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御　挨　拶

　秋の深まりを感じられる頃となり皆様におかれましてはお元気にお過ごしのこととお喜

び申し上げます。

　さて、毎年恒例となりました弊社主力事業である「銀座コインオークション」が今年で30周

年を迎えることとなりました。これも一重に御出品者様、御応札者様をはじめ関係各位の皆

様方のご支援の賜物と心より御礼申し上げます。

　アンティークコインならびに紙幣を主とした本格的なフロアオークションである「銀座コ

インオークション」は平成元年（1989年）より開始致しました。当時、日本のコイン業界では

オークションはあまり馴染みがなく、百貨店などで行う展示即売会が主流でした。

　あれから30年あまり！今では国内でもオークションを主催する業者様も増え、出品内容も

それぞれ特徴があり年間を通して収集家の皆様が参加をとても楽しみにしておられます。ま

た、当日直接会場へ足を運ばなくても世界中どこからでもインターネットによりライブ入札

が可能となりました。当社は開催当初から一貫して出品物に対し、内容のバランスに拘って

参りました。それは可能な限り、日本の貨幣と世界の貨幣の出品レベルを偏らせないように

することでした。

　今年のオークションもおかげ様で内外の貨幣いずれも多数の珍品、人気商品が出品されて

おります。30周年という記念に相応しい内容となっており、あらゆるジャンルの収集家の皆

様方にご興味を持って頂けるものと確信致しております。

　最後に直接会場へお越しの上、参加される“フロアービッダー”の皆様、そしてライバル（？） 

であるインターネットから参加なさる“ライブビッダー”の皆様、両者が1点でも多くご希望の

品を落札され、「銀座コインオークション」を１日楽しんでいただける事を我々スタッフ一同

切に願っております。

平成30年10月吉日

株式会社 銀座コイン

代表取締役・オークショナー

竹内  英三
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銀座コインオークション

《表紙解説》

	143	 天正長大判金　後藤徳乗墨書　元書　天正年間(1573～ 91)
	 	 古1A　量目：165.30g　長径：167.8mm　短径：105mm
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付　美品/極美品

	519	 試鋳貨　貿易銀　明治7年(1874)　NGC(PF65)
	 	 トーン	プルーフ	未使用品+

（株）銀座コイン

143

519

平成 30 年 11 月３日（土・祝）
帝国ホテル 東京
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銀座コインオークション
AUCTION SALE CONDUCTED BY

GINZA COIN AUCTION

GINZA　COINS　COMPANY
〒 104-0061　東京都中央区銀座５−１　銀座ファイブ１Ｆ

TEL.03 − 3573 − 1960　FAX.03 − 3289 − 1860

日時：平成 30 年 11 月３日（土・祝）

午前９時〜午後５時 45 分

場所：帝国ホテル 東京　鶴・雅の間（3 階）

〒 100-0011

東京都千代田区内幸町１−１−１

電話　03 − 3504 − 1111

日本の古金銀貨幣類他

日本の近代貨幣・紙幣

世界の貨幣・紙幣

Saturday, November ３rd, 2018

９：00 a.m. 〜５：45 p.m.

Sale to be held at

IMPERIAL HOTEL TOKYO

TSURU & MIYABI ROOM（3F）

１- １，Uchisaiwai - cho  1 - chome

Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 JAPAN

Tel. 03 − 3504 − 1111

THE OLD COINAGE OF JAPAN

JAPANESE MODERN COINS

AND BANKNOTES

WORLD COINS & BANKNOTES

株式
会社　銀座コイン

（営業時間　10：00 a.m. 〜 7：30p.m. ／年中無休）
GINZA  FIVE. １FL. NO.1, GINZA 5 - CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-0061 JAPAN

電子メールアドレス：ginza-co ＠ ginzacoins.co.jp　ホームページアドレス：http://ginzacoins.co.jp
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NOTICE  OF  EXHIBITION
○ October 13 〜 November ２, 2018
　at 11 a.m. to 6 p.m.
　GINZA  COINS  CO.
　GINZA  FIVE, 1 Fl.  No.1,  Ginza 5-chome,  
　Chuo-ku,  Tokyo 104-0061 Japan
　Tel. （03）3573 − 1960
　Fax. （03）3289 − 1860
　※Please call for appointment.
○ November ３ from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.
　※From 8:00 to 10:00 a.m. you can make a preliminary

　　 inspection of only   Lot 1 〜 205.

　IMPERIAL  HOTEL, TOKYO
　MIYABI  ROOM（3F）
　1-1, Uchisaiwai-cho 1-chome
　Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan

SESSIONS
for the AUCTION held at
IMPERIAL  HOTEL, TOKYO TSURU ROOM（3F）
Saturday, November ３, 2018

○ Sale starts at 9:00 a.m. to 11:00 a.m.
　 Lots 1 〜 205
       Old Coinage of Japan

○ From 11:30 a.m. to 3:00 p.m.
　 Lots 206 〜 608
        Japanese  Banknotes,World Banknotes
        Japanese Modern,Silver Coins,Gold Coins,
        Error Coins, etc.

○ From 3:15 p.m. to 5:45 p.m.
　 Lots 609 〜 900
　　World Coins

I take the liberty of delivery all the lots from 
Nov ４th at the Ginza Coins Co.
The buyers cannot take  the lots on 3rd at the 
Auction House.

Deadline for accepting mail bids :
　November １, 2018

下　見
○平成 30 年 10 月 13 日（土）〜 11 月２日（金）
　午前 11 時〜午後６時
　（株）銀座コイン内
　〒 104-0061　東京都中央区銀座５−１
　銀座ファイブ１階
　　Tel. （03）3573 − 1960
　　Fax. （03）3289 − 1860

　※ あらかじめ下見日時をご予約ください。

○平成 30 年 11 月３日（土・祝）
　午前８時〜午後４時
　※但し、８時〜10 時は第１部出品物（Lot １〜 205）に限らせて
　　頂きます。Lot206 以降の出品物につきましては、10時〜下見　　　　
　　可能となります。

　帝国ホテル  東京　雅の間（３階）
　〒 100-0011　東京都千代田区内幸町１−１−１
　　Tel.（03）3504 − 1111

※ オークション当日の会場での下見は混雑が予想されます。　
　あらかじめ前日までに銀座コインで下見をすまされる事を　　　
　おすすめ申し上げます。

競　売
平成 30 年 11 月３日（土・祝）
帝国ホテル  東京　鶴の間（３階）にて
○午前９時〜午前 11 時  予定　
　ロット１〜 205
　皇朝銭類、寛永通寶、地方貨類、
　玩賞品、絵銭、丁銀、豆板銀、
　古金銀類（分銀・分金・小判金・大判金）
　特集「藤本源一郎氏」コレクション
　　
○午前 11 時 30 分〜午後３時  予定
　ロット 206 〜 608
　藩札、軍票、近代紙幣、見本券、エラー紙幣、
　現行紙幣、外国紙幣、近代銀貨、手変り、エラー貨幣、
　試鋳貨幣、現行貨幣、近代金貨、書籍

○午後３時 15 分〜午後５時 45 分  予定
　ロット 609 〜 900
　世界の貨幣

◎ご注意
※誠に勝手ながら、当社の都合により当日の落札品
の受け渡しは全品できません。授受ご希望の方は翌
日、11 月４日（日）以降に（株）銀座コインにてお
願いします。

郵便入札締切日：
平成 30 年 11 月１日（木）必着
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１．株式会社銀座コイン（以下「当社」という）のオークションカタログに記載された競売品は「返品不可」 
 や「審議品」等の特記事項の品を除き、その時点において真正品であることを保証します。
 （※ 審議品とは：複数の鑑定人の鑑定において真正の断定に至らない品。）ただし、PCGS 社、NGC 社等の
 スラブ入コイン全般の評価に関しましては当社では一切の責任を負いません。また、当オークションにおける
 落札品を後日 PCGS 社、NGC 社等のスラブ会社に提出した後のスラブ評価につきましては、当社との見解の
 違いと見なし、それに関する異議申し立ては一切受付致しません（贋物は除く）。
２．本競売に参加する方は全ての競売条件と規定を諒承されてから競売開始前に予め登録が必要です ( 無料 )。
 当社とのお取引が過去にない方、面識のない方については競売以前に身元を証明するもの及び資産証明等
 の提示を求め、かつ入札保証金のご提供を必要とします。また、当社の判断により理由を述べることなく、
 郵便入札申込書の受取り、登録希望者の登録や競売会場の入場を拒否する場合がございます。
３．それぞれ競売品に付けられた価格は鑑定評価に基づく参考価格です。事前入札においてノービッドの品はこ
 の参考価格の約 80％、すでに郵便入札が入っている場合はその最高額に対しての 2 番札を基準とし、競売人の
 裁量によって開始価格や競り上げる値幅が決定されます。
４．それぞれの競売品において最高額のビッドをした入札者が落札者となります。尚、競売中に入札者間に争い 
 が生じた場合、その対処は当社の競売人がその裁量により解決するものとし、競売に参加しているすべての 
 関係者は競売人の裁定に従わなければなりません。
５．落札者 ( 買主 ) は当社に、落札価格に対して 10％の手数料とその手数料にかかる 8％の消費税を落札価格
 に加算の上、お支払下さい。落札品に対する支払いは日本通貨を持って競売日から 14 日以内に当社に
 支払うものと致します。尚、当社は全てのロットに例外なく、落札者が全額決済するまでは商品の引き渡し
 はしないものとします。
６．落札者が支払期間内に全額決済しないときは現行金利を上乗せして再度請求します。それでも支払わない 
 場合は売買契約を解除し、今後その落札者に対して一切の取引に応じないものとします。
 尚、解除によって当社に損害が生じた場合、その賠償を請求致します。
７．競売会場における落札決定により、売買契約は成立致します。従って、下見の有無にかかわらず、如何 
 なる理由があっても返品はできません ( 郵便入札、ライブ入札による落札者も同様 )。
８．落札品がカタログに掲載された名称の商品でないことが判明した場合（カタログの誤表記は除く）、競売日 
 より 14 日以内に、お支払が完了している落札者本人に限り、返品の申出を書面でのみ、受付けを致します。
 尚、下記の項目に該当する場合は返品を受付けません。
  〇事前に下見をしている品物
  〇「返品不可」「審議品」などの特記事項のある品物
  〇落札品が競売日と同じ形状でない場合
  〇支払期限を経過した後に支払いのあった場合
  〇出品者への支払い精算が完了した後の場合
  〇中国貨幣の全出品物（Lot No. 634 〜 692）
  〇 PCGS 社、NGC 社等のスラブ入コイン
  〇返品理由が著しく正当性を欠き、当社が同意できかねる場合
９．落札者からのご入金を元にご出品者様へのお支払が完了致します。出品者へのお支払後、つまり競売日より
	 30日が経過した落札品に関しての異議申し立ては、如何なる理由があっても、お申し出を承ることは一切致
	 しません。
10．落札品の受け渡しにおいて郵送ご希望の方は、保険料、送料を別途請求致します。また、海外からの送金 
 支払の場合は、関税等の税金、また銀行への振込手数料等事務手数料は全て落札者が負担するものとします。
11．競売条件、規定に関する事項はすべて日本国憲法を適用、解釈の基準とし本規約に定めがない事について 
 も日本国法を適用するものと致します。

競売条件と規定

株式会社　銀座コイン
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1. All items in auction's catalogue of GINZA COINS COMPANY(hereinafter referred to 
as the Auctioneer)are genuine (unless otherwise noted).Their grade of preservation is a 
reflection of our own opinion. On the other hand, we have established a reputation of being 
fair within the current grading standards. However, this guarantee does not apply If 
the opinion(s) of generally accepted scholar(s) and expert(s) at the date of sale, 
or the catalogue description indicated that there was a conflict of such opinions. 
Also, we don't take responsibility for coins of slab, such as PCGS and NGC.

 We regard the evaluation after submitting a successful bid product to PCGS,NGC 
and so on as a difference of opinion with us. We will not accept any objections 
related to it.(In case of fakes, we will accept objections.)

2. Registering and bidding in this auction sale constitute acceptance by the bidder of all the 
foregoing terms and conditions. Unknown or new bidders may be requested to identify 
themselves before the auction and provide financial references. The Auctioneer has the 
discretion to demand a security for a bid of them. 

 The Auctioneer shall have absolute discretion to refuse any mail-bid, registration, or 
attendance at the auction of any person without giving any reason.

3. The price indicated for each lot is only an estimation of the market value based on the 
professional opinion − which should help you to establish your bids. The starting price at 
the auction will be approximately 80% of the estimate given in the catalogue or just over 
the second highest price of the mail-bid. The Auctioneer has absolute discretion to vary the 
starting price and the increment as he sees fit.

4. The Buyer of any lot will be the highest bidder. In the event of any dispute, the Auctioneer 
shall have absolute discretion to settle the dispute as he thinks best. Any concerned parties 
participating in this auction should accept to his decision.

5. The Buyer shall pay the Auctioneer a premium of 10% on the Hammer Price and VAT 8% 
to the Buyer s premium.The payment must be in Japanese yen. Full settlement will be 
expected within 14 days from the date of the sale. (unless credit terms have been arranged)

　All lots must be paid for in full prior to delivery without exception.
6. If a buyer fails to pay any lots within the term of payment, the Auctioneer shall charge 

interest at the going bank rate on the total purchase price.
 If any default of payment was found, the Auctioneer shall cancel the purchase of the lot 
and shall not deal with the Buyer.The Buyer shall compensate the Auctioneer for any 
and all loss and damage reasonably incurred or sustained by the Auctioneer due 
to the aforesaid cancellation.

7. All floor sales are final. Although any lot may be examined before bidding, no lots can be 
returned for any reason by mail or floor buyers(including those acting as agents for others). 
 Any claims due to an error in the specification of the catalogue must be made in writing 
within 14 days from the date of sale. 

   ※All Chinese Lots(No.634-692) No Returns.
8. Payment to the seller is completed after payment from the successful bidder. Therefore, 

after thirty days have passed since the auction date, no objections, allegations will be 
accepted for any reason.

9. If any lot has to be shipped, the Buyer shall also be responsible for the insurance charge 
and the postage. If payment incurred from abroad, such as customs duties, taxes, any bank 
and collection charges, the Buyer shall be liable for them in full.

