 ¥8,500
	6305	 近江国　水口駅荷駄手馬壱人　明治19年	 佳	 ¥5,000
	6306	 組改金中村堅田組浅右衛門　天保11年	 虫穴有　佳	 ¥5,000

	6307	 信濃国埴科郡　坂木村　官許蚕糸	 上	 ¥5,000
	6308	 人夫札４ヶ、荷札３ヶ（百荷２ヶ、二十荷１ヶ）　計７種組　返品不可	 佳〜上	 ¥5,000
	6309	 遠州　岡留	 佳〜上	 ¥5,000
	6310	 遠州　岡留	 佳〜上	 ¥5,000

	6311	 富士岡より伊予　養庭おたみ　元治元年、２年　２種組	 上	 ¥5,000
	6312	 南部藩　私札　酒切手　10枚組　返品不可	 美	 ¥50,000
	6313	 京通商司為替会社　銭五百文	 佳	 ¥20,000
	6314	 民部省札　金二朱札	 並	 ¥5,000
	6315	 江戸時代の租税納入書　私札	 一部欠有　上	 ¥10,000

6304 6305 6306

6307 6309 6310

6314
6313

6311

6315（縮小）
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	6316	 三河舟着村釣り銭24文預、三河西尾春米半人　天保八年酉改、三河宿札２種（岡崎宿十六文馬賃預、御油宿人足百文）　
	 	 計４種組　返品不可	 上	 ¥9,000
	6317	 遠州宿札３種（島田限米一合、米二合、向天方村金壱朱）　返品不可	 佳〜上	 ¥4,000
	6318	 木札　方在札　文久二年七月	 美	 ¥4,000
	6319	 島田木札　百文　大字	 美	 ¥5,000
	6320	 島田木札　百文　真文	 美	 ¥5,000
	6321	 島田木札　百文　草文	 美	 ¥5,000
	6322	 島田木札　百文　二重打	 美	 ¥5,000

	6323	 日田県　日向本庄商会所　銭五百文預	 極	 ¥80,000
	6324	 日田県　別府両替所　五銭壱匁	 美	 ¥6,000
	6325	 長崎県札　銭五百文	 美	 ¥15,000
	6326	 長崎県札　銭弐百文	 上	 ¥8,000
	6327	 長崎県札　銭百文	 佳	 ¥7,000

	6328	『大連泉友会拓影』　王琳ほか　1993年　漢文	 佳〜上	 ¥8,000
	6329	『東亜銭志』１〜18巻、補遺２巻　計20巻組　昭和44年	 美	 ¥6,000
	6330	『皇儲御降誕奉祝記念泉帖』田中啓文　昭和９年	 美	 ¥8,000
	6331	『泉の影』銭幣館蔵版	 美	 ¥5,000
	6332	『拓本帳』天顕堂	 美	 ¥5,000
	6333	『珍賞手帖』	 美	 ¥3,000
	6334	『古銭図録』	 佳〜上	 ¥5,000
	6335	『奇抄百円』　寛政元年	 佳	 ¥7,000
	6336	『大川功氏寄贈　日本古金銀貨図録』東京国立博物館　2002年	 美	 ¥7,000
	6337	『世紀と世紀の迫間に』平泉為造・船越康　2000年　函入	 上	 ¥18,000
	6338	『南部貨幣史』水原庄太郎　昭和44年、『昭和古銭価格図譜』小川浩　昭和39年　計２冊組	 佳〜上	 ¥5,000
	6339	『青森銀行史』青森銀行　昭和43年　函入	 並	 ¥8,000
	6340	『佳泉淘泉還暦祝寿泉譜』　函入	 上	 ¥10,000
	6341	『日本貨幣図鑑』郡司勇夫　函入	 上〜美	 ¥18,000
	6342	『日本通貨変遷図鑑』渡辺正次郎　函入	 佳	 ¥5,000
	6343	『日本貨幣図鑑』郡司勇夫　函入	 佳	 ¥5,000
	6344	『改訂　東洋古銭価格図譜』、『天保通宝銭の研究』瓜生有伸、『大正時代の古銭商との文通』ファイル、『新撰　古銭大鑑』、
	 	 銅山記録　羽州秋田郡大阿仁（虫穴有）　計５種組	 並〜佳	 ¥10,000
	6345	『日本通貨変遷図鑑』渡辺正次郎　函入	 上	 ¥5,000
	6346	『日本紙幣大系図鑑』　函入	 上	 ¥5,000
	6347	『民俗銭図説（中国花銭図譜）』　北京　2003年　616頁　漢文	 上〜美	 ¥5,000

6319 6320 6321 6322

6323 6324 6325 6326 6327

	 ［古銭書・道具類］
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	6348	『日本古銭贋造史』瓜生有伸、『古代中世の銭貨』谷巧二、『和銅遺跡』秩父聖神社　計３冊組	 美	 ¥5,000
	6349	『島銭分類泉譜』廣瀬輝夫、『寛永通宝二水永類』名古屋古銭会、『泉志　天保銭地方藩鋳』四国貨幣協会、『符合泉志　初篇拓
	 	 本集』穴銭堂　計４冊組	 佳〜上	 ¥3,000
	6350	『洪武及大中銭泉譜』名古屋古銭会（書込有）、『洪武通宝譜』静岡いづみ会、『符合泉志　初篇拓本集』楽泉会、『貨銭開元補
	 	 遺』大庫隆夫、『余話泉談』谷巧二　計５冊組	 上〜美	 ¥3,000
	6351	『新寛永銭の鑑識と手引』、『洪武及大中銭泉譜』名古屋古銭会、『開元通宝泉譜』、『洪武通宝図譜』　計４冊組
	 	 	 佳	 ¥3,000
	6352	『中国歴代貨幣大系３』隋唐五代十国　上海古籍出版社	 未	 ¥5,000
	6353	『世界の貨幣』日本貨幣調査会、『世界の大型銀貨カタログ（1800〜1945）』平木啓一　計２冊組	 上	 ¥5,000
	6354	『大観通宝分類譜』谷巧二、『元朝宮銭泉譜』遠藤亀松、『萬暦銭考』高木繁司　計３冊組	 佳	 ¥5,000
	6355	『安南泉譜　歴代銭部』三浦吾泉篇（函入）、『新訂天保銭図譜』箱焼け、『天保泉譜』古仙堂　計３冊組	佳〜上	 ¥5,000
	6356	『日本の絵銭』赤坂一郎、『真贋古銭対照譜』椿井琢光、『符合銭鑑識の手引』大下武登、『開元通宝泉譜』日本古銭研究会
	 	 計４冊組	 並〜上	 ¥5,000
	6357	『穴の細道』、『貨幣』東海銀行、『昭和泉譜』別巻（コピー本）　計３冊組	 佳〜上	 ¥5,000
	6358	『符合泉志　原品拓本集』（全）２冊、『宋銭事始』創刊号、２、４号　計５冊組	 上〜未	 ¥5,000
	6359	『乾丘譜』淳豊堂、『貨銭開元』含補遺　２冊　大庫隆夫、『寛永通宝拓本集』菅原直登　計４冊組	 美	 ¥5,000
	6360	『古銭と紙幣』矢部倉吉、『日本の古銭』郡司勇夫、『古銭』瀬戸浩平、『泉志』第二号　四国貨幣研究会、『銭貨譜』第１号　穴銭
	 	 堂　計５冊組	 佳	 ¥5,000
	6361	『銭貨譜』第２号　穴銭堂（カバー無）、『方泉處』11号秋　天保通宝ワールド、『日本の古銭』小川浩、『上州の古札』諏訪頼治、
	 	 『日本のコイン』造幣局泉友会（小シミ）　計５冊組	 並〜佳	 ¥5,000
	6362	『新訂皇朝銭図譜』小川浩　昭和61年、『古銭語事典』大鎌淳正　昭和58年　函入　計２冊組	 上〜美	 ¥5,000
	6363	『改定版　東洋古銭価格図譜』陸原保　昭和46年（小シミ有）、『本邦鐚銭図譜』増尾富房　昭和57年（補修有　写真付）、
	 	 『日本のコイン』中村佐伝治　昭和57年、『貨幣手帳』ボナンザ　昭和57年（補修有）、『世界の現行コイン（1850〜1960）』
	 	 岡政道、『パシフィックオークションギャラリーズ　米国日本』第１回〜第３回（1982〜1983）　計８冊組
	 	 	 並〜佳	 ¥4,000
	6364	『日本貨幣カタログ』日本貨幣商協同組合　1973,75,77-85,87-91,93,94,97-2003（書込有）　計20冊組
	 	 	 並〜佳	 ¥4,000
	6365	『銀座コインオークションカタログ』平成21年〜27年（落札表付）、『名貨コレクションカレンダー』平成22-25年、
	 	 27-28年　計７冊組	 美	 ¥4,000
	6366	『銀座コインオークションカタログ』平成23年〜27年（落札表付）　計５冊組	 美	 ¥4,000
	6367	『江戸コインオークションカタログ』平成23年〜27年（落札表付）　計５冊組	 美	 ¥4,000
	6368	『収集』1989年９月〜12月号、2009年1月号〜2013年12月号　計64冊組	 美	 ¥4,000
	6369	『皇朝銭史』増尾富房、『新訂皇朝銭図譜』小川浩、『昭和古銭価格図譜全』再増補改訂版　小川浩、『日本古貨幣価格譜』小川
	 	 浩、『改訂版東洋古銭価格図譜』陸原保、『新版日本古銭価格図譜』太田保　計６冊組	 並〜美	 ¥5,000
	6370	『新訂天保銭図譜』小川浩　函入、『島銭分類泉譜』広瀬輝夫、『日本古銭贋造史』瓜生有伸、『幕府諸藩天保銭の鑑定と分類』
	 	 瓜生有伸　計４冊組	 佳〜美	 ¥5,000
	6371	『日本通貨変遷図鑑』渡辺正次郎、『日本金貨原色図鑑』太田保、『日本の軍票』寺田近雄、『日本の紙幣軍用手票』堀本正
	 	 計４冊組	 上	 ¥5,000
	6372	『改正増補古銭価格表』大正７年、『日本の古銭』小川浩、『日本近代紙幣総覧』ボナンザ（一部破れあり）、『コイン市況罫線集』
	 	 ボナンザ　計４冊組	 佳〜上	 ¥5,000
	6373	『三貨図彙』草間直方　文献出版　昭和54年	 佳〜上	 ¥10,000
	6374	『古泉』東亜貨幣協会　21号〜45号　計25冊組	 佳	 ¥5,000
	6375	『改訂版古銭の集め方と鑑賞』矢部倉吉、『改訂増補古銭と紙幣収集と鑑賞』矢部倉吉（小シミ有）、『古銭その鑑賞と収集』瀬戸浩平
	 	 （書き込み有）、『図説日本の古銭収集と鑑賞の手引き』郡司勇夫・渡部敦、『大君の通貨幕末円ドル戦争』佐藤雅美、『徳川時
	 	 代の金座』木村荘五　計６冊組	 佳	 ¥5,000
	6376	『貨幣』日本貨幣協会　第６巻１号〜６号、第９巻５号、第11巻3号〜6号、第12巻1号〜第13巻6号、第15巻１号〜第16巻１号、
	 	 第16巻３号〜6号、第17巻4号〜6号、第18巻2号〜４号、6号、第19巻２号、5号、第20巻3号〜第21巻5号、第22巻１号
	 	 〜第25巻6号、第26巻4号〜第30巻6号、第32巻１号〜第34巻5号　計116冊組	 並〜上	 ¥5,000
	6377	『みちのく合同古銭大会記念泉譜』（第４回〜8回、11回、13回、20回〜22回）、『第二回日本貨幣界全国大会記念泉譜』、
	 	 『雑泉平塚聡知命泉譜』平塚聡、『哲泉還暦泉譜』板井哲也、『青森貨幣研究会十周年記念泉譜』、『青森貨幣研究会十五周年記
	 	 念泉譜』　計15冊組	 佳〜上	 ¥5,000
	6378	『方泉處』創刊1号、『コインポット』vol.2新年号、『銭の道』2001年４月号、復刻『貨幣』第９巻　近世後期銭貨類之部　東洋
	 	 貨幣協会、『佳泉淘泉還暦祝寿泉譜』　函入、『田宮虎泉亭古稀祝賀泉譜』、『高橋・松浦古稀祝賀小集』、『第３回日本貨幣界全
	 	 国大会記念泉譜』、『第４回全国合同貨幣大会記念泉譜』、『貨幣商第１回記念泉譜』、『貨幣商第２回記念泉譜』、『貨幣商第３
	 	 回記念泉譜』　計12冊組	 佳〜美	 ¥5,000
	6379	『収集』2003年1-3,5-9,11,12月号、2004年1-5,7-12月号、2005年3-12月号、2006年2-4,6-9,11,12月号、2007年
	 	 1,2,4,5,7-12月号、2009年2,3,5-12月号、『江戸コインオークションカタログ』2010〜2014　計65冊組
	 	 	 並	 ¥2,000
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	6380	『ボナンザ』創刊号　1巻（1、3号）、２巻（1,3,7,9,10,11号）　計９冊組	 補修　並〜佳	 ¥5,000
	6381	『ボナンザ』　３巻（4,7,11号欠）　計９冊組	 補修　書込有　並〜佳	 ¥5,000
	6382	『ボナンザ』　４巻（1,3,8号欠）　計９冊組	 補修　並〜佳	 ¥5,000
	6383	『ボナンザ』　５巻（1号欠）　計11冊組	 書込有　並〜佳	 ¥5,000
	6384	『ボナンザ』　６巻（2号欠）　計11冊組	 並〜佳	 ¥5,000
	6385	『ボナンザ』　７巻　計12冊組	 並〜佳	 ¥5,000
	6386	『ボナンザ』　８巻　計12冊組	 補修有　書込有　並〜佳	 ¥5,000
	6387	『ボナンザ』　９巻　12冊組、『コイン市況罫線表』　計13冊組	 書込有　並〜佳	 ¥5,000
	6388	『ボナンザ』　10巻　計12冊組	 佳	 ¥5,000
	6389	『ボナンザ』　11巻　計12冊組	 佳	 ¥5,000
	6390	『ボナンザ』　12巻　計12冊組	 佳	 ¥5,000
	6391	『ボナンザ』　13巻　計12冊組	 佳	 ¥5,000
	6392	『ボナンザ』　14巻　計12冊組	 佳	 ¥5,000
	6393	『ボナンザ』　15巻　計13冊組（『日本のコインなんでも百科』含む）	 佳	 ¥5,000
	6394	『ボナンザ』　16巻　計12冊組	 佳	 ¥5,000
	6395	『ボナンザ』　17巻　計12冊組（３月号一部破れ有）	 佳	 ¥5,000
	6396	『ボナンザ』　18巻　計12冊組	 佳	 ¥5,000
	6397	『ボナンザ』　19巻　計12冊組	 佳	 ¥5,000
	6398	『ボナンザ』　20巻１号〜9号　計９冊組	 書込有　並〜佳	 ¥5,000
	6399	『ボナンザ』　６巻（1,2,4,5,12号欠）、７巻（8,9号）、９巻（11号）　計10冊組	 並	 ¥5,000
	6400	『ボナンザ』　９巻（4,10,11,12号）、10巻（1,2,3号）、12巻（6,7,8,9,11号）　計12冊組	 書込有　並	 ¥5,000
	6401	『ボナンザ』　19巻（3,10,11号欠）　計９冊組	 佳	 ¥5,000
	6402	 金座絵巻　箱付　幅31cm×長さ９m　要下見	 上	 ¥400,000
	6403	 銭刀　長さ約42cm	 美	 ¥55,000
	6404	 銭刀　長さ約37cm	 上	 ¥25,000
	6405	 銭刀　長さ約50cm	 極	 ¥300,000

※書籍、道具類（LotNo.6328 〜 6430）の会場内
　での下見、及び会場での引き渡しは出来ません。
　書籍、道具類の引き渡しは後日配送のみとなり
　ます。ご了承下さい。

6402（縮小、左は一例）

6403（縮小） 6404（縮小）

6405（縮小）
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	6406	 銭密書入れ　道中差し（江戸）　長さ約38cm	 美	 ¥80,000
	6407	 和同開珎　銭笵	 並	 ¥10,000
	6408	 天保通宝　切継ぎ　母銭（要下見、返品不可）	 美〜極	 ¥35,000
	6409	 天保型別座一分銀（乱れ桜）　鉄製極印　表と裏組（要下見、返品不可）	 極	 ¥130,000
	6410	 古銭鍔　永楽通宝	 上	 ¥150,000
	6411	 古銭鍔　和同開珎や光天など	 上	 ¥80,000
	6412	 天保通宝　栓抜き	 上	 ¥5,000
	6413	 財布　江戸期　４点組	 上	 ¥20,000
	6414	 銭袋　鹿皮	 上	 ¥5,000
	6415	 早道　鹿皮	 上	 ¥5,000
	6416	 早道　鹿皮　宝永通宝	 上	 ¥7,000
	6417	 金枡　三井銀行創立三百年記念　銅製　桐箱入	 美	 ¥5,000
	6418	 両面銭枡　二朱金、一朱銀　墨書「二朱金十両枡」	 極	 ¥7,000
	6419	 矢立　印籠型　武士用　彫金模様入り　古銭付　12cm	 美	 ¥9,000
	6420	 矢立　御所車型公家用　木彫　模様入　23cm	 極	 ¥10,000
	6421	 矢立　筆筒墨壺分離型　書家用　筆付　木製　23cm	 美	 ¥8,000
	6422	 コインケース　桐製　180×83×155mm　皿ローズウッド　30m/m×４ヶ×38枚　計140ヶ	未	 ¥7,000
	6423	 同上	 未	 ¥7,000
	6424	 同上	 未	 ¥7,000
	6425	 分銅　参拾両（1124ｇ）、貮拾両（750ｇ）、十両（374ｇ）×３　計5個組	 上	 ¥50,000
	6426	 分銅　貮拾両	 佳	 ¥10,000
	6427	 分銅　一両、五両　計５個組	 並〜上	 ¥10,000
	6428	 分銅　五拾両	 並	 ¥25,000
	6429	 分銅型両替大黒看板　鉄製　縦22cm　横18.5cm	 佳〜上	 ¥12,000
	6430	 両替看板　縦37.0cm　横22.0cm　厚さ2.5cm	 上	 ¥15,000

6410（縮小）

64086407

6409
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6422（縮小）

6411（縮小）

6428（縮小）

6429（縮小）

6430（縮小）
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	6431	 三字刀　背○	 先端補修　青錆　佳〜上	 ¥80,000
	6432	 宝化	 上	 ¥10,000
	6433	 大布黄千（並）、五行大布（上）　計２種組	 	 ¥5,000
	6434	 契刀五百	 佳	 ¥20,000

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：８月４日（木）必着
FAX 入札締切日：８月４日（木）午後６時到着分まで

郵便入札（Mail  Bid）でご参加の方は…

ご送付先：〒 182 － 0024　東京都調布市布田１－ 26 － 12　ダイアパレス 336 号
FAX：042 － 484 － 6916　書信館出版（株）　

6431

6432

6433

6434
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	6435	 一刀平五千	 美	 ¥200,000
	6436	 空首布	 補修有　佳	 ¥10,000
	6437	 尖足布　平周背五	 佳	 ¥5,000

	6438	 方足布　　	 佳〜上	 ¥5,000
	6439	 方足布　　子	 上	 ¥5,000
	6440	 尖足布　陽人　倒書	 並	 ¥5,000
	6441	 方足布４種組（平陽、安陽大型　面文不鮮明、匋陽　右肩一部欠、羅平）　返品不可	 並〜佳	 ¥10,000

6435

6436

6437

6438 6439

6440
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	6442	 方足布　安陽	 並	 ¥2,500
	6443	 尖足布　武平	 少欠　佳	 ¥5,000
	6444	 尖足布　平周	 佳	 ¥5,000

	6445	 尖足布　大陰	 上	 ¥5,000
	6446	 尖足布　陽人	 佳	 ¥5,000
	6447	 方足布　安陽　大型	 上	 ¥5,000

	6448	 方足布　梁邑	 上	 ¥5,000
	6449	 方足布　襄垣	 掻き傷　佳	 ¥5,000
	6450	 方足布　長子	 佳	 ¥5,000

6442 6443 6444

6445 6446 6447

6448 6449 6450
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	6451	 方足布　文貝	 佳	 ¥5,000
	6452	 方足布　魚陽	 佳	 ¥8,000
	6453	 方足布　匋陽	 佳〜上	 ¥2,500

	6454	 方足布　戈邑	 佳〜上	 ¥7,000
	6455	 有耳布　公	 佳	 ¥6,000
	6456	 刀幣　尖首刀　己	 先端欠　上	 ¥5,000
	6457	 刀幣　円首刀　白人	 佳	 ¥6,000

6451 6452 6453

6454

6455

6456 6457
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	6458	 垣字銭	 佳〜上	 ¥5,000
	6459	 共字銭	 佳〜上	 ¥30,000
	6460	 垣字銭	 佳	 ¥5,000
	6461	 共字銭	 ホツレ　佳	 ¥17,000

	6462	 明邑	 佳〜上	 ¥2,500
	6463	 宝化	 上	 ¥13,000
	6464	 宝四化	 佳〜上	 ¥5,000
	6465	 宝六化	 佳	 ¥6,000

	6466	 先秦半両、秦半両　２種組	 佳	 ¥8,000
	6467	 三銖	 並	 ¥5,000
	6468	 契刀	 佳	 ¥5,000

	6469	 大布黄千	 上〜美	 ¥6,000
	6470	 大貨六銖	 上〜美	 ¥5,000
	6471	 漢興　縦書	 並	 ¥2,500
	6472	 貨布	 美	 ¥5,000

6458 6459 6460 6461

6462 6463
6464 6465

6467 6468

6469

6470

6471

6472

6466
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	6473	 尖足布	 少洗　並	 ¥5,000
	6474	 大布黄千	 青錆　佳〜上	 ¥3,000
	6475	 貨布　５枚組　返品不可	 欠点有　並〜佳	 ¥15,000
	6476	 宝四化　輪欠（並）、大貨六銖（佳）　２種組	 	 ¥5,000

	6477	 魚幣　小型有紋、馨幣　小型有紋　中央部分　２種組	 上	 ¥5,000

	6478	 大和五銖　22.6mm	 輪ホツレ　佳	 ¥5,000
	6479	 五銖銭笵	 佳	 ¥50,000
	6480	 餅貨泉（並）、五行大布（佳）、大泉五百（補修　並）　計３種組	 	 ¥5,000
	6481	 永通万国	 上〜美	 ¥5,000
	6482	 永通万国	 上	 ¥8,000

6473 6474
6476

6477

6478

6481 6482

6479（70％大）

6480
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	6483	 開元通宝　高麗	 外輪難有　並	 ¥5,000
	6484	 乾封泉宝	 佳〜上	 ¥20,000
	6485	 乾封泉宝　大鉄銭　背天	 佳	 ¥10,000

	6486	 乾元重宝　当五十　背重輪	 佳	 ¥5,000
	6487	 順天元宝　背上月	 佳	 ¥10,000
	6488	 順天元宝　背月	 ヒビ有　佳	 ¥5,000
	6489	 南唐開元　100枚組（返品不可）	 佳〜上	 ¥5,000

	6490	 太平通宝　中広穿大様	 佳	 ¥6,000
	6491	 至和通宝　広穿	 佳〜上	 ¥250,000
	6492	 熈寧元宝　蟹熈寧　100枚組（返品不可）	 佳〜上	 ¥8,000
	6493	 紹聖元宝　濶縁中字　真書　泉志正合　母銭　25.16mm		4.1g	 佳	 ¥10,000

	6494	 紹聖元宝　濶縁小字　篆書　母銭　25.11mm		4.1g	 佳	 ¥8,000
	6495	 紹聖元宝　広穿昂宝　本体真書、断画真書、本体篆書　３種組	 佳	 ¥5,000

	6496	 崇寧通宝　小平　計３種組	 上	 ¥15,000

6483 6484
6485

6486 6487 6488

6490 6491 6493

6494 6495

6496
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	6497	 大観通宝　当十	 上	 ¥8,000
	6498	 大観通宝　当十	 上	 ¥5,000

	6499	 大観通宝　当十　41mm	 佳〜上	 ¥5,000
	6500	 大観通宝　当十	 佳	 ¥5,000

	6501	 大観通宝　退大右昂	 佳	 ¥5,000
	6502	 大観通宝　濶大	 佳	 ¥5,000
	6503	 大観通宝　平頭通	 佳	 ¥6,000
	6504	 大観通宝　降通	 佳	 ¥5,000

	6505	 大観通宝　草書　鉄銭	 並〜佳	 ¥5,000
	6506	 政和通宝　文政濶和　真書	 佳	 ¥10,000
	6507	 重和通宝　真書	 上	 ¥35,000

	6508	 淳祐通宝　当百	 少錆　上	 ¥30,000
	6509	 淳祐通宝　当百　小型	 並	 ¥12,000

6497 6498

6499 6500

6501 6502 6503 6504

6505 6506 6507

6508

6509
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	6510	 淳祐通宝　当百　小型	 並〜佳	 ¥12,000
	6511	 符合銭　初篇集（但し紹聖異書篆書欠）　要下見、返品不可	 並〜美	 ¥200,000

	6512	 咸雍通宝	 佳	 ¥5,000
	6513	 大定通宝　長字　銅銭	 上	 ¥5,000
	6514	 大定通宝　四反文	 佳	 ¥5,000

	6515	 泰和重宝	 佳〜上	 ¥10,000
	6516	 至元　居来　15.0mm	 佳	 ¥5,000
	6517	 大元通宝　当十　42.7mm	 上	 ¥7,000

	6518	 大元通宝　当十	 佳	 ¥5,000
	6519	 大元通宝　当十	 佳	 ¥5,000

	6520	 至大元宝　元供養銭	 佳	 ¥10,000
	6521	 至大元宝　19.0mm	 佳	 ¥5,000

6510

6511（一例）

6512 6513 6514

6515 6516 6517

6518 6519

6520 6521
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	6522	 至正通宝　当十　陰起文　45.3mm	 青錆　佳	 ¥10,000
	6523	 至正通宝　当三　背辰	 佳	 ¥10,000
	6524	 至正通宝　当三	 上	 ¥5,000

	6525	 天佑通宝　背一	 並〜佳	 ¥10,000
	6526	 大中通宝　背十	 佳	 ¥5,000
	6527	 大中通宝　背十　45mm	 青錆　佳	 ¥5,000

	6528	 大中通宝　背上十　旋辺	 上	 ¥15,000
	6529	 洪武通宝　背十福	 並〜佳	 ¥10,000

	6530	 洪武通宝　背十一両	 佳	 ¥10,000
	6531	 洪武通宝　背十一両　黒色	 佳	 ¥8,000

6522

6523 6524

6525

6526 6527

6528 6529

6530 6531
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	6532	 天啓通宝　背十一両	 美	 ¥20,000
	6533	 天啓通宝　背十一両	 佳	 ¥5,000

	6534	 天啓通宝　背上十	 佳	 ¥5,000
	6535	 崇禎通宝　戸五	 上	 ¥10,000

	6536	 崇禎通宝　工五	 上	 ¥50,000
	6537	 崇禎通宝　監五	 上	 ¥10,000
	6538	 崇禎通宝　監二	 佳	 ¥5,000

	6539	 崇禎通宝　二	 上	 ¥5,000
	6540	 崇禎通宝　工二	 上	 ¥5,000
	6541	 興朝通宝　背壹分　50mm	 美	 ¥20,000

6532 6533

6534
6535

6536 6537 6538

6539

6540

6541
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	6542	 興朝通宝　背壱分　48.2mm	 上	 ¥5,000
	6543	 興朝通宝　背五厘	 佳	 ¥5,000

	6544	 興朝通宝　背壱分	 佳	 ¥5,000
	6545	 永暦通宝　背壱分　45mm	 佳	 ¥5,000

	6546	 天命通宝	 上	 ¥5,000
	6547	 天命通宝　広穿	 上	 ¥7,000
	6548	 順治通宝　陽一厘　直厂	 佳	 ¥5,000
	6549	 順治通宝　無背缶宝　重点通　25.58mm		3.4g	 佳	 ¥30,000

	6550	 順治通宝　無背狭治　25.84mm		3.9g	 針穴１　佳	 ¥10,000
	6551	 順治通宝　満漢河　宝泉局手　26.87mm		3.8g	 上	 ¥40,000
	6552	 順治通宝　背一	 並	 ¥5,000
	6553	 順治通宝　満漢臨　マ頭通	 佳	 ¥5,000

	6554	 順治通宝　満漢臨　マ頭通	 佳	 ¥5,000
	6555	 順治通宝　満漢河　マ頭通	 佳	 ¥5,000
	6556	 康煕通宝　臣康煕	 上	 ¥5,000

6542

6543

6544 6545

6546 6547 6548 6549

6550 6551 6552 6553

6554 6555 6556
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	6557	 康煕通宝　宝台局	 佳	 ¥5,000
	6558	 康煕通宝　背南月星	 佳	 ¥10,000
	6559	 雍正通宝　宝川局	 佳	 ¥10,000
	6560	 雍正通宝　宝南局	 佳	 ¥10,000

	6561	 雍正通宝　宝浙局　コ頭単点通	 佳	 ¥10,000
	6562	 雍正通宝　宝鞏局　爪マ頭通	 佳	 ¥5,000
	6563	 雍正通宝　宝武局　マ頭単点通	 上	 ¥8,000
	6564	 雍正通宝　宝武局　マ頭重点通	 上	 ¥8,000

	6565	 雍正通宝　宝晋局　重点通　大宝晋	 上	 ¥8,000
	6566	 雍正通宝　宝晋局　重点通　大宝晋背異	 上	 ¥8,000
	6567	 雍正通宝　宝晋局　重点通　ユ頭通広晋	 上	 ¥8,000
	6568	 雍正通宝　宝晋局　重点通　マ頭通斜晋	 上	 ¥8,000

	6569	 雍正通宝　宝晋局　重点通　ユ頭通降晋	 上	 ¥8,000
	6570	 雍正通宝　宝晋局　単点通　異マ頭通方晋	 上	 ¥8,000
	6571	 雍正通宝　宝済局	 上	 ¥5,000

	6572	 雍正通宝　宝昌局　小字、大字　２種組	 上	 ¥6,000
	6573	 雍正通宝　宝南局	 上	 ¥20,000
	6574	 雍正通宝　宝浙局　マ頭通　小字、縮宝　２種組	 上	 ¥8,000

6557 6558 6559 6560

6561 6562 6563 6564

6565 6566 6567 6568

6569 6570 6571

6573

6472

6574
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	6575	 雍正通宝　宝浙局　コ頭単点通	 上	 ¥8,000
	6576	 雍正通宝　宝鞏局　５枚組　返品不可	 上	 ¥15,000
	6577	 雍正通宝　宝鞏局　濶縁　４枚組（１枚中穴１）　返品不可	 上	 ¥12,000
	6578	 雍正通宝　宝泉局　母銭	 上	 ¥80,000

	6579	 雍正通宝　宝川局　３種組	 上	 ¥25,000

	6580	 雍正通宝　宝南局	 佳	 ¥5,000
	6581	 乾隆通宝　三角穿	 上	 ¥5,000
	6582	 乾隆通宝　大宝済	 佳	 ¥5,000
	6583	 乾隆通宝　宝台局	 佳	 ¥5,000

	6584	 乾隆通宝　金隆	 佳	 ¥5,000
	6585	 乾隆通宝　大宝川	 佳	 ¥5,000
	6586	 乾隆通宝　宝浙局　正隆	 佳	 ¥5,000
	6587	 嘉慶通宝　宝黔局　穿上二	 佳	 ¥20,000

	6588	 嘉慶通宝　宝東局　寿嘉慶	 上	 ¥5,000
	6589	 嘉慶通宝　宝源局　勤廠コ頭単点通背下星文　嘉大口	 佳	 ¥5,000
	6590	 嘉慶通宝　宝源局　勤廠コ頭単点通背下星文　嘉小口	 佳	 ¥5,000
	6591	 嘉慶通宝　背天下太平	 少焼け　上	 ¥30,000

6580 6581 6582 6583

6584 6585 6586 6587

6590

6591

6588 6589

6575 6578

6579
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	6592	 道光通宝　背天下太平	 佳	 ¥5,000
	6593	 道光通宝　宝黔局　穿下匕	 佳	 ¥8,000
	6594	 道光通宝　宝黔局　穿上大	 佳	 ¥7,000

	6595	 道光通宝　宝晋局　24.4mm	 佳	 ¥5,000
	6596	 咸豊通宝　宝鞏局　コ頭重点通ス貝宝	 上	 ¥5,000
	6597	 咸豊重宝　当五十　宝泉局　56.1mm［咸譜10A-257］	 上	 ¥5,000

	6598	 咸豊重宝　当五十　宝泉局　56.5mm［咸譜10A-257］	 佳	 ¥5,000
	6599	 咸豊重宝　当五十　宝源局　56.3mm［咸譜10B-80］	 上	 ¥5,000

6592 6593 6594

6595

6596
6597

6598

6599
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	6600	 咸豊重宝　当五十　宝源局　54.2mm［咸譜10B-81］	 佳	 ¥5,000
	6601	 咸豊元宝　當五百　毛彫銭［咸譜10A-292］	 上	 ¥50,000

	6602	 咸豊重宝　当五十　宝泉局［咸譜10A-309］	 上	 ¥5,000
	6603	 咸豊通宝　詩銭　原	 上	 ¥10,000
	6604	 咸豊元宝　当百　宝泉局　背月星［咸譜10A-311］	 上	 ¥5,000

	6605	 咸豊元宝　当千　宝泉局　毛彫銭［咸譜10A-299］	 上	 ¥10,000
	6606	 咸豊重宝　当五十　宝源局［咸譜10B-77］	 佳	 ¥5,000

6600 6601

6602

6603

6604

6605

6606
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	6607	 咸豊元宝　当百　宝源局［咸譜10B-85］	 佳	 ¥5,000
	6608	 咸豊元宝　当五十　宝泉局［咸譜10A-269］	 佳	 ¥5,000