10. All the sale, matters, terms and conditions in the sale connected therewith shall be 
governed and construed in accordance with the law of Japan. Anything in this Agreement 
to the contrary notwithstanding, shall be construed in accordance with the law of Japan.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE

GINZA COINS COMPANY

’
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郵便入札〆切日：平成 30 年 11 月１日（木）【オークション当日の前々日】
FAX 入札〆切日：平成 30 年 11 月１日（木）　午後４時

株式会社　銀座コイン

１．郵便あるいはファックスで入札される方には、それぞれ入札者番号が与えられます。

２．番号は受付順に手続きされます。

３．それぞれの入札は競売会社（当社）の入札簿に集計、記入されます。

４．競売品の開始価格と落札価格は次の様に定められます。

　　通常競売会社は郵便またはファックスで入札を受けた入札価格に 5 〜 10％の値きざみで加算します。

 例えば、ある競売品に対して最高値の入札価格が￥100,000 で、二番目に高い入札価格が￥50,000 と

 すると、競売会社は￥50,000 に 10％を加算した価格、つまり￥55,000 を開始価格と致します。もし実

 際にオークション会場での競売に来ている方々から立会入札がなければ、その競売品は￥100,000 の

 入札値を付けた方が￥55,000 で落札できることになります。

　　オークション会場での立会入札が始まったら当社は郵便入札者に代って入札者の限度額まで値を競

 ります。立会入札者と郵便入札者を問わず最高入札者が落札者となりますが、上記の例のような場

 合、当社はできるだけ低い値で競売品を獲得しようとしますので、郵便入札者は入札値以下で落札と

 なります。

５．入札をする前には「競売条件と規定」を充分にご覧頂きご理解ください。

　　全ての郵便入札者は、この「競売条件と規定」を諒承されたものとみなします。

６．郵便入札者はできるだけ早くあなたの入札申込書を投函してください。 もし同額での入札があった

 場合は最初に受け付けた入札者に優先権があります。当社における手続きもありますので、入札者は

 時間的余裕をもって入札してください。

７．入札申込書がはっきりと分かりやすく書かれているか投函する前に十分に確かめてください。競売

 品番号や入札価格が違っていても責任は入札者にあります。ご注意ください。

８．落札品の支払いは日本通貨をもって競売日から14日以内に支払うものとします。

９．入札申込書はインクで書き入れてください。もし間違えたら線で消して書き改めてください。電話番

 号やファックス番号もお書き忘れなく。又、お名前には必ずふりがなをお願い致します。

10．私達は皆様のお役に立ちたいと願っております。お分かりにくい点がございましたら、どうぞご遠慮

 なくお問合せください。日頃のご愛顧を感謝し、皆様からのご用命を心からお待ち申し上げます。

郵便入札者のためのご案内（必ずご一読下さい）
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DEADLINE　FOR　ACCEPTING　MAIL　BIDS：NOVEMBER　１st, 2018
BY　FAX　BIDS　TILL　4 p.m.　0F　THE　SAME　DAY.

GINZA　COINS　COMPANY

1.   Each person sending bids by mail or by fax is given a bidder number.

2.   Numbers are assigned in the order that they are received.

3.   Each bid is entered into the Auction House's master bid book.

4.   The opening bid on each lot is established the following way : The Auction 
House adds 5 — 10 % to the second highest mail or fax bid.  For example, if 
the highest bid is ￥100,000 and the next highest bid is ￥50,000, the Auction 
House adds 10% to the ￥50,000 bid — thus the starting price is ￥55,000.  If 
there are no floor bids from people actually at the sale, then the lot is sold 
for ￥55,000 to the person who bid ￥100,000.  If floor bidding starts, the 
House will represent your bid up to your limit.  If bidding stops, you will win 
that lot at the bid. 

 The House will attempt to purchase each lot as inexpensively as possible; 
therefore you will not necessarily have to pay the full amount of your bid.

5.  Before entering your bids, please read “ terms and conditions of 
sale” carefully. Your oral or written submission of bids for the sale 
constitutes your acceptance of “terms and conditions of sale” .

6.   It is important to mail your bid sheet as early as possible. In the event of 
duplicate bids, preference is given to the bid received first.  Also you must 
allow time for the bids to be received and entered.

7.  Make sure that your bid sheet is clearly understandable. Please check it 
thoroughly before you mail it. The bidder is responsible for any errors, 
whether there are lot numbers or the amount that you wish to bid.  Please 
pay attention.  

8.  All successful bidders will be notified by Ginza Coins Co. and full settlement 
will be expected in Japanese currency within 14 days from the date of the 
sale. 

9.  Please fill out your bid sheet in ink and fill in your telephone number or fax 
number as well.  If you make a mistake, cross it out and rewrite it. 

10.  If you need further information, please feel free to contact us. We appreciate 
your patronage and look forward to serving you again.  

IMPORTANT  INFORMATION  FOR  MAIL  BIDDERS
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皇朝銭他穴銭類
　ロット No.1 〜 16
地方貨類、玩賞品、絵銭
　ロット No.17 〜 49
丁銀、豆板銀
　ロット No.50 〜 65
古金銀類（分銀・分金・小判金・大判金）
　ロット No.66 〜 154
特集「藤本源一郎氏」コレクション
　ロット No.155 〜 205
藩札、軍票、近代紙幣、見本券、エラー紙幣、
現行紙幣、外国紙幣、近代銀貨、手変り、
エラー貨幣、試鋳貨幣、現行貨幣、近代金貨、書籍
　ロット No.206 〜 608
世界の貨幣　ロット No.609 〜 900
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第１部（ロット１〜205）
午前９時〜午前11時（予定）

皇朝銭類、寛永通寳、地方貨類、
玩賞品、絵銭、丁銀、豆板銀、
古金銀類（分銀・分金・小判金・大判金）、
特集「藤本源一郎氏」コレクション

穴銭・寛永通寳・地方貨類・玩賞品・絵銭	 	 	
Japanese	Ancient	Coins,	Kanei	Tsuho	＆	Local	Coins,	etc.		

	 1	 和同開珎(銅)　長珎　和銅元年(708)　3.01g　直径：24.11mm	 上品		 ¥600,000
	 2	 和同開珎(銅)　中字　和銅元年(708)　3.50g　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品		 ¥120,000
	 3	 承和昌宝(銅)　小字　承和２年(835)　1.86g　少青錆	 上品	+	 ¥66,000

	 4	 𠃵元大宝(銅)　長元　天徳2年(958)　3.30g　青錆　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 佳品	+	 ¥220,000
	 5	 永楽通宝銀銭　打製　紀州	 美品/極美品		 ¥60,000
	 6	 永楽通宝銀銭　鋳造	 美品/極美品		 ¥30,000

	 7	 長崎元豊　折二様　27.76mm	 美品		 ¥150,000
	 8	 古寛永通宝金銭　明暦3年(1657)　5.90g　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品		 ¥300,000
	 9	 古寛永通宝　竹田斜寳　母銭　26.13mm	 美品		 ¥50,000

	10	 鉄銭座銅銭　母銭　22.51mm　図会194	 上品		 ¥250,000
	11	 明和小字背千　母銭　25枚差し　図会246	 上品	(25)	 ¥70,000
	12	 小字降寳背元　大様　母銭　23.50mm　図会456	 美品		 ¥50,000

１ ２ ３

４ ５ ６

７ ８ ９

10

12 11
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	13	 狭穿背ト　通用銭(鉄銭)　4.8g　図会511　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 佳品		 ¥100,000
	14	 当四　21波　短尾寛　母銭　28.05mm　図会516	 上品		 ¥40,000

	15	 当四　背千刮去　錫母銭(29.18mm),	銅母銭(29.18mm)　2種1組　図会587	 上品	(2)	 ¥70,000
	16	 当四　背盛　大様母銭　直径：29.09mm　6.49g　図会596	 極美品		 ¥50,000

	17	 秋田九匁二分銀判　裏極印表打　文久3年(1863)　古55　	 美品		 ¥50,000

	18	 秋田九匁二分銀判　文久3年(1863)　古55	 美品		 ¥50,000

13 14

15 16

17

18
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	19	 秋田四匁六分銀判　側面極印裏6個・秋極印なし・改極印〇なし　文久3年(1863)　古56	 美品		 ¥30,000
	20	 秋田四匁六分銀判　秋極印なし　文久3年(1863)　古56	 美品		 ¥30,000

	21	 秋田四匁六分銀判　秋極印逆打・改極印〇なし　文久3年(1863)　古56	 美品		 ¥30,000
	22	 秋田四匁六分銀判　裏面側面極印落ち　文久3年(1863)　古56	 美品		 ¥30,000

	23	 秋田四匁六分銀判　文久3年(1863)　古56　小アタリ有り	 上品		 ¥18,000
	24	 盛岡八匁銀判　幕末　古57	 美品		 ¥120,000

19 20

21 22

23 24
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ほとんどの出品物はカラー写真にて掲載しておりますが、色味・質感

等は原品に対し完全な再現には限界がございますのでご了承下さい。

	25	 美作一分銀　背桐　古58	 美品		 ¥150,000
	26	 美作一分銀　異書　無背　古58	 上品		 ¥130,000
	27	 但馬南鐐銀　大字　江戸初期　古59	 美品		 ¥250,000
	28	 但馬南鐐銀　中字(細字)　江戸初期　古59	 美品		 ¥100,000
	29	 但馬南鐐銀　中字　異書　江戸初期　古59	 美品		 ¥100,000

	30	 但馬南鐐銀　小字　江戸初期　古59	 美品		 ¥100,000
	31	 但馬南鐐銀　小字　異書　江戸初期　古59	 上品		 ¥100,000
	32	 加賀南鐐銀　梅鉢一分　5.86g　古60	 美品		 ¥150,000
	33	 加賀南鐐銀　古60	 上品		 ¥100,000
	34	 加賀壱分銀　3.68g	 美品		 ¥150,000
	35	 加賀壱分銀　異書　4.11g	 美品		 ¥150,000

	36	 秋田封銀　八匁銀　30.0g　幕末　古62　「上」字陰刻印落ち　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 ¥300,000
	37	 秋田封銀　四匁銀　15.1g　幕末　古62　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 ¥200,000
	38	 仙台小槌銀　幕末　古64	 美品		 ¥80,000
	39	 仙台小槌銀　仙落ち　幕末　古64　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品		 ¥90,000

	40	 切銀(しかみ銀)　32.98g	 上品		 ¥40,000

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35
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	42	 玩賞品　豊後　祝鋳小判金　36.5g	 上品		 ¥100,000
	43	 浅間銭　小様　3種1組(桐箱付)　平尾麗悳荘	旧蔵品	 上品	(3)	 ¥15,000

	44	 大銭大黒　61.10mm　69.60g	 上品		 ¥15,000

	41	 甲州露一両金　天正～江戸初期　15.10g　古70　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 ¥1,500,000

	45	 面子銭　鍵　36.95mm　38.85g	 上品		 ¥15,000

41

42 43

44

45
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	46	 五位堂銭(銅)　本　52.55mm　86.83g	 上品		 ¥20,000

	47	 永字大黒　44.25mm　34.70g	 上品		 ¥15,000
	48	 花巻戎　永仁三年(白銅)　32.05mm　17.67g	 上品		 ¥10,000

	49	 小型絵銭75種1組　「日本の絵銭」原品46点含む　面子・駒曳・福神・念仏題目・南部銭類等　木箱入り
	 	 下見して下さい(返品不可)	 佳品～上品	(75)	 ¥300,000

46

47
48

49（縮小）
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	50	 譲葉丁銀　切遣い　167.43g　長径：102.25mm　短径：41.42mm　文禄年間(1592～1595)　古45
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品/極美品		 ¥2,500,000

丁銀・豆板銀　Chogin,Mameita	Gin（silver）	
　戦国時代から江戸初期にかけて、古鋳銀錠は金と同じく物品貨幣としてその役割を果たしていました。その多くは銀
産地において作られたとみられ、銀質は精良なもので、裏面には細密な石目が現れているのが特徴となっています。
　今回、ご紹介する「古丁銀・切遣い」2 種は独特の光沢と美しい銀地が残っており、当時の手造りの素晴らしさを存
分に味わうことのできる貴重な出品といえるかと存じます。

	51	 萩古丁銀　切遣い　124.50g　長径：104.95mm　短径：46.87mm　文禄年間(1592～1595)　古45
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 ¥2,500,000

50

51
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	52	 慶長丁銀　前期　164.93g　慶長6年～元禄8年(1601～1695)　古46	 美品		 ¥450,000
	53	 元禄十二面大黒丁銀　179.60g　元禄8年～宝永3年(1695～1706)　古47　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品		 ¥2,400,000
	54	 宝永二ツ宝12面大黒丁銀　185.50g　宝永3年～7年(1706～1710)　古48　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品		 ¥2,500,000
	55	 宝永永字丁銀　134.95g　宝永7年(1710)　古48A　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 ¥2,800,000

	56	 宝永四ツ宝12面大黒丁銀　166.50g　正徳元年～2年(1711～1712)　古48C　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品/極美品		 ¥1,200,000
	57	 元文11面大黒丁銀　173.20g　元文元年～文政元年(1736～1818)　古50　出来ヒビ有り	 美品	+	 ¥200,000
	58	 文政丁銀　203.73g(大型)　文政3年～天保8年(1820～1837)　古51	 美品		 ¥40,000
	59	 天保丁銀　219.91g(大型)　天保8年～安政5年(1837～1858)　古52	 美品		 ¥35,000

52 53 54
55

56 57 58 59
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	60	 安政丁銀　257.70g(超大型)　ひびき原品　安政6年～慶応元年(1859～1865)　古53	 極美品		 ¥100,000

　製作時の状態をそのまま保っていて、元号極印の「政」も深打ちとなっています。なんと言っても 250g を超える量
目は圧巻です。

	61	 安政丁銀　204.31g(大型)　安政6年～慶応元年(1859～1865)　古53	 美品		 ¥30,000
	62	 慶長片面大黒豆板銀　3.35g　慶長6年～元禄8年(1601～1695)　古46	 上品		 ¥15,000

60

61

62
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	63	 宝永永字片面大黒豆板銀　めぐり永(永字10ヶ+α)　11.90g(大型)　宝永7年(1710)　古48A
	 	 ひびき原品　銀銀図録原品　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品	+	 ¥800,000

　地金に対する極印面の割合が大きい片面大黒豆板銀は市中銀の真贋鑑定のため、両替商に配られたと言われています。
この永字片面大黒豆板銀は大黒の回りをめぐっている「永」の字がほとんど全部把握できる位に極印のよく出た特製品
で、高貴な筋に贈呈したものと思われます。地金の色、金錆の色共に素晴らしい空前の永字を代表する名品中の名品と
いえるでしょう。

	64	 安政豆板銀(常是極印)　39.80g（大型)　安政6年～慶応元年(1859～1865)　古53	 極美品		 ¥20,000
	65	 大型豆板銀　3種1組(元文32g,	天保27g,	安政31g)	 上品	(3)	 ¥20,000

	66	 古南鐐二朱銀　明和　八点小　大型　額縁　28.1mm	×	16.5mm　明和9年～文政7年(1772～1824)　古36
	 	 	 トーン	美品		 ¥60,000
	67	 古南鐐二朱銀　MINT極印　明和9年～文政7年(1772～1824)　古36	 トーン	美品		 ¥10,000
	68	 古南鐐二朱銀　跳八　明和9年～文政7年(1772～1824)　古36	 美品		 ¥10,000

古金銀類（分銀・分金・小判金・大判金）Old	Coins（Gold	&	Silver）Pre	Meiji

郵便入札〆切日：平成30年 11月１日（木）必着

63

63（×２倍）
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	69	 古南鐐二朱銀　寛政　逆打　定落　両面額縁　26.97mm×15.93mm　明和9年～文政7年(1772～1824)　古36
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	+	 ¥650,000

　明和五匁銀の発行から 7 年後、幕府は定位・定量の計数銀貨である明和南鐐二朱銀を発行しました。それから約 50
年間にわたり数種の南鐐銀貨を製造しましたが、その度に将軍に献上する慣習があったとされています。本品はその献
上品の「特製品」と考えられ、若干の流通痕はあるものの、めったに市場に姿を見せない珍品であります。