	6609	 咸豊重宝　当五十　宝直局　毛彫銭［咸譜10C-29］	 美	 ¥20,000
	6610	 咸豊元宝　当百　宝泉局　背月星［咸譜10A-311］	 上	 ¥8,000

	6611	 咸豊元宝　当百　宝武局［咸譜10R-25］	 上	 ¥15,000
	6612	 咸豊元宝　当百　宝陝局［咸譜10I-27］	 佳	 ¥8,000

6607
6608

6609 6610

6611 6612
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	6613	 咸豊元宝　当百　宝鞏局　直刀［咸譜10J-28］	 佳	 ¥8,000
	6614	 咸豊元宝　当百　伊犂局　赤銅［咸譜10b-12］	 上	 ¥10,000

	6615	 咸豊通宝　当百　宝福局　201g［咸譜10P-28］	 割れ　佳	 ¥5,000
	6616	 咸豊通宝　当二十　宝福局［咸譜10P-25］	 上	 ¥5,000

	6617	 咸豊通宝　当百　宝福局　72.5mm		179g［咸譜10P-28］	 上	 ¥30,000

6613 6614

6615

6616

6617
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	6618	 咸豊重宝　当五十　宝福局　計重二両五銭［咸譜10P-41］、当二十　計重一両［咸譜10P-39］×２　計３枚組
	 	 	 上	 ¥20,000

	6619	 咸豊元宝　当五百　宝泉局　月星銭、咸豊元宝　当百　月星銭、咸豊重宝　当五十　月星銭　計３枚組
	 	 ［咸譜10A-315,311,309］	 上	 ¥25,000

6618

6619
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	6620	 咸豊元宝　当五百　宝泉局［咸譜10A-291］	 上	 ¥9,000
	6621	 咸豊元宝　当千　宝泉局　民鋳？	 並	 ¥9,000

	6622	 咸豊重宝　当五十　宝昌局　毛彫銭　２枚組［咸譜10N-12］	 上	 ¥12,000

	6623	 咸豊通宝　宝福局３種組（当十、当二十、当五十）［咸譜10P-24,25,26］	 佳	 ¥20,000

6620
6621

6622

6623
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	6624	 咸豊通宝　背天下太平	 上	 ¥10,000
	6625	 咸豊通宝　厭勝銭　背大利　30.1mm	 上	 ¥20,000
	6626	 光緒通宝　宝源局　母銭　マ重点通ハ貝宝	 上	 ¥20,000

	6627	 太平天国　背横聖宝　当五十	 上	 ¥80,000
	6628	 天国　背聖宝　狭字	 上	 ¥20,000
	6629	 理陽公司　代用貨	 並	 ¥5,000

	6630	 中国絵銭　天師福宝	 佳	 ¥20,000
	6631	 中国絵銭　天命皇宝　満文	 佳	 ¥5,000

	6632	 中国絵銭　雍正通宝　背龍（新）	 佳〜上	 ¥5,000

6624
6625

6626

6627 6628

6629

6630

6631

6632
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	6633	 中国絵銭　正徳通宝　背大福（新）	 佳	 ¥5,000
	6634	 中国絵銭　道光通宝　天下太平（新）	 上	 ¥5,000
	6635	 中国絵銭　一本萬利（新）	 上	 ¥5,000

	6636	 中国絵銭　咸豊通宝　満漢薊　29.2mm	 上	 ¥10,000
	6637	 中国絵銭　蟹型　長命富貴	 佳	 ¥5,000

	6638	 中国絵銭　車輪型	 上	 ¥8,000
	6639	 中国絵銭　双魚両面型　92mm		302g	 上	 ¥30,000

	6640	 中国絵銭　亀鶴齢寿	 上	 ¥15,000

6633

6635

6634

6636
6637

6638

6640

6639（70％大）
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	6641	 中国絵銭　長命富貴　背福寿	 上	 ¥10,000
	6642	 中国絵銭　裕民通宝　工壹両	 佳	 ¥5,000

	6643	 中国絵銭　周元通宝　背龍仙人	 上	 ¥5,000
	6644	 中国絵銭　雷局	 並〜佳	 ¥5,000

	6645	 中国絵銭　金玉満堂（新）、六僧十二支（新）　２種組	 佳	 ¥5,000
	6646	 中国絵銭　黄金万両　獅子舞図	 佳	 ¥5,000

	6647	 中国絵銭　十二支八卦	 佳	 ¥5,000
	6648	 中国絵銭　桃型　天子万年	 並〜佳	 ¥5,000
	6649	 中国絵銭　連中三元	 佳〜上	 ¥5,000

6641 6642（70％大）

6643
6644

6647 6648

6645（一例）

6646
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	6650	 中国絵銭　大様　北斗七星と亀	 佳	 ¥5,000
	6651	 中国絵銭　咸豊通宝鉄銭　当百　宝福局　69.6mm		218g	 佳	 ¥7,000
	6652	 中国絵銭　乾隆元年　147mm		975g（新）	 美	 ¥10,000

	6653	 中国絵銭　十二支２枚組　52.1mm、65.2mm	輪鋳不足	 並	 ¥5,000
	6654	 中国絵銭　五子登科　49.4mm	 佳	 ¥5,000

	6655	 中国絵銭　満文　42.9mm	 上	 ¥5,000
	6656	 中国絵銭２種組　駆邪　40.5mm、文星　42.1mm	 佳〜上	 ¥5,000
	6657	 中国絵銭　十二支　３種組　45.8mm、44.9mm、43.3mm	 上〜美	 ¥6,000
	6658	 中国絵銭２種組（双魚、一日千里背馬）、朝鮮別銭　鳳儀薫殿		計３種組	返品不可	１枚メタル穴　並〜佳	 ¥5,000
	6659	 絵銭２種組（別銭、中国白義絵銭）　返品不可	 佳〜上	 ¥5,000
	6660	 中国絵銭５種組（康煕重宝　補修有　他）　返品不可	 並〜佳	 ¥5,000
	6661	 中国絵銭６種組（順風大吉他）　返品不可	 佳〜上	 ¥8,000
	6662	 中国絵銭８種組（八卦銭他）　返品不可	 佳〜上	 ¥8,000
	6663	 中国絵銭５種組（環付他）　返品不可	 佳	 ¥5,000
	6664	 中国絵銭６種組（天賜官福他）　返品不可	 新含む　１枚ヒビ　並〜佳	 ¥5,000
	6665	 中国絵銭９枚組　返品不可	 並〜佳	 ¥7,000

6651（70％大）
6652（40％大）

6653-1（70％大） 6654

6655

6656
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	6666	 十銭通宝	 上〜美	 ¥70,000
	6667	 十銭通宝	 佳	 ¥70,000

	6668	 常平通宝　折二　総盈　母銭	 輪ヒビ有　佳	 ¥8,000
	6669	 常平通宝　折二　戸寒　母銭	 並〜佳	 ¥5,000

	6670	 常平通宝　戸大當百　母銭	 極	 ¥80,000
	6671	 常平通宝　訓吉左一右月　母銭	 上	 ¥20,000
	6672	 常平通宝　訓吉左九　母銭	 上	 ¥20,000

	6673	 常平通宝　訓吉右六　母銭	 上	 ¥20,000
	6674	 常平通宝　戸三右九点戸　錫母銭	 上	 ¥25,000
	6675	 常平通宝　開一左月　母銭	 郭内小ヒビ　上	 ¥6,000

	6676	 常平通宝　戸大當百　母銭	 美	 ¥10,000
	6677	 常平通宝　平七連銭　母銭	 上	 ¥15,000

6666 6667

6668 6669

6670

6671 6672

6673 6674 6675

6676
6677
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	6678	 常平通宝　均四当五　母銭　連銭切断	 美	 ¥15,000
	6679	 常平通宝　戸生　母銭　一から十まで揃い　計10種組　返品不可	 美	 ¥28,000
	6680	 朝鮮別銭　五嶽真形図	 上	 ¥6,000

	6681	 朝鮮別銭２種組（九五福康寧、水得女汝月於日明［新］）	 上	 ¥5,000

	6682	 安南　景興通宝　大銅銭　重輪大様	 上	 ¥5,000
	6683	 広和通宝　母銭	 美	 ¥25,000
	6684	 明命通宝　当十	 佳	 ¥8,000

	6685	 嗣徳宝鈔　準六十文	 佳	 ¥15,000
	6686	 天朝通宝　背逆永	 ス穴２　並〜佳	 ¥5,000
	6687	 安南不知銭　大義通宝	 佳	 ¥5,000

6678 6680

6682

6683

6684

6685

6686
6687

6681
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	 ★	 中国	 	
	8001	 パンダ　５元金貨　1992　KM391	 UNC	 ¥5,000
	8002	 パンダ　10元金貨　1988　KM184	 UNC	 ¥10,000
	8003	 パンダ　10元金貨　1997　KM987	 EF	 ¥10,000
	8004	 パンダ　1/4オンス金貨　1982　Ｙ41	 PF	UNC	 ¥25,000
	8005	 パンダ　５元金貨　1988　KM221　NGC-PF67　ULTRA　CAMEO	 PF	UNC	 ¥6,000

第５部　外国貨幣
主催：書信館出版（株）

411ロット　８月７日（日）	午前９時〜

	8006	 インドネシア　100，000ルピア　1974　コモドドラゴン　KM41	 UNC	 ¥118,000
	8007	 韓国　ソウル五輪　50，000ウォン金貨　1986　KM59	 ケース劣化　PF	UNC	 ¥120,000

	8008	 ハンガリー　100コロナ金貨　1908　KM491　再鋳貨	 AU～UNC	 ¥130,000
	8009	 米国　20ドル金貨　1924　女神立像　KM131	 EF	 ¥130,000

	8010	 米国　10ドル金貨　1911　インディアン　KM130	 VF～EF	 ¥60,000
	8011	 エジプト　100ピアストル金貨　1929　KM354	 VF＋	 ¥27,000
	8012	 オーストラリア　ソヴリン金貨　1887-Ｓ　KM７	 少スレ　VF～EF	 ¥28,000
	8013	 マン島　1/10オンス金貨　1990　ペニーブラック　KM不明　NGC-PF70	 PF	UNC	 ¥10,000

8001 8002 8003 8004 8005

8006 8007

8008 8009

8010 8011 8012 8013
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	8014	 米国　イーグル　1/10オンス・プラチナ　2004　KM364　NGC-PF70	 PF	UNC	 ¥9,000
	8015	 英領バージン諸島　100ドル金貨　1981　KM32　NGC-PF69	 PF	UNC	 ¥18,000
	8016	 スイス　現代射撃祭　500フラン金貨　1998　シュヴィーツ　KM-Ｓ53	 PF	UNC	 ¥80,000

	8017	 フランス　20フラン金貨　1851-A　セレス　KM762	 EF	 ¥30,000
	8018	 米国　10ドル金貨　1886　女神　KM102　PCGS-AU58	 EF	 ¥70,000
	8019	 カナダ　10ドル金貨　1913　KM27　NGC-MS63	 UNC	 ¥150,000

	8020	 英国　プルーフセット　1/2Ｓ，１Ｓ，２Ｐ（金貨３点入）　1993　KM-PS87	 PF	UNC	 ¥140,000
	8021	 カナダ　300ドル金貨　2002　KM501	 PF	UNC	 ¥150,000

	8022	 シエラレオネ　カラー金貨　100ドル（２），500ドル　2003　（３種）セット　鉄腕アトム，他　KM未載（要下見）
	 	 	 PF	UNC	 ¥200,000
	8023	 古代ギリシャ　アッテカ　アテネ　テトラドラクマ銀貨　449-413BC　アテナ神/フクロウ　17.09ｇ
	 	 Sear2526	 VF	 ¥85,000
	8024	 パルチア王国　ドラクマ銀貨　121-91BC　ミトラダテス２世　NGC-AU	 洗い　EF	 ¥10,000

8014
8015 8016

8017

8018 8019

8020（50％大） 8021（50％大）

8022
（60％大）

8023

8024
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	8025	 インド・キダ－ラ　スターテル金貨　５世紀初期　不明王　国王左向立像　7.82ｇ　Mitch3697	 VF	 ¥35,000
	8026	 セルジューク朝　ディナール金貨　1038-1063　トゥグリル・ベク　ニシャプール鋳　Album1665
	 	 	 少歪み　Ｆ＋	 ¥20,000
	8027	 オーストリア　ダカット金貨　1854-Ａ　KM2263	 少歪み　VF	 ¥24,000
	8028	 ドイツ・フランクフルト　ゴールド・グルデン金貨　1491-1493　Fr940	 Ｆ～VF	 ¥40,000

	8029	 イラン　2000ディナール金貨　AH1329　KM1066	 少歪み　VF	 ¥10,000
	8030	 オランダ・ユトレヒト　デュカトン　1785　KM92	 VF	 ¥7,000
	8031	 チェコスロバキア　50コルン　1968　KM65	 UNC	 ¥4,000

	8032	 ドミニカ　５フラン　1891-Ａ　KM12	 洗い・頬少スレ　EF	 ¥10,000
	8033	 英国　クラウン　1889　ジュビリー　KM765	 トーン　EF	 ¥12,000

	8034	 ドイツ・ザクセン　２ターラー　1858　KM1195	 少コスレ　VF	 ¥17,000
	8035	 スイス　５フラン　1936　軍備資金　KM41	 UNC	 ¥4,000

	8036	 ポルトガル　エスクード　1915　KM564	 VF～EF	 ¥5,000
	8037	 ポルトガル　エスクード　1916　KM564	 少磨き　VF	 ¥4,000

8025 8026 8027 8028

8029 8030 8031

8032 8033

8034 8035

8036 8037
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	 ★	 ブラジル	 	
	8038	 960レイス　1810-Ｒ　KM307	 VF	 ¥5,000
	8039	 960レイス　1813　KM307	 VF	 ¥5,000

	8040	 960レイス　1816-Ｒ　KM307	 VF	 ¥5,000
	8041	 960レイス　1820-Ｒ　KM326	 Ｆ～VF	 ¥4,000

	8042	 米国　モルガンダラー　1883-Ｏ　KM110	 AU～UNC	 ¥4,500
	8043	 米国　モルガンダラー　1904-Ｏ　KM110	 UNC	 ¥5,000

	8044	 英国　クラウン　1887　ジュビリー　KM765	 頬にコスレ　AU	 ¥15,000
	8045	 ロシア　ルーブル　1896　戴冠式　Ｙ60	 AU	 ¥20,000

	8046	 英国　貿易銀　１ドル　1898Ｂ（磨き有），99Ｂ　KMＴ５　（２枚組）	 VF/EF	 ¥10,000

8038 8039

8040 8041

8042 8043

8044 8045

8046



－ 110 －

	 ★	 中国	 	
	8047	 袁世凱　壱円　民国３年　Ｙ329　（３枚組）	 VF～VF＋	 ¥15,000

	8048	 袁世凱　壱円　民国９年　Ｙ329	 強青錆有　EF	 ¥4,000
	8049	 袁世凱　壱円　民国９年　Ｙ329	 少青錆　EF	 ¥5,000

	 ★	 ドイツ	 	
	8050	 バイエルン　５マルク　1875　KM502	 Ｆ	 ¥4,000
	8051	 バイエルン　５マルク　1902　KM512	 Ｆ～VF	 ¥4,000

	8052	 ハンブルク　５マルク　1876　KM287	 Ｆ	 ¥4,000
	8053	 ハンブルク　５マルク　1907　KM293	 VF	 ¥5,000

	8054	 ヘッセン・ダルムシュタット　５マルク　1904　KM373	 EF	 ¥13,000
	8055	 プロシア　５マルク　1876-Ａ　KM503	 Ｆ	 ¥4,000

8047

8048 8049

8050 8051

8052 8053

8054 8055
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	8056	 プロシア　５マルク　1895　KM523	 VF	 ¥3,000
	8057	 プロシア　５マルク　1914　KM536	 VF～EF	 ¥4,000

	8058	 ザクセン　５マルク　1876　KM1237	 VF	 ¥5,000
	8059	 ザクセン　５マルク　1902　KM1246	 VF	 ¥7,000

	8060	 ザクセン　５マルク　1904　KM1258	 VF	 ¥7,000
	8061	 ザクセン　５マルク　1914　KM1266	 VF＋	 ¥6,000

	8062	 ヴュルテンベルク　５マルク　1874　KM623	 Ｆ	 ¥4,000
	8063	 ヴュルテンベルク　５マルク　1895　KM632	 VF	 ¥4,000

	 ★	 スイス	 	
	8064	 ５フラン　1851　女神座像　KM11	 Ｆ～VF	 ¥20,000
	8065	 ５フラン　1907　女神頭像　KM34	 少磨き　VF	 ¥12,000

8056 8057

8058 8059

8060 8061

8062 8063

8064 8065
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	8066	 ５フラン　1925　KM38	 少スレ有　EF	 ¥7,000
	 ★	 オーストラリア　　	 	
	8067	 ２ドル（２オンス銀貨）　1992　カワセミ　KM179	 UNC	 ¥4,000

	8068	 ２ドル（２オンス銀貨）　1993　カワセミ　KM179	 UNC	 ¥4,000
	8069	 ２ドル（２オンス銀貨）　1995　カワセミ　KM261	 UNC	 ¥4,000
	8070	 ２ドル（２オンス銀貨）　2001　蛇年　KM536	 UNC	 ¥4,000

	 ★	 米国	 	
	8071	 モルガンダラー　1885-Ｏ　KM110	 UNC	 ¥5,000
	8072	 モルガンダラー　1898-Ｏ　KM110	 UNC	 ¥5,000

	 ★	 仏領インドシナ	 	
	8073	 ピアストル　1886　KM５	 VF	 ¥4,000
	8074	 ピアストル　1921（Ｓ）　KM５ａ.2	 EF	 ¥4,000

8066
8067

8068 8069

8071 8072

8073 8074

8070
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	8075	 韓国　500ウォン　1970　仏像　KM12	 PF	UNC	 ¥16,000
	8076	 ブータン　３ルピー銀貨　1966　KM32ａ	 PF	UNC	 ¥3,000

	8077	 セイロン　５ルピー　1957　釈迦生誕　KM126	 PF	UNC	 ¥6,000
	8078	 英国　クラウン　1845　KM741	 F ～VF	 ¥20,000

	 ★	 ドイツ	 	
	8079	 バーデン　５マルク　1876　KM263	 VF	 ¥6,000
	8080	 バーデン　５マルク　1902　KM273	 VF＋	 ¥11,000

	8081	 バーデン　５マルク　1902　KM274	 Ｆ～VF	 ¥7,000
	8082	 バーデン　５マルク　1906　KM277	 VF＋	 ¥13,000
	8083	 オーストラリア　カワセミ　１ドル（１オンス銀貨）　1990～1999（10種）　パースミント　100周年ケース入
	 	 	 UNC	 ¥22,000

8075 8076

8077 8078

8079 8080

8081 8082

8083
（縮小）
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	8084	 香港　壱円　1868　女王　KM10	 スレ有　VF	 ¥40,000
	8085	 英国　クラウン　1890　KM765	 EF	 ¥15,000

	8086	 パラグアイ　１ペソ　1889　KM５	 少磨き　VF＋	 ¥16,000
	8087	 ニカラグア　コルドバ　1912　KM16	 VF＋	 ¥15,000

	8088	 ニカラグア　50センタボ　1912　KM15	 EF	 ¥5,000
	8089	 英国　貿易銀　１ドル　1899-Ｂ　KMＴ５	 縁微当　EF	 ¥8,000

	 ★	 英国	 	
	8090	 ２フローリン　1887　アラビア１　KM763	 面微当　VF＋	 ¥5,000
	8091	 ６ペンス　1816　ジョージ３世　KM665	 EF	 ¥6,000
	8092	 クラウン　1935　ジョージ５世　KM842	 AU	 ¥6,000

	8093	 アンギラ　自由ドル　1967　（台・メキシコ）　KM-Ｘ＃２	 VF	 ¥4,000

8084 8085

8088 8089

8090 8092
8091

8093

8086 8087
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	8094	 米国　貿易銀　１ドル　1874-Ｓ　KM108	 チョップ１　VF	 ¥6,000

	 ★	 中国	 	
	8095	 四川銀幣　壱円　民国元年　Ｙ456　（民に点有，無　２種組）	 VF	 ¥6,000

	8096	 袁世凱　壱円　民国10年　Ｙ329	 少傷有　VF	 ¥4,000
	8097	 孫文　ジャンク壱円　民国22年　Ｙ345	 VF	 ¥5,000

	8098	 北洋造　光緒元寶　七銭二分　34年　Ｙ73	 縁当・軽腐食有　VF	 ¥5,000
	8099	 フランス領ソマリーランド　５フラン・アルミ　1948　ピェフォー　KM-PE３	 EF＋	 ¥5,000

	8100	 フランス　試作　10フラン・アルミ青銅　1929　女神　Gad-791　エッセイ　NGC-MS65	 FDC	 ¥5,000
	8101	 東インド会社　１ルピー　1840（Ｂ）　KM457.1　PCGS-AU55	 EF	 ¥6,000

8094

8095

8096 8097

8098 8099

8100
8101
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	8102	 インド　１ルピー　1901（Ｃ）　KM473　NGC-MS61	 EF	 ¥4,000
	8103	 スイス　５フラン　1851-Ａ　女神座像　KM11	 軽カキ傷　VF～EF	 ¥25,000

	8104	 ブラジル　100レイス　1834　KM452	 カキ傷有　Ｆ～VF	 ¥3,000
	8105	 ロシア　20カペイク　1855　Ｃ165	 VF	 ¥3,000
	8106	 海峡植民地　１ドル　1907　KM26	 VF＋	 ¥3,000

	8107	 中国　袁世凱　中円　民国３年　Ｙ328	 縁傷・スレ有　VF	 ¥6,000
	8108	 フランス　５フラン　1874-Ｋ　KM820	 Ｆ～VF	 ¥3,000

	8109	 米国　１ドル　1871　女神座像　KM100	 少磨き　VF	 ¥20,000
	8110	 カナダ　１ドル　1936　KM31	 EF	 ¥2,500

	8111	 ドイツ　ヴュルテンベルク　５マルク　1908-Ｆ　KM632	 VF＋	 ¥6,000
	8112	 英国　６Ｐ，１Ｓ，FL，２FL，クラウン	1887　KM759，761，762，763，765（５点組）	返品不可	 VF	 ¥9,000

8102 8103

8104
8105

8107 8108

8109 8110

8111

8106
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	8113	 インド　１ルピー　1893　KM492	 VF～EF	 ¥2,000
	 ★	 ドイツ	 	
	8114	 プロシア　３マルク　1910　ベルリン大学　KM530	 縁小当　EF＋	 ¥5,000
	8115	 プロシア　５マルク　1913-Ａ　KM536	 面少スレ　EF	 ¥5,000

	8116	 ヴュルテンベルク　３マルク　1911　銀婚式　KM636	 UNC	 ¥6,000
	8117	 ワイマール　５マルク　1927-Ｇ　樫の木　KM56	 EF	 ¥10,000

	 ★	 スイス　射撃祭	 	
	8118	 ５フラン　1865　シャフハウゼン　KM-Ｓ８	 少磨き　VF	 ¥7,000
	8119	 ５フラン　1879　バーゼル　KM-Ｓ14	 EF	 ¥8,000

	8120	 50フラン　1987　グラルス　KM-Ｓ28	 PF	UNC	 ¥8,000

	 ★	 米国　記念貨	 	
	8121	 アラバマ　1/2ドル　1921　KM148.2	 EF ～AU	 ¥12,000
	8122	 カリフォルニア　1/2ドル　1925　KM155	 EF	 ¥8,000
	8123	 バーモント　1/2ドル　1927　KM162	 EF	 ¥10,000

8113
8114 8115

8116 8117

8118 8119

8120

8121 8122 8123
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	　　★	神聖ローマ帝国	 	
	8124	 フェルディナント大公　ターレル　ND　Ｄ8097	 Ｆ～VF	 ¥20,000
	8125	 マキシミリアン大公　ターレル　1614　KM188.1	 Ｆ～VF	 ¥30,000

	8126	 オーストラリア領ネーデルランド　デュカトン　1753　KM８	 小黒錆有　VF	 ¥18,000
	 ★	 中国　新疆省	 	
	8127	 餉銀五銭　AH1329　中央星　Ｙ31	 Ｆ	 ¥4,000

	8128	 餉銀五銭　AH1329　中央星　Ｙ31	 Ｆ＋	 ¥4,000
	8129	 キューバ　スーベニル・ペソ　1897　KM-ＸＭ２	 EF	 ¥20,000

	 ★	 仏領インドシナ	 	
	8130	 ピアストル　1885　KM５	 Ｆ～VF	 ¥5,000
	8131	 ピアストル　1887　KM５	 軽スレ　VF	 ¥5,000

	8132	 ピアストル　1888　KM５	 VF＋	 ¥6,000
	8133	 ピアストル　1889　KM５	 VF	 ¥5,000
	8134	 ピアストル　1894　KM５	 Ｆ～VF	 ¥5,000

8132 8133

8130 8131

8126 8127

8124 8125

8134

8128 8129
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	8135	 ピアストル　1895　KM５	 VF	 ¥4,000
	8136	 ピアストル　1910　KM５ａ.1	 VF＋	 ¥8,000
	 ★	 英　国	 	
	8137	 シリング　1816　KM666	 洗い　EF	 ¥10,000
	8138	 シリング　1817　KM666	 EF+	 ¥12,000

	8139	 1/2クラウン　1887　KM764	 EF	 ¥6,000
	8140	 クラウン　1819LIX　ジョージ３世　KM675	 VF	 ¥25,000

	8141	 クラウン　1887　KM765　CGS-75	 EF＋	 ¥14,000
	8142	 クラウン　1889　KM765	 軽スレ　EF	 ¥15,000

	 ★	 ドイツ	 	
	8143	 フランクフルト　２グルデン　1848　ヨハン大公　KM338	 EF	 ¥13,000
	8144	 ハノーファー　ターラー　1861-Ｂ　KM230	 UNC	 ¥18,000
	8145	 プロシア　ターラー　1861-Ａ　銀婚式　KM488	 AU～UNC	 ¥10,000

8135 8136

8137 8138

8139 8140

8141

8142

8143
8144 8145
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	8146	 ババリア　５マルク　1874-Ｄ　KM896	 VF～EF	 ¥16,000
	8147	 イタリア　２リレ　1911-Ｒ　王国50周年　KM52	 EF	 ¥12,000
	8148	 マケドニア王国　テトラドラクマ銀貨　336-323BC　アレキサンドル３世　Price1054	 VF	 ¥20,000

	8149	 西ドイツ　１マルク　1968-Ｊ　特年　KM110	 EF	 ¥5,000
	 ★	 英　国	 	
	8150	 ペニー銅貨　1855　女王　KM739	 EF＋	 ¥6,000
	8151	 1/2ペニー銅貨　1858　女王　KM726	 AU	 ¥6,000

	8152	 ペニー銅貨　1901　女王　KM790	 UNC	 ¥5,000
	8153	 車輪銭　ペニー，２ペンス銅貨　1797　KM618＆619　（２点組）	 Ｆ～VF/Ｆ	 ¥5,000
	8154	 東インド会社　１ルピー　1840　KM457＆458　（２点組）	 VF＋	 ¥7,000

	 ★	 米　国	 	
	8155	 1/2ドル　1825　バスト型　KM37	 Ｆ～VF	 ¥5,000
	8156	 1/2ドル　1834　バスト型　KM37	 洗い・一部剥離　Ｆ～VF	 ¥3,000

8146

8147
8148

8149
8150

8151

8152
8154

8153

8155 8156
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	8157	 1/2ドル　1923　モンロー主義　KM153	 EF	 ¥4,000
	 ★	 ロシア	 	
	8158	 ５カペイク銅貨　1804-EM　Ｃ115.1	 VF	 ¥5,000

	8159	 ５カペイク銅貨　1835-EM，10カペイク銅貨　1837-EM　Ｃ140.1＆141.1　（２点組）	 F	 ¥4,000

	8160	 ２カペイク銅貨　1825-EM　Ｃ118.3	 EF/VF＋	 ¥3,000
	8161	 ジブラルタル　２オンス銀貨　1993　皇太子，雅子妃ご成婚　KM128	 PF	UNC	 ¥4,000

	8162	 朝鮮　10銭銀貨　光武10年　NGC-MS62	 極	 ¥20,000
	8163	 朝鮮　半銭銅貨　光武10年　NGC-MS63ＲＢ	 トーン　準未	 ¥12,000
	8164	 ドイツ　プロシア　３マルク　1915　マンスフェルト併合100年　KM539	 UNC	 ¥80,000

	 ★	 ポーランド	 	
	8165	 200ズロツィ銀貨　1976　プロｰバ　KM-PR285	 PF	UNC	 ¥3,000
	8166	 200ズロツィ銀貨　1976　プロｰバ　KM-PR287	 PF	UNC	 ¥3,000

8157
8158

8160
8161

8162 8163 8164

8165 8166

8159
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	8167	 スイス　射撃祭　50フラン銀貨　2009　オブワルデン　KM-Ｓ77	 PF	UNC	 ¥8,000
	 ★	 中　国	 	
	8168	 開国記念　壱円　Ｙ318ａ	 VF	 ¥4,000

	8169	 開国記念　壱円　Ｙ318ａ	 少コスレ　EF	 ¥4,000
	8170	 カナダ　五輪　５ドル（２），10ドル（４）　1976　KM86，87，91，92，95，96　（６点組）	 AU/UNC	 ¥6,000

	 ★	 中　国	 	
	8171	 袁世凱　壱円　民国９年　Ｙ329	 EF	 ¥5,000
	8172	 袁世凱　壱円　民国９年　Ｙ329	 縁小当　VF＋	 ¥4,000

	8173	 袁世凱　壱円　民国９年　Ｙ329	 面軽スレ　VF＋	 ¥4,000
	8174	 袁世凱　壱円　民国10年　Ｙ329	 縁小当　VF＋	 ¥4,000

8169

8170

8165 8166

8171 8172

8173 8174
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	8175	 袁世凱　壱円　民国10年　Ｙ329	 VF＋	 ¥4,000
	8176	 孫文　開国記念　壱円　Ｙ318ａ	 VF＋	 ¥4,000

	8177	 孫文　開国記念　壱円　Ｙ318ａ	 EF	 ¥5,000
	8178	 孫文　ジャンク壱円　民国23年　Ｙ345	 縁小当　VF	 ¥4,000

	8179	 袁世凱　中円　民国３年　Ｙ328	 一部銀ヤケ　VF	 ¥8,000
	8180	 袁世凱　壱円　民国３年　Ｙ329	 擦り傷１　VF	 ¥4,000

	8181	 袁世凱　壱円　民国３年　Ｙ329	 VF	 ¥4,000
	8182	 袁世凱　壱円　民国10年　Ｙ329	 Ｆ～VF	 ¥4,000

	8183	 孫文　ジャンク壱円　民国23年　Ｙ345	 VF	 ¥4,000
	8184	 孫文　開国記念　壱円　Ｙ318ａ	 少青錆　EF	 ¥5,000

8175 8176

8177 8178

8179 8180

8181 8182

8183 8184
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	8185	 江南省　光緒元寶　七銭二分　庚子　Ｙ145ａ	 小荘印１　VF	 ¥6,000
	8186	 北洋機器局　壱円　光緒24年　Ｙ65	 VG	 ¥4,000

	8187	 新疆省　壱円　民国38年　Ｙ46	 VF	 ¥6,000
	8188	 廸化銀円局造　壱両　民国７年　Ｙ45.2	 変色有　VF	 ¥5,000

	8189	 廸化銀円局造　壱両　民国６年　Ｙ45.2	 汚れ・軽スレ　Ｆ～VF	 ¥5,000
	8190	 袁世凱　壱円　民国８年　Ｙ329	 小当　Ｆ	 ¥4,000

	8191	 仏領インドシナ　鹿頭　正銀一両　KM#A３	 縁傷・マウント痕　Ｆ	 ¥3,000
	8192	 大清銀幣　壱円　宣統３年　Ｙ31	 VF	 ¥7,000

	8193	 北洋造　光緒元寶　七銭二分　34年　Ｙ73	 VF	 ¥7,000
	8194	 吉林省　光緒元寶　七銭二分　庚子　Ｙ183	 縁小当・小スレ　VF	 ¥20,000

8185 8186

8187 8188

8189 8190

8191 8192

8193 8194
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	8195	 北洋機器局造　壱円　光緒24年　Ｙ65	 磨き　VG	 ¥6,000
	8196	 黎元洪　壱円　無帽　Ｙ321	 VF	 ¥12,000

	8197	 袁世凱　壱円　民国９年　Ｙ329	 EF+	 ¥6,000
	8198	 新疆　餉銀一両　有周竜　Ｙ7.1	 Ｆ～VF	 ¥10,000

	8199	 袁世凱　中円　民国３年　Ｙ328	 VF	 ¥8,000
	8200	 湖北省　光緒元寶　三銭六分　Ｙ126	 Ｆ＋	 ¥6,000
	8201	 吉林省　光緒元寶　三銭六分　丙午　Ｙ182	 カキ傷有　VF	 ¥5,000

	8202	 造幣分廠　宣統元寶　一銭四分四厘　Ｙ22	 洗い　Ｆ～VF	 ¥5,000
	8203	 新疆　餉銀二銭　（1905）　Ｙ４	 Ｆ	 ¥7,000
	8204	 廸化銀円局造　壱両　民国６年　Ｙ45.2	 軽腐食有　VF	 ¥5,000

8195 8196

8197 8198

8199 8200 8201

8202 8203

8204

8205 8206
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	8205	 新疆　餉銀一両　民国元年　壬子　四条旗　Ｙ42ａ	 Ｆ～VF	 ¥7,000
	8206	 大清銀幣　壱円　宣統３年　Ｙ31	 磨き　F～VF	 ¥7,000

	8207	 造幣総廠　光緒元寶　七銭二分　Ｙ14	 VF	 ¥8,000
	8208	 黎元洪　壱円　無帽　Ｙ321	 軽腐食有　VF	 ¥8,000

	8209	 新疆　喀什　光緒元寶　伍銭　AH1323　Ｙ21タイプ	 Ｆ～VF	 ¥4,000
	8210	 新疆　餉銀五銭　AH1321　中央星　Ｙ31	 Ｆ～VF	 ¥4,000

	8211	 新疆省　壱円　民国38年　Ｙ46	 面剥離有・（火入）　Ｆ	 ¥4,000
	8212	 新疆省　壱円　民国38年　Ｙ46	 磨き　VF	 ¥5,000

	8213	 袁世凱　壱円　民国３年　Ｙ329	 縁当　VF＋	 ¥4,000
	8214	 孫文　ジャンク壱円　民国23年　Ｙ345	 EF	 ¥5,000

	8215	 仏領インドシナ　冨字　正銀一両　KM#A２	 磨き・スレ有　VF	 ¥6,000
	8216	 仏領インドシナ　鹿頭　正銀一両　KM#A３	 Ｆ	 ¥6,000

8207 8208

8209 8210

8211 8212

8213 8214

8215 8216
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	8217	 新疆　喀造　光緒銀円　伍銭　AH1322　Y19ａ	 Ｆ～VF	 ¥4,000
	8218	 袁世凱　壱角，弐角　民国３年　Ｙ326，327　（２点組）	 Ｆ/VF＋	 ¥3,000

	8219	 龍鳳　壱角，弐角　民国15年　Ｙ334，335　（２点組）	 VF	 ¥6,000
	8220	 四川　馬蘭幣　五文型銅　（背）花図	 VF	 ¥5,000
	8221	 四川　馬蘭幣　五文型銅　（背）花図	 少青錆　VF	 ¥5,000

	8222	 四川　馬蘭幣　五文銅　（背）花図	 Ｆ	 ¥4,000
	8223	 四川　馬幣　二十文型黄銅　（背）旭日と梅花	 Ｆ	 ¥4,000

	8224	 造幣総廠　光緒元寶　七銭二分　Ｙ14	 縁当　VF	 ¥7,000
	8225	 袁世凱　共和記念幣　壱円　羽根帽　Ｙ322　PCGS-MS63	 洗い・製造時小凹有　UNC	 ¥150,000

	8226	 袁世凱　壱円　民国９年　Ｙ329	 周囲汚れ　EF＋	 ¥6,000
	8227	 孫文　三羽烏　壱円　民国21年　Ｙ344	 AU～UNC	 ¥150,000

8217 8218

8219 8220

8222
8223

8224 8225

8226 8227

8221
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	8228	 淅江省　光緒元寶　三分六厘　Ｙ51	 VF	 ¥5,000
	8229	 江南省　光緒元寶　三分六厘　大竜　Ｙ141ａ	 Ｆ～VF	 ¥4,000
	8230	 大清銀幣　壱円　宣統３年　Ｙ31	 洗い　VF＋	 ¥10,000

	8231	 大清銀幣　壱円　丁未（1907）　Kann212　（要下見，返品不可）	 VF～EF	 ¥50,000
	8232	 大清銀幣　壱角　宣統３年　Ｙ28	 EF	 ¥8,000
	8233	 奉天機器局造　壱円　光緒25年　Ｙ87	 VF	 ¥40,000

	8234	 江南省　光緒元寶　七銭二分　大竜　Ｙ145	 Ｆ～VF	 ¥25,000
	8235	 吉林省　光緒元寶　七銭二分　ND　Ｙ183	　（要下見，返品不可）	 VF	 ¥10,000

	8236	 吉林省　光緒元寶　三銭六分　丁未　Ｙ182.3　（要下見，返品不可）	 VF	 ¥5,000
	8237	 吉林省　光緒元寶　三銭六分　戊申　Ｙ182.3　（要下見，返品不可）	 VF	 ¥5,000

	8238	 新疆省　壱円　民国38年　Ｙ46.5	 焼け有　Ｆ～VF	 ¥6,000
	8239	 袁世凱　壱円　民国３年　Ｏミント　Ｙ329.4	 縁当　VF＋	 ¥5,000

8231 8233

8234 8235

8238 8239

8236 8237

8228 8229
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	8240	 奉天機器局造　光緒通宝　当十銭重二銭四分　Ｙ81	 VF	 ¥10,000
	8241	 試鋳　大清銅幣　二文黄銅　（無孔）　中国銅幣目録　＃537	 AU	 ¥100,000
	8242	 中央造幣廠　壱分　民国28年　貨布下（桂）字入　中国銅幣目録　＃587　（要下見，返品不可）	VF～EF	 ¥20,000

	8243	 四川　馬蘭幣　十文型銅　（背）稲穂，中央星	 Ｆ＋	 ¥8,000
	8244	 ベトナム　５ハオ・アルミ　1946　凸字　KM2.2　NGC-MS64	 AU	 ¥10,000

	 ★	 中国	 	
	8245	 袁世凱　壱円　民国３年　Ｙ329	 VF	 ¥4,000
	8246	 湖北省　宣統元寶　七銭二分　Ｙ131	 荘印２　Ｆ	 ¥6,000
	8247	 江南省　光緒元寶　三分六厘　庚子　Ｙ141ａ	 Ｆ～VF	 ¥3,000

	8248	 江南省　宣統元寶　一銭四分四厘　Ｙ147	 Ｆ～VF	 ¥4,000
	8249	 江南省　宣統元寶　一銭四分四厘　Ｙ147	 VF＋	 ¥5,000
	8250	 吉林省　光緒元寶　七銭二分　ND　Ｙ183	 VF	 ¥10,000

	8251	 吉林省　光緒元寶　一銭四分四厘　己亥　Ｙ181	 VF	 ¥3,000

8240
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	8252	 吉林省　光緒元寶　三銭六分　戊申　Ｙ182ｂ　（要下見，返品不可）	 VF＋	 ¥5,000
	8253	 吉林省　光緒元寶　一銭四分四厘　戊申　Ｙ181ｂ	 VF	 ¥5,000
	8254	 甘粛省　壱円　民国17年　Ｙ410　（要下見，返品不可）	 面小傷２　VF＋	 ¥50,000

	8255	 北洋機器局造　壱円　光緒24年　Ｙ65　（要下見，返品不可）	 焼け有　Ｆ	 ¥5,000
	8256	 四川省　光緒元寶　三銭六分　Ｙ237	 Ｆ	 ¥5,000

	8257	 四川省　宣統元寶　七銭二分　Ｙ243	 VF＋	 ¥10,000
	8258	 四川省　宣統元寶　七分二厘　Ｙ240	 VG	 ¥4,000
	8259	 江蘇省　上海　五銭銀幣　咸豊６年（1856）　Kann907　（要下見，返品不可）	 磨き　F～VF	 ¥100,000

	8260	 雲南省　光緒元寶　三銭六分　Ｙ253，259　（２点組）	 VF	 ¥4,000
	8261	 雲南省　光緒元寶　三銭六分　Ｙ259	 VF	 ¥3,000	
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	 ★	 新疆省　銀幣	 	
	8262	 光緒銀銭　伍分　ND　Ｙ７タイプ	 Ｆ～VF	 ¥3,000
	8263	 1/2ミスカル銀幣　AH1292　Ｃ37-1.2	 VF	 ¥3,000
	8264	 喀造　光緒銀円　伍銭　AH1322　Ｙ19ａ	 縁傷　VF	 ¥3,000
	8265	 喀什造　大清銀幣　二銭　年号？　Ｙ23	 VG	 ¥3,000

	8266	 喀什　宣統元寶　伍銭　ＹＡ28	 カキ傷有　Ｆ～VF	 ¥3,000
	8267	 阿城　光緒銀元　三銭　Ｙ14	 縁傷　Ｆ～VF	 ¥4,000
	8268	 廸化　光緒銀円　参銭　AH1324　Ｙ34ａ	 Ｆ	 ¥3,000

	8269	 廸化　光緒銀円　五銭，伍銭　Ｙ35，35ａ　（２点組）	 Ｆ	 ¥4,000

	8270	 廸化　光緒銀円　二銭，弐銭　Ｙ33，33.1　（２点組）	 Ｆ	 ¥4,000

	8271	 餉銀　一両　無周竜　Ｙ７	 焼け有　Ｆ～VF	 ¥8,000
	8272	 餉銀　五銭　中央花　Ｙ6.6	 焼け有　VF	 ¥4,000
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	8273	 餉銀　五銭　無周竜　Ｙ６	 Ｆ	 ¥3,000
	8274	 餉銀　四銭　ND　Ｙ５	 焼け有・カキ傷　VG	 ¥5,000

	8275	 喀什　光緒銀円　参銭　AH1319　Ｙ18ａ	 VF	 ¥3,000
	8276	 餉銀　二銭　ND　Ｙ4.2　（要下見，返品不可）	 VG	 ¥5,000
	8277	 餉銀　一両　民国元年　四条旗　Ｙ42ａ	 焼け・腐食有　Ｆ	 ¥3,000

	8278	 廸化銀円局造　壱両　民国６年　Ｙ45	 腐食　Ｆ	 ¥4,000
	8279	 新疆省　壱円　民国38年　Ｙ46	 縁傷　Ｆ～VF	 ¥5,000

	8280	 広東省　宣統元寶　七銭二分　Ｙ206	 焼け・面小傷　Ｆ～VF	 ¥5,000
	8281	 奉天省　大清銅幣　二十文　乙巳　Ｙ21ｅ	 VF＋	 ¥4,000

	8282	 吉林省　光緒元寶　十文　Ｙ177.3	 VF ～EF	 ¥3,000
	8283	 吉林省　光緒元寶　十文　Ｙ177.2	 EF	 ¥3,000
	8284	 奉天省　光緒元寶　十文　甲辰　Ｙ89	 VF＋	 ¥4,000
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	8285	 河南省　百文　民国20年　Ｙ398	 Ｆ～VF	 ¥3,000
	8286	 河南省　光緒一文　戊申　Ｙ７ｇ	 VF	 ¥7,000
	8287	 江南省　光緒一文　戊申　Ｙ７ｋ，７ｋ.1　（２点組）	 VF	 ¥5,000

	8288	 湖北省　光緒一文　戊申　Ｙ７ｊ　（５枚組）	 Ｆ～VF	 ¥10,000
	8289	 浙江省　大清銅幣　二文　Ｙ８ｂ	 VF	 ¥5,000
	8290	 開国記念幣　弐十文　ND　Ｈｓｕ９	 Ｆ	 ¥10,000

	8291	 湖南省造　當二十銅元　20ＣＡＳＨ　Ｙ400ａ	 Ｆ	 ¥8,000
	8292	 中華ソビエト　一分，五分　ND　Ｙ506ａ，507ａ　リストライク　（２点組）	 EF/VF＋VF＋	 ¥5,000

	8293	 嘉禾銅幣　弐分　民国22年　Ｙ325ａ	 EF	 ¥12,000
	8294	 嘉禾銅幣　伍厘，壱分　民国５年　Ｙ323，324　（２点組）	 VF/EF	 ¥5,000

	8295	 チベット　道光寶蔵　SHO　二年（1822）　Ｃ93	 VF	 ¥7,000
	 ★	 中国	 	
	8296	 10元銀貨　1999　観世音菩薩　KM1243	 UNC	 ¥4,000

8285

8286

8288

8289

8290

8291

8293

8295

8287

8292

8294

8296
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	8297	 ミントセット　1979　（３種入）　KM-MS１（コインに少劣化有）	 AU	 ¥5,000
	8298	 ミントセット　1980　（７種入）　KM-MS２	 UNC	 ¥15,000
	8299	 霍州煤电集団成立記念　２オンス純銀メダル　2001	 PF	UNC	 ¥5,000

8299

8298

8297
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	 ★	 中国　（紙幣）	 	
	8300	 吉林　永衝官帖　伍吊，参吊，壹吊　民国17年　（３種組）	 VG～VF	 ¥100,000

	8301	 吉林　永衝官帖　壹百吊，伍拾吊，拾吊　民国17年　（３種組）	 VF	 ¥150,000

	8302	 新疆財政庁庫官票　銀拾両，五両，参両，銭四百文　民国20-21年　（４種組）	 Ｆ～VF	 ¥150,000

8300（約30％大）

8301（約30％大）

8302（約30％大）
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	8303	 航空救国券　五拾円（裂け有），拾円（２枚）　民国30年　計３枚組	 EF/AU	 ¥80,000

	8304	 美商北京花旗銀行　拾円　1910　（北京）　PS414	 F	 ¥45,000

8303

8304
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	8305	 美商花旗銀行　拾円　1918　（天津）　PS431	 Ｆ	 ¥45,000

	8306	 美商花旗銀行　五円　1905　（上海）　PS419	 VG	 ¥40,000

	8307	 美商花旗銀行　拾円　1918　（漢口）　PS408	 Good	 ¥45,000

	8308	 美商花旗銀行　五円　1918　（漢口）　PS407	 VG	 ¥40,000

8305

8306

8308

8307
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	8309	 美商花旗銀行　五円　1910　（北京）　PS413	 VG	 ¥40,000

	8310	 美商花旗銀行　五円　1910　（北京）　PS413	 Good	 ¥40,000

	8311	 中国銀行兌換券　拾円　民国元年　（東三省）　Ｐ18	 Ｆ	 ¥25,000

	8312	 中国銀行兌換券　伍円　民国元年　（東三省）　Ｐ17	 補修有　Ｆ	 ¥10,000

	8313	 中国銀行兌換券　壹円　民国元年　（東三省）　Ｐ16	 補修？　Ｆ	 ¥7,000

8310

8309

8312

8311

8313
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	8314	 中国絲茶銀行　壹円　民国14年　（天津）　ＰＡ120Ａ	 EF	 ¥5,000
	8315	 台湾銀行　壹万円　民国38年　孫文　（中央印刷）	 薄シミ　AU	 ¥5,000

	8316	 台湾銀行　壹百円，拾円，伍円，壹円　民国35年　（中央印刷）　「４点組」	 UNC～EF	 ¥4,000

	8317	 中国銀行　伍円　民国３年　袁世凱　Ｐ34	 Good	 ¥5,000
	8318	 中国銀行　拾円　民国３年　袁世凱　Ｐ35	 VG	 ¥10,000

	8319	 財政部平市官銭局　壹百枚　民国14年　天壇図　Ｐ603	 AU	 ¥4,000
	8320	 財政部定期有利国庫券　壹円　民国９年　Ｐ627	 VF＋	 ¥3,000
	8321	 中央銀行　東北九省流通券　壹円　民国34年　Ｐ375	 AU	 ¥4,000
	8322	 中国銀行　壹円　民国７年　（天津）　Ｐ51ｑ	 Ｆ＋	 ¥4,000

8314 8315

8316

8317 8318

8319 8320

8321 8322
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	8323	 中国人民銀行　弐百円　民国38年　工場　Ｐ840	 Ｆ	 ¥3,000
	8324	 中国人民銀行　伍百円　1949　トラクター　Ｐ846	 VF	 ¥3,000
	8325	 中国人民銀行　壹円　1960　星，貨布透かし入（３枚組）　Ｐ874	 AU	 ¥4,000

	8326	 中国人民銀行　弐円　1960　旋盤工　星透かし入　Ｐ875ａ	 UNC	 ¥4,000
	8327	 中国銀行兌換券　伍拾円　1979　赤６桁券　PFＸ６	 VF＋	 ¥10,000

	8328	 中央儲備銀行　拾万円　外275　ＰＪ43	 EF～AU	 ¥128,000

	8329	 中央儲備銀行　壹万円　外277　ＰＪ36	 VF	 ¥15,000
	8330	 中央儲備銀行　壹万円　外278　ＰＪ37	 EF	 ¥10,000
	8331	 紙幣ロット　1923～49　孫文像主体　38枚（37種）　要下見　返品不可	 （VF・多）　F～EF	 ¥5,000

	 ★	 ドイツ	 	
	8332	 バイエルン　ターラー　1871　ルートヴィヒ２世　KM877	 PF	AU	 ¥10,000

8323 8324 8325（一例）

8326
8327

8328

8329 8330

8332
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	8333	 バイエルン　３マルク　1909　オットー　KM996	 EF	 ¥3,000
	8334	 アンハルト・デサウ　３マルク　1914　銀婚　KM30	 UNC	 ¥15,000
	8335	 プロイセン　２マルク　1888　KM510	 AU	 ¥9,000

	8336	 プロイセン　２マルク　1907　ウィルヘルム２世　KM522	 AU～UNC	 ¥15,000
	8337	 プロイセン　３マルク　1912　KM527	 トーン　EF	 ¥9,000

	8338	 プロイセン　５マルク　1907　KM523	 VF＋	 ¥19,000
	8339	 プロイセン　５マルク　1914　KM536	 少スレ　AU～UNC	 ¥19,000

	8340	 ザクセン　３マルク　1913　フリートリヒ・アウグスト３世　KM1267	 AU	 ¥9,000
	8341	 ザクセン　２マルク　1909　ライプチヒ大学500周年　KM1268	 AU～UNC	 ¥9,000

	8342	 ザクセン・ワイマール　３マルク　1910　Ｗ・エルンスト　KM221	 AU～UNC	 ¥12,000

8333
8334

8335

8336 8337

8338 8339

8340 8341

8342



－ 142 －

	8343	 ヴェストファーレン　インフレ貨　１万マルク，500万マルク，5000万マルク黄銅　1923　シュタイン　（３点組）	
	 	 	 VF＋～EF	 ¥9,000

	8344	 ヴェストファーレン　インフレ貨　１兆マルク・洋銀貨　1923　シュタイン	 スレ有　VF＋	 ¥70,000

	 ★	 スイス　現代射撃祭	 	
	8345	 50フラン銀貨　1986　アペンツェル　KM-Ｓ26　PCGS-PR67DCAM	 PF	UNC	 ¥32,000
	8346	 50フラン銀貨　1996　セムパッハ　KM-Ｓ48　PCGS-PR65DCAM	 PF	UNC	 ¥23,000

8343

8345 8346

8344
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	8347	 50フラン銀貨　1998　シュヴィーツ　KM-Ｓ52　PCGS-PR70DCAM	 PF	UNC	 ¥42,000
	8348	 50フラン銀貨　2002　チューリヒ　KM-Ｓ63　PCGS-PR69DCAM	 PF	UNC	 ¥175,000

	8349	 50フラン銀貨　2008　ジュネーブ　KM-Ｓ75　PCGS-PR66DCAM	 PF	UNC	 ¥23,000
	8350	 50フラン銀貨　2009　オブワルデン　KM-Ｓ77　PCGS-PR69DCAM	 PF	UNC	 ¥26,000

	8351	 50フラン銀貨　2016　ティチーノ　2016　PCGS-PR69DCAM	 PF	UNC	 ¥23,000

	8352	 ロシア　１カペイク銅貨　1794（VF），５カペイク銅貨　1893-EM（VF＋）　「２点組」	 VF/VF＋	 ¥5,000

8347 8348

8349 8350

8351

8352
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	8353	 スマトラ　アサハン・タバコ会社　トークン　１ドル（少腐食有），1/2ドル，1/10ドル　（1890）
	 	 Mitch3235，3235＋（３点組）	 VF	 ¥5,000

	8354	 タイ　虎の舌丁銀　蛇刻印有　112mm　93.8ｇ	 VF	 ¥5,000

	8355	 安南（アンナン）　1/4LANG　（1841-47）　9.65ｇ　Sch261タイプ　（要下見，返品不可）	 VF	 ¥20,000
	8356	 カナダ　五輪　１次　４種セット　1973　KM-OCP１	 UNC	 ¥5,000

	8357	 十字軍・アテネ公国　Denier銀貨　1280-1287　ギョーム１世	 Ｆ～VF	 ¥5,000
	8358	 十字軍･アテネ公国　Denier銀貨　1294-1308　ギー２世	 VF	 ¥5,000
	8359	 十字軍・エピロス専制公国　Denier銀貨　1294-1313　フィリッポ１世	 Ｆ＋	 ¥6,000
	8360	 十字軍・アケーア公国　Denier銀貨　1306-1313　フィリッポ１世	 Ｆ＋	 ¥5,000
	8361	 十字軍・カスティリア王国　ミラレス角銀貨　1158-1214　アルフォンソ８世　Mitch528	 VF	 ¥5,000

	8362	 十字軍・ヴァレンシア王国　Denaro銀貨　1238-1276　ジャウマ１世征服王	 少青錆　VF	 ¥6,000
	8363	 フランス・ドーフィネ司教区　Denier銀貨　13世紀　双頭の鷲	 Ｆ＋	 ¥5,000
	8364	 フランス・メルギル公国　Denier銀貨　1130-1316	 F~VF	 ¥5,000
	8365	 フランス王国　Douzain銀貨　1547-1559　アンリ２世	 VF	 ¥6,000

8353

8354

8355

8357 8358 8359 8360 8361

8362 8363 8364
8365
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	8366	 ヴェネチア共和国　Denier碗型銀貨　1192-1205　エンリコ統領	 VF	 ¥6,000
	8367	 ザルツブルク大司教区　ペニヒ銀貨　1200-1246　エーバーハルト２世	 Ｆ	 ¥5,000
	8368	 オーストリア・ウィーン　ペニヒ銀貨　1411-1437　アルブレヒト５世	 Ｆ＋	 ¥4,000
	8369	 バルト・リヴォニア騎士団　シリング銀貨　1389-1401　ヴェネマー総長	 腐食有・小欠け　Ｆ＋	 ¥5,000
	 ★	 ロシア	 	
	8370	 ノブゴロド公国　デンガ銀貨　1420-1478	 Ｆ～VF	 ¥13,000
	8371	 モスクワ大公国　デンガ銀貨　1505-1533　ワシリー３世　組文字	 Ｆ	 ¥7,000

	8372	 カペイク銀貨　1697　ピョートル大帝	 VF	 ¥4,000
	 ★	 ササン朝ペルシャ	 	
	8373	 ドラクマ銀貨　522　カワード１世　Mitch1017+	 Ｆ＋	 ¥4,000
	8374	 ドラクマ銀貨　564　ホスロー１世　Mitch1033	 VF	 ¥4,000

	8375	 ドラクマ銀貨　585　ホルムズド４世　Mitch1073+	 VF	 ¥5,000
	8376	 ドラクマ銀貨　595　ホスロー２世　Mitch1120	 VF＋	 ¥5,000

	8377	 ドラクマ銀貨　626　ホスロー２世　後期タイプ　Mitch1192	 スレ有　EF	 ¥5,000
	8378	 タバリスタン　1/2ドラクマ銀貨　785　スレイマン太守　Mitch1388	 VF	 ¥4,000
	8379	 中央アジア・クルズワン公国　Jital銅貨　1221年７月　チンギス汗軍包囲下発行	 Ｆ＋	 ¥5,000
	8380	 ムワヒッド帝国（北アフリカ）　Dirham銀貨　13世紀　Mitch421	 VF	 ¥5,000

	8381	 金帳汗国　Dirham銀貨　1346　ジャニベク汗　Mitch1523	 洗い　VF	 ¥5,000
	8382	 ネパール　１ユニット銅貨　641-680　ナレーンドラ王	 Ｆ	 ¥4,000
	8383	 インド・サウラシュトラ国　１ユニット銀貨　150-50BC　ヴァッツァ型	 VF	 ¥5,000

8366 8367 8368 8369 8370 8371

8372
8373

8374

8375

8377

8376

8378 8379
8380

8381 8382 8383
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	 ★	 ドイツ・ヴェストファーレン　緊急貨	 	
	8384	 １万マルク青銅貨（金鍍金）　1923　シュタイン	 VF＋	 ¥3,000
	8385	 500万マルク青銅貨（金鍍金）　1923　シュタイン	 VF～EF	 ¥4,000

	8386	 5000万マルク青銅貨（金鍍金）　1923　シュタイン	 EF	 ¥4,000
	8387	 アステカ帝国　斧型銅貨　1200-1520　136×82×３mm　Mitch5495+	 VF	 ¥12,000
	8388	 トルキスタン　ティーブリックマネー　1949～　桜門図　185×117×20mm　Mitch4144+	 VF	 ¥7,000
	8389	 パナマ　20バルボア銀貨　1973　KM31	 UNC	 ¥5,000
	8390	 パナマ　20バルボア銀貨　1974　KM31	 PF	UNC	 ¥5,000

8384 8385

8386

83908388（50％大）

8387（50％大）
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	8391	 カナダ　五輪　10ドル銀貨　1975　KM86，87，102，103　（４点組）　返品不可	 UNC/PF	UNC	 ¥5,000
	8392	 中国　ジャンク壱円　民国22年　Ｙ345	 縁小当　VF	 ¥5,000

	 ★	 英国	 	
	8393	 プルーフセット　1950（９点入）　KM-PS23	 ケース難有　UNC	 ¥12,500
	8394	 プルーフセット　1953（10点入）　KM-PS25	 PF	UNC	 ¥10,000
	8395	 プルーフセット　1953（10点入）　KM-PS25	 PF	UNC	 ¥10,000
	8396	 プルーフセット　1988　ソヴリン500年　（金貨・4点入）　KM-PS61	 PF	UNC	 ¥450,000
	8397	 中国　プルーフセット　1988　珍稀動物　10元銀貨（２）トキ，イルカ，100元金貨　猿　KM212-214　（３種入）	
	 	 	 PF	UNC	 ¥30,000

	 ★	 フランス	 	
	8398	 ５フラン　1867-ＢＢ　KM799.2	 Ｆ～VF	 ¥3,000
	8399	 アルベールビル冬季五輪セット　100フラン銀貨　1990-91　KM981，983，984，993-995　（５点入）
	 	 返品不可	 PF	UNC	 ¥5,000
	8400	 米国　アトランタ五輪プルーフセット　1/2ドル，１ドル（２）　1996　KM267-269　（３点入）
	 	 	 PF	UNC	 ¥5,000

8393（45％大）

8396（45％大）

8394（45％大）

8397（45％大）

8392

8398

8399（一例）
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	8401	 スペイン　10000ペセタ銀貨　1995　ヴェラスケス　KM957	 PF	UNC	 ¥10,000
	 ★	 米国	 	
	8402	 プルーフセット　1987　憲法起草200年　１ドル銀貨，５ドル金貨　KM220-221（２点入）	PF	UNC	 ¥30,000
	8403	 プルーフセット　1989　議会200年　１ドル銀貨，５ドル金貨　KM224-225（２点入）	
	 	 	 ケース難有　PF	UNC		 ¥30,000
	8404	 英国　クラウン　1847　女王　KM741	 磨き　F	 ¥10,000
	8405	 中国　北京五輪セット　2008　第２次発行10元銀貨（４種入）大型ケース入	 PF	UNC	 ¥35,000

	8406	 ブラジル　6400レイス　1796　KM226.1	 洗い　VF～EF	 ¥100,000
	8407	 エジプト　500ピアストル　1922　KM342	 ヘアライン　PF	UNC	 ¥270,000

	8408	 フランス　100フラン　1868A　KM802.1	 EF	 ¥180,000
	8409	 ハンガリー　100コロナ　1908　KM491	 EF	 ¥180,000

	8410	 英領インド　1モーハ　1841　KM462.3	 VF～EF	 ¥170,000
	8411	 英領インド　1モーハ　1841　KM462.3	 VF～EF	 ¥170,000

8401

8404

8406 8407

8408 8409

8410 8411
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	世界のコイン	Coin	of	The	World
	 	 	 	
	古代ギリシャ･ローマ	他			ANCIENT	GREEK	and	ROMAN	
	 	 	 	

リディア		Lydia
	7001	 ペルシア	Perusia	ダリク金貨	AV	Daric	c.486-450BC	Sear4677	Fr459		8.32gm	 VF	 ¥200,000
トラキア	アブデラ		Thrace	Abdera
	7002	 ステーター銀貨	AR	Stater	c.415-385BC	グルフィン		12.85gm		NGC	AU	Strike:4/5	Surface:5/5
	 	 	 VF	 ¥400,000

アティカ	アテネ		Attica	Athens
	7003	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	449-413BC	アテナ神/フクロウ		Sear2526		17.15gm	 VF	 ¥120,000
	7004	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	c.440-404BC	アテナ神/フクロウ		Sear2526		17.06gm
	 	 NGC	Ch	VF	Strike:4/5	Surface:5/5	 F	 ¥150,000
	7005	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	c136/5BC	アテナ神/フクロウ	Sear2555	後期タイプ
	 	 良好な状態NGC-Ch-AU	 EF+	 ¥35,000

シラクサ	Syracuse
	7006	 16リトラエ銀貨	AR	16Litrae		c.240-215BC		ヒエロン2世の妻フィリスティスの左向き肖像/4頭立て戦車クァドリガ
	 	 13.41gm　NGC	XF	Strike:5/5	Surface:3/5	 F	 ¥180,000
シシリー	ゲラ	SAICILY	GELA	 	 	
	7007	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	BC450-BC440頃	ニケ/人頭牛	Sear792	17.14gm	 EF	 ¥230,000

第６部　外国貨幣

第41回日本コインオークション
主催：（株）日本コインオークション

815ロット　８月７日（日）午後１時〜（予定）

7001

7002

7003

7005
7004

7006 7007
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	ルカニア	シバリス	LUCANIA	SYBARIS	 	 	
	7008	 オボル銀貨	AR	Obol	BC550-BC510頃	Sear249		0.43gm	牡牛/MV		 EF	 ¥35,000
	タラス	イストロス	Tharas	Istoros	 	 	
	7009	 ステーター銀貨	AR	Stater	BC400-BC350頃	Sear	1669	5.1gm		2人の青年の顔/鷲とイルカ	 VF+	 ¥22,000
	7010	 ステーター銀貨	AR	Stater	BC400-BC350頃	Sear	1669	5.1gm		2人の青年の顔/鷲とイルカ	製造時の亀裂あり
	 	 	 F	 ¥12,000
	アバカイノン	ABAKAINON	 	 	
	7011	 リトラ銀貨	AR	Litra	BC450-BC400頃	ゼウス頭像/猪	Sear740	0.49gm	 EF	 ¥75,000
	メッセンブリア	MESEMBRIA	 	 	
	7012	 AE18銅貨	AE18	BC3世紀〜BC2世紀頃	女性頭像/アテナ立像	Sear1676	6.9gm	 F/VF	 ¥13,000
	ミシア	Mysia	ペルガモン	Pergamon	 	 	
	7013	 キストフォリックテトラドラクマ銀貨	Cistphoric	Tetradrachm	C,133BC〜	SEAR3947.	12.26gm	 VF	 ¥25,000

	マケドニア王国		Kingdom	of	Macedon	 	 	
	7014	 アレキサンドル3世(アレキサンダー大王)	Alexander	III	(336-323BC)	ステーター金貨	AV	Stater
	 	 アビドュス鋳	Mint:Abydus	発行年328-323BC		Price-1524a	8.50gm	 VF	 ¥240,000
	7015	 	アレキサンドル3世(アレキサンダー大王)	Alexander	III	(336-323BC)	テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm
	 	 チオス鋳	16.3gm	BC270-BC225頃	Price2364	 F	 ¥35,000
	7016	 	アレキサンドル3世(アレキサンダー大王)	Alexander	III	(336-323BC)	テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm
	 	 17.2gm	BC336-BC323	Sear6684	 F	 ¥40,000

	7017	 	アレキサンドル3世(アレキサンダー大王)	Alexander	III	(336-323BC)	テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm
	 	 タルスス鋳	Mint:Tarsus	発行年c.333-327BC		Price-3032	 Tone	F	 ¥40,000
	7018	 	アレキサンドル3世(アレキサンダー大王)	Alexander	III	(336-323BC)	テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm
	 	 オデソス鋳	Mint:Odessus	発行年c.125-70BC		Price-1180	 ーVF	 ¥58,000
	7019	 	アレキサンドル3世(アレキサンダー大王)	Alexander	III	(336-323BC)	テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm
	 	 オデソス鋳	Mint:Odessus	発行年c.125-70BC		Price-1184	 ーVF	 ¥58,000
	7020	 	アレキサンドル3世(アレキサンダー大王)	Alexander	III	(336-323BC)	テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm
	 	 スサ鋳	Mint:Susa	発行年c.325-320BC		Price-33873	 F	 ¥40,000

7008
7009 7011

7013

7014

7015
7016

7017 7018 7019



－ 151 －

	7021	 アンティゴノス･ドーソン	Antigonos	Doson	(229-221BC)		テトラドラクマ銀貨		AR	Tetradrachm
	 	 ポセイドン右向き頭像/ガレー船に座る裸のアポロ		Sear	6789	 F+	 ¥70,000
	タラス	Thrace		 	 	
	7022	 	リュシマコス(BC305-BC281頃)	ドラクマ銀貨	AR	Drachm	PriceL28	4.3gm	ヘラクレス右向像/ゼウス座像
	 	 	 VF+	 ¥25,000
パエオニア	パトラス	Paeonia	Patras	 	 	
	7023	 	テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	BC340-BC315頃	Sear1520var	12.6gm	太陽神アポロ頭像/.騎兵
	 	 	 F+	 ¥45,000
セレウコス朝		The	Seleukid	Kingdom	 	 	
	7024	 アンティオコス7世	Antiochos	VII	(138-129BC)		テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm
	 	 アンティオコス右向肖像/アテナ神立像		Sear7091		16.72gm	 VF	 ¥30,000

	7025	 アンティオコス7世	Antiochos	VII	(138-129BC)		テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm
	 	 アンティオコス右向肖像/アテナ神立像		Sear7092		16.5gm	 EF	 ¥50,000
	7026	 エジプト	Egypt	プトレマイオス朝	Ptolemaic	Kingdom		プトレマイオス2世(285-246BC)	36青銅貨	AE36
	 	 ゼウス頭像		Sear7785		44.31gm	36mm	 VG	 ¥8,000
	7027	 テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	プトレマイオス2世時下発行	肖像はプトレマイオス1世です｡	
	 	 Sear7771	14.12gm	 VF	 ¥35,000