	70	 新南鐐二朱銀　両面額縁　24.05mm	×	14.56mm　文政7年～天保元年(1824～1830)　古37
	 	 	 極美品	+	 ¥10,000
	71	 新南鐐二朱銀　両面額縁　文政7年～天保元年(1824～1830)　古37	 美品/極美品		 ¥7,000
	72	 文政南鐐一朱銀　額縁　二開換　文政12年～天保8年(1829～1837)　古38	 美品		 ¥50,000
	73	 庄内一分銀　Pt型　両面額縁　天保8年～安政元年(1837～1854)　古39A	 美品		 ¥5,000

	74	 庄内一分銀　Zz型　天保8年～安政元年(1837～1854)　古39A　日本貨幣商協同組合鑑定書付	美品		 ¥40,000
	75	 明治一分銀　Bb型(安政型)　ハネ分・ハネ銀　明治元年～2年(1868～1869)　古41	 美品		 ¥30,000
	76	 嘉永一朱銀　Iの型　定落　額縁様　嘉永6年～慶応元年(1853～1865)　古42　PCGS(AU55)
	 	 	 極美品		 ¥80,000
	77	 嘉永一朱銀　Ec型　縦点跳是　嘉永6年～慶応元年(1853～1865)　古42　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品		 ¥15,000
	78	 安政一朱銀　Oj型　定落　安政6年～明治元年(1859～1868)　古42	 トーン	美品		 ¥80,000

	79	 安政二朱銀　短柱座　両面額縁　17.9mm	×	28.5mm　安政6年(1859)　古44	 極美品		 ¥100,000

69 69（×1.5倍）

70 71 72 73

74 75 76 77 78
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	80	 円歩金(太閤円歩金)　天正17年(1589)　4.50g　古17　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 ¥2,000,000

	81	 真文二分判金　額縁・深打・五ッ星　文政元年～11年(1818～1828)　古18　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品		 ¥100,000

	82	 佐渡一分判金　正徳4年(1714)　古25B	 美品/極美品		 ¥1,200,000
	83	 元文一分判金　逆打　無刻印(桐刻印)　直一　元文元年～文政元年(1736～1818)　古26	 極美品		 ¥60,000

　一般的な真文二分判金はほとんどが星数が 3 つです。当オークションはもちろんのこと、拡大写真でも分かるように、
この五ッ星の存在について記憶がありません。明確な理由は示せませんが江戸期はじめての二分判金である真文二分判
金の多種ある形態のひとつなのか、丁寧な製作ゆえの「見本打」のものか、じっくり下見をして下さい。

	84	 天保五両判金(さ東)　33.60g　天保8年～14年(1837～1843)　古7	 極美品		 ¥1,000,000
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（×２倍）（×２倍）

（右上部分拡大）
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	85	 天保五両判金(沙東)　33.70g　天保8年～14年(1837～1843)　古7	 極美品		 ¥1,000,000

	86	 慶長小判金(九)　前期　細目打　無刻印　17.78g　慶長6年～元禄8年(1601～1695)　古8　PCGS(MS63)
	 	 	 極美品		 ¥1,150,000
	87	 慶長小判金(九)　前期　細目打　無刻印　17.72g　慶長6年～元禄8年(1601～1695)　古8	極美品		 ¥1,100,000

	88	 慶長小判金(山当)　前期　細目打　17.80g　慶長6年～元禄8年(1601～1695)　古8	 極美品		 ¥900,000
	89	 慶長小判金(右座人印：堺亦)　17.79g　慶長6年～元禄8年(1601～1695)　古8	 美品/極美品		 ¥1,000,000
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	90	 慶長小判金　偶然大吉(大吉)　17.78g　慶長6年～元禄8年(1601～1695)　古8　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品/極美品		 ¥2,200,000

　「大吉」小判は昔から珍重され収集界でも人気のある種類のひとつですが、当オークションでも久しぶりに慶長小判
金 大吉 極印が出品されました。ご承知の通り「大吉」は献上大吉と偶然大吉に大別されますが、江戸初期の小判には
偶然大吉のみが存在しており、いずれもその稀少性は非常に高いです。特にこの慶長小判金の「大吉」は収集家にとっ
て最大のネックのひとつで、状態のレベルからしてもかなり注目されるでしょう。

	91	 元禄小判金(六当)　短元　17.80g　元禄8年～宝永7年(1695～1710)　古9	 美品		 ¥1,200,000

	92	 宝永小判金　偶然大吉(大吉)　9.37g　宝永7年～正徳4年(1710～1714)　古10　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品	+	 ¥1,400,000
	93	 宝永小判金(源五)　乾字　9.30g　宝永7年～正徳4年(1710～1714)　古10　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品		 ¥500,000
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	94	 正徳小判金(本井)　17.80g　正徳4年(1714)　古11　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 ¥1,500,000
	95	 正徳小判金(堺甚)　17.80g　正徳4年(1714)　古11　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	+	 ¥1,250,000

	96	 享保小判金　偶然大吉(大吉)　弘字極印　17.80g　正徳4年～元文元年(1714～1736)　古11A　
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付　銀座コイン鑑定証付	 美品		 ¥500,000
	97	 享保小判金(堺生)　17.80g　「久星」極印　正徳4年～元文元年(1714～1736)　華冑の美	原品　古11A
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 少ヒビ有り	美品		 ¥500,000

　慶長・正徳・享保小判金に見られる「弘」字印や享保小判金に散見される「久星」印など、収集界では稀少極印とし
て珍重されていますが、その極印の真相は不明です。特に「久星」極印は市場にほとんど出現したことがなく、書籍の
写真にて数点確認できるのみです。製作者側の意味を持つ刻印との説もありますが、今後の究明が待たれるところです。

	98	 享保小判金(五当)　17.81g　正徳4年～元文元年(1714～1736)　古11A	 美品/極美品		 ¥330,000
	99	 享保小判金(小村)　17.78g　正徳4年～元文元年(1714～1736)　古11A	 美品/極美品		 ¥330,000
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	100	 享保小判金(朝七)　17.77g　正徳4年～元文元年(1714～1736)　古11A	 美品		 ¥300,000

	101	 享保小判金(大七)　17.76g　正徳4年～元文元年(1714～1736)　古11A	 美品		 ¥300,000
	102	 享保小判金(新井)　17.78g　正徳4年～元文元年(1714～1736)　古11A	 美品		 ¥300,000

	103	 佐渡小判金(高神)　17.80g　正徳4年～元文元年(1714～1736)　古11B　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品		 ¥2,500,000
	104	 佐渡小判金(又神)　17.78g　正徳4年～元文元年(1714～1736)　古11B　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品		 ¥2,500,000
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	105	 元文小判金　献上大吉(大吉)　13.10g　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　銀座コイン鑑定証付	 極美品		 ¥650,000
	106	 元文小判金　献上大吉(大吉)　13.10g　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	 極美品		 ¥650,000

	107	 元文小判金(筋当)　佐渡座　異式槌目　13.07g　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/極美品		 ¥220,000
	108	 元文小判金(サ甚)　無刻印　13.12g　元文元年～文政元年(1736～1818)　古12	 極美品		 ¥200,000

	109	 元文小判金(馬〇)　無刻印　13.02g　元文元年～文政元年(1736～1818)　古12	 美品		 ¥180,000
	110	 元文小判金(小村)　13.01g　元文元年～文政元年(1736～1818)　古12	 美品		 ¥110,000
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	111	 文政小判金　献上大吉(大吉)　逆打　13.17g　文政2年～11年(1819～1828)　古13
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品		 ¥1,700,000

　今年は待ちに待った銀座コインオークション 30 周年を記念して、文政献上大吉小判 逆打の登場です。銀座コインオー
クション初登場であるのはもちろん、その存在自体現品以外確認されていない大珍品です。コンディションも献上大吉
小判の中で最高の状態を保っています。

判の仕立て：文政献上大吉小判金の

中でも幅広の大型で (61.9㎜×34.4

㎜ )、背の研ぎ出しも一層丁寧に成さ

れています。特に念入りに製作され

た献上判の特製品と言えます。

111（×1.5倍）
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	112	 文政小判金　献上大吉(大吉)　13.20g　文政2年～11年(1819～1828)　古13　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品		 ¥600,000
	113	 文政小判金　献上大吉(大吉)　13.16g　文政2年～11年(1819～1828)　古13　日本貨幣商協同組合鑑定書付	
	 	 	 少金ヤケ	極美品		 ¥600,000

	114	 文政小判金　偶然大吉(大吉)　13.10g　文政2年～11年(1819～1828)　古13	 美品	+	 ¥250,000
	115	 文政小判金(馬神)　七福小判　13.10g　文政2年～11年(1819～1828)　古13	 美品		 ¥120,000

	116	 文政小判金(仲吉)　逆打　13.13g　文政2年～11年(1819～1828)　古13	 美品		 ¥500,000
	117	 文政小判金　「文」極印2個打　13.10g　文政2年～11年(1819～1828)　古13	 美品		 ¥250,000
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	118	 文政小判金(坂七)　細目打　13.10g　文政2年～11年(1819～1828)　古13	 美品/極美品		 ¥120,000
	119	 文政小判金(大七)　13.04g　文政2年～11年(1819～1828)　古13	 美品	+	 ¥110,000

	120	 文政小判金(川神)　13.07g　文政2年～11年(1819～1828)　古13	 美品		 ¥100,000
	121	 文政小判金(九東)　13.12g　文政2年～11年(1819～1828)　古13	 美品		 ¥100,000

	122	 文政小判金(坂当)　13.10g　文政2年～11年(1819～1828)　古13	 美品		 ¥100,000
	123	 天保小判金　献上大吉(大吉)　11.24g　天保8年～安政5年(1837～1858)　古14
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 ¥600,000
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	124	 天保小判金　献上大吉(大吉)　11.28g　天保8年～安政5年(1837～1858)　古14	 美品		 ¥600,000
	125	 天保小判金　偶然大吉(大吉)　11.20g　天保8年～安政5年(1837～1858)　古14
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品	+	 ¥300,000

	126	 天保小判金　偶然大吉(大吉)　11.20g　天保8年～安政5年(1837～1858)　古14
	 	 銀座コイン鑑定書付　PCGS(AU55)	 極美品		 ¥250,000
	127	 天保小判金　偶然大吉(大吉)　11.18g　天保8年～安政5年(1837～1858)　古14	 美品/極美品		 ¥250,000

	128	 天保小判金(久長)　七福小判　11.23g　天保8年～安政5年(1837～1858)　古14	 極美品		 ¥150,000
	129	 天保小判金(坂当)　11.23g　天保8年～安政5年(1837～1858)　古14	 美品/極美品		 ¥105,000
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	130	 天保小判金(堺東)　11.16g　天保8年～安政5年(1837～1858)　古14	 美品/極美品		 ¥105,000
	131	 天保小判金(守五)　11.32g　天保8年～安政5年(1837～1858)　古14	 美品/極美品		 ¥105,000
	132	 天保小判金(仲長)　11.20g　天保8年～安政5年(1837～1858)　古14	 金ヤケ	美品	-	 ¥80,000

	133	 安政小判金　献上大吉(大吉)　9.03g　安政6年(1859)　古15　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品		 ¥3,500,000

	134	 安政小判金(大当)　9.03g　安政6年(1859)　古15	 少金ヤケ有り	極美品		 ¥500,000
	135	 安政小判金(甫神)　9.01g　安政6年(1859)　古15	 美品/極美品		 ¥460,000
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	136	 安政小判金(久七)　8.99g　安政6年(1859)　古15	 少金ヤケ有り	美品	+	 ¥420,000
	137	 安政小判金(舟長)　9.00g　安政6年(1859)　古15　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 ¥400,000

	138	 万延小判金(九キ)　大型　3.28g　万延元年～慶応3年(1860～1867)　古16	 美品/極美品		 ¥66,000
	139	 万延小判金(九五)　3.31g　万延元年～慶応3年(1860～1867)　古16	 美品/極美品		 ¥60,000
	140	 万延小判金(九五)　3.33g　万延元年～慶応3年(1860～1867)　古16	 美品/極美品		 ¥60,000

	141	 万延小判金(九七)　3.31g　万延元年～慶応3年(1860～1867)　古16	 美品		 ¥50,000
	142	 万延小判金(たキ)　3.34g　万延元年～慶応3年(1860～1867)　古16	 美品		 ¥50,000

2019年名貨コレクション卓上カレンダー！　

『銀座コインオークション』ご参加の皆様へ
もれなくプレゼント！！

2000 年から創られました名貨コレクション卓上カレンダーは、その素晴らしい出品物とカラー写

真で多くの方々に喜ばれています。今年の「銀座コインオークション」にご応札された方（落札、

不落は問いません。但し入札金額はオークションカタログの参考価格以上に限ります。）には、もれ

なくプレゼントいたします。
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	143	 天正長大判金　後藤徳乗墨書　元書　天正年間(1573～1591)　古1A
	 	 量目：165.30g　長径：167.8mm　短径：105mm　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品/極美品		 ¥22,000,000

　大判の創始者としても貨幣史にその名を留めている太閤秀吉は普通タイプの天正大判金より上下に長い「天正長大判」
を造らせました。品位と量目は変わりませんが、世界最大級の金貨として特に人気の高いものです。本品は後藤家 5 代
目の徳乗の墨書で、天正 17 年の太閤の金賦りのためにのみ造ったものではなく、宮家への献上や公卿・武将たちへの
贈答としても使われたとされています。

143



－ 25 －

	144	 天正大判金　後藤栄乗墨書	元書　天正年間～慶長14年(1573～1609)　古1B
	 	 量目：165.45g　長径：158.4mm　短径：98.6mm　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	+	 ¥13,000,000

　天正大判金には俗に大仏大判と呼ばれる天正後期鋳のものがあります。秀吉の死後、秀頼が京都方廣寺の大仏殿再建
のための費用を賄うために発行されたため、大仏大判という名があります。この豊臣氏最後の天正大判金は、後藤栄乗
墨書のもので、天正大判金独特の多種の墨書がなく「大」の字が全くないタイプです。
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	145	 慶長大判金　背：さ新　書改　慶長6年～(1601～)　古2A
	 	 量目：164.7g　長径：148.0mm　短径：90.5mm　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	+	 ¥4,800,000

　この慶長大判金は「次判」と云われている「一ッ極印」より後、「明暦大判」より前に鋳造されたものと言われています。
裏面の小極印は「さ・新」で慶長大判金らしい「肩」の張った判形は大きな特徴で全体の味も素晴らしいものとなって
います。残念ながら「書改」の評価となっていますが、収集家にとってこちらの参考価格は大きな魅力のひとつである
かと存じます。
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	146	 享保大判金　背：久七竹　後藤桂乗墨書　元書　享保10年～天保8年(1725～1837)　古4A
	 	 量目：165.40g　長径：153.5mm　短径：93.5mm　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品/極美品		 ¥4,000,000

　享保大判金は 6 名の書き手が存在するが、本品は 14 代の後藤桂乗の墨書です。収集界では寿乗の墨書は「享保書」とし、
後の墨書を「天保書」と区別しています。その中でこの桂乗書はダイナミックな勢いのある字体が特徴で人気の高い大
判金のひとつです。本品は若干の「墨」の衰えはあるものの元書の状態を保っています。
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	147	 享保大判金　背：久坂竹　後藤方乗墨書　元書　前期判　享保10年～天保8年(1725～1837)　古4A
	 	 量目：165.38g　長径：155.0mm　短径：95.0mm　銀座コイン鑑定証付	 極美品		 ¥3,500,000

　第 16 代後藤方乗墨書のものは、伝存する享保大判金の中で最も多いですが、「判」のゴザ目が細く前期判とされる稀
少性の高いタイプが本品です。墨質も良く、表裏の状態も整っていて同じ方乗書の享保大判金と比較してみてもその評
価はワンランク上でありましょう。
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	148	 享保大判金　背：久坂竹　後藤方乗墨書　元書　享保10年～天保8年(1725～1837)　古4A
	 	 量目：165.40g　長径：155.5mm　短径：95.0mm　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 ¥3,500,000
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	149	 天保大判金　背：伊文丘　後藤方乗墨書　元書　天保9年～万延元年(1838～1860)　古5
	 	 量目：164.80g　長径：156.0mm　短径：94.5mm　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 ¥3,700,000
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	150	 天保大判金　背：い宇川　後藤典乗墨書	元書　天保9年～万延元年(1838～1860)　古5
	 	 量目：164.17g　長径：158.0mm　短径：94.6mm	 極美品	+	 ¥5,500,000

　天保大判金は当時の幣制と関係なく、享保大判金の補充の意味で製造されたもので「吹増大判」とも呼ばれ、品位、
量目など全くかわりなく形式のうえから享保大判金に近似しています。座人印も数種類ありますが、墨書のほとんどは
第 16 代方乗のものです。今回の 30 周年銀座コインオークションに出品されたこの典乗書は墨質、判の状態共に完璧と
申し上げても過言ではありません。写真、資料では数枚確認できますが、市場に登場することはほとんどないと断言で
きます。はたして、本品の評価やいかに・・・。
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	151	 万延大判金　たがね打　背：吉安大　後藤典乗墨書　元書　万延元年～文久2年(1860～1862)　古6
	 	 量目：113.20g　長径：135.0mm　短径：80.0mm	PCGS(MS62)　日本貨幣商協同組合鑑定書付	
	 	 	 極美品	+		 ¥2,500,000

151



－ 33 －

	152	 万延大判金　たがね打　背：吉安大　後藤典乗墨書	元書　万延元年～文久2年(1860～1862)　古6
	 	 量目：113.55g　長径：134.9mm　短径：81.1mm	 極美品	+	 ¥2,400,000

152
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	153	 万延大判金　のし目打　背：吉宇き　後藤典乗墨書　元書　万延元年～文久2年(1860～1862)　古6A
	 	 量目：112.60g　長径：135.4mm　短径：81.0mm　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 少金ヤケ	美品/極美品		 ¥1,700,000

153
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	154	 万延大判金　のし目打　背：吉宇き　書改　万延元年～文久2年(1860～1862)　古6A
	 	 量目：112.27g　長径：135.9mm　短径：80.9mm　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品/極美品		 ¥1,050,000

154
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　京都古泉会元会長の皇泉 藤本源一郎氏の古貨幣コレクションが第 30 回「銀座コインオークション」
に特別出品されました。
　皇泉 藤本源一郎氏は、お生まれは東京都台東区ですが、その後京都へ移住され昭和 10 年代以降の活
動振りは関西古泉会のみならず、戦後は珍泉稀品の収集で目覚ましい成果をあげられ、全国にその名声
を博しました。皇泉 藤本源一郎氏といえば、皇朝銭、試鋳貨の収集品が特に有名ですがその収集範囲
は広く、長年に渡って培われた豊かな泉貨知識とその鑑定眼は現在の古泉界にも大きな足跡を残してい
ます。
　今回、銀座コインの第 30 回記念オークションを祝うかの様に皇泉氏のコレクションが出品されまし
たことは誠に喜ばしい限りです。またとないこの機会を泉家各位にはお見逃しなき様、お願い申し上げ
ます。また、今回のご出品の品には初見の品々もあろうかと存じますが、全てご自身のご判断で入札さ
れ落札後のご返品は不可とさせて頂きます。なお、皇泉 藤本源一郎氏はご自身も多くの古泉集を発行し、
また有名泉譜にもご出品されていますので、代表的な品々にはその履歴を記しています。
※ 皇泉古泉集 = 皇泉自選古泉集 ( 昭和 46 年 )
※ 皇泉還暦泉譜 = 皇泉藤本源一郎翁 還暦古泉曾祝寿泉譜 ( 昭和 43 年 )

　オークションへの全出品物に、当時皇泉翁ご自身が収集品を整理されていた収納ホルダーが付いてい
ます。

皇泉 藤本源一郎氏 コレクション
（	Lot	No.155～ 205	）

（1908～ 1990）

ー　特　集　ー
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	155	 古和同銀銭　笹手　和銅元年(708)　7.36g　24.38mm
	 	 皇泉古泉集1，皇泉還暦泉譜，大川会長還暦祝賀泉譜(昭和32年)	原品	 美品		 ¥2,000,000

	156	 古和同銅銭　大字　和銅元年(708)　4.51g　24.37mm　皇泉古泉集2　皇泉還暦泉譜	原品	 美品	+	 ¥2,500,000

	157	 萬年通宝　横点　大濶縁　天平宝字4年(760)　5.81g　26.09mm　皇泉古泉集10　皇朝古泉拓本集	原品
	 	 	 上品		 ¥150,000

	158	 萬年通宝　横点　濶縁　天平宝字4年(760)　6.60g　25.77mm	 上品		 ¥150,000

	159	 神功開宝　縮力　大様　濶縁　天平神護元年(765)　4.67g　26.55mm　皇泉古泉集11	原品	 上品		 ¥700,000

	160	 隆平永宝　二水中字　延歴15年(796)　2.32g　23.94mm　皇泉古泉集13，皇朝古泉拓本集	原品
	 	 	 美品		 ¥700,000

	161	 隆平永宝　巨字長平　延歴15年(796)　4.58g　27.75mm	 美品		 ¥900,000

155 155（拓本）

156 156（拓本）

157 157（拓本）

158 158（拓本）

159 159（拓本）

160 160（拓本）

161 161（拓本）
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	162	 富寿神宝　大字堅貫(寿貫)　弘仁9年(818)　3.89g　25.20mm　皇泉古泉集16	原品	 上品	+	 ¥500,000

	163	 富寿神宝　小字広穿　弘仁9年(818)　3.21g　23.65mm　皇泉古泉集17，皇朝古泉拓本集	原品
	 	 	 上品		 ¥100,000

	164	 富寿神宝　示神広穿　弘仁9年(818)　4.27g　23.67mm　皇泉古泉集19，皇泉還暦泉譜，皇朝古泉拓本集	原品
	 	 	 上品		 ¥300,000

	165	 承和昌宝　大様大字　承和2年(835)　3.10g　23.19mm　皇泉古泉集20，皇朝古泉拓本集	原品	
	 	 	 美品		 ¥200,000

	166	 承和昌宝　大様大字　細縁　承和2年(835)　2.71g　21.67mm	 上品		 ¥200,000

	167	 長年大宝　大様大字　長宝　嘉祥元年(848)　4.09g　20.17mm　皇泉古泉集23	原品	 美品		 ¥450,000

	168	 饒益神宝　大様大字　貞観元年(859)　1.87g　19.33mm　皇泉古泉集24，皇泉還暦泉譜，皇朝古泉拓本集	原品
	 	 	 上品		 ¥1,700,000

162 162（拓本）

163 163（拓本）

164 164（拓本）

165 165（拓本）

166 166（拓本）

167 167（拓本）

168 168（拓本）
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	169	 貞観永宝　小字狭永　貞観12年(870)　2.16g　19.38mm	 佳品		 ¥60,000

	170	 寛平大宝　狭平　寛平2年(890)　2.65g　19.15mm	 上品		 ¥50,000

	171	 寛平大宝　小字　寛平2年(890)　1.85g　19.75mm　皇泉古泉集27	原品	 上品		 ¥50,000

	172	 延喜通宝(銅銭)　大様　延喜7年(907)　3.16g　20.65mm　皇泉古泉集29	原品	 美品		 ¥100,000

	173	 𠃵元大宝(銅銭)　短元　濶縁　天徳2年(958)　4.14g　20.71mm　皇泉古泉集31	原品	 美品		 ¥300,000

	174	 天正通宝銀銭　十字通　3.34g　23.96mm　皇泉古泉集36	原品	 上品		 ¥300,000

	175	 永楽通宝金銭　異書金鋳　3.68g　25.87mm　皇泉古泉集34，皇泉還暦泉譜，小林会長古希祝寿泉譜(昭和37年)	原品
	 	 	 美品		 ¥2,500,000

	176	 永楽通宝銀銭　背沢潟　5.59g　26.24mm　皇泉古泉集61
	 	 皇泉還暦泉譜，日本貨幣協会創立20周年記念泉譜(昭和51年)	原品	 美品		 ¥1,200,000

169 169（拓本）

170 170（拓本）

171 171（拓本）

172 172（拓本）

173 173（拓本）

174 174（拓本）

175 175（拓本）

176 176（拓本）
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	177	 慶長通宝　小字　3.49g　24.30mm　皇泉古泉集43	 上品		 ¥30,000

	178	 元和通宝　小字　背星　2.68g　24.49mm	 美品		 ¥150,000

	179	 貞享通宝銀銭　背甲子　3.82g　24.04mm　皇泉古泉集51	原品	 佳品		 ¥80,000

	180	 文久永宝　真文　母銭　4.97g　28.54mm　皇泉古泉集83	原品	 美品	+	 ¥350,000

	181	 寛永通宝　奴銭　4.09g　25.07mm　皇泉古泉集62，皇泉還暦泉譜	原品	 美品		 ¥500,000

	182	 寛永通宝銀銭　背千　5.32g　23.83mm　皇泉古泉集82	原品	 美品		 ¥80,000

	183	 寛永通宝金銭，銅銭　2種1組　日光正字　片千鳥		金銭：2.75g　22.05mm，	銅銭：2.42g　22.40mm
	 	 	 上品	(2)	 ¥30,000

177 177（拓本）

178 178（拓本）

179 179（拓本）

180 180（拓本）

181 181（拓本）

182 182（拓本）

183 （拓本）（拓本）
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	184	 元禄開珎　背一ト　4.62g　26.47mm　皇泉古泉集53	原品	 美品		 ¥150,000

	185	 元禄太珎　背五分　6.42g　28.95mm　皇泉古泉集54	原品	 佳品		 ¥50,000

	186	 元禄太珎　背一匁　7.33g　32.41mm　皇泉古泉集55	原品	 美品		 ¥200,000

	187	 享保通宝　背永　4.37g　26.37mm　皇泉古泉集58	原品	 上品		 ¥70,000

	188	 淳祐通宝　背当百　22.32g　49.08mm	 美品		 ¥100,000

	189	 淳祐通宝　背慶当二十文　14.64g　33.57mm	 上品		 ¥100,000

184 184（拓本）

185 185（拓本）

186 186（拓本）

187 187（拓本）

188 188（拓本）

189 189（拓本）
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	190	 慶応通宝　背京　以弍枚当壱朱　38.75g　44.89mm　皇泉古泉集91	原品	 美品		 ¥300,000

	191	 潤沢通宝　背皇　以二枚当一朱　57.75g　44.93mm　皇泉古泉集92　皇泉還暦泉譜	原品	 美品		 ¥300,000

	192	 明治通宝　官上五匁　48.31g　50.72mm　皇泉古泉集93，皇泉還暦泉譜，大川会長還暦祝賀泉譜(昭和32年)	原品
	 	 	 美品		 ¥800,000
	193	 明治通宝　官上二匁　23.02g　36.48mm　皇泉古泉集94	原品	 美品		 ¥250,000

	194	 明治通宝　背八文　8.30g　30.73mm　皇泉古泉集95	原品	 上品		 ¥150,000

190 190（拓本）

191 191（拓本）

192

192（拓本）

193

193（拓本）

194 194（拓本）
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	195	 鶴一文　祝鋳銭　背通宝　5.24g　26.76mm　皇泉古泉集59	原品	 上品		 ¥50,000

	196	 太平通宝　祝鋳大阪高津　2.62g　23.07mm　皇泉古泉集64	原品	 美品		 ¥70,000

	197	 寛永通宝　祝鋳　背亀甲郭　4.77g　25.63mm　皇泉古泉集87	原品	 佳品		 ¥30,000

	198	 二字宝永　背万世通用　8.29g　37.15mm	 上品		 ¥100,000

	199	 箱館通宝　大様濶縁　3.51g　24.50mm　皇泉古泉集81	原品	 佳品		 ¥50,000

	200	 琉球通宝　半銖　異書　34.65g　43.54mm　皇泉古泉集79，皇泉還暦泉譜，佳泉淘泉還暦祝寿泉譜(昭和45年)	原品
	 	 	 美品		 ¥150,000

195 195（拓本）

196 196（拓本）

197 197（拓本）

198 198（拓本）

199 199（拓本）

200 200（拓本）
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	201	 絵銭　浅間銭　南蛮渡来船　97.81g　57.33mm	 美品		 ¥350,000

	202	 天保通宝　山口進二天　鋳浚母銭　18.93g　長径：49.97mm　皇泉古泉集71	原品	 美品	+	 ¥500,000

	203	 天保通宝　水戸遒勁　21.58g　長径：49.40mm　皇泉古泉集72	原品	 美品		 ¥120,000

201

201（拓本）

202 202（拓本）

203 203（拓本）
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	204	 天保通宝　不知銭　長郭手狭玉宝　母銭　16.47g　長径：48.65mm　新訂天保銭譜	原品	 美品		 ¥300,000

	205	 天保通宝　不知銭　異書　27.27g　長径：49.68mm	 上品		 ¥100,000

　オークション会場ではこの「入札者番号カード」（パドル）がないと、ご自分の入札希望品

のところで入札ができません。競売は競売品番号１番より順番に行われます。競売人がはじ

めの値を提示して競売が始まりますが、ご自分がそれ以上の値で入札を希望する場合はお手

元の「入札者番号カード」（パドル）を高くあげ、競売人に入札する意思があることを示します。

そして値が進み、ご自分の入札限度金額以上になった時は、あげていた「入札者番号カード」

（パドル）を降ろしてそれ以上入札の意思がないことを示します。入札者のうちで最高値をつ

けた人、つまり最後まで「入札者番号カード」（パドル）をあげていた方が落札者となります。

　なお、（株）銀座コインは郵便入札者の代理人として入札に参加致します。

　入札者登録、および「入札者番号カード」（パドル）の受け渡しは、下見開始日でもある

10月 13日（土）より　（株）銀座コインで行っております。

11月３日（土・祝）、オークション会場にて直接入札に
参加する方は、競売開始前に必ず受付にて登録して頂き、
「入札者番号カード」（パドル）及び「入場許可証」を
受取って下さい。

204 204（拓本）

205 205（拓本）
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第２部（ロット 206 〜 608）
午前 11 時 30 分〜午後３時（予定）
( この時間より早く始めることはありません )

藩札、軍票、近代紙幣、見本券、
エラー紙幣、現行紙幣、外国紙幣、
近代銀貨、手変り、エラー貨幣、
試鋳貨幣、現行貨幣、近代金貨、書籍

	206	 松前藩　金1分	 美品		 ¥150,000
	207	 鳥取藩　銀100目	 美品		 ¥80,000
	208	 長崎唐館役所　5文	 美品		 ¥40,000
	209	 伊勢松阪商会所　金1両	 美品		 ¥25,000

（ Lot No.206〜394の紙幣は40％に縮小されています） 

藩札、軍票、近代紙幣他　Japanese Modern Notes etc.