	7028	 	プトレマイオス朝	Ptolemaic	Kingdom		プトレマイオス3世(246-221BC)	42青銅貨	AE42	ゼウス頭像
	 	 Sear7814		68.10gm	42mm	 VG	 ¥8,000
	バクトリア王国	Baktrian	Kingdoms	 	 	
	7029	 エウクラティデス1世(BC171頃〜BC136頃)	テトラドラクマ銀貨	AR	Tetradrachm	Sear7570
	 	 ヘルメットを被った頭像/騎兵	NGC-MS		Strike:5/5	Surface:4/5	 EF+	 ¥70,000
	小アジア	リシア	Lycia	 	 	
	7030	 ステーター銀貨	AR	Staer	BC480-BC440頃	Sear5189	9.85gm	ペガサス/トリスケルス	 VG	 ¥35,000
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	メディオマトリシー	MEDIOMATRICI	 	 	
	7031	 1/4ゴールドステーター	1/4Goldstater	BC2世紀〜BC1世紀頃	DT108	1.92gm	 VF	 ¥340,000
	スペイン	ウリア		 	 	
	7032	 アス銅貨	AE	As	BC120-BC80頃	ABH145	14gm	 F/VF	 ¥65,000
	7033	 アス銅貨	AE	As	BC120-BC20頃	ABH1908	10gm	 VF+	 ¥38,000
	7034	 アス銅貨	AE	As	BC180頃	ABH747	12gm	 VF	 ¥35,000
	7035	 アス銅貨	AE	As	BC220-BC20頃	ABH1789	17gm	 F/VF	 ¥14,000

	7036	 大型銅貨	Large	Bronz	BC200-BC150頃	CNH366,2		28.13gm	 VF	 ¥95,000

	ローマ共和国,帝国		Roman	Republic	and	Empire	 	 		

	共和制(-BC27)	 	 	
	7037	 ユニカ銅貨	AE	Unica	BC217-BC215頃	Sear615	10gm	ローマ神頭像/ガレー船	 F+	 ¥20,000
	7038	 デナリウス銀貨	AR	Denarius	BC109-BC108頃	Sear179	ローマ神頭像/ビガ(2頭立戦車)	 ーEF	 ¥18,000
	7039	 デナリウス銀貨	AR	Denarius	BC90頃	Sear235	太陽神アポロ頭像/騎兵	 VF	 ¥25,000
	7040	 デナリウス銀貨	AR	Denarius	BC68頃	Sear346	女神ダイアナ頭像/猪と犬	 F+	 ¥15,000

ユリウス･カエサル(シザー)		Julius	Caesar
	7041	 アウレウス金貨	AV	Aureus	c.46BC	ローマ鋳		ベールのヴェスタ神右向像		Sear1395	Fr16		NGC	AU
	 	 Strike:5/5	Surface:4/5	 VF+	 ¥1,200,000
ネロ		Nero	(AD54-68)
	7042	 セステルティウス青銅貨	AE	Sestertius	AD64	リヨン鋳	Annona	and	Ceres	Seated		Sear1952	 F	 ¥20,000
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ヴェスパシアヌス	Vespasian(77-78)
	7043	 セステルティウス黄銅貨	Brass	Testertius	Sear2347	 F+	 ¥25,000
ハドリアヌス	Hadrian		(AD117-138)
	7044	 セステルティウス青銅貨	AE	Sestertius	AD131	ローマ鋳		ガレー船		Sear3596Var	 F	 ¥25,000
	7045	 デュポンディウス青銅貨	AE	Dupondius	9.5gm	右向頭像/ガレー船	 F+	 ¥32,000
アントニヌス･ピウス		Antoninus	Pius		(AD138-161)
	7046	 セステルティウス青銅貨	AE	Sestertius	左向頭像/ティベリウスとガレー船	Sear-4237	 F	 ¥18,000

	7047	 アウレウス金貨	AV	Aureus	RIC75c	右向肖像/皇帝座像､女神リベラリタス	6.27gm	 VF	 ¥780,000

テオドシウス2世	Theodesius	II	(AD402-450)
	7053	 	ソリデュス金貨	AV	Solidus	テオドシウ2世正面像	裏面:コンスタンティンノープル座像		Fr16	Sear21140
	 	 	 UNC	 ¥70,000
レオ1世		Leo	I	(AD457-474)
	7054	 ソリデュス金貨	AV	Solidus	レオ1世正面像	裏面:十字架を持つヴィクトリー		Fr25		4.49gm
	 	 NGC	MS	Strike:5/5	Surace:3/5	Edge	Marks	 EF	 ¥80,000

セプテイミウス･セヴェルス(193-211)	
	7048	 デナリウス銀貨	AR	Denarius	Sear6340	3.4gm	右向肖像/ヴィクトリー立像	 VF+	 ¥20,000
プラウティラ(カラカラ帝妃)	Plautilla
	7049	 デナリウス銀貨	AR	Denarius	Sear70654	Ric363a	3.6gm	 EF+	 ¥40,000
マルクリヌス(217-218)
	7050	 デナリウス銀貨	AR	Denarius	Sear7349	 VF	 ¥25,000
セヴェルス･アレクサンダー(222-235)
	7051	 デナリウス銀貨	AR	Denarius	Sear7927		 VF+	 ¥24,000
ディオクレティアン		Diocletian	(AD284-305)
	7052	 	アルジェンテウス銀貨	Silver	Argenteus	Mint:Siscia	AD294-5		NGC	MS	Strike:4/5	Surace:5/5
	 	 		 EF+	 ¥80,000

	東ローマ帝国		Eastern	Roman	Empire	 	 		
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	ビザンティン帝国		Byzantine		 	 		

フォカス		Focas	(AD602-610)
	7055	 	ソリデュス金貨	AV	Solidus	コンスタンティノープルミント	Mint:Constantinople	Officinae:I		Fr93	Sear620
	 	 NGC	GENUINE	 VF+	 ¥55,000
コンスタンス2世		Constans	II	(AD641-668)
	7056	 	ソリデュス金貨	AV	Solidus	コンスタンティノープルミント	Mint:Constantinople	Officinae:B	4.47gm
	 	 Fr111	Sear938		NGC	MS	Strike:5/5	Surace:4/5		裏面:スクラッチあり	Scratch	on	Rev.	 ーEF	 ¥80,000

	ササン朝			SASSANIANS	 	 		

クルシード		Khursid	(AD740-761)	
	7057	 ヘミドラクマ銀貨	AR	Hemi ーDrachm	トルプスタン鋳	Mint:Tpurstan	アルメニア,ジョージア,コーカサス一帯を支配
	 	 	Mitch1339		CNCS	MS63	 EF+	 ¥8,000

	古代インド	クシャン朝	Kingdom	of	Kushan	 	 		

シャカ	Shaka	(AD300-330)
	7058	 ディナー金貨(ステーター金貨)	AV	Dinar		Fr44a	Mitch3577	 F	 ¥40,000

	アルモラビット朝	ALMORAVID	 	 		

	7059	 1ディナール金貨	1Dinar	Fr3	3.96gm	アリー･イブン･ユスフ(AH500-537/1106-1142)		 EF	 ¥120,000
	7060	 1ディナール金貨	1Dinar	Fr3	3.9gm	アリー･イブン･ユスフ(AH500-537/1106-1142)		 EF	 ¥110,000
	7061	 1ディナール金貨	1Dinar	Fr4	4.11gm	アリー･イブン･ユスフ(AH500-537/1106-1142)		 EF	 ¥125,000

	7062	 1ディナール金貨	1Dinar	Fr5	4.06gm	アリー･イブン･ユスフ(AH500-537/1106-1142)		 EF	 ¥150,000
	7063	 1ディナール金貨	1Dinar	Fr5	4.15gm	アリー･イブン･ユスフ(AH500-537/1106-1142)		 EF	 ¥140,000
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	各種ロット		Miscellaneous	 	 		

	7064	 	古代ギリシャ	6枚組	6pcs	Lot		アテナ	テトラドラクマ銀貨,	カリア	マウソロス	ドラクマ銀貨,	ルカニア	ヴェリア	ステ
	 	 ター銀貨,	カラブリア	タレンタム	ステター銀貨,	マケドニア	アンフィポリス	テトラドラクマ銀貨,	セレウコス	テトラ
	 	 ドラクマ銀貨.	下見をして下さい	返品不可		No	Returns	 Poor〜Good	 ¥20,000
	7065	 	古代ローマ帝国		3枚組	3pcs	Lot		ガルバ	デナリウス銀貨,	アントニヌスピウス	セステルティウス青銅貨,	マクリヌス
	 	 (AD217-218)	アントニアヌス銀貨,	下見をして下さい	返品不可		No	Returns	 Poor〜VF	 ¥20,000
	7066	 	小アジア各種	7枚組	7pcs	Lot		バクトリア	アレキサンダー大王模倣貨,	ペルシア	ヘミドラクマ銀貨,	アラビア	デナリ
	 	 ウス銀貨,	クーシャン	ユナイト青銅貨,	ソクド	ドラクマ青銅貨,	インド	キダーラ	ドラクマ銀貨,	北インド	エフタル	ド
	 	 ラクマ青銅貨.	下見をして下さい	返品不可	No	Returns	 Poor〜VF	 ¥13,000
	7067	 	ビザンティン	ユスティニアヌス(685-695AD)	ソリデュス金貨	Sear1415	Fr140	4.40gm	マウント修正品,	アラブ
	 	 帝国	ディナール金貨	2枚,	インド	パゴダ金貨.	4枚組	4pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 VG〜F	 ¥50,000
	7068	 	古代ギリシャ,インド･グリーク,クーシャン.	4枚組	4pcs	Lot		カラブリア	タラス	ドラクマ銀貨	302-281BC	Sear367	(F),	
	 	 ボエオティア	テーベ	ヘミドラクマ銀貨	379-371BC	Sear2396	(F),	クーシャン	ユナイト銅貨	AD360-365	Gobl-
	 	 1052	(VG),	インド･グリーク	テトラドラクマ銅貨	名称不明	(Good).		返品不可		No	Returns		 	 ¥20,000

	アルメニア	ARMENIA	 	 		

	7069	 トラム銀貨	Silver	Tram	ND(-1270)	CA333var	 EF	 ¥10,000
	 	 	 	 	

	WORLD	COINS	and	MEDALS
	 	 	 	

	アンドラ			ANDORRA	 	 		

	7070	 25ディナー金貨	25Diners	1997	楯を持つユーロ		Fr32	KM129		7.77gm	.583Fine		 Proof	FDC	 ¥18,000

	安　南			ANNAM	 	 		

	7071	 嗣徳通寶銀貨	五福	5Tien	ND(1841-1847)	蝙蝠図		KM284	Schroeder253		NGC	MS62	SCH359
	 	 NGCのカタログ番号は記載間違い｡正しくはSCH284｡	このコインはKMカタログに掲載されている裏面の写真の現品｡
	 	 KMカタログ表面の写真はSCH284と取違をしています｡	 EF+	 ¥180,000
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	アルゼンチン	ARGENTINA	 	 		

	7072	 5ペソ金貨	5Pesos	1883	Fr14	KM31	 VF	 ¥25,000

	オーストラリア			AUSTRALIA	 	 		

	7073	 	1ソボレン金貨	1Sovereign	1911(S)	シドニー造幣局	Mint:Sydney	ジョージ5世	George	V		Fr38	KM29
	 	 	 UNC	 ¥38,000
	7074	 	1ソボレン金貨	1Sovereign	1912(S)	シドニー造幣局	Mint:Sydney	ジョージ5世	George	V		Fr38	KM29
	 	 	 EF	 ¥27,000
	7075	 イギリス女王,皇太后,ダイアナ妃,マーガレット妃	250ドル金貨4種	金メダル	1992年	5種揃組
	 	 金総重量:93.27gm	KM204〜207	 Proof	FDC	 ¥370,000

	オーストリア	神聖ローマ帝国			Austria		Holy	Roman	Empire	 	 		

	フェルディナント大公	Ferdinad(1564-1595)	 	 	
	7076	 2ターレル銀貨	2Taler	ND	Hall	ハル造幣局		Dav8119		 VF	 ¥100,000
	レオポルト大公		Leopold	V	(1619-1632)	 	 	
	7077	 2ターレル銀貨	2Taler	ND(1626)	Hall	ハル造幣局	Dav3331	KM639
	 	 ご成婚記念	Wedding	of	Leopold		and	Claudia	 VF/EF	 ¥90,000

	7078	 2ターレル銀貨	2Taler	ND(1626)	Hall	ハル造幣局	Dav3332	KM641
	 	 ご成婚記念	Wedding	of	Leopold		and	Claudia	肖像､鷲紋章に少変化のあるバラエティー	 VF＋	 ¥85,000
	7079	 1ターレル銀貨	1Taler	1632	ハル造幣局	Hall		Dav3338	KM629.2	 ーEF	 ¥30,000
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	フェルディナント･カール大公	Ferdinad	Karl(1632-1662)	 	 	
	7080	 2ターレル銀貨	2Taler		ND	Hall	ハル造幣局	Dav3364	KM985	 ーVF	 ¥80,000
	ルドルフ2世	Rudolph	II(1576-1612)	 	 	
	7081	 2ターレル銀貨	2Taler	1604	Hall	ハル造幣局	Dav3004	KM57.2	 VF	 ¥150,000

	マティアス(1612-1619)	 	 	
	7082	 1ターレル銀貨	1Taler	1613	Dav3041	KM144	ウィーン造幣局	Vienna　	洗い有　Has	Been	Cleaned
	 	 	 VF+	 ¥100,000
	フェルディナンド2世		Ferdinand	II	(1619-1637)	 		 	
	7083	 1ターレル銀貨	1Taler	1620	グラーツ造幣局	Graz	Dav3098	KM262.2	 ーVF	 ¥20,000

	7084	 1ターレル銀貨Taler	1630(KB)	クレムニッツ造幣局	Kremnitz	Dav3219	KM75
	 	 製造時の亀裂を修正した痕跡あり	 Mounted	VF	 ¥38,000
	7085	 1ターレル銀貨	1Taler	1636(KB)	クレムニッツ造幣局	Kremnitz		Dav3129	KM75
	 	 平金にヒビ割れがありますが状態の良いコインです｡	 EF	 ¥50,000
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	7086	 5ダカット金貨	5Ducats	1636	Fr39	KM317	プラーク造幣局	Prague	マウントあり	 Mounted	VG	 ¥250,000
	レオポルト1世		Leopold	I	(1657-1705)	 	 	
	7087	 1ターレル銀貨	1Taler	1691	Dav3261	KM214.2	クレムニッツ造幣局	Kremnitz	 ーVF	 ¥33,000

	7088	 1ターレル銀貨	1Taler	1696	ハル造幣局	Hall		Dav3245	KM644.5	 ーEF	 ¥30,000

	7089	 2ターレル銀貨	2Taler	ND(1686-96)	Dav3252	KM1338	ハル造幣局	Hall	 Tone	EF+	 ¥185,000
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	カール6世		Carl	VI		(1711-1740)	 	 	
	7090	 1/2ターレル銀貨	1/2Taler	1740(KB)	クレムニッツ造幣局	Kremnitz	KM313	 EF+/UNC	 ¥45,000
	7091	 1ターレル銀貨	1Taler	1713	ウィーン造幣局	Vienna	Dav1035	KM1522		 EF+	 ¥95,000
	7092	 1ターレル銀貨	1Taler	1718	ハル造幣局	Hall	Dav1051	KM-A692
	 	 表面スクラッチあり	磨きあり	Scratch	on	Obverse,	Has	been	polished	 VF	 ¥20,000

	マリア･テレジア		Maria	Theresia	(1740-1780)	 	 	
	7093	 1/2ターレル銀貨	1/2Taler	1767	ハル造幣局	Hall	KM1848	寡婦像	 EF+	 ¥38,000
	7094	 1ターレル銀貨	1Taler	1780SF	KM1866var.	 VF+	 ¥10,000

	7095	 1ターレル銀貨	1Taler	1778(B)SK-PD	クレム二ッツ造幣局		Dav1133A	KM386.2	 VF	 ¥15,000
	7096	 1ターレル銀貨	1Taler	1754	ハル造幣局	Hall		Dav1121	KM1816(745)	修正あり	Repaired	 F	 ¥12,000
	フランツ1世(1745-1765)	 	 	
	7097	 1/2ターレル銀貨	1/2Taler	1758	ハル造幣局	Hall	KM2036	良好な状態	 EF+/UNC	 ¥38,000

	ヨーゼフ2世	Joseph	II(1765-1790)		 	 	
	7098	 1/2ターレル銀貨	1/2Taler	1786(A)	KM399	ウィーン造幣局	Vienna	 F	 ¥18,000
フランツ2世(1792-1835)	 	 	
	7099	 1/4ターレル銀貨	1/4Taler	1797(B)	KM60	オーストリア領ネザーランド発行	 Proof	Like	UNC	 ¥18,000
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	7100	 1/2ターレル銀貨	1/2Taler	1815(A)	KM2152		 EF+	 ¥18,000
	フランツ･ヨーゼフ1世		Franz	Joseph	I	(1848-1916)	 	 	
	7101	 1ダカット金貨	1Ducat	1915	再鋳貨	Restrike		Fr494	KM2267		3.49gm		.986Fine		 FDC	 ¥12,000

	7102	 	2ターレル銀貨	2Taler	1857	ウィーン･トリエステ鉄道開通記念	発行枚数1,644枚	Dav20	KM2246.1
	 	 	 Proof	EF	 ¥150,000

	7103	 2ターレル銀貨	2Taler	1865(A)	Dav23	KM2249	1年号タイプ	 ーEF	 ¥170,000
	7104	 2ターレル銀貨	2Taler	1867(A)	Dav24	KM2250	 EF	 ¥80,000

	7105	 	1グルテン銀貨	1Gulden	1854(A)	KM-X-M1	ご成婚記念	Wedding	of	Franz	Joseph	and	Elisabethe
	 	 	 EF+	 ¥9,000
	7106	 	2グルテン銀貨	2Gulden	1854(A)	Dav19	KM-X-M3	ご成婚記念	Wedding	of	Franz	Joseph	and	Elisabethe
	 	 	 ーEF	 ¥60,000

7100
7101

7102

7103 7104

7105 7106
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	7107	 1グルテン銀貨	1Gulden	1866(A)	KM2220	 UNC	 ¥22,000
	7108	 5コロナ銀貨	5Corona	1908	在位60年記念	Dav35	KM2809	 EF	 ¥8,000

	7109	 100コロナ金貨	100Corona	1908	在位60年記念	Fr429	KM2812
	 	 プルーフライクでフロストのかかったとても良い状態です｡	 P/L	AU/UNC		 ¥650,000

	7110	 	金貨5枚組(10コロナ	1905.1909.20コロナ	1895.8フローリン/20フラン	1889.4ダカット	1915リストライク)
	 	 	返品不可	 VF〜PF	 ¥100,000

	オーストリア共和国		Republic	 	 	
	7111	 500シリング金貨	500Schilling	1997	フランツ･シューベルト	Franz	Schubert		Fr927	KM3040
	 	 8.04gm	.995Fine	 Proof	FDC	 ¥28,000
	7112	 1000シリング金貨	1000Schilling	1998	Fr928	KM3052	皇妃リザベート死去100年
	 	 100th	anniversary	of	Empress	Elisabethe's	assassination	 Proof	FDC	 ¥85,000

7107 7108

7109

7110

7111
7112
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	オルミュッツ	Ollmutz	 	 	
	7113	 20クロイツァー銀貨	20Kreuzer	1820	KM490	PCGS-AU	Details(Cleaning)	 AU	 ¥24,000
	ザルツブルク	Salzburg	 	 	
	7114	 20クロイツァー銀貨	20Kreuzer	1806(M)	KM496	 EF	 ¥12,000

	バハマ	BAHAMAS	 	 		

	7115	 1ペニー銅貨	1Penny	1806	KM1	帆船	 ーEF	 ¥25,000
	7116	 1ペニー銅貨	1Penny	1806	KM1var	帆船	プレーンエッジ	 ーEF	 ¥30,000

	ベルギー			BELGIUM	 	 		

	7117	 5フラン銀貨	5Francs	1880	王国50年記念	50th	Anniversary	of	Kingdom		Dav54		KM-M9
	 	 	 AU/UNC	 ¥25,000
	7118	 20フラン金貨	20Francs	1914	BELGES	フランス語		Fr419	KM78		6.45gm	.900Fine	 UNC	 ¥22,000
	7119	 20フラン金貨	20Francs	1914	BELGEN	フレミッシュ語		Fr420	KM79		6.45gm	.900Fine	 UNC	 ¥22,000

	ボリビア			BOLIVIA	 	 		

	カルロス3世		Carlos	III	(1759-1788)	 	 	
	7120	 	8レアル銀貨	8Reales	1774JR	ポトシ鋳	Potosi	Mint	通常の8レアル銀貨より幅広の真円の平金で打刻されたスペーシ
	 	 メン(見本貨)の様な出来栄えです｡		 Light	Tone	FDC	 ¥300,000

7113

7113

7117
7118 7119

7120
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	カルロス4世		Carlos	IV	(1788-1808)	 	 	
	7121	 8レアル銀貨	8Reales	1805	PJ	ポトシ鋳	Potosi	Mint			 EF	 ¥14,000

	ブラジル			BRAZIL	 	 		

	7122	 20000レイス金貨	20000Reis	1726	ジョアン5世	Joan	V	(1706-1750）		Fr33	KM117	 VF	 ¥750,000
	7123	 6400レイス金貨	6400Reis	1772(R)	Fr65	KM172.2	ホセ1世(1750-1777)	 VF	 ¥145,000

	7124	 6400レイス金貨	6400Reis	1772(R)　ホセ1世(1750-1777)　Fr65　KM172.2		 VF	 ¥145,000
	7125	 960レイス銀貨	960Reis	1815(B)		KM307.1	 Tone	EF	 ¥7,000

	英領ホンジュラス			BRITISH	HONDURAS	 	 		

	7126	 1セント銅貨	1Cent	1887	ヴィクトリア	Victoria		KM6	 AU/UNC	 ¥10,000

	英領北ボルネオ	BRITISH	NORTH	BORNEO	 	 		

	7127	 1/2セント銅貨	1/2Cent	1891(H)	KM1	PCGS-UNC	Details(Cleaning)	 UNC	 ¥24,000

7121

7122
7123

7124 7125

7126

7127
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	英領西アフリカ			BRITISH	WEST	AFRICA	 	 		

	7128	 	1シリングスチール貨	試打	両面にTRIALの文字		Shilling		1952	TRIAL	ジョージ6世	GeorgeVI	KM-TS3
	 	 	 UNC	 ¥50,000

	カナダ			CANADA	 	 		

ジョージ5世		George	V	(1910-1936)	
	7129	 10ドル金貨	10Dollars		1913	発行枚数149,232枚		Fr3	KM27	 EF	 ¥100,000
	7130	 10ドル金貨	10Dollars		1913	発行枚数149,232枚		Fr3	KM27		NGC	MS63	 AU/UNC	 ¥120,000
	7131	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1917(C)		Fr2	KM20		 EF+	 ¥30,000

	中央アメリカ			CENTRAL	AMERICA	 	 		

	7132	 8レアル銀貨	8Reales	1839/7	NG	MA		KM4	 VF	 ¥15,000

	チリ			CHILE	 	 		

フェルディナンド6世		Ferdinand	VI		(1746-1760)
	7133	 8エスクード金貨	8Escudos	1751(So)J	サンチャゴ鋳		Fr5	KM3		NGC	MS63	 AU/UNC	 ¥500,000

7128

7129
7130

7131

7132

7133
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	中　國			CHINA	 	 		

北洋		Chihli
	7134	 北洋造	光緒元寶	7銭2分	光緒34年(1908)		Y73.2	LM-465Cld.Conn.		PCGS	AU50	 EF	 ¥35,000
福建省	Fukien	Province
	7135	 福建官局造	光緒元寶	十文	閩關		Y-97		PCGS	AU55	 UNC	 ¥20,000

湖北省		Hupeh	Province
	7136	 湖北省造	光緒元寶	7銭2分銀貨	ND(1895-1907)		Y127.1	 VF	 ¥8,000
江西省	Kiangsi	Province
	7137	 江西省造	光緒元寶	十文	ND(1902)		Y153.3	CL-KSI.31		PCGS	AU58	 AU	 ¥50,000
吉林省	Kirin	Province
	7138	 光緒通寶	制銭二文	吉	ND(1905)		Y-175		PCGS	MS62BN	 EF	 ¥100,000

	7139	 一圓	1Dollar	Year24(1898)	奉天機器造		Y87	Kann244	 Tone	EF+	 ¥100,000
	7140	 7銭2分銀貨	1Dollar	発卯(1903)	光緒元寶	奉天省造		Y92	 EF		 ¥70,000

新疆省	Sinkiang
	7141	 餉銀五銭銀貨	背:蝙蝠		ND(1905)		Y-6.7	LM817		PCGS	F12	 VG	 ¥80,000
	7142	 喀什	宣統元寶	5銭銀貨	AH1329		Y-A28		PCGS	XF40	 VF	 ¥20,000

7134

7135

7136 7137

7138

7139 7140

7141 7142
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	7143	 新疆省造幣廠鋳	壹圓銀貨	一九四九年	1949	Y-46.5	LM-843		PCGSXF	Details	Cleaning	 F	 ¥80,000
	7144	 新疆省	喀什造	十文	庚午(1930)	Y-42.2	CL-XJ.56		PCGS	XF45	 EF	 ¥8,000

四川省	Szechuan	Province
	7145	 四川省造	光緒元寶	二十文	ND(1903-1905)	Y-230.6		PCGS	AU55	 AU	 ¥20,000
	7146	 四川省造	宣統元寶	三銭六分		ND(1909-1911)		Y242.1	LM353		PCGS	F12		 F	 ¥120,000
	7147	 中華民国元年	獅子五文	ND(1912)		Y-441	CLSCJ02		PCGS	XF45	 EF	 ¥80,000
	7148	 四川銀幣	壹圓	軍政府造	中華民国元年	Y456	 VF	 ¥5,000

雲南省	Yunnan	Province
	7149	 雲南省造	光緒元寶	三銭六分	ND(1911-1915)		2Circles	L&M-422		NGC	MS61	 UNC	 ¥15,000
	7150	 雲南省造	伍仙銅幣	中華民国21年(1932)		Y-490	CL-YN.17		PCGS	XF40	 VF	 ¥80,000
西蔵		Tibet
	7151	 1ルピー銀貨	1Rupee	ND(1911-1916、1930-1933)		四川省造	Y-3.2	 F	 ¥3,000

中華民国	Republic	of	China
	7152	 袁世凱	壹圓	民國9年	Y329.6		PCGS	MS62	 AU	 ¥30,000
	7153	 袁世凱	壹圓	民國9年	Y329.6			 EF	 ¥5,000
	7154	 袁世凱	壹圓	民國3年	(39mm)	Y329	 ーEF	 ¥20,000
	7155	 孫文	壹圓	民國23年(1934)	ジャンク	Y345	 VF+	 ¥4,000

7143 7144

7145 7146

7147

7149 7150
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	青島		Kiau	Chau
	7156	 5セント白銅貨	5Cents	1909	ドイツ租界大徳國寶	伍分	K873	Y-1	Hsu39		PCGS	MS63		AU/UNC	 ¥50,000
	7157	 10セント白銅貨	10Cents	1909	ドイツ租界大徳國寶	壹角	K873	Y-2	Hsu38		PCGS	MS62
	 	 	 AU/UNC	 ¥40,000
大満洲国		Manchukuo
	7158	 五釐青銅貨	5Li	Bronze	康徳6年(1939)	Y5		特年	 EF	 ¥30,000

	紙幣			Banknote	 	 		
	7159	 交通銀行　上海	壹百圓		民國3年		P-120C	 AU	 ¥20,000

	7160	 中央銀行　伍拾圓		民國25年(1936)	連番	5枚組	A/X333636〜333640		P219	 UNC	 ¥10,000
	7161	 中南銀行　上海	伍圓		民國21年(1932)		P-A133	 AU	 ¥120,000
	7162	 黒竜江省　廣信公司	憑帖取銭	壹百吊整		民國18年1月1日		才字第No.46432號	 VF+	 ¥8,000

7156 7157
7158

7159

7161

7160 7162
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	7163	 紙幣	60枚組	　華威銀行,平市官銭局,河北銀行,西北銀閣,震義銀行,熱河銀行,中国農民銀行,殖邊銀行,中央銀行,その他.
	 	 合計60枚組		60pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 F〜EF	 ¥20,000
	7164	 鞍型馬蹄銀	144.93gm	 VF	 ¥25,000
	7165	 	壹圓	宣統3年(1911)	Y31	(VF),	北洋	7銭2分	34年(1908)	Y73.2	(VF),	江南省	7銭2分	甲辰(1904)	Y154a.12	
	 	 チョプマークあり	Chop	mark	(VF+).	3枚組		3pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 	 ¥15,000
	7166	 	孫文	壹圓	ND(1927)	Y318a	(EF+),	孫文	ジャンク	壹圓	民國23年(1935)	Y345	(VF+),	袁世凱	壹圓	民國9年
	 	 Y329.6	(VF).		3枚組		3pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 	 ¥10,000
	7167	 	雲南ラオス(仏領インド支那)	正銀	一両	富字	(VF),	正銀	半両	富字	(EF).	2枚組		2pcs	Lot		返品不可		No	Returns
	 	 	 	 ¥12,000
	7168	 臺湾	2銭5分	素材見本	Sample	C.M.C.		返品不可		No	Returns	 ーEF	 ¥10,000

中華人民共和国
	7169	 100元金貨	100Yuan	2002	パンダ	Panda		1/4oz	Gold		KM1458		7.77gm	.999Fine	 FDC	 ¥28,000
	7170	 100元金貨	100Yuan	1988	龍	Year	of	Dragon	1oz	Gold	発行枚数10,000枚		Y175	KM196
	 	 31.13gm	.999Fine	ケース,保証書無し	 Proof	FDC	 ¥120,000
	7171	 50元金貨	50Yuan	1996	KM963	三国志シリーズ	ケース･保証書付	 Proof	FDC	 ¥80,000

	7172	 1990年パンダ金貨5種プルーフセット	KM-PS29	ケース入り	 Proof	FDC	 ¥280,000

7164
7165

7169
7170
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	7173	 1991年パンダ金貨5種プルーフセット	KM-PS34	ケース入り	 Proof	FDC	 ¥280,000

各種ロット	Miscellaneous	
	7174	 秦半両	6.7gm,	先秦半両	11.8gm,	五銖両面銭,	五銖二重写り,	大泉五十両面銭ズレ,	両甾	赤さび,	内郭五銖,	四銖,	
	 	 小泉直一	背ズレ,	孝健,	島銭開元通宝,	世高通宝	ヒビあり,	平安通宝	伝世品,	慶長通宝	(寶頂星)伝世品,	司元符大様母
	 	 24.61mm,	司元符大様銭24.28mm,	司元符小様銭22.92mm,	永楽銀銭鋳造,	古寛永沓谷内跳寛大様	伝製品,	和銅開寶
	 	 24.92mm,	会津虎銭記念	忠勇義烈,	天保型絵銭十界成仏.	22枚組	22PCS	LOT	返品不可	No	Returns.
	 	 	 Good〜VF	 ¥120,000

7173

7174
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	7175	 大空首布,	空首布	武,	太平天国	聖寶	47mm	33.86gm		3枚組		3pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 F	 ¥40,000

7175
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	コロンビア			COLOMBIA	 	 		

	7176	 2エスクード金貨	2Escudos	1764(NR･JV)	Fr33	KM40	カルロス3世(1759-1788)	 F+	 ¥65,000
	7177	 8エスクード金貨	8Escudos	1806P	JF	ポパヤンミント	カルロス4世	Fr52	KM66.1	 VF	 ¥150,000

	キューバ			CUBA	 	 		

	7178	 1ペソ銀貨	1Peso	スターペソ		1933		Star	Peso		KM15.2	 EF	 ¥3,000
	7179	 スーヴェニールペソ銀貨	Souvenir	Peso	1897	タイプ2	Type	II		リバティーヘッド	KM-M2
	 	 頬にスクラッチあり	Schubert	on	Cheek	 Tone	UNC	 ¥27,000

	キプロス	Cyprus	 	 		

	7180	 45ピアステル銀貨	45Piastres	1928	KM19	英国統治50年記念	エッジに小当りあり	 EF+	 ¥12,000

	タンツィヒ	Danzig	 	 		

	7181	 1グルテン銀貨	1Gulden	1923	KM145	PCGS-MS62	 AU/UNC	 ¥25,000

	デンマーク			DENMARK	 	 		

	7182	 1スペーシーダラー銀貨	1Speciedaler	1848	フレデリック7世王位継承記念		Dav75	KM742
	 	 洗いあり	Cleaned	 ーEF	 ¥33,000
	7183	 20クロナー金貨	20Kroner	1908	フレデリック8世	Fr297	KM810		8.96gm	.900Fine	 UNC	 ¥30,000
	7184	 20クロナー金貨	20Kroner	1913	クリスチャン10世	Fr299	KM817		8.96gm	.900Fine	 UNC	 ¥30,000

	7185	 20クローナ金貨	20Kroner	1914	クリスチャン10世	Fr299	KM817.1	 EF+	 ¥28,000
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	エジプト			EGYPT	 	 		

	7186	 	500キルシュ金貨(500ピアストル)	500Qirsh(500Piastres)	AH1293/1	(1876)		アブドル･ハミド(1876-1909)		
	 	 Ex.Lawrence	Adams	Collection		NGC	MS60	 EF	 ¥1,600,000

	7187	 	500ピアストル金貨	500Piastres	1938		ファルークご成婚記念	Royal	Wedding	Fr35	KM373		NGC	PF63
	 	 	 Proof	UNC	 ¥470,000
	7188	 500ピアストル金貨	500Piastres	1938		ファルークご成婚記念	Royal	Wedding	Fr35	KM373
	 	 NGC	PF65	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥550,000

	7189	 1ポンド金貨	1Pound	1955	革命3周年記念		Fr40	KM387	 EF+	 ¥35,000
	7190	 5ポンド金貨	Pounds	AH1330	1970	Fr49	KM428	ナセル大統領	 EF+/AU	 ¥95,000
	7191	 50ポンド金貨	50Pounds	AH1414	1993	ツタンカーメン	Tutankhamen	KM755	8.50gm	.900Fine
	 	 	 Proof	FDC	 ¥34,000

	7192	 50ポンド金貨	50Pounds	AH1414	1993	クレオパトラ7世	Cleopatra	VII	KM756	8.50gm	.900Fine
	 	 	 Proof	FDC	 ¥34,000

7186

7187 7188

7189 7190
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	7193	 100ポンド金貨	100Pounds	AH1404	1983	ネフェルティティ	Queen	Nefertiti	発行枚数16,000枚
	 	 17.15gm	.900Fine	Fr116	KM550	 Proof	FDC		 ¥65,000
	7194	 100ポンド金貨	100Pounds	AH1404	1984	クレオパトラ7世	Cleopatra	VII	発行枚数2,121枚
	 	 17.15gm	.900Fine	Fr117	KM562	 Proof	FDC		 ¥70,000

	7195	 100ポンド金貨	100Pounds	AH1404	1984	クレオパトラ7世	Cleopatra	VII	発行枚数2,121枚
	 	 17.15gm	.900Fine	Fr117	KM562		NGC	PF68	ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC		 ¥70,000
	7196	 100ポンド金貨	100Pounds	AH1406	1986	ツタンカーメン	Tutankhamen	発行枚数7,500枚
	 	 17.15gm	.900Fine	Fr119	KM591	 Proof	FDC		 ¥70,000

	エルサルバドル	El	Salvador	 	 		

	7197	 50センタボ銀貨	50Centavos		1892		KM112	フラッグセンタボ	発行枚数43000枚の希少品	 EF+	 ¥18,000

	エリトリア			ERITREA	 	 		

	7198	 1タレロ銀貨	1Tallero	1918(R)	女性像	Dav28	KM5	 EF	 ¥25,000

	エチオピア			ETHIOPIA	 	 		

	7199	 1ビル銀貨	1Birr	EE1892(A)	パリ造幣局	メネリック2世(1889-1913)	Dav30	KM19	 VF	 ¥40,000

7193 7194

7195
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	7200	 100ドル金貨	100Dollars	1966	ハイレ	シェラセ皇帝	Fr31	KM41		40gm	.900Fine		1.1575oz
	 	 	 Proof	FDC		 ¥140,000

	フィンランド			FINLAND	 	 		

	7201	 	20マルカ金貨	20Markkaa	1910(L)	ニコライ2世	Nicholas	II	(1894-1917)	Fr3	KM9.2		NGC	MS65	
	 	 	 UNC	 ¥40,000
	7202	 500マルカ銀貨	1952(H)	KM35	ヘルシンキオリンピック記念2枚組	Lot	of	2coins	返品不可	 EF	 ¥6,500

	フランス			FRANCE	 	 		

	メッツ(メス)		Metz	 	 	
	7203	 	1フローリン金貨	1Florin		ND	シュロの葉を持つセントステファン	Fr164a	神聖ローマ帝国領で中世時代は経済の中心
	 	 地でしたが、1648年のヴェストファーレン条約でフランス領になっています｡	 ーF	 ¥43,000
	シャルル5世(1364-1380)	 	 	
	7204	 フランカピエ金貨	Franc	a'Pied	ND	Fr284	 EF	 ¥100,000

	シャルル6世		Charles	VI		(1380-1422)	 	 	
	7205	 エキュドール金貨	Ecu	D'or	a	la	couronne	ND		Fr291	Ciani484
	 	 発行された当時の光沢を保った素晴らしい状態です｡	 EF+	 ¥150,000

7200

7201 7202

7203 7204
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	7206	 エキュドール金貨	Ecu	D'or	a	la	couronne	ND		Fr291	Ciani484	NGC-MS63	 AU/UNC	 ¥200,000

ジャン2世		Jean	II	le	bon		(1350-1364)	 	 	
	7207	 1ムートンドール金貨	1Mouton	D'or	ND(1354)	金の羊		Fr280	Ciani354		PCGS	MS62	 EF	 ¥400,000

アンリ6世(1422-1453)	 	 	
	7208	 サリュート･ドール金貨	Sallut	d'or	ND	Fr301		NGC-MS63	 AU/UNC	 ¥320,000

7206

7207

7208
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	ルイ13世		Louis	XIII		(1610-1643)	 	 	
	7209	 	ルイドール金貨	Louis	D'or	1640(A)	パリ鋳	ショートカールタイプ	Short	Curl	Type		Gad58	Fr410	KM105
	 	 非常に良い状態です｡	希少品	 UNC+	 ¥450,000

	ルイ15世		Louis	XV	(1715-1774)	 	 	
	7210	 ルイドール金貨	Louis	D'or	1726(BB)	ストラスブール鋳	少年像		Gad340	Fr461	KM489.4	 UNC	 ¥150,000

	7211	 	エキュ銀貨	Ecu	Vertugadin	1716(9)	レンヌ鋳	Mint:Rennes	幼年像	裏面:王冠と円の中に百合の紋章
	 	 Gad317	Dav1326	KM414.25	再刻印貨	Reformation	 VF	 ¥25,000
	7212	 	エキュ銀貨	Ecu	de	France-Navarre	1718(W)	リール鋳	Mint:Lille	幼年軍装像	裏面:フランス(百合)とナバルの紋章
	 	 	Gad318	Dav1327	KM435.22	 Tone	VF	 ¥25,000

	7213	 エキュ銀貨	Ecu	de	France	1724(A)	パリ鋳	Mint:Paris	少年像	裏面:王冠と楯の中に百合
	 	 Gad319	Dav1328	KM459.1	 VF	 ¥45,000
	7214	 エキュ銀貨	Ecu	aux	branches	d'olivier	1726(K)	ボルドー鋳	Mint:Bordeaux	少年像	裏面:王冠と楯の中に百合
	 	 	Gad321	Dav1330	KM486.11	 VF+	 ¥20,000

7209

7210

7211 7212

7213 7214
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	7215	 エキュ銀貨	Ecu	aux	branches	d'olivier	1731(9)	レンヌ鋳	Mint:Rennes	少年像	裏面:王冠と楯の中に百合
	 	 Gad321	Dav1330	KM486.26	 ーF	 ¥4,000
	7216	 エキュ銀貨	Ecu	aux	branches	d'olivier	1736(T)	ナント鋳	Mint:Nantes	少年像	裏面:王冠と楯の中に百合
	 	 Gad321	Dav1330	KM486.20		両面にアジャストマークあり	Adjustmentmark		 ーVF	 ¥7,000
	7217	 エキュ銀貨	Ecu	au	bandeau	1761(COW)(牛のミントマーク)	ポー鋳	Mint:Pau	リボンの青年像
	 	 Gad322a	DavA1331	KM518		 Tone	VF	 ¥12,000

	7218	 エキュ銀貨	Ecu	au	bandeau	1768(N)	モンペリエ鋳	Mint:Montpellier	リボンの青年像
	 	 Gad322	Dav1331	KM512.14	 Tone	VF	 ¥12,000
	7219	 	エキュ銀貨	Ecu	a	la	vieille	tete	1772(A)	パリ鋳	Mint;Paris	老年像	裏面:百合の紋章とオリーブの枝
	 	 Gad323	Dav1332	KM551.1	 F	 ¥7,000
	7220	 ジュトン銀貨	1750	ルイ15世	裏面:羅針盤	 ーEF	 ¥3,000
ルイ16世		Louis	XVI	(1774-1793)	 	 	
	7221	 	エキュ銀貨	Ecu	aux	branches	d'olivier	1783(L)	バヨンヌ鋳	Mint:Bayonne		Gad356	Dav1333	KM564.9
	 	 	 F	 ¥4,000

	7222	 	エキュ銀貨	Ecu	aux	branches	d'olivier	1790(A)	パリ鋳	Mint:Paris		Gad356	Dav1333	KM564.1
	 	 PCGS	MS61	アジャストマークあり	Adjustmentmark	 EF	 ¥30,000
	7223	 エキュー･6リーブル銀貨	Ecu	6Livres	1792(I)	リモージュ造幣局	Dav1335	KM615.6
	 	 	 F/VF	 ¥22,000

	フランス革命		Revolution	 	 	
	7224	 6リーブル銀貨	6Livres	1793/L'AN	II	(A)	パリ造幣局	エンゼル立像		Gad58	Dav1336	KM624.1	
	 	 	 VF	 ¥15,000

7216 7217

7218
7220

7222
7223

7224
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	7225	 	6リーブル銀貨	6Livres	1793/L'AN	II	(W)	リール造幣局	エンゼル立像		Gad58	Dav1336	KM624.4
	 	 	 ーVG	 ¥6,000
	7226	 5ソル銅貨	5Sols	1792	モネロン	Monneron	de	CINQ-SOLS	ヘラクレス像	Ciani-269	 EF+	 ¥15,000
	7227	 2ソル銅貨	2Sols	1793(L'AN2)	KM602	占領下のドイツ･マインツで発行された希少品	 EF+	 ¥28,000

	7228	 5ソル銅貨	5Sols	1793(L'AN2)	KM603	占領下のドイツ･マインツで発行された希少品	 EF	 ¥28,000
	75執政官政府		Directoire	(1795-1799)	 	 	
	7229	 5サンチーム青銅貨	5Centimes	L'AN5(1796)	(W)	リール造幣局	Mint:Lille		Gad126	KM640.11
	 	 	 EF+	 ¥16,000

	３執政官政府(1799-1804)	 	 	
	7230	 	銀メダル	AN･VIII(1799)	Br64	3執政官像(第1執政ナポレオン･ボナパルト､第2執政カンバセレス､第3執政ルブラン)	
	 	 銀製は極めて希少		 AU/UNC	 ¥400,000

7226
7227

7228 7229

7230
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	ナポレオン1世		Napoleon	I		(1804-1814,1815)	 	 	
	7231	 	5フラン金打貨	贈呈用	5Francs	in	Gold	36.5mm	AN	XI	(1803)	パリ造幣局訪問記念	1803年2月21日ナポレオン･
	 	 ボナパルトがパリ造幣局を訪問した記念に1枚が打たれ造幣局から贈呈されました｡	ここに出品されたコインはナポレ
	 	 オン死去後に1840年セントヘレナから遺体が帰還した記念に僅かな枚数がパリ造幣局から発行されました｡	
	 	 Gad578	Maz629		NGCPF62　オリジナルコイン（再鋳貨ではありません）	 P/L	AU/UNC	¥11,000,000

《ナポレオン“帰還”記念　フランスコイン一番の珍品》

7231
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	7232	 20フラン金貨	20Francs	1812(A)	Fr511	KM695.1		6.45gm	.900Fine	 VF+	 ¥30,000
	7233	 5フラン銀貨	5Francs	1809(B)	ルーエン造幣局		Dav85	KM694.2	 Tone	EF+	 ¥40,000

	7234	 5フラン銀貨	5Francs	1812(T)	ナント造幣局		Dav85	KM694.14	 VF	 ¥6,000
	7235	 5フラン銀貨	5Francs	1813(A)	パリ造幣局		Dav85	KM694.1		磨きあり	Polished	 VF+	 ¥10,000

	7236	 5フラン銀貨	5Francs	1813(I)	リモージュ造幣局		Dav85	KM694.7	 VF+	 ¥14,000
	7237	 影打	Brockage	5フラン銀貨	5Francs	ND(108-1814)		Dav84,85	KM686,694	 VF	 ¥55,000

	7238	 ナポレオン1世･マリア･ルイジアご成婚記念	金メダル	15mm	2.92gm		 P/L	AU/UNC	 ¥80,000
	7239	 銅製メダル	1803	Br265	ナポレオン主導によるヴォー州のスイス連邦加盟記念	 AU/UNC	 ¥18,000

	ルイ18世		Louis	XVIII		(1814-1824)	 	 	
	7240	 5フラン銀貨	5Francs	1822(A)	パリ造幣局		Dav87	KM711.1		 EF	 ¥13,000

7232
7233

7234 7235

7236 7237

7238 7239

7240
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	7241	 5フラン銀貨	5Francs	1824(D)	リヨン造幣局	Dav87	KM711.4	 EF	 ¥15,000
	7242	 影打	Brockage	1フラン銀貨	1Francs	ND	ミント不明	KM709		 F	 ¥12,000
	7243	 20フラン金貨	20Francs	1817(A)	パリ造幣局		Fr532	KM712.1	 ーVF	 ¥25,000

	7244	 金製メダル	1814	王政復古記念	78.9gm	 EF+	 ¥780,000

	シャルル10世		Charles	X	(1824-1830)	 	 	
	7245	 20フラン金貨	20Francs	1827(A)	パリ造幣局		Fr550	KM726.1	 VF	 ¥25,000
	ルイ･フィリップ1世		Louis	Philippe	I	(1830-1848)	 	 	
	7246	 5フランホワイトメタル打試作貨		5Francs	in	Whitemetal	ESSAI		1831(A)	Gad660	KM744.1
	 	 	 UNC	 ¥20,000
	7247	 影打	Brockage	5フラン銀貨	5Francs	ND(1830-1831)		Dav89	KM735	 EF	 ¥40,000

	7248	 影打	Brockage	5フラン銀貨	5Francs	ND(1831-1848)		Dav91	KM744,	 VF	 ¥20,000

7241
7242 7243

7244

7245

7246 7247

7248



－ 182 －

	7249	 20フラン金貨	20Francs	1831(W)	リール造幣局	エッヂ陰刻	Incuse	Edge		Fr556a	KM739.3	 VF	 ¥25,000
	7250	 20フラン金貨	20Francs	1848(A)	パリ造幣局			Fr560	KM750.1	 VF	 ¥25,000
	アンリ5世		Henri	V	(1820-1883)	 	 	
	7251	 5フラン銅打貨		5Francs	in	Copper			Gad649	KM-X32a		38mm	21.09gm	 EF	 ¥25,000
	第二共和国		Second	Republic	(1848-1852)	 	 	
	7252	 5フラン銅打試作貨		5Francs	in	Copper	ESSAI		Gad683	Dav92	KM756.1	 EF	 ¥30,000

	7253	 20フラン金貨	20Francs	1849(A)	パリ造幣局	エンゼル立像		Fr565	KM757	6.45gm	.900Fine	 F	 ¥23,000
	7254	 20フラン金貨	20Francs	1850(A)	パリ造幣局	セレス頭像		Fr566	KM762	6.45gm	.900Fine	 VF	 ¥25,000
	7255	 	20フラン金貨	20Francs	1851(A)	パリ造幣局	セレス頭像		Fr566	KM762	6.45gm	.900Fine	NGC-MS66
	 	 	 FDC	 ¥50,000
	ナポレオン3世		Napoleon	III	(1852-1870)	 	 	
	7256	 5フラン銀貨	5Francs		1868(A)	パリ造幣局		Gad739	Dav96	KM799.1		NGC	MS64	 EF	 ¥18,000

	7257	 50フラン金貨	50Francs	1857(A)	パリ造幣局	Fr569	KM785.1	NGC-MS64	 UNC	 ¥100,000
	7258	 50フラン金貨	50Francs	1865(A)	パリ造幣局	発行枚数3,740枚		Fr582	KM804.1		NGC	AU55
	 	 	 ーEF	 ¥70,000

	7259	 	100フラン金貨	100Francs	1855(A)	パリ造幣局	発行枚数51,000枚		Fr569	KM786.1	NGC-MS63
	 	 	 AU/UNC	 ¥200,000
	7260	 100フラン金貨	100Francs	1857(A)	パリ造幣局	発行枚数103,000枚		Fr569	KM786.1	 VF+	 ¥170,000

7249

7250
7251 7252

7253

7254
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7257 7258

7259
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	7261	 100フラン金貨	100Francs	1857(A)	パリ造幣局	発行枚数103,000枚		Fr569	KM786.1		 VF		 ¥150,000
	7262	 	100フラン金貨	100Francs	1857(A)	パリ造幣局	発行枚数103,000枚		Fr569	KM786.1	NGC-MS63
	 	 	 AU/UNC	 ¥200,000

	7263	 100フラン金貨	100Francs	1864(A)	パリ造幣局	発行枚数5,536枚		Fr580	KM802.1
	 	 洗いあり	Cleaned	 ーEF	 ¥180,000
	7264	 100フラン金貨	100Francs	1862(A)	パリ造幣局	発行枚数6,650枚		Fr580	KM802.1
	 	 エッヂ小当たり	Small	edge	knock	 EF	 ¥200,000

	7265	 100フラン金貨	100Francs	1862(A)	パリ造幣局	発行枚数6,650枚		Fr580	KM802.1		 ーEF	 ¥200,000
	7266	 	100フラン金貨	100Francs	1866(A)	パリ造幣局	発行枚数9,041枚		Fr580	KM802.1		NGC	MS61
	 	 	 EF	 ¥260,000

	7267	 100フラン金貨	100Francs	1866(A)	パリ造幣局	発行枚数9,041枚		Fr580	KM802.1			 EF	 ¥220,000
	7268	 20フラン金貨3枚組(1852A.1854A.1869BB)	返品不可	 F〜VF	 ¥60,000

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：８月４日（木）必着
FAX入札締切日：８月４日（木）午後６時到着分まで

郵便入札（Mail  Bid）でご参加の方は…

ご送付先：〒182－ 0024　東京都調布市布田１－26－ 12　ダイアパレス336号
FAX：042－ 484－ 6916　書信館出版（株）　

7261 7262

7263 7264

7265 7266

7267
7268
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リヨン		Lyon	
	7273	 射撃大会記念青銅メダル		1877	ヴィクトリーとアテナ神に従うライオン/鎧と武器と軍旗	祖国の栄光
	 	 50mm	 UNC	 ¥10,000

	第三共和国	Third	Republic(1871-1940)	 	 	
	7269	 50フラン金貨	50Francs	1904(A)	Fr591	KM831	エンゼル	希少品	 AU/UNC	 ¥175,000
	7270	 50フラン金貨	50Francs	1904(A)	Fr591	KM831	エンゼル	希少品	 AU/UNC	 ¥175,000
	7271	 20フラン金貨2枚組(1907.1909)	返品不可	 AU/UNC	 ¥40,000
2トルノワ銅貨他	Double	Tounois	
	7272	 ルイ13世	Louis	XIII	1611(A),	1614(A),	1618(A)	KM43.1,	1633(A)	KM85,1642(A),	1643(A)	KM127.1.	ルイ14世
	 	 1648(A)	Gad70.	2リアル銅貨	1614	Boudeau1806.	1/12エキュ銀貨	1648(K)	KM166.10.	1/10エキュ銀貨	1715(W)
	 	 Gad125.	1/2エキュ銀貨	1694(A)	KM295.1,	1729(C)KM484.5,	1766(L)	KM516.11,	ジュトン	黄銅2枚.	
	 	 15枚組	15pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 Poor〜VG	 ¥5,000

パリ		Paris	
	7274	 アレクサンドル3世橋1897-1900	再鋳青銅メダル	1900年パリ万国博覧会を記念しロシア皇帝ニコライ二世により
	 	 寄贈された橋を記念し発行されたメダルです｡パリ造幣局製	318.45gm	94mm	 UNC	 ¥5,000

7269

7270

7271

7273

7274（80％大）
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紙幣		Banknote
	7275	 5,000Francs	1941-1942	ニケを捧げ持つ女神	Pick#97c		PMG-50	 EF	 ¥12,000
銅メダル	AE	Medals	
	7276	 ルイ14世	1688年	帆船銅メダル,	ベルギー	アントワープ	1840年	帆船銅メダル,	デンマーク	ヴァイキング帆船銅メダル
	 	 年号無し.	3枚組		3pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 UNC	 ¥12,000

	仏領インド支那			FRENCH	INDO-CHINA	 	 		

	7277	 1セント銅貨	1Cent	1923	KM12.3	 UNC	 ¥5,000
	7278	 1セント銅貨	1Cent	1926(A)	KM12.1	 UNC	 ¥5,000
	7279	 1セント銅貨	1Cent	1930(A)	KM12.1	 UNC	 ¥5,000
	7280	 1ピアストル銀貨	1Piastre	1900(A)10枚組	Lot	of	10coins	返品不可	 VF〜EF	 ¥50,000
	7281	 1ピアストル銀貨	1Piastre	1902(A)4枚組	Lot	of	4coins	返品不可	 VF〜EF	 ¥20,000
	7282	 1ピアストル銀貨	1Piastre	5枚組(1896.1897.1904.1907.1913)	Lot	of	5coins	返品不可
	 	 	 VF〜EF	 ¥25,000
	7283	 1ピアストル銀貨	1Piastre	6枚組(1896.1897.1904.1907.1913.1927)	Lot	of	6coins	返品不可
	 	 	 VF〜EF	 ¥30,000
	7284	 	1ピアストル銀貨	1Piastre	8枚組(1896×2.1901.1903.1904.1907.1926.1928)	Lot	of	8coins
	 	 返品不可	 VF〜EF	 ¥40,000
	7285	 	1セント銅貨	1Cent	1894(A)	KM1	(VF),	20セント銀貨	20Cents	1927(A)	KM17.1	(EF),	フレンチコロニー	French	Colonies
	 	 5セント黄銅貨	Brass	5Cents	1828(A)	KM10.1	(VG).		3枚組	3pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 	 ¥2,000

	仏領ポリネシア			FRENCH	POLYNESIA		 	

	7286	 	5フラン	ピエフォー銀貨		5Francs	Piefort	1979	発行枚数250枚	KM-P17,	5フランアルミニウム貨	1975	KM12.	
	 	 2枚組		2pcs	Lot	 FDC	 ¥13,000

7275

7277

7286
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	7287	 	50フラン	ピエフォー銀貨		50Francs	Piefort	1979	発行枚数250枚	KM-P26	(Proof	FDC),	5フラン白銅貨	1967
	 	 KM7	(UNC).		2枚組		2pcs	Lot	 	 ¥20,000

	ドイツ領ニューギニア			GERMAN	NEW	GUINEA	 	 		

	7288	 2マルク銀貨	2Mark	1894(A)	極楽鳥	Baid	of	Paradise		KM6		2マルクは5マルクより希少です。
	 	 NGC	PF63CAMEO	 Proof	AU/UNC	 ¥220,000
	7289	 2マルク銀貨	2Mark	1894(A)	極楽鳥	Baid	of	Paradise		KM6			 Tone	EF	 ¥85,000

	ドイツ			GERMANY	 	 		

アンハルト		Anhalt	 	 	
	7290	 	5マルク銀貨	5Mark	1914(A)	フリードリッヒ2世銀婚式記念	Silver	Wedding	Anniversary		Dav512	KM31
	 	 表面:ツーリングあり	Tooling	 EF	 ¥8,000
アウグスブルク		Augsburg	 	 	
	7291	 1ターレル銀貨	1Taler		1642		都市景観		Dav5039	KM77	 EF	 ¥70,000

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：８月４日（木）必着
FAX入札締切日：８月４日（木）午後６時到着分まで

郵便入札（Mail  Bid）でご参加の方は…

ご送付先：〒182－ 0024　東京都調布市布田１－26－ 12　ダイアパレス336号
FAX：042－ 484－ 6916　書信館出版（株）　

7287

7288

7289

7290 7291
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	7292	 1ターレル銀貨	1Taler	MDCCXLIV(1744)	カール7世	都市景観		Dav1924	KM152		希少品		Tone	EF	 ¥400,000

	7293	 1ターレル銀貨	1Taler	MDCCLXIII(1763)	F(A)H	フランツ1世	Dav1928	KM180
	 	 PCGS	Genuine	Cleaning-AU	Detail		薬品で色ずけ､ツーリングあり	Artificial	Collor,	Tooling	 VF	 ¥10,000
	バーデン		Baden	 	 	
	7294	 5マルク銀貨	5Mark	1907	フリードリッヒ1世死去記念		Death	of	Friedrich	I		Dav537	KM279	
	 	 	 AU/UNC	 ¥20,000

	7295	 5マルク銀貨	5Mark	1913(G)	フリードリッヒ2世	Friedrich	II	(1907-1918)		Dav538	KM281	EF	 ¥10,000
	バイエルン(ババリア)		Bayern	 	 	
	マキシミリアン･ヨーゼフ		Maximilian	Joseph		(1799-1825)	 	 	
	7296	 1ターレル銀貨	1Taler		1814	笏と剣に王冠		Dav552	KM706	 VF	 ¥15,000

7292

7293

7294

7295 7296
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	ルートヴィヒ1世		Ludwig	I		(1825-1848)	 	 	
	7297	 1ターレル銀貨	1Taler	1836	オットー教会建立記念	Dav579	KM786	 EF	 ¥30,000
	7298	 1ターレル銀貨	1Taler	1835	初代国王マクシミリアン･ヨーゼフ像建立記念	Dav577	KM780.1
	 	 エッジ当たり傷あり	Edge	Bump	 EF	 ¥25,000

	7299	 2ターレル銀貨	2Taler	1837	ドイツ南部諸邦通貨同盟		Dav581	KM792	 VF+	 ¥45,000
	7300	 2ターレル銀貨	2Taler	1842	ヴァルハラ神殿完成記念		Dav587	KM811	洗いあり	Cleaned	 VF+	 ¥35,000

	7301	 2ターレル銀貨	2Taler	1845	2人の王孫誕生記念	Dav593	KM821
	 	 エッジ当たり傷あり	Edge	Bump	 Tone	VF	 ¥20,000
	7302	 2ターレル銀貨	2Taler	1845	フォン･クライットマイル像建立記念	Dav592	KM820			 VF+	 ¥30,000

	7303	 2ターレル銀貨	2Taler	1848	譲位		Dav597	KM829	 EF	 ¥380,000

7297 7298

7299 7300

7301 7302

7303
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マクシミリアン2世	Maximilian	II	(1848-1864)	
	7304	 2ターレル銀貨	2Taler	1851	通常貨		Dav601	KM837	 VF		 ¥16,000
	7305	 2ターレル銀貨	2Taler	1860	通常貨		Dav607	KM861	 VF	 ¥20,000

	7306	 2ターレル銀貨	2Taler	1861	通常貨		Dav608	KM862	 VF	 ¥20,000
	7307	 2グルテン銀貨	2Gulden	1850	Dav600	KM828	 EF+	 ¥15,000

	7308	 2グルデン銀貨	2Gulden	1855	マドンナ像復興記念		Dav604	KM848	 Tone	UNC	 ¥8,000
ルートヴィヒ2世		Ludwig	II		(1864-1886)	 	 	
	7309	 1/2グルテン銀貨	1/2Gulden	1869	KM882	未使用状態は希少	 UNC	 ¥28,000
	7310	 1ターレル銀貨	1867	Dav611	KM877	裏面聖母子像	エッジに製造時の小欠損あり	 EF+	 ¥15,000

ルイトポルト		Luitpold
	7311	 	5マルク銀貨	5Mark	1911(D)		ルイトポルト摂政生誕90年記念	90th	Birthday	of	Prince	Regent	Luitpold
	 	 Dav619	KM999	 AU/UNC	 ¥15,000
	7312	 	5マルク銀貨	5Mark	1911(D)	ルイトポルト摂政生誕90年記念	90th	Birthday	of	Prince	Regent	Luitpold
	 	 Dav619	KM999		 EF+	 ¥10,000
	7313	 	5マルク銀貨	5Mark	1911(D)		ルイトポルト摂政生誕90年記念	90th	Birthday	of	Prince	Regent	Luitpold
	 	 Dav619	KM999		洗いあり	Cleaned	 VF+	 ¥8,000

7304 7305

7306 7307

7308 7310
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	7314	 	3マルク銀貨	3Mark	1911(D)	ルイトポルト摂政生誕90年記念	90th	Birthday	of	Prince	Regent	Luitpold
	 	 KM998			 UNC	 ¥8,000
	ブランデンブルク･アンスバッハ	Brandenburg	Ansbach	 	 	
	7315	 1/4ターレル銀貨	1/4Taler	1765	KM265	 Tone	EF+	 ¥45,000

	ブラウンシュバイク･リュネブルグ		Brunswick-Luneburg	 	 	
フリードリッヒ	Friedrich	(1636-1648)
	7316	 1ターレル銀貨	1Taler	1642LW		Dav6494	KM146.2	 Tone	VF	 ¥20,000
クリスチャン		Christian		(1599-1633)
	7317	 1ターレル銀貨	1Taler	1633HS		Dav6475	KM90	 VF	 ¥25,000

	クリスチャン･ルートヴィヒ	Cristian	Ludwig(1648-1665)	 	 	
	7318	 1ターレル銀貨	1Taler	1658	Dav6521	KM211	 Tone	EF	 ¥40,000
	ゲオルグ･ルードヴィヒ(ジョージ1世	英国)	George	Ludwig	(George	I	of	England)	 	 	
	7319	 1ターレル銀貨	1Taler	1720C	Dav2077	KM134		 Tone	-EF	 ¥30,000

	7320	 1ターレル銀貨	1Taler	1723(HCB)	Dav2072	KM113.2	 Tone	F/VF	 ¥30,000
	ブラウンシュバイク･ヴォルフェンビュテル		Braunschweig-Wolfenbuttel	 	 	
ハインリッヒ		Heinrich		(1514-1568)
	7321	 1ターレル銀貨	1Taler	1567		Dav9051	 F	 ¥23,000

7314 7315

7316 7317

7318 7319

7320 7321
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ルドルフ･アウグスト	アントン･ウーリッヒ		Rudolph	August	and	Anton	Ulrich	(1685-1704)
	7322	 1ターレル銀貨	1Taler	1686(RB)	Dav6392	KM571	 Tone	F/VF	 ¥30,000
	ブレーメン		Bremen	 	 	
	7323	 5マルク銀貨	5Mark	1906(J)	自由市	Freie	Hansestadt		Dav630	KM251
	 	 磨きあり	Has	been	polished		 EF	 ¥15,000

	フランクフルト	Frankfurt	 	 	
	7324	 	1ターレル銀貨	1Taler	1772	都市景観	City	View		Dav2226	KM251		未使用の光沢を残した大変良い状態
	 	 	 AU/UNC	 ¥85,000
	7325	 	1ダカット金貨	1Ducat	1796	都市景観	フランス革命軍に寄贈された金貨	City	View	Contribution	Ducat
	 	 Fr1025	KM289			 EF	 ¥100,000

	7326	 2ターレル銀貨	2Taler	1841	都市景観	City	View		Dav640	KM640	KM326		傷を修理した痕あり
	 	 	 EF	 ¥20,000
	7327	 	2ターレル銀貨	2Taler	1841	都市景観	City	View		Dav640	KM640	KM326		磨きあり	Has	been	polished	
	 	 	 VF	 ¥40,000
	7328	 2ターレル銀貨	2Taler	1843	都市景観	City	View		Dav640	KM640	KM326			 VF	 ¥25,000
	7329	 2ターレル銀貨	2Taler	1861	Dav651	KM365	フランコニア	 ーEF	 ¥15,000

	7330	 2ターレル銀貨	2Taler	1866	Dav651	KM365	フランコニア	PCGS-MS64	 AU/UNC	 ¥50,000

7322 7323

7324

7325

7326 7329

7330
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	7331	 	2グルテン銀貨	2Gulden	1849	Dav646	KM353	ゲーテ生誕100年記念	Centenary	of	Goethe's	Birth
	 	 磨き有　Polished	 ーEF	 ¥12,000
	ハノーファー		Hannover	 	 	
	7332	 16グーテ･グロッシェン銀貨	16Gute	Groschen	1827	KM138	イギリス王ジョージ4世銘	 UNC	 ¥18,000

	7333	 2/3ターレル銀貨	2/3Taler	1829(C)	KM140	イギリス王ジョージ4世像	 AU/UNC	 ¥20,000
	7334	 1ターレル銀貨	1Taler	1872	射撃祭記念	Shooting	Festival		KM-M1		磨きあり	Polished	 VF	 ¥4,000

	ホーエンローエ･キルシュベルク	Hohenlohe-Kirchberg	 	 	
	7335	 1ターレル銀貨Taler	1781(W･WKS)	Dav2359A	KM12	 EF	 ¥110,000
	ホーエンローエ･ノイエンシュタイン･エーリンゲン	Hohenlohe-Neuenstein-ehringen	 	 	
	7336	 1ターレル銀貨	1Taler	1785((OE･KRN)	Dav2353	KM62	洗い有　Has	Been	Cleaned	 EF	 ¥75,000

	イーゼンブルク	Isenburg	 	 	
	7337	 12クロイツァー銀貨	12Kreuzer	1811	KM47	発行枚数500枚の希少品	 AU/UNC	 ¥65,000
	リューベック	LUBECK	 	 	
	7338	 5マルク銀貨	5Mark	1904(A)	Dav726	KM213	プルーフ貨は発行枚数200枚
	 	 裏面エッジに小凹みあり	 Proof	UNC	 ¥180,000
	マインツ	Mainz	 	 	
	7339	 1ゴールドグルテン	1Goldgulden	ND(1390-1396)	Fr1610	 VF	 ¥95,000

7331 7332

7333 7334
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7337

7338
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	メクレンブルク･シュベーリン	Mecklenburg-Schwerin	 	 	
	7340	 	5マルク銀貨	5Mark	1904(A)		フリードリッヒ･フランツ4世ご成婚記念	Friedrich	Franz	IV	Wedding
	 	 Dav730	KM334			 Proof	EF	 ¥17,000
	7341	 5マルク銀貨	5Mark	1915(A)		大公国100年記念	100Years	as	Grand	Duchy		Dav731	KM341	EF+	 ¥35,000

	ミュンスター		Munster	 	 	
	7342	 2ターレル銀貨	2Taler	MDCLXI(1661)		都市景観	City	View		Dav5602	KM78　洗い有　Has	Been	Cleaned
	 	 	 EF	 ¥600,000

	ニュールンベルク		Nurnberg		 	 	
	7343	 4ダカット金貨	4Ducats	ND(1703)	Fr1879	KM262	ラムダカット	 VF	 ¥200,000