	210	 西郷札6種1組　10円(美品),	5円(美品),	1円(美品),	50銭(美品),	20銭(美品+),	10銭(美品+)　明治10年(1877)
	 	 	 (6)		 ¥250,000

206 207 208 209

210
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	211	 日露戦争軍票　銀1円　明治37年(1904)　軍2B	 極美品		 ¥40,000
	212	 青島出兵軍票　銀1円　大正3年(1914)　軍3B　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	+	 ¥100,000

	213	 青島出兵軍票　銀50銭　大正3年(1914)　軍3C　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 ¥50,000
	214	 青島出兵軍票　銀20銭　大正3年(1914)　軍3D	 美品		 ¥35,000

	215	 シベリア出兵軍票　金10円　大正7年(1918)　軍4	 極美品	+	 ¥350,000
	216	 シベリア出兵軍票　金5円　大正7年(1918)　軍4A	 極美品		 ¥240,000

	217	 日華事変軍票　戊号2厘5毛　昭和15年(1940)　軍9H	 美品		 ¥15,000

211 212

213 214

215 216

217



－ 48 －

	218	 日華事変軍票　ろ号10円　昭和15年(1940)　軍10	 未使用品	-	 ¥80,000

	219	 日華事変軍票　ろ号5円　昭和15年(1940)　軍10A	 未使用品	-	 ¥90,000

	220	 太政官札　5種1組　金拾両，五両，壹両，壹分，壹朱　慶応4年(1868)　札4　下見して下さい	 美品	(5)	 ¥120,000

	221	 為替座紙幣　開拓使兌換証券　金壹圓　明治5年(1872)　札7	 美品		 ¥50,000

218

219

220

221
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	222	 明治通宝10円札　明治5年～32年(1872～1899)　紙1　ACCA(88)	 極美品		 ¥150,000
	223	 明治通宝10円札　明治5年～32年(1872～1899)　紙1	 美品		 ¥120,000

	224	 明治通宝5円札　明治5年～32年(1872～1899)　紙1A	 美品	+	 ¥150,000

　「銀座コインオークション」は平成 30 年 11 月３日（土・祝）、東京・帝国ホテル“鶴・雅の間”にて開催されま

すが当日ご来場できず会場での入札にご参加頂けない方は、郵便にて、あるいは直接（株）銀座コインまでお寄せく

だされば、郵便入札でこのオークションにご参加頂けます。

　オークション・カタログのはじめの部分でご説明している「郵便入札をなさる方へ」をよくお読みになって、是非

この「銀座コインオークション」へご参加くださいませ。

　なお、郵便入札をお寄せ頂き、ご入札された方（落札、不落は問いません。但し入札金額はオークションカタログ

の参考価格以上に限ります）にもれなく 2019 年名貨コレクション卓上カレンダーをプレゼントさせて頂きます。

郵便入札〆切日：平成 30 年 11 月１日（木）必着

郵便入札（Mail Bid）を
ご利用ください。

222 223

224
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	225	 旧国立銀行券20円,10円,5円,2円,1円(第1銀行・東京)　見本印　パンチ穴有り　5種全揃い
	 	 明治6年～32年(1873～1899)	 美品/極美品	(5)	¥10,000,000

	226	 旧国立銀行券20円(第15銀行・東京)　明治6年～32年(1873～1899)　紙2	 若干の修正有り	極美品		 ¥9,500,000

225

226
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	227	 旧国立銀行券10円(第15銀行・東京)　明治6年～32年(1873～1899)　紙2A	 若干のヘゲ有り	美品		 ¥4,500,000

	228	 旧国立銀行券5円(第15銀行・東京)　明治6年～32年(1873～1899)　紙2B　ACCA(60)	 美品		 ¥900,000

	229	 旧国立銀行券5円(第15銀行・東京)　明治6年～32年(1873～1899)　紙2B	 並品		 ¥700,000

	230	 旧国立銀行券2円(第15銀行・東京)　明治6年～32年(1873～1899)　紙2C	 美品		 ¥400,000

	231	 新国立銀行券5円　かじや5円(第59銀行・弘前)　明治11年～22年(1878～1889)　紙3	 美品		 ¥100,000

227

228

229

230

231
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	232	 新国立銀行券1円　水兵1円(第15銀行・東京)　明治10年～32年(1877～1899)　紙3A	 美品	+	 ¥50,000

	233	 神功皇后10円札　明治16年～32年(1883～1899)　紙4　裏面小ヘゲ有り	 未使用品	-	 ¥650,000

	234	 神功皇后10円札　明治16年～32年(1883～1899)　紙4	 美品/極美品		 ¥500,000

	235	 神功皇后10円札　明治16年～32年(1883～1899)　紙4　原符付,貼りあわせ	 美品		 ¥400,000

	236	 神功皇后5円札　明治15年～32年(1882～1899)　紙4A	 極美品		 ¥300,000

232

233

234

235

236
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	237	 神功皇后1円札　明治14年～32年(1881～1899)　紙4B　洗い有り	 美品		 ¥20,000

	238	 大蔵卿50銭札　明治15年～32年(1882～1899)　紙4C	 未使用品		 ¥150,000
	239	 大蔵卿20銭札　明治15年～32年(1882～1899)　紙4D	 未使用品		 ¥15,000

	240	 大黒10円札　明治18年～昭和14年(1885～1939)　紙5	 極美品	+	 ¥1,000,000

	241	 大黒10円札　明治18年～昭和14年(1885～1939)　紙5	 美品/極美品	-	 ¥700,000

	242	 裏大黒5円札　明治19年～昭和14年(1886～1939)　紙5A	 美品	+	 ¥400,000

242

237

238 239

240

241
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	243	 大黒1円札　明治18年～(1885～)　紙5B	 美品	+	 ¥15,000

	244	 大黒1円札　明治18年～(1885～)　紙5B	 美品		 ¥15,000

	245	 表猪10円札　明治23年～昭和14年(1890～1939)　紙6A	 美品		 ¥400,000

	246	 分銅5円札　見本券　表：「見本」字2ヶ所，ミシン穴「見本」　裏：「見本」字2ヶ所
	 	 明治21年～昭和14年(1888～1939)　紙6B　PMG(10)	 並品		 ¥100,000

	247	 分銅5円札　明治21年～昭和14年(1888～1939)　紙6B　裏面小ヘゲ有り	 極美品		 ¥300,000

243

244

245

246

247

※現行紙幣の右下隅に赤斜線が引かれていますが、これは偽造防止の為に引いています。ご了承下さい。
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	248	 漢数字1円札　見本券　表：「見本」字1ヶ所，ミシン穴「見本」　明治22年～(1889～)　紙6C　ACCA(82)
	 	 	 極美品		 ¥30,000

	249	 漢数字1円札　札番号〇〇〇〇〇五　明治22年～(1889～)　紙6C　ピンホール有り　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 並品		 ¥10,000

	250	 裏紫100円札(万葉)　明治33年～昭和14年(1900～1939)　紙7A	 美品	-	 ¥500,000

	251	 裏紫100円札(アラビア)　明治33年～昭和14年(1900～1939)　紙7A	 極美品		 ¥360,000

	252	 裏紫100円札(アラビア)　明治33年～昭和14年(1900～1939)　紙7A	 極美品		 ¥360,000

248

249

250

251

252
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	253	 裏猪10円札　見本券　表：「見本」字2ヶ所，ミシン穴「見本」　裏：「見本」字2ヶ所
	 	 明治32年～昭和14年(1899～1939)　紙7B	 並品	+	 ¥50,000

	254	 裏猪10円札　前期(万葉)　明治32年～昭和14年(1899～1939)　紙7B	 極美品		 ¥70,000

	255	 裏猪10円札　後期(アラビア)　明治32年～昭和14年(1899～1939)　紙7B	 極美品		 ¥70,000

	256	 中央武内5円札　後期　見本券　表：「見本」字2ヶ所，ミシン穴「見本」　裏：「見本」字2ヶ所
	 	 明治32年～昭和14年(1899～1939)　紙7C	 美品		 ¥80,000

	257	 中央武内5円札　前期(万葉)　明治32年～昭和14年(1899～1939)　紙7C	 極美品		 ¥50,000

253

254

255

256

257
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	258	 透し大黒5円札　明治43年～昭和14年(1910～1939)　紙8　少汚れ有り	 未使用品		 ¥130,000

	259	 横書き20円札　大正6年～昭和14年(1917～1939)　紙9A	 未使用品		 ¥200,000

	260	 横書き20円札　大正6年～昭和14年(1917～1939)　紙9A	 極美品		 ¥150,000

	261	 横書き20円札　大正6年～昭和14年(1917～1939)　紙9A	 美品	+	 ¥120,000

	262	 横書き20円札　大正6年～昭和14年(1917～1939)　紙9A	 ヘゲ有り　並品		 ¥50,000

258

259

260

261

262
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	263	 左和気10円札　大正4年～昭和14年(1915～1939)　紙9B　上部小ヤブレ有り	 極美品	+	 ¥10,000

	264	 大正小額紙幣20銭　見本券　表：「見本」字1ヶ所，(17)，ミシン穴「見本」，パンチ穴　裏：「見本」字1ヶ所
	 	 大正7年(1918)　紙10B　ACCA(95)	 未使用品		 ¥15,000
	265	 大正小額紙幣10銭　見本券　表：「見本」字1ヶ所，(112)，ミシン穴「見本」，パンチ穴　裏：「見本」字1ヶ所
	 	 大正7年(1918)　紙10C	 未使用品		 ¥20,000

○オークション会場は、帝国ホテル本館３階の「鶴の間」。隣室の「雅の間」が下見会場となります。

○当日の「雅の間」での下見時間は、別記のように決まっております（カタログⅣ頁参照）。

　この時間外では下見できませんのでご注意ください（8：00 〜 10：00 は第１部出品物［Lot 1 〜
205］に限らせていただきます）。

○誠に勝手ながら当社の都合により、オークション当日（11 月３日（土・祝））の落札品の受け渡しは

全品できません。受け渡しご希望の方は、翌日 11 月４日（日）以降（株）銀座コインにてお願い申

し上げます。

○受付にてご登録をされていない方の、オークション会場「鶴の間」、下見会場「雅の間」へのご入室

は固くお断りいたします。尚、各会場へご入場の際は必ず「入場許可証」を出入口の警備員にご提示

下さい。なお当会場にてオークション参加目的以外の集会、セミナーなどの御利用は固くお断り致し

ます。

○「鶴の間」「雅の間」は禁煙でございます。喫煙される方はホテル喫煙所（３階）をご利用下さい。

オークション会場（帝国ホテル）へは，

・ＪＲ有楽町駅より徒歩５分。

・地下鉄丸の内線・日比谷線・銀座線の銀座駅より
　徒歩５〜 10 分。

・地下鉄千代田線の日比谷駅より徒歩１分。

・駐車場完備。

— ご　案　内 —

263

264 265
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	266	 裏白200円札　見本券　昭和2年(1927)　11-41	 極美品		 ¥1,500,000

	267	 裏白50円札　見本券　昭和2年(1927)　11-42	 未使用品		 ¥8,000,000

	268	 裏赤200円札　見本券　表：「見本」字1ヶ所，ミシン穴「見本」2ヶ所，(000000)
	 	 昭和2年～21年(1927～1946)　紙11	 ヘゲ有り　美品	-	 ¥90,000

　昭和２年(1927)の金融恐慌は４月に入って最高潮に達し、全国各地銀行の取付け、休業が続出しました。日本銀行は
この前代未聞の事態に銀行救済資金運用のため製造発行したのが、二百円券です。表面は文字のみ、番号は省略し記号だ
け、裏面は無印刷という正に緊急用のものでした。しかし、従来にない高額札であったため恐慌の平静化とともに急速に
引き揚げられ、世に出ることはなかったようです。収集界では「裏白二百円」と呼ばれ珍重されています。なお同時に五十
円券も同様式で製造されたがまったく発行されませんでした。特にこの五十円券は市場に出たことがほとんどない大珍
品です。

	269	 裏赤200円札　昭和2年～21年(1927～1946)　紙11	 未使用品		 ¥180,000

266

267

268

269
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	270	 裏赤200円札　昭和2年～21年(1927～1946)　紙11	 極美品		 ¥120,000

	271	 タテ書き20円札　見本券　表：「見本」字1ヶ所，ミシン穴「見本」2ヶ所
	 	 昭和6年～21年(1931～1946)　紙12B　ACCA(85)	 小さな付着物有り	極美品		 ¥50,000

	272	 タテ書き20円札　昭和6年～21年(1931～1946)　紙12B	 未使用品		 ¥50,000

	273	 1次5円札　見本券　表：「見本」字1ヶ所，ミシン穴「見本」　昭和5年～21年(1930～1946)　紙12D
	 	 	 美品	+	 ¥30,000

	274	 日本武尊1000円札　見本券　表：「見本」字2ヶ所，(46)，ミシン穴「見本」，「46」		裏：「見本」字2ヶ所
	 	 昭和17年～21年(1942～1946)　紙13	 極美品		 ¥180,000

270

271

272

273

274



－ 61 －

	275	 日本武尊1000円札　簡易見本券　表：「見本」字2ヶ所，パンチ穴　裏：「見本」字2ヶ所
	 	 昭和17年～21年(1942～1946)　紙13	 クリップ跡有り	極美品	-	 ¥70,000

	276	 日本武尊1000円札　昭和17年～21年(1942～1946)　紙13	 未使用品		 ¥250,000

	277	 日本武尊1000円札　昭和17年～21年(1942～1946)　紙13	 極美品	+	 ¥140,000

	278	 日本武尊1000円札　昭和17年～21年(1942～1946)　紙13	 美品		 ¥110,000

	279	 日本武尊1000円札　昭和17年～21年(1942～1946)　紙13	 ヤブレ有り　並品		 ¥50,000

275

276

277

278

279



－ 62 －

	280	 藤原200円札　100枚帯封　昭和17年～21年(1942～1946)　紙14A	 未使用品	(100)	¥2,200,000

	281	 3次5円札　記番号無しエラー　昭和18年～21年(1943～1946)　紙15C	 美品		 ¥10,000

	282	 中央武内1円札　見本券　表：「見本」字2ヶ所，ミシン穴「見本」，「96」　裏：「見本」字2ヶ所
	 	 昭和18年～(1943～)　紙15D	 未使用品		 ¥20,000