	7344	 2ダカット金貨	2Ducats	1700	Fr1882	KM259	ラムダカット	 VF+	 ¥100,000
	7345	 1ダカット金貨	1Ducat	1700GFN	Fr1885	KM257	ラムダカット	 EF	 ¥50,000
	7346	 1ダカット金貨	1Ducat	1700CGL	Fr1886	KM258	ラムダカット	クリッペ(角型)	 EF	 ¥60,000

7342

7343

7344 7345 7346
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	7347	 1/2ダカット金貨	1/2Ducat	1700	Fr1887	KM255	ラムダカット	 EF+	 ¥50,000
	7348	 1/2ダカット金貨	1/2Ducat	1700	Fr1888	KM256	ラムダカット	クリッペ(角型)	 UNC	 ¥56,000
	7349	 1/4ダカット金貨	1/4Ducat	ND(1700)GFN	Fr1889	KM253	ラムダカット	クリッペ(角型)	 UNC	 ¥25,000
	7350	 1/4ダカット金貨	1/4Ducat	ND(1700)GFN	Fr1890	KM250	ラムダカット		 UNC	 ¥25,000
	7351	 1/8ダカット金貨	1/8Ducat	ND(1700)GFN	Fr1893	KM248	ラムダカット		 EF+	 ¥15,000
	7352	 1/8ダカット金貨	1/8Ducat	ND(1700)GFN	Fr1894	KM249	ラムダカット	クリッペ(角型)		 UNC	 ¥15,000

	7353	 1/16ダカット金貨	1/16Ducat	ND(1700)	Fr1895	KM246	ラムダカット		 UNC	 ¥20,000
	7354	 1/16ダカット金貨	1/16Ducat	ND(1700)	Fr1896	KM247	ラムダカット	クリッペ(角型)		 UNC	 ¥20,000
	7355	 1/32ダカット金貨	1/32Ducat	ND(1700)	Fr1897	KM245	ラムダカット		 EF	 ¥25,000
	7356	 1ターレル銀貨	1Taler	MDCXCVI(1696)	都市景観	City	View	Dav5668	KM228	 EF	 ¥85,000

	7357	 1ターレル銀貨	1Taler	ND(1721)	神聖ローマ帝国皇帝カール6世	都市景観		Dav2476	KM285	 EF	 ¥180,000

	7358	 1ターレル銀貨	1Taler	1763(SF･ILOE)	Dav2488	KM339	都市紋章/女神立像	 ーVF	 ¥24,000
	7359	 1ターレル銀貨	1Taler	1779	KR	都市景観	City	View		Dav2495	KM351	 EF	 ¥35,000

7347 7348 7349 7350 7351 7352
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	7360	 1ターレル銀貨	1Taler	1780	KR	都市景観	City	View		Dav2494	KM350	 F	 ¥15,000
	7361	 1ターレル銀貨	1Taler	1765	SR	都市景観	City	View		Dav2429	KM350	 VF	 ¥25,000

	7362	 1ターレル銀貨	1Taler	1754	フランツ1世/都市景観	Franz	I/	City	View		Dav2484	KM316	 VF+	 ¥50,000
	7363	 1ターレル銀貨	1Taler	1757	フランツ1世/王冠の鷲と紋章の楯		Dav2485	KM321	 F	 ¥22,000

	7364	 	1ターレル銀貨	1Taler	1768		神聖ローマ帝国皇帝ヨーゼフ2世時下発行	都市景観	City	View		Dav2494	KM350
	 	 		 VF	 ¥20,000
	エッティンゲン	Ottingen	 	 	
	7365	 1ターレル銀貨	1Taler	1546	Dav9618	皇帝カール5世銘	 VF	 ¥55,000

	プファルツ		Pfalz	 	 	
	7366	 1ターレル銀貨	1Taler	1547	フリードリッヒ2世	Friedrich	II	(1508-1544-1556)		Dav9626	
	 	 	 Tone	VF	 ¥40,000
	プロイセン(プロシア)	Preussen(Prussia)	 	 	
	7367	 5マルク銀貨	5Mark	1888(A)		フリードリッヒ3世	Friedrich	III		Dav787	KM512	 UNC	 ¥17,000

7360 7361

7362 7363
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	7368	 5マルク銀貨	5Mark	1901(A)		王国200年記念	200Years	Kingdom	of	Prussia		Dav790	KM526
	 	 	 UNC	 ¥12,000
	7369	 5マルク銀貨	5Mark	1901(A)		王国200年記念	200Years	Kingdom	of	Prussia		Dav790	KM526
	 	 	 EF	 ¥10,000
	7370	 20マルク金貨	20Mark	1872(A)	ヴィルヘルム1世	Fr3813	KM501	7.96gm	.900Fine	 UNC	 ¥30,000

	7371	 	20マルク金貨	20Mark	1888(A)	フリードリッヒ3世	Friedrich	III	Fr3828	KM515	7.96gm	.900Fine
	 	 	 AU	 ¥30,000
	7372	 	3マルク銀貨	3Mark	1915(A)	KM539	マンスフェルト併合100年記念	Centenary	Absorption	of	Mansfelld
	 	 プルーフ貨は発行枚数550枚	PCGS-PR63	 Proof	UNC	 ¥180,000

	レーゲンスブルク		Regensburk	 	 	
	7373	 1ターレル銀貨	1Taler	1780	都市景観		Dav2627	KM436	 Tone	EF	 ¥60,000
	ザクセン(サクソニー)		Sachsen(Saxony)	 	 	
	7374	 1ターレル銀貨	1Taler	1615		ヨハン･ゲオルグ1世	(1615-1656)		Dav7573	KM44	 VF/EF	 ¥40,000
	7375	 1ダカット金貨	1Ducat	1616	Fr2642	この金貨は1616年銘で19世紀初頭まで継続製造されています
	 	 マウントあり	 Mounted	VF	 ¥25,000
	7376	 	1ターレル銀貨	1Taler	1630		宗教改革100年記念	Centennial	of	Augsburg	Confession		Dav7605A	KM412
	 	 	 VF+	 ¥40,000
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	7377	 	1ターレル銀貨	1Taler	1680		ヨハン･ゲオルグ2世死去紀念		Dav7638	KM572	平金の割れあり	Crack	on	edge
	 	 	 Tone	EF	 ¥45,000
	7378	 	1ターレル銀貨	1Taler	1840(G)	フリードリッヒ･アウグスト2世(1836-1845)	Dav875n	KM1148
	 	 	 VF	 ¥5,000

	7379	 2ターレル銀貨	2Taler	1842(G)	フリードリッヒ･アウグスト2世(1836-1845)	Dav874	KM1149
	 	 修正,磨きあり		Repaired	Polished	 VF	 ¥20,000

	7380	 	2ターレル金打	2Taler	in	Gold	1872(B)	金婚記念	Golden	Wedding	Anniversary	贈呈用に86枚が製造された希少品
	 	 Ex.Laurence	Adams	Collection	NGC-PF63CAMEO	 Proof	UNC	 ¥3,750,000

7377
7378

7379

7380
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	7381	 5マルク銀貨	5Mark	1909		ライプチッヒ大学500年記念		500th	Anniversary	Leipzig	University
	 	 Dav906	KM1269	 AU/UNC	 ¥18,000
	7382	 5マルク銀貨	5Mark	1909		ライプチッヒ大学500年記念		500th	Anniversary	Leipzig	University
	 	 Dav906	KM1269	 UNC	 ¥20,000

	ザクセン･コブルク･ゴータ	Sachsen	Coburg	gotha	 	 	
	7383	 20クロイツァー銀貨	20Kreuzer	1835	KM66	 UNC	 ¥35,000
	ザクセン	オールド	ワイマール	Sachsen	Old	Weimar	 	 	
	7384	 	1ターレル銀貨	1Taler	1594	フリードリッヒ･ヴィルヘルム	Friedrich	Wilhelm	(1573-1602)		Dav9783
	 	 マウントあり	Mounted	 VF	 ¥8,000

	ザクセン･マイニンゲン		Sachsen ーMeiningen																																																																																														 		
	7385	 	5マルク銀貨	5Mark	1908(D)	ゲオルグ2世(1866-1914)	Dav841	KM201		表面に修正あり	Repaired
	 	 	 VF+	 ¥12,000
	ザクセン･ワイマール		Sachsen-Weimar	 	 	
	7386	 	5マルク銀貨	5Mark	1903(A)	大公第1回ご成婚記念	Grand	Duke's	First	Marriage		Dav848	KM218
	 	 	 EF	 ¥18,000

	シャウムブルク･リッペ	Schaumburg-Lippe	 	 	
	7387	 3マルク銀貨	3Mark	1911(A)	KM55	ゲオルク公死去追悼記念	 Proof	EF	 ¥15,000
	シュトールベルク	Stolberg	 	 	
	7388	 2/3ターレル銀貨	2/3Taler	1777	KM308	希少品	 EF	 ¥30,000

7381 7382
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	ウェストファーレン	Westphalen	 	 	
	7389	 2/3ターレル銀貨	2/3Taler	1813?	KM117	ジェローム･ナポレオン	希少な状態	 UNC	 ¥48,000
	ヴュルテンベルク	WURTTEMBERG	 	 	
	7390	 	銅メダル(金鍍金)	1923	ウルム寺院記念	1869年の修復記念貨のデザインは寺院が縦に圧縮された構図となっているた
	 	 め､このメダルの裏面が正しく全景を描いています｡	 Proof	UNC	 ¥20,000

	ワイマール共和国		Waimar	Republic	 	 	
	7391	 1マルク銀貨	1Reichsmark	1925(E)	通常貨	KM44		PCGS	MS64	 FDC	 ¥6,500
	7392	 3マルクアルミニウム貨	AL	3Mark	1922(E)	KM29		NGC	PF65	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥5,000
	7393	 3マルク銀貨	3Mark	1926(A)	KM48	リューベック創建700年記念	 Proof	EF	 ¥40,000

	7394	 	3マルク銀貨	3Mark	1929(D)	憲法	KM63	NGC	AU	DETAILS	POLISHED	磨きあり	(-EF),	5マルク銀貨	1929(A)
	 	 レッシング	KM61	NGC	AU58	磨きあり	(VF+).	2枚組		2pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 	 ¥13,000
	7395	 3マルク銀貨	3Mark	1927(A)	ブレマーハーベン		KM50	 Proof	EF	 ¥15,000

	7396	 3マルク銀貨	3Mark	1927(A)	ブレマーハーベン		KM50	 Proof	UNC	 ¥25,000
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	7397	 5マルク銀貨	5Mark	1927(A)	ブレマーハーベン	Dav967	KM51	 Proof	FDC	 ¥290,000

	7398	 5マルク銀貨	5Mark	1927(F)	Dav9968	KM55	チュービンゲン大学創設450年記念	Proof	AU/UNC	 ¥80,000
	7399	 5マルク銀貨	5Mark	1929(E)	Dav970	KM66	マイセン市創建1000年記念	 Proof	AU/UNC	 ¥170,000

	7400	 3マルク銀貨	3Mark	1930(A)	KM69	フォーゲルヴァイデ死去700年記念	 Proof	AU/UNC	 ¥40,000
	7401	 5マルク銀貨	5Mark	1930(F)	Dav973	KM71	ラインラント駐留軍撤収記念	 Proof	EF	 ¥70,000
	7402	 3マルク銀貨	3Mark	1931(A)	マグデブルグ	KM72	 Proof	UNC	 ¥50,000
	7403	 3マルク銀貨	3Mark	1931(A)	マグデブルグ	KM72	 Proof	UNC	 ¥65,000

	7404	 5マルク銀貨	5Mark	1927(A)	Dav966	KM56	通常貨	樫の木	 Proof	UNC	 ¥120,000
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	7405	 銅製メダル	1920	K264	フランス植民地兵による凌辱	 EF+/AU	 ¥15,000
	7406	 銀製メダル	1928	ツェッペリン飛行船アメリカ就航記念	ミュンヘン造幣局製		 Matt	Proof	UNC	 ¥25,000

	7407	 銅製メダル	1928	ヴァルトブルク音楽祭記念	K404	リヒャルト･ワーグナー&フランツ･リスト像
	 	 	 UNC	 ¥25,000
第三帝国		Third	Reich	 	 	
	7408	 	贋造10ポンド謀略紙幣	1935	Oct	16		ベンハルト偽造紙幣は第二次大戦中､ナチスがザクセンハウゼン収容所でユダヤ人
	 	 偽造紙幣製作の専門家ベンハルトに5,10,20,50ポンド紙幣を4種を製作させました｡トルコ	アンカラでドイツのスパ
	 	 イに多額の金額を支払い使用しましたが偽造が発覚したため､終戦前にドイツの湖にほとんどが沈められています｡
	 	 	 EF	 ¥35,000

	7409	 5マルク銀貨	5Reichmark	1934(A)	ナチス支配1周年記念	KM82		NGC	PF64CAMEO		 Proof	FDC	 ¥30,000
	7410	 	独仏休戦協定	陶製メダル	1940年6月25日	調印式を行った食堂車車両のデザイン/ハーケンクロイッ		52mm
	 	 	 UNC	 ¥10,000
	西ドイツ	West	Germany	 	 	
	7411	 5マルク銀貨	5Mark	1955(F)	KM114	シラー死去150年記念	 UNC	 ¥40,000
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	ウェストファーレン	WESTFALEN	 	 	
	7412	 5000000マルク	5Millionen	Mark	1923	J-N21	希少タイプ	 UNC	 ¥75,000

	イギリス			GREAT	BRITAIN	 	 		

	エドワード3世		Edward	III		(1327-1377)	 	 	
	7413	 	1/2ノーブル金貨	Half	Noble	ND(1361)		Spink1500	Fr96		NGC	AU50		12mmひび割れ有り	With	12mm	Crack
	 	 	 VF	 ¥120,000
	エドワード6世		Edward	VI		(1543-1553)	 	 	
	7414	 1/2ソボレン金貨		Half	Sovereign	ND(1549-1550)	第2次発行貨	エドワード6世王冠の少年像
	 	 Spink2438	Fr183		NGC	XF40		コインを曲げた痕あり	Bend	 F	 ¥200,000

	エリザベス1世		Elizabeth	I	(1558-1603)	 	 	
	7415	 	エンジェル金貨	AV	Angel	ミントマーク:剣	MM:Sword	6次発行貨(1583-1600)	Sith	Issue	1583-1600		Spink2531
	 	 Fr218		NGC	MS62		NGCのホルダーの説明書はS-2525	(1582)となっていますが間違った記載です｡	コインはクリップ
	 	 (エッヂの削り)が無く真円に近い良い状態です｡	エリザベス1世のエンジェル金貨では珍しい状態です｡
	 	 	 EF	 ¥1,200,000
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	ジェームス2世		James	II	(1685-1688)	 	 	
	7416	 5ギニー金貨	5Guineas	1688		Spink3397A	Fr292	KM460.1		NGC	XF45	 VF+	 ¥3,500,000

	7417	 マウンディーセット	Maundy	Set	1686	Spink3418	KM-MDS22	 VF+	 ¥65,000

	アン		Anne		(1702-1714)	 	 	
	7418	 	戴冠記念金メダル		Coronation	Gold	Medal	1702	ギリシャ神話	人面蛇身の怪物を雷で退治するパラス(アテナ)
	 	 Eimer-390		18.6gm		NGC	MS61	 EF+	 ¥950,000
	7419	 クラウン銀貨	Crown	1707SEXTO		ESC1343(102)	Spink3578	Dav1340	KM519.3
	 	 磨きあり	Has	been	polished	 F	 ¥22,000

	7420	 	1シリング銀貨	Shilling		1703(VIGO)	ESC1388(1131)	希少度:(S)		Spink3586	KM517.1		NGC	AU58
	 	 ヘイマークがあるが濃いブルートーンのかかった良い状態	 Tone	EF	 ¥80,000
	7421	 1702	ヴィゴ湾海戦戦勝記念	銅メダル		Vigo	Bay	1702		Eimer395		37mm	 VF+	 ¥30,000
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	7422	 ユトレヒト条約締結記念金メダル	Gold	Medal	Peace	of	Utrecht	1713	Eimer	460	PCGS0MS62
	 	 	 EF+/AU	 ¥950,000

	ジョージ1世		George	I		(1714-1727)	 	 	
	7423	 	クラウン銀貨	Crown	1720/18	SEXTO		ESC1543(113)	希少度:(R)	Spink3639	KM545.1		PCGS	XF40
	 	 PCGSケース割れ｡		 ーEF	 ¥300,000

	ジョージ2世		George	II	(1727-1760)	 	 	
	7424	 	1/2クラウン銀貨		Half	Crown		1745(LIMA)	ESC1687(605)	Spink3695	KM584.3		NGC	AU50
	 	 	 VF	 ¥18,000
	7425	 1/2クラウン銀貨		Half	Crown		1746(LIMA)	ESC1688(606)	Spink3695A	KM584.3			 VF	 ¥17,000
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	7426	 1/2クラウン銀貨		Half	Crown		1746(LIMA)	ESC1688(606)	Spink3695A	KM584.3			 VF+	 ¥23,000
	7427	 シリング銀貨	Shilling	1739	ヤングヘッド		Spink3701	KM561.4	 VF	 ¥10,000
	7428	 	1/2ペニー銅貨	1/2Penny	1739	Spink3717	KM566	ヤングヘッド	このタイプとしては良好な状態
	 	 	 ーEF	 ¥45,000

	7429	 1/2ペニー銅貨	Halfpenny	1749	オールドヘッド	Spink3719	KM579.2	 VF	 ¥7,000
	ジョージ3世		George	III	(1760-1820)	 	 	
	7430	 クラウン銀貨	Crown	1820(LX)	ESC2016(219)	Spink3787	Dav103	KM675	 EF	 ¥100,000
	7431	 	9枚組	9pcs	Lot		2ペンス青銅貨	Twopence	1797	通称車輪銭	Cartwheel	ソホー造幣局鋳	Mint:Soho
	 	 Spink3776	KM619	返品不可		No	Returns	 Good〜VG	 ¥18,000
	7432	 	銅貨,トークン代用貨幣	4枚組		2ペンス車輪銭	1797	Spink3776	KM619	(VF+),	1ペニートークン	1811	帆船	(EF),	
	 	 1ペニートークン	1812	驢馬	(EF),	3ペンストークン	1811	ブリタニア座像	(EF).		 	 ¥50,000

	7433	 1/2ギニー銅板試打	Half	Guinea	Trial	struck	in	copper	flan		1794		 VF	 ¥25,000
	7434	 	植民地3種		バハマ諸島	1ペニー銅貨	1806	KM1	(VF+),	バーミューダ	1ペニー銅貨	1793	(VF),	ゴールドコースト
	 	 アキー試鋳銅貨	1796	KM-PN7	(Proof	UNC).	3枚組		3pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 	 ¥50,000

	7435	 	1/2ペニーブラウンギルト試鋳銅貨		Pattern	Half	Penny	Brown	Gilt	1788	Peck966(VS)	KM-PnC63	
	 	 	 EF	 ¥20,000
	7436	 1ペニー試鋳青銅貨		Pttern	AE	Penny	1797		Peck1134	Plate22	R49	 UNC	 ¥50,000
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	7437	 1ペニー車輪銭		1Penny	Cartwheel		1797		Spink3777	KM618	 EF+	 ¥20,000
	7438	 バンクトークン	1シリング6ペンス銀貨	Bank	Token	1Shilling6Pnce		Spink3771	KM-Tn2
	 	 すり傷あり	色付けあり	Artificial	Collor		 VF+	 ¥15,000

	7439	 	1ドル/5シリング銀貨	Bank	of	England	5Shilling/Dollar	1804	貿易銀		Spink3768	KM-Tn1	NGC	XF40
	 	 	 ーVF	 ¥15,000

	7440	 1ソボレン金貨	Sovereign	1820	Spink3785C	Fr371	KM674		NGC	MS61	 EF	 ¥200,000
	7441	 1/3ギニー金貨	Third-Guinea	1797	Spink3738	Fr365	KM620		NGC	MS64	 UNC+	 ¥110,000

	ジョージ4世		George	IV	(1820-1830)	 	 	
	7442	 クラウン銅打試鋳貨	Pattern	Crown	in	Copper		1820		ESC2059(244)	希少度:(R2)	
	 	 通称モネロンパターン	Monneron's	Pattern		ヘラクレス像	従来はジョージ3世の試鋳貨とされていましたが1828年に
	 	 販売契約をしたことが判りジョージ4世のクラウン試鋳貨として分類しました｡	 Proof	AU/UNC	 ¥70,000
	7443	 クラウン銅打試鋳貨	Pattern	Crown	in	Copper		1820		ESC2059(244)	希少度:(R2)	
	 	 通称モネロンパターン	Monneron's	Pattern		ヘラクレス像	従来はジョージ3世の試鋳貨とされていましたが1828年に
	 	 販売契約をしたことが判りジョージ4世のクラウン試鋳貨として分類しました｡	 Proof	FDC	 ¥100,000
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	7444	 	クラウン銀貨	Crown	1821(SECUNDO)	ESC2310(246)	Spink3805	Dav104	KM680.1		NGC	MS61
	 	 	 Tone	EF+	 ¥55,000
	7445	 クラウン銀貨	Crown	1821(SECUNDO)	ESC2310(246)	Spink3805	Dav104	KM680.1
	 	 洗いあり	Has	been	cleaned	 Tone	ーEF	 ¥35,000

	7446	 クラウン銀貨	Crown	1822(TERTIO)		ESC2320(252)	Spink3805	Dav105	KM680.2
	 	 裏面スクラッチあり	Scratch	on	Rev.	 EF	 ¥40,000
	7447	 	1/2ペニー銅貨	Half	Penny		1826		Spink3824	KM692		NGC	MS62BN		NGCケースにはPennyとなっていますが、
	 	 Half	Penny	の記載間違いです｡	裏面:表面剥離あり		 UNC	 ¥16,000

	7448	 	1ソボレン金貨	1Sovereign	1821	ジョージ4世月桂冠タイプ	Laureate	Head		Spink3800	Fr376	KM682
	 	 PCGS	AU58	 EF	 ¥230,000
	7449	 影打	1/2クラウン銀貨	Brockage	Half	Crown	ND(1820-1824)	KM676,688.	 F	 ¥35,000

	ヴィクトリア		Victoria		(1837-1901)	 	 	
	7450	 	1ソボレン金貨	1Sovereign	1844(幅広44)	Wider	Date	ヤングヘッド	裏面:楯の紋章	Spink3852	Fr387e	KM736.1
	 	 	 ーVF	 ¥30,000
	7451	 	1ソボレン金貨	1Sovereign	1853	ww陽刻	Raised	ヤングヘッド	Spink3852C	Fr387e	KM736.1		NGC	MS63
	 	 	 UNC	 ¥150,000
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	7452	 	1/2ソボレン金貨	Half	Sovereign	1853	年号小文字	Small	Date		Spink3859	Fr389c.	KM735.1		PCGS	PR64CAM
	 	 	 Proof	UNC	 ¥1,600,000

	7453	 	ボノミクラウン試鋳片面打鉛貨	厚手型	Pttern	Uniface	Bonomi	Crown	in	Lead	Thick	Flan	58.57gm	ESC記載無し
	 	 珍品		腐蝕あり	 VF	 ¥80,000
	7454	 	クラウン銀貨	Crown	1844	エッヂ☆	Star	Stops	ヤングヘッド	ESC2561(280)	Spink3882	Dav105	KM741
	 	 NGC	AU58	 ーEF	 ¥55,000

	7455	 	クラウン銀貨	Crown	1844	エッヂ☆	Star	Stops	ヤングヘッド	ESC2561(280)	Spink3882	Dav105	KM741
	 	 	 Tone	VF+	 ¥45,000
	7456	 クラウン銀貨	Crown	1847	エッヂ花模様	　	Cinquefoil	Stops	ヤングヘッド	ESC2567(286)	
	 	 Spink3882	Dav105	KM741	洗いあり	Has	been	cleaned	 F	 ¥17,000

	7457	 クラウン銀貨	Crown	1845	エッヂ花模様	　	Cinquefoil	Stops	ヤングヘッド	ESC2564(282)	
	 	 Spink3882	Dav105	KM741	 Tone	-VF	 ¥25,000
	7458	 クラウン銀貨	Crown	1845	エッヂ花模様	　	Cinquefoil	Stops	ヤングヘッド	ESC2564(282)
	 	 Spink3882	Dav105	KM741	 VF+	 ¥55,000
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	7459	 クラウン銀貨	Crown	1845	エッヂ花模様	　	Cinquefoil	Stops	ヤングヘッド	ESC2564(282)
	 	 Spink3882	Dav105	KM741		PCGS	AU58	 EF+	 ¥670,000
	7460	 クラウン銀貨	Crown	1847	エッヂ花模様	　	Cinquefoil	Stops	ヤングヘッド	ESC2567(286)
	 	 Spink3882	Dav105	KM741	擦り傷が肖像に多少あります｡	 EF		 ¥390,000

	7461	 	クラウン銀貨Crown	1847	Dav106	Spink3883	ESC2571(旧288)	ゴシック	“Gothic”	NGC-PF61
	 	 	 Proof	EF+	 ¥300,000
	7462	 クラウン銀貨Crown	1847	Dav106	Spink3883	ESC2571(旧288)	ゴシック	“Gothic”	
	 	 	 Proof	EF+	 ¥300,000

	7463	 	1/2クラウン銀貨		Half	Crown		1842		ヤングヘッド		ESC2717(675)	Spink3888	KM740		PCGS	MS66
	 	 	 Tone	FDC	 ¥400,000

	7464	 	1/2クラウン銀貨		Half	Crown		1844		ヤングヘッド		ESC2720(677)	Spink3888	KM740		PCGS	MS63	
	 	 	 Tone	EF+	 ¥110,000
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	7465	 	1/2クラウン銀貨		Half	Crown		1881	ギザ縁	↑↓		ヤングヘッド		ESC2759var	Spink3889	KM756
	 	 PCGS	PR64+		 Tone	Proof	FDC	 ¥1,650,000
	7466	 1/2クラウン銀貨	Half	Crown	1887	ESC2771(719)	Spink3924	KM764	ジュビリー	 EF+	 ¥8,000

	7467	 フローリン銀貨	Florin	MDCCCLII	(1852)	ゴシックフローリン	Gothic	Florin	ESC2820(806)
	 	 	Spink3891	KM746.1		PCGS	MS66	 Tone	FDC	 ¥225,000
	7468	 フローリン銀貨	Florin	MDCCCLII	(1852)	ゴシックフローリン	Gothic	Florin	ESC2820(806)	
	 	 Spink3891	KM746.1	NGC	MS65	 UNC	 ¥115,000

	7469	 フローリン銀貨	Florin	MDCCCLIII	(1853)	ゴシックフローリン	Gothic	Florin	ESC2827(809)	
	 	 希少度:(R2)	Spink3891	KM746.1		NGC	PF66CAMEO	 Tone	Proof	FDC	 ¥950,000
	7470	 フローリン銀貨	Florin	MDCCCLVIII	(1858)	ゴシックフローリン	Gothic	Florin	ESC2838(816B)	
	 	 Spink3891	KM746.1		PCGS	MS65	 Tone	UNC	 ¥160,000

	7471	 フローリン銀貨	Florin	MDCCCLXXIII	(1873)	ゴシックフローリン	Gothic	Florin	ESC2879(841)
	 	 Spink3893	KM746.2	 Tone	-EF	 ¥25,000
	7472	 フローリン銀貨	Florin	MDCCCLXXIV	(1874)	ゴシックフローリン	Gothic	Florin	極印番号:11.	
	 	 ESC2881(843)	Spink3893	KM746.2		PCGS	MS64	 Tone	UNC	 ¥85,000
	7473	 フローリン銀貨	Florin	MDCCCLXXXIV	(1884)	ゴシックフローリン	Gothic	Florin	ESC2907(860)	
	 	 Spink3900	KM746.4		NGC	MS63	 UNC	 ¥55,000
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	7474	 シリング銀貨		Shilling		1846		ヤングヘッド	↑↑		ESC2981(1284)	Spink3904	KM734.1
	 	 PCGS	PR64+CAM		素晴らしいトーンと状態です｡	 Tone	Proof	FDC	 ¥450,000
	7475	 	シリング銀貨		Shilling		1846		ヤングヘッド		ESC2992(1293)	Spink3904	KM734.1		PCGS	MS65
	 	 	 Tone	UNC	 ¥65,000

	7476	 	10ペンス銀貨/1フラン試鋳貨		Pattern	Ten	Pence/One	Francs	1867	L.C.Wyon作	ヴィクトリア	コロニアルヘッド		
	 	 ESC3167(1476)	希少度:(R3)		PCGS	PR64	 Tone	Proof	FDC	 ¥550,000

	7477	 6ペンス銀貨	Six	Pence		1853		Spink3908	KM733.1		NGC	PF65	 Tone	Proof	FDC	 ¥230,000
	7478	 6ペンス銀貨	Six	Pence		1856		Spink3908	KM733.1		PCGS	MS65	 Tone	UNC	 ¥37,000
	7479	 4ペンス銀貨(グロート銀貨)	Four	Pence(Groat)	1838		ヤングヘッド		ESC3319(1930)
	 	 Spink3913	KM731.1		PCGS	MS65	 Tone	AU/UNC	 ¥25,000

	7480	 3ペンス銀貨	3Pence	1845		Spink3914	KM730		NGC	MS66	 Tone	AU/UNC	 ¥25,000
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	7481	 影打	Brockage		ゴシックフローリン	Gothic	Florin	ND(1851-1887)	KM746	 VF+	 ¥60,000
	7482	 影打	Brockage		1/2ペニー	Half	Penny		ND		Ban	Head	KM574	 VF	 ¥20,000
	7483	 	1/2ペニー白銅試鋳貨		Pattern	Half	Penny	in	Copper/Nickel		1868	バンヘッド	Ban	Head	Peck1794
	 	 	 EF+/UNC	 ¥70,000

	7484	 1ペニー銅貨	1Penny	1868	Spink3954	KM749.2	バンヘッド	Ban	Head	プルーフ貨は希少
	 	 PCGS-PR66BN	 Proof	FDC	 ¥320,000
	7485	 	1887年	ジュビリー銀貨5種	5pcs	1887	Jubilee	Coins	1/2クラウン	Half	Crown	Spink3924	KM764,	1フローリン	
	 	 Florin	Spink3925	KM762,	1シリング	Shilling	Spink3926	KM774,	6ペンス紋章タイプ	6Pence	Spink3928
	 	 	KM759,	3ペンス	3Pence	Spink3931	KM758.	5枚共洗いあり	Has	been	cleaned	 ーEF〜EF	 ¥10,000

	7486	 	クラウン銀貨	Crown	1887	ジュビリー	Jubilee		Spink3921	ESC2586(297)	KM765		NGC	PF62	CAMEO
	 	 	 Tone	Proof	AU/UNC	 ¥120,000
	7487	 	クラウン銀貨	Crown	1887	ジュビリー	Jubilee		Spink3921	ESC2585(296)	KM765		PCGS	MS62
	 	 	 AU/UNC	 ¥17,000

	7488	 クラウン銀貨	Crown	1887	ジュビリー	Jubilee		Spink3921	ESC2585(296)	KM765		 EF	 ¥22,000
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	7489	 	2ポンド金貨	2Pounds	1887	ジュビリー	Jubilee		Spink3865	Fr391a	KM768		PCGS	PR64DCAM
	 	 	 Proof	UNC	 ¥1,200,000

	7490	 2ポンド金貨	2Pounds	1887	ジュビリー	Jubilee		Spink3865	Fr391	KM768	 ーEF	 ¥150,000
	7491	 5ポンド金貨	5Pounds	1887	ジュビリー	Jubilee		Spink3864	Fr390	KM769	 ーEF	 ¥250,000

	7492	 5ポンド金貨	5Pounds	1887	ジュビリー	Jubilee		Spink3864	Fr390	KM769	 VF	 ¥220,000
	7493	 	5ポンド金貨	5Pounds	1887	ジュビリー	Jubilee		Spink3864	Fr390	KM769		磨きあり	Has	been	polished
	 	 	 VF	 ¥200,000

	7494	 5ポンド金貨	5Pounds	1887	Spink3864	Fr390	KM769	NGC-MS63	 UNC	 ¥400,000
	7495	 3ペンス銀貨	3Pence	1893		Spink3942	KM777	 Tone	FDC	 ¥3,000
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	7496	 	1887年	ジュビリー11種プルーフセット	Jubilee	Bust	11pcs	Proof	Set	5ポンド金貨〜3ペンス銀貨	Spink-PS5
	 	 	KM-PS10	11枚すべてPCGSクレーディング済(PR63+〜PR65)	 Proof	FDC	 ¥7,100,000

7496
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	7497	 	1893年	オールドヘッド10種プルーフセット	Old	Head	10pcs	Proof	Set	5ポンド金貨〜3ペンス銀貨
	 	 発行セット数773セット	Spink-PS7		KM-PS13	 Proof	UNC	 ¥6,500,000

7497（75％大）
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	7498	 クラウン銀貨	Crown	1893	オールドヘッド	Old	Head		Spink3937	ESC2594(304)	KM783
	 	 PCGS	PR61	洗いあり	Has	been	cleaned	 Proof	EF	 ¥80,000
	7499	 クラウン銀貨	Crown	1894	オールドヘッド	Old	Head		Spink3937	ESC2596(306)	KM783		 EF	 ¥40,000

	7500	 	フローリン銀貨	Florin	1893	オールドヘッド	Old	Head	Spink3939	ESC2963(877)	KM781		PCGS	PR65CAM
	 	 	 Tone	Proof	FDC	 ¥160,000
	7501	 	フローリン銀貨	Florin	1897	オールドヘッド	Old	Head	Spink3939	ESC2967(881)	KM781		NGC	MS66
	 	 	 Tone	FDC	 ¥50,000

	7502	 	1ソボレン金貨	1Sovereign	1893	オールドヘッド	Old	Head	Spink3874	Fr396a	KM785		PCGS	PR65CAM	
	 	 	 Proof	FDC	 ¥1,100,000