	283	 中央武内1円札　1000枚完封品　昭和18年～(1943～)　紙15D	 未使用品	(1000)	¥500,000
	284	 3次10円札　見本券　表：「見本」字2ヶ所，(112)，ミシン穴「見本」，「112」，「112」　裏：「見本」字2ヶ所
	 	 昭和19年～21年(1944～1946)　紙16A	 未使用品		 ¥20,000

	285	 4次5円札　見本券　表：「見本」字2ヶ所，(144)，ミシン穴「見本」，「144」　裏：「見本」字2ヶ所
	 	 昭和19年～21年(1944～1946)　紙16B	 若干のヨレ有り	未使用品	-	 ¥40,000

280

281

282

284

283（縮小）

285
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	286	 3次100円札　見本券　表：「見本」字2ヶ所，ミシン穴「見本」，「107」　裏：「見本」字2ヶ所
	 	 昭和20年～21年(1945～1946)　紙17A	 極美品	+	 ¥30,000

	287	 4次10円札　見本券　表：「見本」字2ヶ所，(109)，ミシン穴「見本」，「109」　裏：「見本」字2ヶ所
	 	 昭和20年～21年(1945～1946)　紙17B	 シミ有り	極美品	+	 ¥50,000

	288	 靖国50銭札　見本券　表：「見本」字1ヶ所，(1)　昭和20年(1945)　紙19　PMG(65)	 未使用品		 ¥20,000

	289	 4次100円札　番号印刷大ズレエラー　紙21A	 極美品		 ¥30,000

	290	 4次100円札　番号違いエラー　650372-650373　紙21A	 美品/極美品		 ¥50,000

286

287

288

289
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	291	 議事堂10円札　見本券　表：「見本」字2ヶ所，パンチ穴，(0000)，「900」		裏：「Specimen」サイン
	 	 昭和21年～(1946～)　紙21B　PMG(64)	 未使用品		 ¥30,000

	292	 議事堂10円札　見本券　表：「見本」字2ヶ所，パンチ穴，(0000)，「42」		裏：「Specimen」サイン
	 	 昭和21年～(1946～)　紙21B	 若干のヨレ	未使用品	-	 ¥25,000

	293	 紋様5円札　見本券　表：「見本」字2ヶ所，パンチ穴，(0000)，「0181」	裏：「Specimen」サイン
	 	 昭和21年～(1946～)　紙21C　PMG(66)	 未使用品		 ¥50,000

	294	 二宮1円札　見本券　表：「見本」字2ヶ所，パンチ穴，(0000)，「211」	裏：「Specimen」サイン
	 	 昭和21年～(1946～)　紙21D　PMG(58)	 未使用品		 ¥30,000

	295	 ハト10銭見本券　表：「見本」字2ヶ所、パンチ穴5ヶ所　裏：「Specimen」サイン
	 	 昭和22年(1947)発行　紙22B　ACCA(96)	 未使用品		 ¥15,000
	296	 梅5銭札　1000枚完封品　昭和23年～28年(1948～1953)　紙22C	 未使用品	(1000)	¥150,000

291
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293

294

295

296（縮小）
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	297	 札4種1組　漢数字1円(未使用品-),	大正武内5円(極美品・ヤブレ有り),	藤原200円(未使用品),	3次5円(未使用品・補札)
	 	 	 (4)		 ¥40,000

	298	 聖徳太子1000円札　見本券　表：「見本」字2ヶ所(A000000B)　パンチ穴，「0108」	裏：「Specimen」サイン
	 	 昭和25年～(1950～)　紙23A	 若干のヘゲ	未使用品	-	 ¥150,000

	299	 聖徳太子1000円札　1桁　C000001G　昭和25年～(1950～)　紙23A	 ヤブレ・補修有り	並品		 ¥20,000

297

298

299
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	300	 聖徳太子1000円札　2桁　PE888888W　昭和25年～(1950～)　紙23A	 美品		 ¥60,000

	301	 岩倉旧500円札　見本券　表：「見本」字1ヶ所(AA000000A)，ミシン穴「見本」，「611」		裏：「見本」字1ヶ所
	 	 昭和26年～(1951～)　紙23B　PMG(64)	 未使用品		 ¥200,000

	302	 高橋50円札　A279143A　昭和26年～(1951～)　紙24	 極美品	+	 ¥80,000
	303	 高橋50円札　Q614524Q　昭和26年～(1951～)　紙24	 極美品		 ¥5,000

	304	 板垣退助100円札　見本券　AA000000A　表：「見本」字,ミシン穴「見本」　裏：「見本」字
	 	 昭和28年～(1953～)　紙25　針穴2ヶ所有り	 未使用品		 ¥150,000

	305	 板垣退助100円札　福耳エラー　福耳部分に記番号有り　紙25　PCGS(35・choice VF)
	 	 少ヤブレ有り　下見して下さい	 美品		 ¥100,000

300

301

302 303

304

305
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	306	 板垣退助100円札　100枚1組　2桁　KW000001E～KW000100W　紙25	 未使用品-～未使用品	(100)	 ¥80,000

	307	 聖徳太子10000円札　見本券　表：「見本」字1ヶ所(AA000000A)，ミシン穴「見本」，「537」		裏：「見本」字1ヶ所
	 	 昭和33年～(1958～)　紙26A	 美品		 ¥120,000

	308	 聖徳太子10000円札　1桁　A220938A　昭和33年～(1958～)　紙26A	 並品		 ¥25,000
	309	 聖徳太子10000円札　2桁　AR000001S　昭和33年～(1958～)　紙26A	
	 	 	 若干のヨレ有り	(右下)未使用品	-	 ¥30,000

	310	 聖徳太子10000円札　2桁　XY000001D　昭和33年～(1958～)　紙26A
	 	 	 ヘゲ有り(右上)	未使用品	-	 ¥30,000
	311	 聖徳太子10000円札　2桁　JJ111111A　昭和33年～(1958～)　紙26A	 未使用品		 ¥40,000

	312	 聖徳太子10000円札　2桁　ZD222222W　昭和33年～(1958～)　紙26A	 未使用品		 ¥30,000
	313	 聖徳太子10000円札　2桁　MX333333T　昭和33年～(1958～)　紙26A	 未使用品		 ¥30,000

306

307

308 309

310 311

312 313
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	314	 聖徳太子10000円札　2桁　EY444444Z　昭和33年～(1958～)　紙26A	 未使用品		 ¥30,000
	315	 聖徳太子10000円札　2桁　UL555555Y　昭和33年～(1958～)　紙26A
	 	 	 若干のヨレ有り	(左上)未使用品	-	 ¥25,000

	316	 聖徳太子10000円札　2桁　BL666666S　昭和33年～(1958～)　紙26A	 未使用品		 ¥30,000
	317	 聖徳太子10000円札　2桁　PR777777S　昭和33年～(1958～)　紙26A	 未使用品		 ¥40,000

	318	 聖徳太子10000円札　2桁　KZ888888Y　昭和33年～(1958～)　紙26A	 未使用品		 ¥40,000
	319	 聖徳太子10000円札　2桁　1ゾロ目～8ゾロ目　8種1組　アルファベット異なる　紙26A
	 	 	 未使用品	(8)	 ¥260,000
	320	 聖徳太子10000円札　2桁　DF123456S　昭和33年～(1958～)　紙26A	 未使用品		 ¥40,000

	321	 聖徳太子10000円札　2桁(JW-S)　100枚帯封　昭和33年～(1958～)　紙26A	 未使用品	(100)	¥1,100,000
	322	 聖徳太子10000円札　2桁　ZZ308972Z　昭和33年～(1958～)　紙26A	 極美品		 ¥12,000

	323	 聖徳太子10000円札　2桁　ZZ499686Z　昭和33年～(1958～)　紙26A	 美品		 ¥11,000

314 315

316 317

318 320
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	324	 聖徳太子5000円札　見本券　表：「見本」字1ヶ所(AA000000A)，ミシン穴「見本」，「537」	裏：「見本」字1ヶ所
	 	 昭和32年～(1957～)　紙26B	 美品	+	 ¥150,000

	325	 聖徳太子5000円札　1桁　A270079A　昭和32年～(1957～)　紙26B
	 	 	 若干のヨレ有り	未使用品	-	 ¥150,000
	326	 聖徳太子5000円札　1桁(L-Z)　100枚帯封　昭和32年～(1957～)　紙26B	 未使用品	(100)	¥650,000

	327	 聖徳太子5000円札　1桁　Z610862Z　昭和32年～(1957～)　紙26B	 美品		 ¥10,000
	328	 聖徳太子5000円札　2桁　BL000001R　昭和32年～(1957～)　紙26B	 ヨレ有り	極美品	+	 ¥40,000

	329	 聖徳太子5000円札　2桁　FD000001N　昭和32年～(1957～)　紙26B	
	 	 	 朱色シミ	小折れ(右下角)	極美品		 ¥30,000
	330	 聖徳太子5000円札　2桁　FK111111N　昭和32年～(1957～)　紙26B	 未使用品		 ¥50,000

	331	 聖徳太子5000円札　2桁　HH222222M　昭和32年～(1957～)　紙26B	 未使用品		 ¥40,000
	332	 聖徳太子5000円札　2桁　HN333333R　昭和32年～(1957～)　紙26B	 未使用品		 ¥40,000
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	333	 聖徳太子5000円札　2桁　KX444444N　昭和32年～(1957～)　紙26B　ACCA(67)	 未使用品		 ¥40,000
	334	 聖徳太子5000円札　2桁　ES444444P　昭和32年～(1957～)　紙26B	 未使用品		 ¥40,000

	335	 聖徳太子5000円札　2桁　HV555555L　昭和32年～(1957～)　紙26B
	 	 	 若干のヨレ有り	未使用品	-	 ¥30,000
	336	 聖徳太子5000円札　2桁　HX666666Q　昭和32年～(1957～)　紙26B	 未使用品		 ¥40,000

	337	 聖徳太子5000円札　2桁　KJ777777Q　昭和32年～(1957～)　紙26B	 未使用品		 ¥50,000
	338	 聖徳太子5000円札　2桁　JA888888P　昭和32年～(1957～)　紙26B	若干の出来ジワ	未使用品		 ¥50,000

	339	 聖徳太子5000円札　2桁　EC123456P　昭和32年～(1957～)　紙26B	 未使用品		 ¥40,000
	340	 聖徳太子5000円札　2桁　JF100000L　昭和32年～(1957～)　紙26B	
	 	 	 若干のヨレ有り	未使用品	-	 ¥10,000

	341	 聖徳太子5000円札　2桁　HA200000N　昭和32年～(1957～)　紙26B	
	 	 	 若干のヨレ有り	未使用品	-	 ¥10,000
	342	 聖徳太子5000円札　2桁　GP300000M　昭和32年～(1957～)　紙26B	 極美品	+	 ¥7,000
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	343	 聖徳太子5000円札　2桁　KR400000J　昭和32年～(1957～)　紙26B	 極美品	+	 ¥7,000
	344	 聖徳太子5000円札　2桁　FC500000L　昭和32年～(1957～)　紙26B	若干のヨレ有り	未使用品	-	 ¥10,000

	345	 聖徳太子5000円札　2桁　GE600000P　昭和32年～(1957～)		紙26B	若干のヨレ有り	未使用品	-	 ¥10,000
	346	 聖徳太子5000円札　2桁　AD700000W　昭和32年～(1957～)		紙26B	 未使用品		 ¥10,000

	347	 聖徳太子5000円札　2桁　CQ800000K　昭和32年～(1957～)　紙26B	若干のヨレ有り	未使用品	-	 ¥10,000
	348	 聖徳太子5000円札　2桁　LU900000L　昭和32年～(1957～)　紙26B
	 	 	 若干のヨレ	シミ有り	未使用品	-	 ¥30,000

	349	 伊藤博文1000円札　見本券　表：「見本」字1ヶ所(A000000A)，ミシン穴「見本」，「181」	裏：「見本」字1ヶ所
	 	 昭和38年～(1963～)　紙27　	 若干のヨレ有り	未使用品	-	 ¥120,000

	350	 伊藤博文1000円札(紺番)　1桁　A803004A　昭和38年～(1963～)　紙27
	 	 	 若干のヨレ有り	未使用品	-	 ¥10,000
	351	 伊藤博文1000円札(紺番)　2桁　DN000001L　昭和38年～(1963～)　紙27	 ヨレ有り	未使用品	-	 ¥15,000
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	352	 伊藤博文1000円札(紺番)　2桁　TD111111K　昭和38年～(1963～)　紙27
	 	 	 若干のヨレ有り	未使用品	-	 ¥12,000
	353	 伊藤博文1000円札(紺番)　2桁　PC123456Y　昭和38年～(1963～)　紙27	 未使用品		 ¥10,000

	354	 伊藤博文1000円札(紺番)　2桁　ZZ302466Z　昭和38年～(1963～)　紙27	 並品		 ¥5,000

	355	 岩倉新500円札　見本券　表：「見本」字1ヶ所(AA000000A)，ミシン穴「見本」，「175」	裏：「見本」字1ヶ所
	 	 昭和44年～(1969～)　紙28	 若干のヨレ有り	未使用品	-	 ¥100,000
	356	 岩倉新500円札　珍番14種1組　昭和44年～(1969～)　紙28　下見して下さい
	 	 HP444444Z，KP555555Y，VA666666R，VT777777X，WH888888T，KJ100000S，HG200000V，
	 	 BA300000Y，VA400000Z，AF500000Y，TT600000X，VP700000C，VE800000S，HH900000X	
	 	 	 未使用品-～未使用品	(14)	 ¥130,000
	357	 岩倉新500円札　珍番9種1組　昭和44年～(1969～)　紙28　下見して下さい
	 	 EP100000B，FP200000C，EP300000B，KN400000B，CN500000G，FR600000C，EM700000E，
	 	 NM800000B，EJ900000R	 未使用品-～未使用品	(9)	 ¥30,000

	358	 福沢諭吉10000円札　見本券　表：「見本」字1ヶ所(AA000000A)，ミシン穴「見本」，「381」	裏：「見本」字1ヶ所
	 	 昭和59年～(1984～)　紙29	 未使用品		 ¥120,000

　誠に勝手ながら当社の都合により、オークション当日（11月３日（土・祝））の落札品の受け渡しは全品できませ
ん。受け渡しご希望の方は翌日11月４日（日）以降、（株）銀座コインにてお願い申し上げます。

〜 ご注意 〜

352 353

354

355

358



－ 73 －

	359	 福沢諭吉10000円札(茶番・大蔵)　1桁　A777777A　昭和59年～(1984～)　紙29	 美品		 ¥100,000
	360	 福沢諭吉10000円札(茶番・大蔵)　2桁　AA294937A　昭和59年～(1984～)　紙29	 美品		 ¥11,000

	361	 新渡戸稲造5000円札　見本券　表：「見本」字1ヶ所(AA000000A)，ミシン穴「見本」，「381」	裏：「見本」字1ヶ所
	 	 昭和59年～(1984～)　紙30	 未使用品		 ¥150,000

	362	 新渡戸稲造5000円札(茶番・大蔵)　A-A券　100枚帯封　昭和59年～(1984～)　紙30	 未使用品	(100)	¥650,000
	363	 新渡戸稲造5000円札(茶番・大蔵)　1桁　A102132A　昭和59年～(1984～)　紙30	 未使用品		 ¥10,000

	364	 新渡戸稲造5000円札(茶番・大蔵)　1桁　Z680707Z　昭和59年～(1984～)　紙30	 未使用品		 ¥10,000
	365	 新渡戸稲造5000円札(茶番・大蔵)　2桁　AE000001Z　昭和59年～(1984～)　紙30	 未使用品		 ¥40,000
	366	 新渡戸稲造5000円札(茶番・財務)　2桁　1ゾロ目～8ゾロ目　8種1組　アルファベット異なる　紙30
	 	 	 未使用品	(8)	 ¥160,000

	367	 新渡戸稲造5000円札(茶番・財務)　2桁　DS123456V　昭和59年～(1984～)　紙30	 未使用品		 ¥20,000
	368	 新渡戸稲造5000円札　珍番9種1組　※全て茶番　昭和59年～(1984～)　紙30　下見して下さい
	 	 BQ100000X(大蔵)，DU200000W(財務)，DJ300000Z(財務)，DJ400000Z(財務)，CY500000M(大蔵)，
	 	 NF600000H(財務)，NA700000L(財務)，DL800000Z(財務)，DK900000Y(財務)	
	 	 	 未使用品-～未使用品	(9)	 ¥70,000
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	369	 夏目漱石1000円札　見本券　表：「見本」字1ヶ所(AA000000A)，ミシン穴「見本」，「381」	裏：「見本」字1ヶ所
	 	 昭和59年～(1984～)　紙31	 未使用品		 ¥120,000
	370	 夏目漱石1000円札(青番)　2桁　1ゾロ目～8ゾロ目　8種1組　アルファベット異なる
	 	 (8ゾロ目少シミ有り)　紙31	 未使用品-～未使用品	(8)	 ¥60,000
	371	 夏目漱石1000円札(茶番)　A-A券　100枚帯封　昭和59年～(1984～)　紙31	 未使用品	(100)	¥120,000
	372	 夏目漱石1000円札(茶番)　2桁　1ゾロ目～8ゾロ目　8種1組　アルファベット異なる　紙31
	 	 	 未使用品	(8)	 ¥60,000

	373	 守礼門2000円札　1桁　E123456Z　平成12年～(2000～)　ACCA(67)	 未使用品		 ¥15,000
	374	 守礼門2000円札　珍番9種1組　平成12年～(2000～)　下見して下さい
	 	 N100000X，N200000X，R300000W，R400000W，R500000W，Q600000X，H700000X，
	 	 V800000Y，N900000J	 未使用品-～未使用品	(9)	 ¥100,000
	375	 新福沢諭吉10000円札(黒番)　1桁　1ゾロ目～8ゾロ目　8種1組　アルファベット異なる	 未使用品	(8)	 ¥150,000
	376	 新福沢諭吉10000円札　珍番24種1組　※黒番・国立　平成16年～(2004～)　下見して下さい
	 	 A132756A，B790581B，C626512C，D582320D，E002816E，F895038F，G663435G，H363817H，
	 	 J558367J，K803260K，L707188L，M091609M，N873425N，P728478P，Q373603Q，R022079R，
	 	 S725633S，T861363T，U593635U，V461265V，W593778W，X167206X，Y297753Y，Z475754Z
	 	 	 美品～極美品	+(24)	¥270,000
	377	 樋口一葉5000円札　珍番9種1組　※黒番・国立　平成16年～(2004～)　下見して下さい
	 	 Z100000B，D200000X，AL300000Z，Z400000B，Q500000U，N600000L，BJ700000U，
	 	 L800000A，AS900000K	 未使用品-～未使用品	(9)	 ¥60,000

	378	 中国　大明通行宝鈔　1貫　1368年～1399年　340㎜×225㎜　Pick-AA10	 VF		 ¥200,000
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	379	 台湾銀行加刷　日本武尊千圓券(簡易見本券)　昭和20年(1945)　台紙20	 VF/EF		 ¥150,000

	380	 台湾銀行支払手形　1円銀券(福州)　見本券　明治39年(1906)　外31	 虫喰い穴有り	EF		 ¥100,000

	381	 横浜正金銀行　天津行平化宝券100両　見本券　明治35年(1902)　外106	 VF		 ¥450,000

	382	 横浜正金銀行　天津行平化宝券50両　見本券　明治35年(1902)　外107	 EF/UNC		 ¥450,000
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	383	 横浜正金銀行　天津行平化宝券10両　見本券　明治35年(1902)　外108	 EF/UNC		 ¥450,000

	384	 横浜正金銀行　天津銀円券100円　見本券　大正7年(1918)　外113	 EF	+	 ¥180,000

	385	 横浜正金銀行　天津　1円券　大正7年(1918)　外116	 角ヤブレ有り	シミ有り	F/VF		 ¥46,000

	386	 横浜正金銀行　天津加刷(青島)銀円券5円　見本券　昭和2年(1927)　外118	 EF	+	 ¥270,000

	387	 横浜正金銀行　大連　新金券10円　見本券　大正2年(1913)　外124	 VF		 ¥90,000
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	388	 横浜正金銀行　大連　新1円券　見本券　大正5年(1916)　外126	 VF	+	 ¥46,000

	389	 横浜正金銀行　大連　1円券　昭和5年(1930)　外135	 EF	+	 ¥46,000

	390	 横浜正金銀行　漢口　10円　大正6年(1917)　PMG(VF25)　両面メモ書き・インク跡有り	 VF	-	 ¥80,000

	391	 横浜正金銀行　漢口　1円券　大正6年(1917)　外151	 EF		 ¥46,000

	392	 満州中央銀行　5円券　様本券　表裏2枚　昭和8年(1933)　外181	 EF	+(2)	 ¥27,000

391

390

389

388

392



－ 78 －

	393	 満州中央銀行　10円券　様本券　表裏2枚　昭和7年(1932)　外182	 EF	(2)	 ¥27,000

	394	 察南銀行券　旧1円　昭和12年(1937)　外204	 VF	-	 ¥46,000

○平成 30 年 10 月 13 日（土）〜 11 月２日（金）
　・（株）銀座コイン内　　午前 11 時〜午後６時
　　※ あらかじめ下見の日時をご予約ください。

○平成 30 年 11 月３日（土・祝）
　・帝国ホテル  雅の間（３階）　午前８時〜午後４時

－　下　見　－

下見はお早めに！
ご自分の応札希望品の状態等を確認するために、前もってその品を見ることができます。この下見は、下記の
日時、場所で行いますが、オークション当日、会場は大変混雑が予想されますので、あらかじめ前日までに銀
座コインで下見をすまされることをおすすめ申し上げます。

※ ただし、８時〜 10 時は第１部出品物（Lot １〜 205）に限らせて頂きます。
　Lot206 以降の出品物につきましては 10 時〜下見可能とさせて頂きます。
※ 原則的に事前に下見をして頂いた方は、当日の下見はご遠慮くださいませ。
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	395	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　欠貝円　近9	 極美品		 ¥140,000
	396	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　欠貝円　近9	 部分トーン	極美品		 ¥140,000

赤字は競売品がPCGS社やNGC社などのケースに入っていることを

意味しています。

近代貨幣他　Japanese Modern Coins & Pattern, etc.

	397	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　正貝円(大ハネ貝)　近9	 未使用品		 ¥70,000
	398	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　正貝円(小ハネ貝)　近9	 未使用品		 ¥50,000

	399	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　近9	 軽トーン	プルーフ	未使用品		 ¥700,000
	400	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　近9　PCGS(MS64)	 軽トーン	未使用品		 ¥50,000

	401	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　内向長刺竜　近9　PCGS(MS63)	 未使用品		 ¥50,000
	402	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　曇旭日　近9	 トーン	極美品/未使用品		 ¥35,000
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	403	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　無輪　細光　近9　PCGS(AU58)	 極美品		 ¥30,000

	404	 新1円銀貨(大型)　明治7年(1874)　前期　曲脈・大一・大ウロコ　近10　貨幣刻印鑑定書付	 美品	+	 ¥180,000

	405	 新1円銀貨(大型)　明治7年(1874)　中期　近10　NGC(UNC DETAILS)　小キズ有り	 美品/極美品		 ¥140,000
	406	 新1円銀貨(大型)　明治7年(1874)　後期　浅彫　近10　貨幣刻印鑑定書付	 極美品/極美品	+	 ¥120,000

	407	 新1円銀貨(大型)　明治7年(1874)　後期　浅彫　曲脈　近10　PCGS(AU Detail)　貨幣刻印鑑定書付	 	 	
	 	 	 トーン	極美品		 ¥135,000
	408	 新1円銀貨(大型)　明治7年(1874)　後期　深彫　近10　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品		 ¥200,000

　本品は稀少手替わりのひとつで、その組み合わせの存在率はとても低く市場でお目にかかる機会もほとんどありませ
ん。幻の名品、銀座コインオークション初登場です。

　株式会社　銀座コインでは、収集家の皆様へのサービスの一環としまして、日本近代銀貨・金貨のオークション品の
　一部に貨幣刻印鑑定書を付けております。
　つきましては、落札者の方で、鑑定書ご希望の場合、落札価格に関係なく、実費価格にて鑑定書を作成致します。
　費用・期間等、ご質問がございましたら、株式会社　銀座コインまでお問合わせ下さいませ。

〜 お知らせ 〜
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	409	 新1円銀貨(大型)　明治8年(1875)　深彫　近10　日本貨幣商協同組合鑑定書付(H.13)	 極美品		 ¥700,000
	410	 新1円銀貨(大型)　明治11年(1878)　浅彫　近10	 極美品/未使用品		 ¥100,000

	411	 新1円銀貨(大型)　明治11年(1878)　浅彫　近10	 部分トーン	美品		 ¥30,000
	412	 新1円銀貨(大型)　明治12年(1879)　近10　貨幣成分鑑定書付,日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品/未使用品		 ¥240,000

	413	 新1円銀貨(大型)　明治12年(1879)　近10　貨幣刻印鑑定書付	 トーン	極美品	+	 ¥180,000
	414	 新1円銀貨(大型)　明治12年(1879)　右丸銀　近10B　貨幣刻印鑑定書付	プルーフライク	未使用品		 ¥500,000

	415	 新1円銀貨(大型)　明治13年(1880)　左丸銀　近10B	 未使用品		 ¥50,000
	416	 新1円銀貨(大型)　明治14年(1881)　丸葉・長菊枝様　近10　貨幣刻印鑑定書付	未使用品/未使用品	+	 ¥80,000

	417	 新1円銀貨(大型)　明治14年(1881)　丸葉・高四　近10　貨幣成分鑑定書付	 未使用品		 ¥60,000
	418	 新1円銀貨(大型)　明治14年(1881)　近10	 未使用品		 ¥50,000
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	419	 新1円銀貨(大型)　明治15年(1882)　近10	 未使用品		 ¥40,000
	420	 新1円銀貨(大型)　明治16年(1883)　丸葉浅彫・深葉脈・中年　近10　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 ¥40,000

	421	 新1円銀貨(大型)　明治16年(1883)　近10　PCGS(MS65)	 未使用品		 ¥40,000
	422	 新1円銀貨(大型)　明治17年(1884)　近10　貨幣刻印鑑定書付
	 	 	 プルーフライク	未使用品/完全未使用品		 ¥100,000

	423	 新1円銀貨(大型)　明治17年(1884)　右丸銀　近10B　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 ¥40,000
	424	 新1円銀貨(大型)　明治18年(1885)　深彫鱗　近10　PCGS(MS63)	 未使用品		 ¥40,000

	425	 新1円銀貨(大型)　明治19年(1886)　中期　近10	 未使用品/未使用品	+	 ¥50,000
	426	 新1円銀貨(大型)　明治20年(1887)　近10　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 ¥40,000

	427	 新1円銀貨(小型)　明治20年(1887)　丸葉深彫・太十　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 ¥20,000
	428	 新1円銀貨(小型)　明治21年(1888)　丸葉深彫　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 ¥20,000
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	429	 新1円銀貨(小型)　明治21年(1888)　右丸銀　丸葉深彫　近10C　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 ¥20,000
	430	 新1円銀貨(小型)　明治22年(1889)　平葉深葉脈　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 ¥10,000

	431	 新1円銀貨(小型)　明治23年(1890)　一葉粗・離桐葉・中渦多巻　近10A　PCGS(MS64)	 未使用品		 ¥10,000
	432	 新1円銀貨(小型)　明治25年(1892)　後期　丸葉浅彫　近10A　貨幣刻印鑑定書付	
	 	 	 未使用品/未使用品	+	 ¥12,000

	433	 新1円銀貨(小型)　明治26年(1893)　近10A　NGC(MS65)	 未使用品	+	 ¥20,000
	434	 新1円銀貨(小型)　明治27年(1894)　丸葉浅彫　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 ¥10,000

	435	 新1円銀貨(小型)　明治28年(1895)　近10A　NGC(MS64)	 トーン	未使用品		 ¥10,000
	436	 新1円銀貨(小型)　明治29年(1896)　丸葉浅彫　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品	+	 ¥15,000

	437	 新1円銀貨(小型)　明治30年(1897)　近10A　PCGS(MS65)	 未使用品		 ¥10,000
	438	 新1円銀貨(小型)　明治34年(1901)　近10A　PCGS(MS65)	 未使用品		 ¥10,000
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	439	 新1円銀貨(小型)　明治35年(1902)　丸葉浅彫　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品	+	 ¥25,000
	440	 新1円銀貨(小型)　明治35年(1902)　近10A　PCGS(MS64)	 未使用品/未使用品	+	 ¥20,000

	441	 新1円銀貨(小型)　明治36年(1903)　丸葉浅彫　近10A　刻印鑑定報告レポート付	 未使用品		 ¥10,000
	442	 新1円銀貨(小型)　明治38年(1905)　丸葉浅彫　小八　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 ¥10,000

	443	 新1円銀貨(小型)　大正3年(1914)　丸葉深脈　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品	+	 ¥12,000

	444	 新1円銀貨(小型)　8種1組　明治21年,23年,24年,25年(後期),26年,27年,28年,29年　近10A
	 	 	 未使用品～未使用品	+(8)	 ¥80,000
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	445	 新1円銀貨(小型)　9種1組　明治30年,34年,35年,36年,37年,38年,39年,45年,大正3年　近10A
	 	 	 未使用品～未使用品	+(9)	 ¥100,000

	446	 貿易銀　明治8年(1875)　短支脈　近12　PCGS(MS64+)	 未使用品	+	 ¥1,000,000

	447	 貿易銀　明治8年(1875)　長支脈　近12　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 ¥180,000
	448	 貿易銀　明治9年(1876)　長支脈　近12　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 ¥200,000

　鏡のような未使用品状態独特の面と立体的な彫刻的な龍図。海外でも高い評価を得たこの芸術品が30周年の銀座コイ
ンオークションに満を持しての出品です。
　未使用品、プルーフ品のみを追い続けて数十年。何度も状態の良い貿易銀の収集品を更新した結果、ここまでのレベル
に到達されたそうです。
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	449	 貿易銀　明治9年(1876)　長支脈　近12　PCGS(MS63)	 未使用品		 ¥180,000
	450	 貿易銀　明治9年(1876)　長支脈　近12　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 ¥180,000