	7503	 5ポンド金貨	5Pounds	1893	オールドヘッド	Old	Head		Spink3872	Fr394	KM787
	 	 PCGS	Genuine	Repaired-AU	Details	小傷多数修正あり	 ーEF	 ¥220,000
	7504	 1851年	大博覧会記念メダル		ホワイトメタル	ヴィクトリア	ゴシッククラウンタイプ肖像	27mm
	 	 BHM-2429	WM		NGC	Medal	MS63		 UNC	 ¥15,000

7498
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	7505	 1ソボレン金貨5枚組	本国(1873.1899)	オーストラリア(1886･M.1892･S.1896･M)	返品不可
	 	 	 F〜VF	 ¥125,000
	エドワード7世		Edward	VII		(1901-1910)	 	 	
	7506	 クラウン銀貨	Crown	1902		Spink3979	ESC3562(362)	KM803	 Matt	Proof	FDC	 ¥30,000

	7507	 1902年	戴冠記念	13種セット	Coronation	Set	13pcs	5ポンド金貨〜マウンディーセット
	 	 Spink-PS9	KM-PS15	オリジナルケース付	 Matt	Proof	FDC	 ¥1,100,000

	7508	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1907	Fr400	KM805	 VF+	 ¥30,000
	7509	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1910	Fr400	KM805	 VF+	 ¥30,000
	7510	 2ポンド金貨	2Pounds	1902	Spink3967	Fr399	KM806	PCGS-MS63	 UNC	 ¥150,000
	7511	 1ソボレン金貨2枚組	本国(1908)	オーストラリア(1909･P)	返品不可	 F〜VF	 ¥50,000
	ジョージ5世		George	V		(1910-1936)	 	 	
	7512	 	クラウン銀貨	Crown	1927		Spink4036	ESC3631(367)	KM836		1927年の発行貨は全てプルーフ仕様です
	 	 NGC	PF63		 Proof	FDC	 ¥45,000

7505
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	7513	 	クラウン銀貨	Crown	1927		Spink4036	ESC3631(367)	KM836		1927年の発行貨は全てプルーフ仕様です
	 	 PCGS	PR63	 Tone	Proof	FDC	 ¥45,000
	7514	 クラウン銀貨	Crown	1935	Spink4050	ESC3655(378)	KM8842a	在位25年記念	Silver	Jubilee
	 	 	 Proof	EF	 ¥75,000

	7515	 	1911年	戴冠記念12種ロングセット	Coronation	Long	Set	(12pcs).	5ポンド金貨〜マウンディーセット
	 	 	Spink-PS11		KM-PS17		5ポンド金貨	Spink3994	Fr402	KM822	Proof	EF,	2ポンド金貨	Spink3995	Fr403
	 	 	KM821	Proof	EF,	1ソボレン金貨	Spink3996	Fr404a	KM820	Proof	EF+,	1/2ソボレン金貨	Spink4006	Fr405a
	 	 	KM819	Proof	EF+,	1/2クラウン銀貨〜マウンディーセット	Proof	FDC		オリジナルケース付き	 	 ¥2,200,000
	7516	 	1911年	戴冠記念10種ショートセット	Coronation	Short	set	(10pcs).	1ソボレン金貨〜マウンディーセット
	 	 Spink-PS12		KM-PS18	オリジナルケース付き	with	case	 Proof	AU/UNC	 ¥130,000

	7517	 1/2ソボレン金貨	1/2Sovereign	1911	Spink4006	Fr405a	KM819	PCGS-PR66CAM	Proof	FDC	 ¥100,000
	7518	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1911	Spink3996	Fr404a	KM820	PCGS-PR65CAM	 Proof	FDC	 ¥125,000
	7519	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1925	Spink3996	Fr404	KM820		NGC	MS65	 UNC	 ¥60,000
	7520	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1925	Spink3996	Fr404	KM820		PCGS	MS65	 UNC	 ¥60,000
	7521	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1912	Spink3996	Fr404	KM820		7.99gm	.917Fine	 UNC	 ¥30,000

7513 7514

7517 7518 7519 7521
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ジョージ6世		George	VI	(1936-1952)	 	 	
	7522	 1/2ソボレン金貨		Half	Sovereign		1937		Spink4077	Fr412	KM858	 Proof	AU/UNC	 ¥50,000
	7523	 5ポンド金貨	5Pounds	1937		Spink4074	Fr409	KM861	 Proof	UNC+	 ¥550,000
	エリザベス2世		Elizabeth	II		(1952〜	)	 	 	
	7524	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1963	ヤングヘッド		Fr417	KM908		7.99gm	.917Fine			 UNC	 ¥30,000
	7525	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1982	Fr418	KM919		 UNC	 ¥30,000

	7526	 1/2ソボレン金貨	Half	Sovereign	1989	ソボレン金貨500年記念	Fr435	KM955	 Proof	FDC	 ¥38,000
	7527	 1ソボレン金貨	1Sovereign	1989	ソボレン金貨500年記念		Fr434	KM956	 Proof	FDC	 ¥100,000
	7528	 2ポンド金貨	2Pounds	1989	ソヴォレン金貨500年記念		Fr433	KM957	 Proof	FDC	 ¥75,000
	7529	 1/2ソボレン金貨	Half	Sovereign	2000	Fr455	KM1001	 Proof	FDC	 ¥15,000
	7530	 1ソボレン金貨	1Sovereign	2000	Fr454	KM1002	 Proof	FDC	 ¥30,000
	7531	 1/2ソボレン金貨	Half	Sovereign	2002		Fr464	KM1025	 Proof	FDC	 ¥15,000
	7532	 1ソボレン金貨	1Sovereign	2002		Fr463	KM1026	 Proof	FDC	 ¥30,000
	7533	 1ソボレン金貨3枚組(1966.1967.1981)	返品不可	 UNC/FDC	 ¥75,000

	7534	 2ポンド金貨	2Pounds	1995	KM970b	第二次世界大戦終結50年記念	PCGS-PR68DCAM	Proof	FDC	 ¥70,000
	7535	 2ポンド金貨	2Pounds	1983	Fr420	KM923	 Proof	FDC	 ¥80,000
	7536	 5ポンド金貨	5Pounds	2010	Fr452	KM1003.1	 Proof	FDC	 ¥235,000

	7537	 	5ポンド金貨	5Pounds	2000	KM1007b	エリザベス皇太后生誕100年記念	NGC-PF69ULTRA	CAMEO
	 	 	 Proof	FDC	 ¥235,000
	7538	 5ポンド金貨	5Pounds	2001	KM1015b	ヴィクトリア女王死去100年記念	 Proof	FDC	 ¥235,000
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	7539	 	5ポンド金貨	5Pounds	2002	KM1035b	エリザベス皇太后死去追悼記念	NGC-PF69ULTRA	CAMEO
	 	 	 Proof	FDC	 ¥220,000
	7540	 	5ポンド金貨	5Pounds	2002	KM1035b	エリザベス皇太后死去追悼記念	NGC-PF69ULTRA	CAMEO
	 	 	 Proof	FDC	 ¥220,000

	7541	 5ポンド金貨	5Pounds	2003	KM1038b	戴冠50年記念			 Proof	FDC	 ¥235,000
	7542	 	5ポンド金貨	5Pounds	2005	Fr484	KM1053b	トラファルガー海戦戦勝200年記念	ネルソン旗艦ヴィクトリー号
	 	 NGC-PF68ULTRA	CAMEO			 Proof	FDC	 ¥235,000

	7543	 	5ポンド金貨	5Pounds	2005	Fr485	KM1054b	トラファルガー海戦戦勝200年記念	ネルソン提督像
	 	 NGC-PF69ULTRA	CAMEO			 Proof	FDC	 ¥235,000
	7544	 5ポンド金貨	5Pounds	2006	KM1062b	生誕80年記念	NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥235,000

	7545	 	5ポンド金貨	5Pounds	2008	KM1104b	エリザベス1世即位450年記念	NGC-PR69ULTRA	CAMEO
	 	 	 Proof	FDC	 ¥235,000
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	ギリシャ			GREECE	 	 		

	7546	 20Lepta	20レプタ銅貨	1831	KM11	フェニックス(不死鳥)を描いた有名品	 ーVF	 ¥15,000
	7547	 	20ドラクマ金貨	20Drachmai	1884(A)	ゲオルギウス1世	George	I	(1863-1913)	Fr18	KM56	PCGS	AU58
	 	 	 ーEF	 ¥30,000

	7548	 	100ドラクマ金貨	100Drachmai	ND(1970)	1967年革命	Revolution	1967	発行枚数10,000枚		Fr21	KM95
	 	 NGC	MS64	 FDC	 ¥160,000
	7549	 	10000ドラクマ金貨		10000Drachmes	1993	デモクラシー2500年記念	KM161	8.50gm	.917Fine
	 	 	 Proof	FDC	 ¥29,000

	ハンガリー			HUNGARY	 	 		

	7550	 	100コロナ金貨	100Korona	1907(KB)	フランツ･ヨーゼフ戴冠40周年記念		Fr256	KM490		NGC	PF64
	 	 	 Matt	Proof	FDC	 ¥850,000

7546 7547

7548

7549
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	7551	 20コロナ金貨	20Korona	1894	フランツ･ヨーゼフ立像		Fr250	KM486		6.78gm	.900Fine	 EF+	 ¥25,000
	7552	 5ペンゴ角型銀貨	再鋳貨	5Pengo	Klippe	Restrike	1938(1965)		KM-X#Pn13.2	 Tone	UNC	 ¥5,000
	クレムニッツ	KREMNITZ	 	 	
	7553	 	1/2ダカット金貨	ND(1709-1746)	1.74gm	Fr587	セント･ジョージの龍退治/船上のキリストと高弟
	 	 リペイヤーあり	 Repair	VF	 ¥20,000
	7554	 1ダカット金貨	ND(1709-1746)	3.4gm	Fr587	セント･ジョージの龍退治/船上のキリストと高弟
	 	 	 EF	 ¥135,000

	7555	 10ダカット金貨	10Ducats	ND	34.8gm	セント･ジョージの龍退治/船上のキリストと高弟	 ーEF	 ¥650,000

	トランシルバニア	TRANSYLVANIA	 	 	
	7556	 	シュテファン･ボティカイ(1606-1606)	10ダカット金貨	10Ducats	1605	Fr305	KM18	現存数極少の希少品
	 	 	NGC-AU58	 EF+	¥12,000,000

7551
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	アイスランド			ICELAND	 	 		

	7557	 10クロナー銀貨	10Kronur	1930	民主議会1000年		Dav130	Y-10	KM-M1
	 	 エッヂ小当たりあり	Small	edge	knock		 EF	 ¥7,000

	インド			INDIA	 	 		

ムガール帝国		Mughal	Empire　シャー･ジャハーン	Shah	Jahan	(AH1037-1068)	1628-1658	 	
	7558	 1モハール金貨	1Mohur	Year2	スーラット鋳	Mint:Surat		Fr787	KM255.6		NGC	MS66	 FDC	 ¥200,000
英領インド		BRITISH	INDIA	 	 	
	7559	 1ルピー銀貨	1Rupee	1840(C)	東インド会社	East	India	Company	KM457.10		NGC	PF64
	 	 	 Tone	Proof	FDC	 ¥180,000
	7560	 1モハール金貨	1Mohur	1841	Fr1595a	KM462.1	 ーEF	 ¥400,000

	7561	 1モハール金貨	1Mohur	1841	Fr1595a	KM462.1	 VF+	 ¥340,000

	7562	 5ルピー金貨	5Rupee	1870(C)	Restrike	ヴィクトリア	Victoria	Queen	Fr1600a	KM476		希少品
	 	 PCGS	PR63DCAM	 Proof	UNC	 ¥650,000
	7563	 	1モハール金貨	1Mohur	1862	ヴィクトリア･クイーン	VICTORIA-QUEEN	発行枚数153,000枚	Fr1598	KM480
	 	 		 EF	 ¥220,000
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	7564	 	1908年プルーフ貨6枚組(KM500.502.505.506.507.508)	博物館で展示するための接着剤の痕跡あり
	 	 返品不可	 Proof	VF	 ¥50,000

	7565	 1/4アンナ銅貨3枚組	1835(m)	KM446.2	Lot	of	3coins	返品不可	 VF-EF	 ¥3,000

	ベンガル州		Bengal	Presidency	 	 	
	7566	 1モハール金貨	1Mohur	AH1202/19		Fr1537	KM103.1		NGC	MS63	 EF	 ¥160,000
	ポルトガル領インド	Portuguese	India	 	 	
	7567	 20バザルコス錫貨	20Bazarucos	1748	KM30	希少品	 F+	 ¥15,000

	マン島			ISLE	OF	MAN	 	 		

	7568	 クラウン金貨	AV	Crown		1981	国際障碍者年	ベートーベン	音楽家コインの中で入手難の金貨
	 	 KM78b		5.10gm	.374Fine	 Proof	FDC		 ¥15,000
	7569	 プラチナ1/10ノーブル	1/10Noble	1985	KM137		Fr-B6	 UNC	 ¥10,000
	7570	 プラチナ1ノーブル	1Noble	1985	KM154		Fr-3	 UNC	 ¥100,000

7564

7565

7566 7567

7568 7569

7570



－ 225 －

	イスラエル			ISRAEL	 	 		

	7571	 	5リロット銀貨	5Lirot	1963	シーファリング	独立15周年記念		KM39		洗いあり	Has	been	cleaned
	 	 	 Proof	AU	 ¥10,000
	7572	 	銀貨11枚組	5Lirot	1958	KM21,	1966	KM46,	10Lirot	1969KM53.1,	1973	KM71,	1974	KM77,	25Lirot	1975
	 	 KM80.2,	1977	KM86.2,	ハヌカ	5Lirot	1973	KM75.2,	10Lirot	1974	KM78.2,	1975	KM84.2.	
	 	 11枚組		11pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 	 ¥10,000

	イタリア			ITALY	 	 		

	ジェノア	Genoa	 	 	
	7573	 8リレ銀貨	8Lire	1795	Dav1370	KM249	 VF	 ¥34,000

リヴォルノ		Livorno	
	7574	 1ペッサデラローサ銀貨	Pezza	della	Rosa		1718	薔薇の図		Dav1501	KM15.4		NGC	MS62	 EF+	 ¥250,000

	ロンバルディア	Lombardy	 	 	
	7575	 20リレ金貨	20Lire	1848(M)	Fr475	C23	 VF	 ¥140,000
ミラノ		Milan
	7576	 	ミラノ美術大学金褒賞メダル	1805	三姉妹を持つアテナ神座像	裏面:受賞者の名前が彫り込まれていない未使用
	 	 Marcato750		PCGS	SP63	 P/L	UNC	 ¥900,000

7573

7574

7575
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	ナポリ	Naples	 	 	
	7577	 120グラナ銀貨	120Grana	1795	Dav1409	KM215	フェルディナント4世(1759-1799)	 EF	 ¥75,000
	7578	 60グラナ銀貨	60Grana	1857	KM361	フェルディナント2世(1830-59)	 VF	 ¥9,000

	7579	 120グラナ銀貨	120Grana	1853	Dav175	KM370	フェルディナント2世(1830-59)	 VF	 ¥8,000
	7580	 10トルネシー銅貨	10Tornesi	1859	KM369	フェルディナント2世(1830-59)	 EF	 ¥15,000

	7581	 120グラナ銀貨	120Grana	1859	Dav176	KM381	フランチェスコ2世(1859-1860)	 VF+	 ¥23,000
ナポレオン王国		Kingdom	of	Napoleon
	7582	 5リレ銀貨		5Lire		1809(B)	ナポレオン1世		Dav202	KM10.3		NGC	MS62	 Tone	AU/UNC	 ¥130,000

パルマ	Parma
	7583	 1リラ銀貨	1Lira	1815	マリー･ルイジア	(1815-1847)	C28		NGC	MS64PL
	 	 顔に傷あり	Scratch	on	face	 Tone	P/L	EF+	 ¥20,000
	サルジニア	Saldinia	 	 	
	7584	 100リレ金貨	100Lire	1834(P)	Fr138	KM133.1	カルロ･アルベルト(1831-1849)	 ーEF	 ¥220,000
	シシリー		Sicily
585	 12タリ銀貨	12Tari	1800	JU-I		フェルディナンド3世(1799-1810)	Dav1425	KM237		 VF+	 ¥15,000
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	王国		Kingdom		 	 	
	ウンベルト1世		Umberto	I	(1878-1900)	 	 	
	7586	 20リラ金貨	20Lire	1882(R)		Fr21	KM21		6.45gm	.900Fine	 AU		 ¥24,000
	7587	 100リラ金貨		100Lire	1883(R)		Fr13	KM22		NGC	MS64PL	 P/L	UNC	 ¥1,500,000
	ヴィトリオ･エマヌエレ3世		Vittorio	Emanuele	III	(1900-1946)	 	 	
	7588	 10リレ銀貨	10Lire	1927(R)	KM68.2	 EF+/AU	 ¥5,000

	7589	 50リレ金貨	50Lire	1911(R)	Fr25	KM44	イタリア王国50年記念	PCGS-MS61	 AU/UNC	 ¥175,000
	7590	 50リレ金貨	50Lire	1911(R)	Fr25	KM44	イタリア王国50年記念	NGC-MS61	 AU/UNC	 ¥175,000
	7591	 20リレ金貨	20Lire	1911(R)	Fr28	KM48	豊穣の女神	PCGS-MS62	 AU/UNC	 ¥150,000
	7592	 50リレ金貨	50Lire	1912(R)	Fr27	KM49	豊穣の女神	 AU/UNC	 ¥180,000
	7593	 50リレ金貨	50Lire	1912(R)	Fr27	KM49	豊穣の女神	PCGS-MS62	 AU/UNC	 ¥200,000

	7594	 50リレ金貨	50Lire	1931-IX		Fr34		KM71	 UNC	 ¥45,000
	7595	 50リレ金貨	50Lire	1932-X		Fr34		KM71	 AU/UNC	 ¥42,000
	7596	 10センテシミ角型亜鉛打試作貨		10Centesimi	Klippe	Trial	strik	1911(R)	王国50年記念		KM51
	 	 	 UNC	 ¥10,000
ヴァチカン		Vatican
	7597	 スクード銀貨	Scudo	1830(B)	ボローニャ鋳		ピオ8世	Pius	VIII(1829-1830)		Dav189	KM1310
	 	 両面にツーリングあり	Tooling	 EF	 ¥10,000

	7598	 	100リレ金貨	100Lire	1866(R)	ローマ鋳	ピオ9世	Pius	IV(1846-1878)	Fr278	KM1383	PCGS	MS62
	 	 	 クリーン	Cleand	EF	 ¥950,000
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	キーリング･ココス諸島			KEELING	COCOS	ISLANDS	 	 		

	7599	 150ルピー金貨	150Rupees	1977	Fr1	KM-X10a	 UNC	 ¥45,000

	韓国			KOREA	 	 		

	7600	 20銭		20Chon		光武9年(1905)		KM1128		PCGS	MS64	 UNC	 ¥30,000
	7601	 半圜		Half	Won	光武9年(1905)		KM1129	 EF	 ¥25,000
	7602	 半圜		Half	Won	光武9年(1905)		KM1129		PCGS	MS63	 Tone	AU/UNC	 ¥35,000
	7603	 5両		5Yang		開国501年(1892)		KM1114		PCGS	Genuine	Cleaning-AU	Detail	
	 	 洗いあり	Has	been	cleaned	 ーEF	 ¥150,000

	7604	 	25000ウォン金貨	25000Won	1986		1988年ソウルオリンピック記念		Fr11	KM58	16.81gm	.925Fine
	 	 	 Proof	FDC		 ¥50,000

	リベリア	LIBERIA	 	 		

	7605	 1セント試作銅貨	Pattern	1Cent	1847	KM-Pn1	車輪銭型	NGC-MS63BN	 UNC	 ¥34,000
	7606	 2セント試作銅貨	Pattern	2Cents	1868	KM-Pn16	ICG-PR63RB	 Proof	AU/UNC	 ¥44,000

	メキシコ			MEXICO	 	 		

	7607	 8レアル銀貨	8Reales	1821JJ	Mo	フェルディナンド7世	KM111	 VF	 ¥5,000
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	7608	 	8エスクード金貨	8Escudos	1822(Mo･JM)	Fr59	KM313.2	アウグスティン･イトゥルビデ(1822-1823)
	 	 希少品	 ーEF	 ¥1,450,000

	オアハカ州		Oaxaca	SUD		 	 	
	7609	 	8レアル銀貨	鋳造貨	8Reales	Cast	coin	1813	モレロス将軍時下発行	Under	General	Morelos	KM235
	 	 NGC	AU	50	 EF	 ¥95,000
	メキシコ共和国		Republica	Mexicana	 	 	
	7610	 	20ペソ金貨	20Pesos	1871(Go)S	グァナハト鋳	Mint:Guanajuato	天秤と自由の帽子	Scales	and	Liberty	Cap	
	 	 Fr124	KM414.4		NGC	MS62	 EF+	 ¥280,000

	メキシコ連邦共和国		Estados	Unidos	Mexicanos	 	 	
	7611	 50ペソ金貨	50Pesos	1821-1946	独立100年記念タイプ		Fr172	KM481		41.66gm	.900Fine
	 	 NGC	MS65+	 UNC	 ¥260,000
	7612	 50ペソ金貨	再鋳貨		50Pesos	Restrike	1821-1947	独立100年記念タイプ		Fr172R	KM481
	 	 41.66gm	.900Fine	 UNC	 ¥130,000
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	7613	 各種金貨5枚組(2ペソ	1945.5ペソ	1955.10ペソ	1959.20ペソ	1959.50ペソ	1947)	返品不可
	 	 	 EF〜UNC	 ¥200,000

	モナコ			MONACO	 	 		

	7614	 	50フランピエフォー試作金貨		50Francs	Piefort	ESSAI	1974	レーニエ3世	Rainier	III	発行枚数250枚
	 	 Gad162		93.84gm				 Proof	FDC	 ¥500,000

	モロッコ			MOROCCO	 	 		

	7615	 1リアル銀貨(10ディルハム)	1Rial(10Dirhams)	AH1329(1911)	Dav50	Y29		PCGS	AU58	 EF+	 ¥36,000
	7616	 1リアル銀貨(10ディルハム)	1Rial(10Dirhams)	AH1331(1913)	Dav51	Y33	 VF	 ¥3,000
	7617	 1リアル銀貨(10ディルハム)	1Rial(10Dirhams)	AH1331(1913)	Dav51	Y33		PCGS	AU58	 EF+	 ¥35,000

	7618	 1リアル銀貨(10ディルハム)	1Rial(10Dirhams)	AH1336(1918)	Dav51	Y33		NGC	MS61	 EF+	 ¥38,000
	7619	 5フランアルミ黄銅貨	5Francs	Aluminum-Bronze	AH1365(1947)	Y43		PCGS	MS65	 FDC	 ¥7,000

	マスカット･オーマン		MUSCAT	&	OMAN	 	 	
	7620	 15サウディ･リアル金貨		15Saudi	Rials	AH1381	Fr1	KM35		7.99gm	.917Fine			 FDC	 ¥30,000
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	オランダ			NETHERLANDS	 	 		

	7621	 	3フルデン銀貨	3Gulden	1830/20	オーバーデイト	ヴィルヘルム1世(1815-1840)	Dav233	KM49
	 	 洗いあり	Has	been	cleaned	 VF	 ¥15,000
	7622	 1ダカット金貨	1928	Fr352	KM83.1a	騎士立像	 UNC	 ¥20,000
	7623	 1ダカット金貨	1Ducat	1974	騎士立像		Fr353	KM190.1	NGC-PL67	 Proof	Like	FDC	 ¥15,000

	7624	 1ダカット金貨	1Ducat	1985	騎士立像		Fr355	KM190.1	 Proof	FDC	 ¥14,000
	7625	 10フルデン金貨	10Gulden		1889		ヴィルヘルム3世		Fr342	KM106		6.73gm	.900Fine	AU/UNC	 ¥24,000
	7626	 10フルデン金貨	10Gulden		1912		ウイルヘルミナ	Wilhelmina	(1890-1948)		Fr349	KM149
	 	 6.73gm	.900Fine	PCGS-MS66	 FDC	 ¥30,000
	7627	 10フルデン金貨	10Gulden		1926		ウイルヘルミナ	Wilhelmina	(1890-1948)		Fr351	KM162
	 	 6.73gm	.900Fine	 EF+	 ¥24,000
	7628	 小型金貨7枚組(10フルデン	1875×2.1911.1917.1925.1927.	1ダカット	1927)	返品不可
	 	 	 AU/UNC	 ¥180,000

	ゲルダーラント	GELDERLAND	 	 	
	7629	 14フルデン金貨	14Gulden	1760	Fr242	KM86.2	馬上の騎士像	NGC-AU55	 ーEF	 ¥80,000
	ウェストフリースラント	West	Friesland	 	 	
	7630	 1デュカトン銀貨	1Ducaton	1774	Dav1834	KM92.1	 VF	 ¥15,000

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：８月４日（木）必着
FAX入札締切日：８月４日（木）午後６時到着分まで

郵便入札（Mail  Bid）でご参加の方は…

ご送付先：〒182－ 0024　東京都調布市布田１－26－ 12　ダイアパレス336号
FAX：042－ 484－ 6916　書信館出版（株）　
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	ゼーラント	ZEELAND	 	 	
	7631	 30フルデン金貨	30Gulden	1684	KM-A65	Fr309	Ex	Virgil	Brand	Collection
	 	 表面の騎士立像と裏面の紋章のバランスが絶妙な逸品	NGC-MS64	 AU/UNC	¥10,000,000

	ユトレヒト	UTRECHT	 	 	
	7632	 	30スタイファー金貨	30Stuiver	in	Gold	1685	KM73の金打ち	EX.Lawrence	Adams	Collection	希少品
	 	 NGC-MS63	 UNC	 ¥6,400,000

7631
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	オランダ領東インド			NETHERLANDS	EAST	INDIA		 	 		

バタビア共和国		Batavian	Republic	
	7633	 1フルデン金打貨	Gulden	in	Gold	1802	Sch489(R3)	Ex.John	Work	Garrett	Collection	ガレットコレクション
	 	 NGC	MS61	珍品	発行枚数不明	 EF+	 ¥3,750,000

	ニューカレドニア			NEW	CALEDONIA	 	 		

	7634	 	20フランピエフォー金貨		20Francs	Piefort	in	Gold	1967		発行枚数20枚		KM-P2b		38,79gm	.920Fine
	 	 大変希少です｡	Rare		 Proof	FDC	 ¥200,000

	ニウエ			NIUE	 	 		

	7635	 スターウォーズ	カラーコイン	4種	2ドル銀貨	2011	KM663,667,668,670.	1oz	Silver
	 	 4種共NGC	PF70	ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥64,000

	7636	 スターウォーズ	カラーコイン	4種	2ドル銀貨	2011	KM664,665,666,669.	1oz	Silver
	 	 4種共NGC	PF70	ULTRA	CAMEO	 	 ¥64,000
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	パラオ			PALAU	 	 		

	7637	 20ドル金貨	20Dollars	1995	ゴールドバー型	マーメード	2.98gm	.999Fine	 Proof	FDC	 ¥12,000
	7638	 20ドル金貨	20Dollars	1995	ゴールドバー型	マーメード	2.98gm	.999Fine	 Proof	FDC	 ¥12,000

	パナマ			PANAMA	 	 		

	7639	 	100バルボア金貨	100Balboa	1975	バスコ･ヌーニェス･デ･バルボア頭像		Fr1	KM41		8.16gm	.900Fine
	 	 	 Proof	FDC	 ¥25,000

	ペルー			PERU	 	 		

	7640	 南ペルー	South	Peru		8レアル銀貨	8Reales	1838MS	CUZUCO	KM170.4	 VF+	 ¥25,000
	7641	 5ペセタ銀貨	5Pesetas	1880(B)	セレス像		KM201.1	 EF	 ¥20,000

	7642	 20ソル金貨	20Soles	1863YB	LIMA	女神座像		Fr70	KM194		32.26gm	.900Fine	 EF	 ¥145,000
	7643	 	100ソル金貨	100Soles	1963	LIMA	女神座像		発行枚数7,342枚		Fr78	KM231		46.81gm	.900Fine
	 	 	 UNC	 ¥220,000

	7644	 	100ソル金貨	100Soles	1966		ヴィクトリー立像		ペルー･スパイン海戦100年記念	発行枚数6,253枚
	 	 Fr85	KM251		46.81gm	.900Fine	 UNC	 ¥250,000
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	ポーランド	POLAND	 	 		

	7645	 3グロスィ銅貨	3Grossi	C5	オーストリア陸軍発行	 VF	 ¥10,000

	ポルトガル	PORTUGAL	 	 		

ジョアン5世		Joao	V	(1706-1750)
	7646	 1/2エスクード金貨	1/2Escudo	1730	Fr92	KM218.7	 F	 ¥12,000
	7647	 400レイス金貨400Reis	1743	Fr100	KM201	NGC-MS63	 AU	 ¥20,000
ホセ1世		Jose	I	(1750-1777)
	7648	 2エスクード金貨	2Escudos	1776	Fr102		KM246	希少	Scarce	 VF	 ¥100,000
	マリア2世		Maria	II	(1828-1853)	 	 	
	7649	 1000レイス銀貨	1000Reis	1845		Dav265	KM472	発行枚数10,724枚
	 	 デザインはイギリスの最高の彫金デザイナー	ウイリアム･ワイオンです｡	 EF	 ¥40,000

	7650	 1ペカ金貨	1Peca(6400Reis)	1835		Fr141	KM407		NGC	MS64	 UNC	 ¥425,000

	ロシア			RUSSIA	 	 		

	7651	 9枚組	9pcs	Lot	5カペーク銅貨	AE	5Kopeks	エカテリンブルグ造幣局鋳	Mint:Ekaterinburg
	 	 カテリーナ2世	Catherine	II	(1762-1796)	C59.3		1766EM,1775EM,1776EM,1776EM,1780EM,1784EM,
	 	 1791EM,1792EM,1795EM.	返品不可		No	Returns	 VG〜F	 ¥13,500
	7652	 5枚組	5pcs	Lot	5カペーク銅貨	AE	5Kopeks	アネンスク造幣局鋳	Mint:Annensk	C59.2
	 	 1789AM,1791AM,1791AM,1794AM,1796AM.	返品不可		No	Returns	 VG〜VF	 ¥9,000
	7653	 2枚組	2pcs	Lot	5カペーク銅貨	AE	5Kopeks	コロヴァン造幣局鋳	Mint:Kolyvan	C59.5
	 	 1787KM,1795KM.	返品不可		No	Returns	 F	 ¥4,000
	7654	 	3枚組	3pcs	Lot	10カペーク銅貨	10Kopeks	1835EM	C141.1(F),	5カペーク銅貨	5Kopeks	1803EM	C115.1	(VF),	
	 	 3カペーク銅貨	3Kopeks	1841CПМ	C146.3	(VF).		返品不可		No	Returns	 	 ¥7,000
	7655	 	2枚組	2pcs	Lot	50カペーク銀貨	1921	Y83,		50カペーク銀貨	1926	Y89.2.	返品不可		No	Returns
	 	 2枚共磨きあり	Polished	 ーVF	 ¥3,000
	7656	 5ルーブル金貨	5Rouble	1889	アレクサンドル3世	Alexander	III	(1881-1894)	Fr168	Y42			 AU	 ¥50,000
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	7657	 	5ルーブル金貨	5Rouble	1889	アレクサンドル3世	Alexander	III	(1881-1894)	Fr168	Y42		PCGS	AU53
	 	 	 VF	 ¥42,000
	7658	 1ルーブル銀貨	1Rouble	1912	ニコライ2世	Nicholas	II	(1894-1917)	Dav293	Y59.3		 EF	 ¥18,000
	7659	 1ルーブル銀貨	1Rouble	1913	ロマノフ王朝300年記念	300th	Anniversary	of	Romanov	Dynasty
	 	 Dav298	Y70	 UNC	 ¥20,000

	7660	 1ルーブル銀貨	1Rouble	1913	ロマノフ王朝300年記念	300th	Anniversary	of	Romanov	Dynasty
	 	 Dav298	Y70	 AU/UNC	 ¥15,000
	7661	 	10ゾロチン銀貨	10Zolotniks	ND(1901)	ゴールドマイン･インゴット	42gm	希少品	エッジに小凹みあり
	 	 	 VF	 ¥60,000

	7662	 1ルーブル銀貨	1Rouble	1921	ソビエト	Soviet		Dav300	Y-84	 EF	 ¥11,000
	7663	 	ニコライ2世時下発行	セントペテレスブルグ	漁業､工業国際博覧会記念	銀メダル	1902	漁船､漁網､チョウザメ.
	 	 Smirnov-1260		60.91gm	51mm	 UNC	 ¥20,000
シベリア		Siberia

	7664	 5カペーク銅貨	AE	5Kopecks	1775KM	コロヴァン造幣局鋳	Mint:Kolyvan		C5	 VF	 ¥5,500
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	サンマリノ	SAN	MARINO	 	 		

	7665	 	2007年	日本･サンマリノ友好記念2種セット(	2スクディ金貨､5スクディ金貨)	KM347.348	橿原神宮･明治天皇	
	 	 	 Proof	FDC	 ¥90,000

	スコットランド			SCOTLAND	 	 		

	ジェームス6世		James	VI		(1567-1625)	 	 	
	7666	 	1スウォード	アンド	セプター金貨		AV	Sword	and	Sceptre	Piece		1602		剣と笏の上に王冠		Spink5460	Fr46
	 	 KM20		両面に多くのスクラッチあり､エッヂ欠けあり	Many	scratch	on	both	side.	Klipped	on	edge.
	 	 	 F+	 ¥65,000
	チャールス1世		Charles	I		(1625-1649)	 	 	

	7667	 1ユナイト金貨		AV	Unit		第三次発行貨(1637-1647)	アザミの後にB	Spink5531	Fr56	KM57
	 	 発行された当時の金の色彩が残った非常に状態の良いコインです｡		 EF	 ¥1,100,000

	シンガポール			SINGAPORE	 	 		

	7668	 500ドル金貨	500Dollars	1988	干支	辰年	KM73		16.97gm	.916Fine		PCGS	PR69DCAM
	 	 ケース裏面ヒビあり	 Proof	FDC	 ¥60,000
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	ソマリア	SOMALIA	 	 		

	7669	 250シリング銀貨	2001	ゴチッククラウンタイプ	 Proof	FDC	 ¥3,000

	スペイン			SPAIN	 	 		

	7670	 1タリ銀貨	1Tari	ND(1554-1556)	MIR161	ナポリ鋳	フェリペ2世(1556-1698)	希少品	 EF	 ¥65,000
	7671	 	1/2デゥカート銀貨	1/2Ducato	ND(1554-1556)	MIR160	ナポリ鋳	フェリペ2世(1556-1698)	希少品
	 	 	 EF	 ¥85,000
	7672	 ジェトン(代用貨幣)	Jeton	1573	銅製	 VF	 ¥13,000

	7673	 1エスクード金貨	1Escudo		1792(M)MF	カルロス4世	Carolus	IIII	Fr298	KM434	 UNC	 ¥75,000
	7674	 2エスクード金貨	2Escudos	1806(M)FA		カルロス4世	Carolus	IIII	Fr102		KM246		NGC	MS63
	 	 	 AU/UNC	 ¥95,000
	7675	 25ペセタ金貨	25Pesetas	1881(81)	Fr344		KM687	アルフォンソ12世(1874-1885)	 EF+	 ¥38,000
	7676	 20ペセタ金貨	20Pesetas	1887(1962)	Fr345R	KM693	リストライク	 UNC	 ¥35,000

	スウェーデン	SWEDEN	 	 		

	アドルフ･フレデリク(1751-1771)	 	 	
	7677	 1リクスダラー銀貨	1Riksdaler	1770(AL)	Dav1733	KM505	 ーEF	 ¥78,000
	カール14世･ヨハン(1818-1844)	 	 	
	7678	 1リクスダラー銀貨	1Riksdaler	1822(CB)	Dav349	KM593	 VF+	 ¥68,000
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	7679	 1リクスダラー銀貨	1Riksdaler	1834(CB)	Dav3452	KM632	 VF/VF+	 ¥38,000

	スイス			SWITZERLAND	 	 		

	バーゼル		Basel		 	 	
	7680	 	1ターレル銀貨	Taler	年号無し	N.D.	バーゼル都市景観	City	View		Dav1746	KM126	(KMカタログ写真の現品)
	 	 磨きあり	Has	been	polished	 VF	 ¥30,000
	ジュネーブ		Geneve	 	 	
	7681	 5フラン銀貨	5Francs	1848		発行枚数1,176枚		Dav375	KM137		PCGS	MS64	 Tone	FDC	 ¥100,000
	連合		Confederation	 	 	
	7682	 5フラン銀貨	5Francs	1850(A)	女神座像とアルプス	Helvetia	seated	Dav376	KM11			 VF	 ¥20,000

	7683	 	5フラン銀貨	5Francs	1851(A)	女神座像とアルプス	Helvetia	seated	Dav376	KM11		PCGS	MS64
	 	 	 ToneAU/UNC	 ¥60,000
	7684	 5フラン銀貨	5Francs	1923(B)	Dav393	KM37	ウィリアム･テル像	 EF+	 ¥10,000

	7685	 5フラン銀貨	5Francs	1925(B)	Dav394	KM38	ウィリアム･テル像	 EF	 ¥10,000
	7686	 5フラン銀貨	5Francs	1926(B)	Dav394	KM38	ウィリアム･テル像	NGC-MS64	 UNC/FDC	 ¥38,000
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	7687	 100フラン金貨		100Francs		1925(B)	ブレンネリ	発行枚数5,000枚		Fr502	KM39
	 	 裏面に製造時の表面剥離があります｡Rev:Planchet	Flaw	 UNC	 ¥950,000
	7688	 	20フラン金貨37枚組(1898B×1.1922B×8.1927B×20.1930B×2.1935B×4.1947B×1.1949B×1)
	 	 返品不可	 EF〜UNC	 ¥900,000
	7689	 5フラン記念白銅貨5枚組(KM52.53.61.62.63)	返品不可	 AU/UNC	 ¥7,000
	7690	 5フラン記念白銅貨4枚組(KM52.54.59.69)	返品不可	 AU/UNC	 ¥5,000
	7691	 5フラン記念白銅貨8枚組(KM52×2.54.56.57×2.59.62)	返品不可	 AU/UNC	 ¥10,000
	スイス射撃祭	Swiss	Shooting	Coins	and	Medals	 	 	
	7692	 グラウビュンデン		Graubunden		4フランケン銀貨	4Franken	1842		Dav372	KM17	R836a	 EF	 ¥70,000

	7693	 グラルス	Glarus		40バッツェン銀貨	40Batzen	1847	Dav373	KM20	R803a	発行枚数3200枚(1852年に1023枚
	 	 溶解)	 EF	 ¥300,000
	7694	 ニドヴァルテン	Nidwalden		5フラン銀貨	5Francs	1861	Dav380	KM-S6	R1022a	 EF+	 ¥38,000

	7695	 シャファウゼン	Schffausen		5フラン銀貨	5Francs	1865	Dav382	KM-S8	R1054b	NGC-MS63	
	 	 	 UNC	 ¥35,000
	7696	 シュヴィーツ		Schwyz			5フラン銀貨	5Francs	1867		Dav383	KM-S9	R-1070a		磨きあり	Polished
	 	 	 ーEF	 ¥12,000

	7697	 チューリヒ	Zurich		5フラン銀貨	5Francs	1872	Dav385	KM-S11	R1731a	NGC-MS63	 UNC	 ¥35,000
	7698	 ザンクトガレン		St.Gallen		5フラン銀貨	5Francs	1874		Dav386	KM-S12	R1156a			 ーEF	 ¥10,000

7687 7692

7693 7694

7695

7696

7697
7698



－ 241 －

	7699	 ローザンヌ		Lausanne		5フラン銀貨	5Francs	1876		Dav387	KM-S13	R1560a	 UNC+	 ¥35,000
	7700	 ローザンヌ		Lausanne		5フラン銀貨	5Francs	1876		Dav387	KM-S13	R1560a	 ーEF	 ¥20,000

	7701	 バーゼル		Basel		5フラン銀貨	5Francs	1879		Dav388	KM-S14	R92b	 EF	 ¥10,000
	7702	 フライブルク	Fribourg		5フラン銀貨	5Francs	1881		Dav389	KM-S15	R403a	 VF	 ¥4,000

	7703	 フライブルク	Fribourg		5フラン銀貨	5Francs	1881		Dav389	KM-S15	R403a	NGC-MS64	
	 	 	 UNC/FDC	 ¥35,000

	7704	 フライブルク	Fribourg		5フラン銀貨	5Francs	1881		Dav389	KM-S15	R403a	NGC-SP64
	 	 (NGCのグレーディングでSPECIMENとされています。スイスのSPECIMENは他国のプルーフ貨、またはプルーフライク
	 	 ［P/L］に相当します。現存数10枚以下の希少品と思われます)	 Tone	P/L	UNC	 ¥450,000
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	7705	 フライブルグ	Fribourg		5フラン銀貨	5Francs	1881	Dav389	KM-S15	Richter403a	 UNC	 ¥30,000
	7706	 ルガノ		Lugano		5フラン銀貨	5Francs	1883		Dav390	KM-S16	R1373a	 EF	 ¥7,000

	7707	 バーゼル	Basel		ソーコールドテーラー	So	Colled	Taler	1844	銀製	Richter87b	Martin53	 ーEF	 ¥10,000
	7708	 ジュネーブ		Geneve		ソーコールドテーラー	So	Colled	Taler	1851	銀製	Richter572b	Martin282
	 	 発行枚数1274枚	当時のボックス入り	 EF+	 ¥35,000

	7709	 アールガウ	Aargau		射撃祭記念銀メダル	1924	Richter45a	Martin36	50mm	 Matt	FDC	 ¥10,000
	7710	 グラルス	Glarus		射撃祭銀メダル	1892	Richter808b	Martin432	 AU/UNC	 ¥8,000

	7711	 ルツェルン	Luzern		射撃祭銀メダル	1889	Richter867a	Martin465	41mm	 AU/UNC	 ¥12,000
	7712	 ニドヴァルデン		Nidwalden		射撃祭銀メダル		1898		Richter1029c	Martin878		45mm	Proof	UNC+	 ¥30,000
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	7713	 シュヴィーツ		Schwyz		射撃祭銀メダル	1889	アインジーデルン	Richter1076b	Martin622
	 	 当時のボックス入り	 EF+	 ¥30,000
	7714	 ソロツッルン		Solothurn			射撃祭銀メダル		1890		Richter1121a	Martin645		発行枚数950枚	45mm
	 	 	 UNC	 ¥12,000

	7715	 ノイシャテル		Neuchatel		射撃祭ホワイトメダル		1863	ラショードフォン	La	Chaux-de-Fonds
	 	 Richter947b	Martin510		52mm	 UNC	 ¥12,000
	7716	 ノイシャテル		Neuchatel		射撃祭銀メダル	1898	ラショードフォン	La	Chaux-de-Fonds
	 	 Richter970c	Martin526		45mm	 AU/UNC	 ¥8,000

	7717	 ノイシャテル		Neuchatel		射撃祭銅メダル	1898	ラショードフォン	La	Chaux-de-Fonds
	 	 	Richter970e	Martin526		45mm	 UNC	 ¥5,000
	7718	 ノイシャテル		Neuchatel		射撃祭銀メダル	1913	Richter994a	Martin547	 UNC	 ¥10,000

	7719	 ザンクト･ガレン	ST･Gallen		射撃祭銀メダル	1904	Richter1175a	Martin573	 AU/UNC	 ¥5,000
	7720	 ザンクト･ガレン	ST･Gallen		射撃祭銀メダル	1925	Richter1199a	Martin589	 UNC	 ¥8,000
	7721	 ザンクト･ガレン	ST･Gallen		射撃祭銀メダル	1933	Richter1209a	Martin601	 AU/UNC	 ¥4,000
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	7722	 トュウルガウ		Thurgau		射撃祭銀メダル	1890	Richter1250b	Martin666		45mm	 EF+	 ¥5,000
	7723	 トュウルガウ		Thurgau		射撃祭銀メダル		1900	アムリスヴェイル	Amrisweil	発行枚数400枚
	 	 Richter1273a	Martin683		45mm	 Matte	Proof	UNC	 ¥25,000

	7724	 ヴォー		Vaud		射撃祭銀メダル		1891	モルジュ	Morges		レマン湖畔とサヴォイア家のモルジュ城
	 	 発行枚数1150枚		Richter1584b	Martin940		45mm	 UNC	 ¥12,000
	7725	 ヴォー		Vaud		射撃祭銅メダル		1899	イヴェルドン	Yverdon		Richter1601b	Martin954		45mm	UNC	 ¥6,000

	7726	 ヴォー	Vaud		射撃祭銀メダル	1906	Richter1610a	M964	発行枚数400枚	 UNC	 ¥10,000
	7727	 チューリヒ	Zurich		射撃祭銀メダル	1892	Richter1752a	Martin1038	48mm	希少品	 AU/UNC	 ¥35,000

	7728	 チューリヒ	Zurich		射撃祭銀メダル	1902	Richter1787a	Martin1067	23mm	希少品	 EF+	 ¥5,000
	7729	 チューリヒ	Zurich		射撃祭銀メダル	1906	Richter1792c	Martin1072		 EF+	 ¥5,000
	7730	 アルガウ	ブリュグ		Aargau	Brugg			1000フラン金貨	1000Francs	1988	発行枚数300枚	MH34	Fr511
	 	 KM-S31		NGC	PF68	ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥150,000
	7731	 チューリッヒ		Zurich		50フラン銀貨	50Francs	2002		発行枚数1,500枚		MH66		 Proof	FDC	 ¥20,000
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	7732	 フライブルグ(フリブール)	Fribourg			500フラン金貨	500Francs	2004	発行枚数150枚		MH71	Fr514m
	 	 NGC	PF70	ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥175,000
	7733	 ヴァリス	Wallis		500フラン金貨	500Francs	2015	発行枚数200枚		 Proof	FDC	 ¥150,000
	7734	 ヴァリス	Wallis		500フラン金貨	500Francs	2015	発行枚数200枚	NGC-PF69ULTRA	CAMEO	
	 	 	 Proof	FDC	 ¥165,000
	7735	 ヴァリス	Wallis		500フラン金貨	500Francs	2015	発行枚数200枚	NGC-PF70ULTRA	CAMEO	
	 	 	 Proof	FDC	 ¥175,000

	7736	 ティシーノ	Ticino		500フラン金貨	500Francs	2016	発行枚数200枚	PCGS-PR69DCAM
	 	 	 Proof	FDC	 ¥165,000
	7737	 ティシーノ	Ticino		500フラン金貨	500Francs	2016	発行枚数200枚	PCGS-PR69DCAM
	 	 	 Proof	FDC	 ¥165,000
	7738	 ティシーノ	Ticino		500フラン金貨	500Francs	2016	発行枚数200枚	PCGS-PR69DCAM	
	 	 	 Proof	FDC	 ¥165,000
	7739	 ティシーノ	Ticino		500フラン金貨	500Francs	2016	発行枚数200枚	NGC-PF70ULTRA	CAMEO	
	 	 	 Proof	FDC	 ¥175,000
	7740	 ティシーノ	Ticino	 500フラン金貨	500Francs	2016	発行枚数200枚	NGC-PF70ULTRA	CAMEO
	 	 	 Proof	FDC	 ¥175,000
	7741	 ブルック	Brugg		50フラン銀貨	50Francs	1988	MH33b	ギザ縁	Reeded	Edge	製造枚数50枚
	 	 NGC-PF70ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥85,000

	7742	 メンツィンゲン	Menzingen			50フラン銀貨	50Francs	1989	MH36b	ギザ縁	Reeded	Edge	製造枚数50枚
	 	 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥85,000
	7743	 ディールスドルフ	Dielsdorf			50フラン銀貨	50Francs	1992	MH43b	ギザ縁	Reeded	Edge	製造枚数50枚
	 	 NGC-PF70ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥85,000
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	7744	 フリーブルク	Fribourg			50フラン銀貨	50Francs	2004	MH70b	ギザ縁	Reeded	Edge	製造枚数50枚
	 	 	NGC-PF70ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥85,000
	7745	 グラウビュンデン	Graubunden			50フラン銀貨	50Francs	2012	MH87b	銘文が｢TIRO｣となっているバラエティー
	 	 製造枚数75枚	NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7746	 ティシーノ	Ticino		50フラン銀貨	50Francs	2016	ピエフォー(厚手型･重量75gm)	製造枚数25枚
	 	 NGC-PF69ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥125,000

	7747	 	50フラン銀貨5枚組(1995	NGC-PF70UC.2000	NGC-PF69UC.2008	NGC-PF69UC.2014	PCGS-PR69DCAM.
	 	 2016	NGC-PF69UC)	返品不可	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7748	 	50フラン銀貨5枚組(2003	NGC-PF69UC.2004	NGC-PF69UC.2006	NGC-PF70UC.2012	NGC-PF68UC.
	 	 2016	NGC-PF69UC)	返品不可	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7749	 	50フラン銀貨5枚組(1987	NGC-PF69UC.1992	NGC-PF70UC.2001	NGC-PF69UC.2007	NGC-PF69UC.
	 	 2016	NGC-PF69UC)	返品不可	 Proof	FDC	 ¥75,000
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	7750	 	50フラン銀貨5枚組(1986	NGC-PF69UC.1991	PF-PF69UC.1997	NGC-PF70UC.2005	NGC-PF69UC.
	 	 2016	NGC-PF69UC)	返品不可	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7751	 	50フラン銀貨5枚組(1985	NGC-PF69UC.1990	NGC-PF69UC.2003	NGC-PF69UC.2010	NGC-PF69UC.
	 	 2016	NGC-PF70UC)	返品不可	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7752	 	50フラン銀貨5枚組(1998	NGC-PF70UC.2005	NGC-PF69UC.2014	PCGS-PR69DCAM.2015	NGC-PF69UC.
	 	 2016	NGC-PF69UC)	返品不可	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7753	 	50フラン銀貨5枚組(2006	PCGS-PR69DCAM.2011	NGC-PF70UC.2013	NGC-PF69UC.2014	NGC-PF69UC.
	 	 2016	NGC-PF69UC)	返品不可	 Proof	FDC	 ¥75,000

	7754	 50フラン銀貨5枚組(1994.1996.2009.2010.2016)	すべてNGC-PF70UC	返品不可	 Proof	FDC	 ¥80,000
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	タイ	THAILAND	 	 		

	7755	 非常時携帯用金板2枚組	総重量12.7gm	品位:999/1000	返品不可	 AU	 ¥45,000

	チュニジア			TUNISIA	 	 		

	7756	 	100ピアストル金貨	100Piastre	AH1272(1855-1856)	モハメッド･ベイ(1855-1859)	Fr1	KM130
	 	 	 EF	 ¥290,000
	7757	 100フラン金貨	100Francs	AH1349/1930		Fr14	KM257		6.55gm	.900Fine	 UNC	 ¥22,000
	7758	 20フラン銀貨		20Francs		AH1349/1930		KM256	 VF	 ¥6,000

	ウクライナ	UKRAINE	 	 		

	7759	 50グリーブニ金貨(1/2oz)	50Hryven	2012	大天使ミカエル	 FDC	 ¥75,000
	7760	 100グリーブニ金貨(1oz)	100Hryven	2015	大天使ミカエル	 FDC	 ¥155,000

	アメリカ			U.S.A.	 	 		

	7761	 5セント白銅貨	5Cents	KM97		PCGS	PR64	 Proof	UNC	 ¥65,000
	7762	 1/2ドル銀貨	Half	Dollar	1881	女神座像		発行枚数10,950枚	KM-A99		NGC	PF60	CAMEO	
	 	 	 Proof	EF	 ¥65,000
	7763	 1/2ドル銀貨	Half	Dollar	1936	リンチバーグ	Lynchburg	KM183		NGC	MS64	 UNC	 ¥18,000
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	7764	 1/2ドル銀貨	Half	Dollar	1924	ユグノー･ワルーン	Huguenot-Walloon	KM154	 UNC	 ¥12,000
	7765	 1/2ドル銀貨	Half	Dollar	1920	清教徒上陸300年記念	Pilgrim	KM147.1		PCGS	MS64	 UNC	 ¥10,000
	7766	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1920	KM147.1	清教徒上陸300年記念	Pilgrim	 UNC	 ¥10,000

	7767	 1/2ドル銀貨	1/2Dollar	1920	KM147.1	清教徒上陸300年記念	Pilgrim	 UNC	 ¥10,000
	7768	 1/2ドル銀貨	Half	Dollar	1925	KM157	ストーン･マウンテン	Stone	Mounten	 UNC	 ¥6,000
	7769	 1/2ドル銀貨	1Half	Dollar	1936	KM177	五大湖博覧会記念	 UNC	 ¥10,000

	7770	 1/2ドル銀貨	Half	Dollar	1952	KM200	ワシントン･カーバー	2枚組	Lot	of	2coins	返品不可	 UNC	 ¥5,000

	7771	 1ドル貿易銀	Trade	Dollar	1871	KM100	ANACS-VF20	 F	 ¥20,000
	7772	 5ドル金貨	5Dollars	1886(S)	サンフランシスコ鋳	女神頭像	Fr145	KM101		8.35gm	.900Fine	
	 	 	 F+	 ¥30,000
	7773	 5ドル金貨	5Dollars	1909(D)	デンバー鋳	インディアンヘッド	Fr151	KM129		8.35gm	.900Fine
	 	 	 VF	 ¥32,000

	7774	 50ドル金貨	50Dollars	MCMLXXXVII(1987)	1oz	Gold	33.93gm	.917Fine		Fr-B1	KM219	 FDC	 ¥115,000
	7775	 50ドル金貨	50Dollars	MCMLXXXVII(1987)	1oz	Gold	33.93gm	.917Fine		Fr-B1	KM219
	 	 NGC	PF69ULTRA	CAMEO	 Proof	FDC	 ¥125,000
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	7776	 リバティヘッド金貨5枚組(2･1/2ドル	1861.5ドル	1898.1899.1902S.10ドル	1898)	返品不可
	 	 	 F〜EF	 ¥125,000
	7777	 インディアンヘッド金貨3枚組(2･1/2ドル	1925D.5ドル	1912S.10ドル	1926)	返品不可	VF〜EF	 ¥125,000

	7778	 	20ドル金貨リバティトヘッド5枚組(1900S.1901S.1904S.1907×2)	修正･ペンダント痕あり	返品不可
	 	 	 F/VG	 ¥650,000

	7779	 20ドル金貨セント･ゴーデンス5枚組(1908D×2.1910S.1911S×2)	返品不可	 EF+/AU	 ¥750,000
	7780	 	2008年発行	歴代大統領	1ドル	KM426,427,428,429,	4種8枚	PCGS	PR69DCAM	(4枚),	NGC	PF69ULTRA	CAMEO
	 	 	(4枚).	 Proof	FDC	 ¥18,000
	7781	 	2007年(S)発行	歴代大統領	1ドル	KM401,402,403,404.	PCGS	PR69DCAM	(4枚),	2009年発行	歴代大統領	1ドル
	 	 KM405,406,407,408.	NGC	PF69ULTRA	CAMEO(4枚).	8種8枚組	 Proof	FDC	 ¥18,000
	7782	 	2011年(S)発行	歴代大統領	1ドル	KM499,500,501,502.	PCGS	PR69DCAM	(4枚),	NGC	PF69ULTRA	CAMEO	
	 	 (4枚).	4種8枚		 Proof	FDC	 ¥18,000

	ハワイ		HAWAII	 	 		

	7783	 カラカウア1世		Kalakaua	I	(1874-1891)			1ドル銀貨	1Dollar	1883	KM7		磨きあり	Has	been	polished
	 	 	 VF	 ¥50,000

	トンキン(北ベトナム)	TONKIN	 	 		

	7784	 1/600ピアストル錫貨	1/600Piastre	1905	KM1	2枚組	Lot	of	2coins	返品不可	 EF	 ¥8,000
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	ユーゴスラビア	YUGOSLAVIA	 	 		

	7785	 4ダカット金貨	4Dukata	1931	Fr4	KM14.2	ヘアーラインはありますが未使用状態です	 UNC	 ¥200,000
	7786	 	サラエボオリンピック記念5000ディナーラ金貨3種セット	1982-1983	Fr14-16	KM95.104.111	ケースなし
	 	 	 Proof	FDC	 ¥90,000

	セルビア	SERBIA	 	 		

	7787	 5ディナラ銀貨	5Dinara	1904	Dav305	KM27	 EF	 ¥27,000

	各国金貨ロット	 	 	

	7788	 	ヨーロッパ諸国金貨･金メダル11枚組(イタリア	20リレ	1863.1882.	ドイツ･プロイセン	20マルク1898A.ロシア
	 	 15ルーブル	1897.5ルーブル	1898.ベルギー	20フラン	1877.ハンガリー	コロナ	1914.スイス	20フラン	1896.
	 	 1927.10フラン	1922.バチカン	金メダル	5gm)	返品不可	 F〜UNC	 ¥220,000
	7789	 	南米各国金貨4枚組(コロンビア	5ペソ	1920.5ペソ	1927.ベネズエラ	20ボリバル	1905.ペルー	1/5リブラ	1920)
	 	 返品不可	 EF	 ¥80,000

	その他各国ロット		Miscellaneous	すべて返品不可	 	 	

	7790	 	フィリッピン	1ペソ銀貨	1897	アルフォンソ13世	KM154	NNC	AU-55	(F),	イギリス	クラウン銀貨	1896	ヴィクトリア
	 	 オールドヘッド	KM783	(VG),	クラウン銀貨	1935	ジョージ5世	KM8342	(VF+),	イスラエル	5リロット銀貨	5枚
	 	 1958	メノラ	KM21,	1959	帰還	KM23,	1960	ヘルツル	KM29,	1961	バーミツバ	KM33.(UNC),	U.S.A.	1ドル銀貨
	 	 1921	モルガン	KM110	(EF),	1ドル銀貨	1923	ピース	KM150	(VF).	9枚組	9pcs	Lot		返品不可		No	Returns
	 	 	 	 ¥10,000
	7791	 	フランス	1フラン銀貨	1872(A)	小文字(A)	KM822.1		PCGS	AU58	(EF+),	ベルギー領コンゴ	10サンチーム白銅貨	
	 	 1911	KM18	(EF),	20サンチーム白銅貨	1911	KM19	(EF),	インド	バロダ	2アンナ銀貨	VS1949(1892)	Y33	(F).	
	 	 4枚組	4pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 	 ¥10,000
	7792	 ブラジル	銀貨4枚組	960レイス(1813･R.1819･R)	640レイス(1809･B.1820･R)	 VF-EF	 ¥12,000
	7793	 ドイツ帝国銀貨7枚組(バイエルン2枚.プロイセン5枚)	 VG-EF	 ¥25,000
	7794	 ドイツ･ワイマール共和国	3マルク記念銀貨4枚組(KM62.63.70.76)	 VF-EF	 ¥25,000
	7795	 A-1	 F.A.O	世界食糧機構第1次発行	19ヶ国	27枚入りアルバム		第1次発行アルバムは入手難です｡
	 	 	 UNC	 ¥4,000
	7796	 A-2	カナダ	1981	6種スペーシメンセット	KM-SS67,	カナダ	1ドル銀貨	1987	KM154,	カナダ	20ドル銀貨	1990	
	 	 爆撃機	KM172,	シンガポール	1973	ミントセット	KM-MS8,	フィジー	1978	6種プルーフセット	KM-PS3,	パナマ	
	 	 5バルボア銀貨,10バルボア銀貨	1979	2種プルーフセット	KM-PS24,	クック諸島	2ドル銀貨	1973	KM8,	トケラウ
	 	 1ドル銀貨	1982	KM5a,	アメリカ	1/2ドル銀貨	KM208.		9種組	9Lots		返品不可		No	Returns	 	 ¥8,000
	7797	 A-3	イギリス	クラウン白銅貨	1951	ジョージ6世	オリジナルケース付き	Spink4111	KM880	3枚組	3pcs	Lot
	 	 返品不可		No	Returns	 P/L	UNC	 ¥5,000
	7798	 A-4	オーストラリア	シドニー五輪	5ドル銀貨プルーフ	4種4枚,	セントヘレナ	25ポンド銀貨(5oz	Silver)	1986
	 	 ナポレオン1世	KM9,	シンガポール	辰年	5oz	銀メダル,	バーミューダ	3ドル三角形型銀貨	KM92,	イスラエル	1ニュー
	 	 シュケル銀貨	1989	KM203,	イギリス	1フローリン銀貨	1910	エドワード7世	Spink3981	KM801	(F).	9枚組	9pcs	Lot
	 	 返品不可		No	Returns		 	 ¥15,000
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	7799	 A-5	イギリス	1970年	12進法最後のプルーフセット	KM-PS27,	タークス･カイコス	チャールス2世	1687(1960)
	 	 再鋳銀メダル	103.90gm	54mm,	インド	1トラ銀打	ND	帆船	24mm,	ペルー	1908	機関車	銀メダル31mm.
	 	 4枚組	4pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 UNC	 ¥5,000
	7800	 A-6	エクアドル	ガラパゴス	亀	5oz銀メダル	1987,	韓国	亀甲船	5oz銀メダル	1987,	イギリス	ヴィクトリア	1897
	 	 在位60年記念	銅メダル	55mm,	イギリス	ヴィクトリア	1897	在位60年記念	銀メダル	91.72gm	55mm､	ドミニカ
	 	 20ドル銀貨	1978	KM13.2	40.91gm	.925Fine,	ハイチ	100ゴウルデ銀貨		1977	KM135,	ハイチ	100ゴウルデ銀貨
	 	 1977	KM134,	シンガポール	6種ミントセット	1976	KM-MS12,	中國	マルコ･ポーロ記念	銀貨2種プルーフ	5角,	
	 	 5元	KM65,77.		9種組	9Lots		返品不可		No	Returns	 	 ¥30,000
	7801	 A-7		各国	白銅貨	下見をして下さい｡	13枚組	13pcs	Lot	返品不可		No	Returns	 	 ¥5,000
	7802	 A-8		各国	銀貨	下見をして下さい｡	15枚組	15pcs	Lot	返品不可		No	Returns	 	 ¥10,000
	7803	 A-9	各国	大型銀貨	バハマ	5ドル銀貨	1969	KM33	(UNC),	カナダ	10ドル銀貨	1973	KM87	(Proof	EF),	コスタリカ
	 	 20コロン銀貨	1970	ミロのヴィーナス	KM193	(Proof	FDC),	ジャマイカ	10ドル銀貨	1974	KM63	(Proof	FDC),	
	 	 オランダ領アンチル	25フルデン銀貨	1973	(FDC).	5枚組	5pcs	Lot		返品不可		No	Returns	 	 ¥8,000
	7804	 A-10	各国銅貨	フランス	10サンチーム	1856(W)	KM771.7	(VG),	ドイツ	陶貨	1921帆船2枚	(EF),	ヴェストファー
	 	 レン	10,000Mark	1923	(EF),	ジブラルタル	１クオート	1802	2枚	KM-TN1	(F),	2クオート	1802	2枚	KM-TN2.2
	 	 	(F),	マスカット･オーマン	1/4アンナ	AH1311	KM2	(F).	9枚組		9pcs	Lot		返品不可		No	Returns		 ¥6,000
	7805	 A-11	オランダ	ウエストフリーズランド	Netherlands	West	Friesland	6スタィフェル角型銀貨	再鋳貨	6Stuiver	
	 	 Restrike	Klippe		KM110	(AU),	スイス	ベルン	銀メダル	1737年	(EF).	2枚組	2pcs	Lot		返品不可		No	Returns
	 	 	 	 ¥10,000
	7806	 	ドイツ	20回ミュンヘンオリンピック記念	第1次〜6次	UNC	6種,	Proof	6種.	合計12枚組		12pcs	Lot		返品不可
	 	 No	Returns	 	 ¥6,000
	7807	 	カナダ	21回モントリオールオリンピック記念	第6次	4種,	第7次	4種.	オリジナルケース付	8種組	8pcs	Lot
	 	 返品不可		No	Returns	 Proof	FDC	 ¥6,000
	7808	 	カナダ	プルーフセット	1983	KM-PS3,	1985	KM-PS5,	1986	KM-PS6,	1987	KM-PS7,	1988	KM-PS8,	
	 	 1989	KM-PS9.			 Proof	FDC	 ¥6,000
	7809	 	中国	CHINA	5元銀貨	5YUAN	1983	マルコポーロ	MARCO	POLO	Y54	KM177	保証書､オリジナルケース付
	 	 	 Proof	FDC	 ¥5,000
	7810	 	イギリス	ジョージ1世銀メダル	1714年	ハノーファー国王の英国国王就任記念	67mm	103.71gm	EIMER467
	 	 洗いあり	CLEANED		 VF	 ¥20,000
	7811	 	イギリス	GREAT	BRITAIN	1950	プルーフセット	1/2クラウン白銅貨〜1ペニー銅貨	9種組	KM-PS23	SPINK-PS17
	 	 	 Proof	UNC	 ¥10,000
	7812	 	フランス	1973年	8種	スペシメンセット	KM-SS10	年号無し	銀メッキ青銅メダル	セレス像	86gm	57mm
	 	 2種組	2PCS	LOT	返品不可	NO	RETURNS	 FDC	 ¥3,000
	7813	 イギリス･フランス共同セット2種	イギリス	トラファルガー海戦記念5ポンド銀貨	2005	KM1053
	 	 フランス	アウステリッツ戦勝記念	KM1431	2枚セット	2PCS	LOT	 Ploof	FIX	 ¥4,000
	7814	 	ブラジル	2種銀錠メダル	①1955	SANPEX	II	漁船/魚	108.20gm②1949	SANPEX	飛行機/ジェット機	86.54gm
	 	 2枚共バー型メダル	2種組	2PCS	LOT	返品不可	NO	RETURNS	 AU/UNC	 ¥8,000
	7815	 	3種5オンス銀貨	銀貨メダル	①マカオ	500パタカ銀貨	1988	第35回マカオグランプリ記念	②5オンス銀メダル
	 	 1987	ブレマーハーフェン	③5オンス銀メダル	1991	1ドル貿易銀	ブリタニア立像	3枚組	3PCS	LOT
	 	 返品不可	NO	RETURNS	 Ploof	FDC	 ¥13,000

7810（70％大）
7814（70％大）

7809

①

②
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CCFオークション　郵便入札申込書

フロアオークション　2016 年８月６日（土）・７日（日）

当オークションの入札に当り、当オークションに関する規定と条件を承諾し、落札価格に加えて落札価格の
10％の手数料と、その手数料にかかる８％の消費税、及び送料（一律 700 円）を支払うことを了承します。

　署名捺印 (PLEASE SIGN)
印

●郵便入札及び FAX のご送付先

郵便入札申込書の受付は８月４日（木）必着、FAX は８月４日（木）午後６時到着分まで有効です。
Mail bid sheets must be received by August 4th 2016 at 6:00PM(Tokyo Time).

FAX.+(81)-(0)42-484-6916

ご応札はこの用紙をご使用の上、書信館出版（株）宛ご郵送下さい。

FAX：042 − 484 − 6916

〒 182 − 0024
東京都調布市布田１− 26 − 12
ダイアパレス調布 336 号　書信館出版株式会社

電話 (TEL) 日付 (Dated)

Auction Bid Sheet

切
　
取
　
線

入札価格は必ず日本円でご記入下さい。
ALL BIDS ARE TO BE IN JAPANESE YEN.

番号（LOT） 　　金額（BID） 番号（LOT） 　　金額（BID） 番号（LOT） 　　金額（BID）

お名前（NAME）

ご住所（ADDRESS）　〒（postcode）

  ふ　り　が　な

日本コインオークション
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