	451	 旭日竜大型50銭銀貨　明治3年(1870)　近13	 未使用品		 ¥10,000
	452	 旭日竜大型50銭銀貨　明治4年(1871)　前期　ハネ本　近13	 未使用品		 ¥30,000

	453	 旭日竜小型50銭銀貨　明治4年(1871)　小竜　近13A	 未使用品		 ¥10,000
	454	 旭日竜小型50銭銀貨　明治4年(1871)　小竜　近13A	 未使用品		 ¥10,000
	455	 旭日竜小型50銭銀貨　明治4年(1871)　大竜　近13A　PCGS(MS65)	 未使用品		 ¥180,000

	456	 旭日竜小型50銭銀貨　明治4年(1871)　大竜　近13A　PCGS(MS63+)	 未使用品		 ¥180,000
	457	 旭日竜小型50銭銀貨　明治4年(1871)　大竜　近13A	 未使用品		 ¥180,000
	458	 旭日竜小型50銭銀貨　明治4年(1871)　大竜　近13A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 ¥180,000

	459	 旭日竜小型50銭銀貨　明治4年(1871)　大竜　近13A	 軽トーン	未使用品	-	 ¥80,000
	460	 竜50銭銀貨　明治6年(1873)　長年　近14	 未使用品		 ¥30,000
	461	 竜50銭銀貨　明治6年(1873)　長年　近14	 未使用品		 ¥30,000
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	462	 竜50銭銀貨　明治6年(1873)　長年　近14	 未使用品	-	 ¥25,000

	463	 竜50銭銀貨　明治7年(1874)　近14　貨幣刻印鑑定書付	 プルーフ	極美品	+	 ¥3,500,000

	464	 竜50銭銀貨　明治9年(1876)　上切　近14　貨幣成分鑑定書付	 トーン	プルーフ	未使用品		 ¥1,000,000
	465	 竜50銭銀貨　明治9年(1876)　上切　近14　貨幣刻印鑑定書付	 トーン	プルーフ	極美品	+	 ¥700,000

	466	 竜50銭銀貨　明治10年(1877)　上切　近14　貨幣刻印鑑定書付	 トーン	プルーフ	未使用品		 ¥500,000
	467	 竜50銭銀貨　明治10年(1877)　上切　近14　NGC(AU55)	 トーン	極美品		 ¥350,000

　今回、竜50銭銀貨の特別年号全種類が出品されています。過去に単独で出品されたことはありますが、4年号全種の揃
い踏みは初めてです。現在、海外の収集家にも人気が高い日本の近代銭の稀少年号。特に明治7年銘と13年銘のプルーフ
貨2種はその稀少度、コンデションとほぼ同レベルです。型録記載の発行枚数では明治7年銘が約95,000枚となっていま
すが、そのほとんどは明治6年銘と考えて頂いてよろしいと思います。著名な収集家の調査によると、両年号が市場で確
認された枚数はここ数十年で数枚ずつです。

	468	 竜50銭銀貨　明治13年(1880)　近14　貨幣刻印鑑定書付	 トーン	プルーフ	未使用品		 ¥5,000,000

468

463

462

464 465

466 467



－ 88 －

	469	 竜50銭銀貨　明治18年(1885)　深彫太字　近14　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品/未使用品	+	 ¥60,000
	470	 竜50銭銀貨　明治18年(1885)　近14	 未使用品		 ¥40,000
	471	 竜50銭銀貨　明治18年(1885)　近14	 未使用品		 ¥40,000

	472	 竜50銭銀貨　明治30年(1897)　下切　近14	 未使用品		 ¥10,000
	473	 竜50銭銀貨　明治32年(1899)　近14　PCGS(MS64)	 未使用品		 ¥10,000
	474	 竜50銭銀貨　明治32年(1899)　近14	 未使用品		 ¥10,000

	475	 竜50銭銀貨　明治32年(1899)　近14	 未使用品		 ¥10,000
	476	 竜50銭銀貨　明治35年(1902)　前期　平リボン　近14　貨幣刻印鑑定書付	 完全未使用品		 ¥70,000
	477	 竜50銭銀貨　明治35年(1902)　近14　PCGS(MS64+)	 未使用品		 ¥40,000

	478	 竜50銭銀貨　明治35年(1902)　近14	 未使用品		 ¥40,000
	479	 竜50銭銀貨　明治36年(1903)　近14	 未使用品		 ¥25,000
	480	 旭日50銭銀貨　明治39年(1906)　近15　PCGS(MS66)	 未使用品		 ¥10,000

	481	 旭日50銭銀貨　大正4年(1915)　近15	 未使用品		 ¥10,000
	482	 旭日竜20銭銀貨　明治3年(1870)　狭脈　近20　NGC(MS62)	 極美品		 ¥8,000
	483	 旭日竜20銭銀貨　明治4年(1871)　欠銭　近20	 少トーン	未使用品		 ¥10,000
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	484	 竜20銭銀貨　明治6年(1873)　欠日・普通　2種1組　近21	 極美品～未使用品	(2)	 ¥25,000

	485	 竜20銭銀貨　明治8年(1875)　前期　近21	 未使用品		 ¥80,000
	486	 竜20銭銀貨　明治8年(1875)　前期　近21	 未使用品		 ¥80,000
	487	 竜20銭銀貨　明治8年(1875)　後期　近21	 極美品/未使用品		 ¥10,000
	488	 竜20銭銀貨　明治9年(1876)　前期　近21　刻印エラー　下見して下さい	 未使用品	+	 ¥20,000

	489	 竜20銭銀貨　明治9年(1876)　前期・後期　2種1組　近21	 未使用品	(2)	 ¥25,000
	490	 竜20銭銀貨　明治10年(1877)　近21	 未使用品		 ¥15,000

	491	 竜20銭銀貨　明治21年(1888)　近21	 未使用品		 ¥60,000
	492	 竜20銭銀貨　明治27年(1894)　近21　PCGS(MS65)	 未使用品	+	 ¥10,000
	493	 竜20銭銀貨　明治34年(1901)　近21	 未使用品		 ¥100,000
	494	 竜20銭銀貨　明治34年(1901)　近21	 未使用品	-	 ¥35,000

	495	 旭日20銭銀貨　明治44年(1911)　近22　PCGS(MS63)	 未使用品		 ¥40,000
	496	 旭日竜10銭銀貨　明治3年(1870)　明瞭ウロコ,欠銭　近23	 未使用品		 ¥15,000
	497	 竜10銭銀貨　明治6年(1873)　ハネ明　近24	 未使用品	+	 ¥40,000
	498	 竜10銭銀貨　明治6年(1873)　前期　太竜　タテウロコ　近24　貨幣刻印鑑定書付
	 	 	 極美品/未使用品		 ¥20,000

	499	 竜10銭銀貨　明治7年(1874)　近24	 未使用品		 ¥50,000
	500	 竜10銭銀貨　明治10年(1877)　近24	 未使用品		 ¥10,000
	501	 竜10銭銀貨　明治25年(1892)　太五　近24　PCGS(MS64)	 軽トーン	未使用品		 ¥10,000
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	502	 竜10銭銀貨　明治27年(1894)　近24　PCGS(MS65)	 未使用品		 ¥10,000
	503	 竜10銭銀貨　明治34年(1901)　近24	 未使用品		 ¥60,000
	504	 竜10銭銀貨　明治34年(1901)　近24	 未使用品		 ¥60,000
	505	 竜10銭銀貨　明治34年(1901)　近24	 未使用品		 ¥60,000
	506	 竜10銭銀貨　明治35年(1902)　近24	 軽トーン	未使用品		 ¥50,000

	507	 旭日竜5銭銀貨　明治3年(1870)　近33　PCGS(MS64)	 未使用品		 ¥35,000
	508	 旭日竜5銭銀貨　明治3年(1870)　中欠日　近33	 極美品		 ¥10,000
	509	 旭日竜5銭銀貨　明治4年(1871)　近33	 未使用品		 ¥40,000

	510	 竜5銭銀貨　明治6年(1873)　初鋳・逃げ玉　近35　NGC(MS66)　収集2016年9月号掲載原品
	 	 	 少トーン　未使用品	+	 ¥100,000

	511	 菊5銭白銅貨　明治28年(1895)　近36	 未使用品	-	 ¥25,000
	512	 菊5銭白銅貨　明治28年(1895)　近36　PCGS(MS63)	 極美品/未使用品		 ¥20,000
	513	 稲5銭白銅貨　明治36年(1903)　近37	 未使用品		 ¥100,000
	514	 稲5銭白銅貨　明治37年(1904)　近37	 未使用品		 ¥25,000

	515	 2銭銅貨　明治6年(1873)　近45　PCGS(MS65RB)	 未使用品		 ¥80,000
	516	 2銭銅貨　明治9年(1876)　近45　PCGS(cleaning-UNC Details)　貨幣成分鑑定書付
	 	 	 プルーフ	未使用品	-	 ¥150,000

	517	 1厘銅貨　明治9年(1876)　近55　NGC(AU58BN)	 極美品		 ¥200,000
	518	 1厘銅貨　明治13年(1880)　近55　NGC(AU58BN)	 極美品		 ¥400,000
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	519	 試鋳貨　貿易銀　明治7年(1874)　NGC(PF65)	 トーン	プルーフ	未使用品	+	 ¥30,000,000

　明治４年(1871)の新貨条例の公布を前に貨幣を前提としたさまざまなデザインの試鋳貨幣が多種造られましたが、そ
の中でも試作貨として厳選し、採用されたものの制作枚数は2 ～ 3枚のみで多くても10枚には達しないと思われます。
　本品は2011年9月、ロングビーチで開催されました ヘリテージオークション「ノーマン・ジェイコブス　コレクショ
ン」の超ハイライト品の原品で＄299.000（手数料含む）で落札されました。
　当時、このオークションでは本品をはじめ日本の近代金貨・銀貨の超特年や試鋳貨が出品され、かなり注目されました
が、ほとんどが日本人の落札者でした。
　しかしながら、現在では日本の希少近代コインに限っては国際銘柄になっており、アメリカ・ヨーロッパなどの国々の
トップコレクターの方々に関心を持たれ、応札者もかなり増えております。
　本品はおそらく市場では現存１～２点で、しかも最高鑑定の素晴らしい状態で日本国内で競売されるのは今回が初め
てと思われますし、銀座コインオークション30周年に相応しい超ハイライト品でございます。
　この品を落札される新オーナーはどこの国の方になるのでしょうか⁉　 Good Luck!!

Description

　Before the promulgation of the New Currency Act in the fourth year of the Meiji era (1871), many kinds of trial 
pattern coins were produced with a variety of designs. Among those, only a few were carefully selected as prototype 
currency, and it is estimated that only 2 or 3 of them, and at the very most 10, were adopted for actual use.
　This item auctioned at $299,000 (fees included) as a highlighted original item of the "Norman Jacobs Collection" 
Heritage Auction held in Long Beach in September of 2011. 
　At this auction, a very rare selection of Japan's modern gold/silver coins from auspicious years and pattern coins like 
this item were put on display, attracting considerable attention especially from Japanese bidders.
　However, in recent years Japan's rare modern coins have come to be considered an international brand. They have 
caught the interest of top collectors from countries like America and Europe, and the number of bidders has increased 
substantially.
　This item is likely currently at 1–2 points in the market. Furthermore, it is thought that this is the very first time 
that it will be auctioned in Japan in such spectacular condition, having received the highest possible appraisal, and is a 
highlighted item well suited to the 30th Ginza Coin Auction.
　Which country's will the new owner with the winning bid on this item be from!?
　Good Luck!!

 試鋳貨　貿易銀　明治7年（1874）　大珍品
　　KM-Pn24　NGC(PF65) トーン プルーフ 未使用品+  ￥30,000,000

Meiji Silver Pattern Trade Dollar Year 7(1874)
　  Extremely rare KM-Pn24 Proof 65 NGC Estimate:¥30,000,000
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	520	 八咫烏10銭銀貨　大正7年(1918)　近26　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 ¥500,000
	521	 試作　小型鳳凰20銭銀貨　大正11年銘　1.99g　16.94mm　日本通貨図鑑参照
	 	 	 少トーン	プルーフ	極美品/未使用品		 ¥500,000
	522	 不発行10円洋銀貨　昭和26年(1951)	 極美品		 ¥100,000

	523	 菊50円ニッケル貨　昭和39年(1964)　穴ズレエラー　現6	 極美品		 ¥10,000
	524	 50円白銅貨　昭和45年(1970)　穴ズレエラー　現7　PCGS(MS63)	 未使用品		 ¥30,000
	525	 50円白銅貨　昭和50年(1975)　穴ズレエラー　現7　PCGS(MS64)	 極美品	+	 ¥35,000
	526	 50円白銅貨　昭和50年(1975)　穴ズレエラー　現7　PCGS(MS63)	 極美品	+	 ¥30,000

	527	 50円白銅貨　平成8年(1996)　穴ズレエラー　現7　NGC(MINT ERROR MS66)	 未使用品		 ¥25,000
	528	 50円白銅貨　平成8年(1996)　穴ズレエラー　現7	 極美品		 ¥20,000
	529	 10円青銅貨　昭和52年(1977)　変形大ズレ打エラー　4.50g　現9	 極美品		 ¥100,000

	530	 5円黄銅貨　昭和33年(1958)　穴ズレエラー　現11	 美品	+	 ¥15,000
	531	 5円黄銅貨　平成2年(1990)　変形大ズレ打エラー　3.75g　現12	 極美品		 ¥100,000
	532	 ミントセット(海外贈呈用)　昭和44年(1969)　100円～1円　表裏各2点　ケース入	 未使用品	(10)	 ¥80,000
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	533	 ミントセット　昭和44年～47年(1969～72)　4種1組　各ケース状態良好	 未使用品	(4)	 ¥25,000

	534	 ミントセット(贈呈用)　昭和49年(1974)　大蔵省造幣局　シリアル番号No.321　赤布地ケース
	 	 	 未使用品		 ¥100,000

	535	 ミントセット(限定見本用)　昭和50年(1975)　赤布地ケース
	 	 ※昭和50年の通常ミントセット製造販売に先がけ、ごくわずか見本として造られた貴重セットです。
	 	 	 未使用品		 ¥200,000

533（縮小）

534（縮小）

535（縮小）
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	536	 旧20円金貨　明治3年(1870)　近1	 未使用品/未使用品	+	 ¥6,000,000
	537	 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	 未使用品	-	 ¥4,600,000

	538	 旧20円金貨　明治3年(1870)　近1　年号面一部裏写り　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品/未使用品		 ¥4,500,000

	539	 旧20円金貨　明治9年(1876)　近1　NGC(MS62DPL)
	 	 ※スラブ表記はMSですが、原品は疑いようがないPROOFです	 プルーフ	未使用品		 ¥16,000,000

	540	 旧10円金貨　明治4年(1871)　有輪　近2　日本貨幣商協同組合鑑定書付　PCGS(MS65)	
	 	 	 プルーフライク	未使用品	+	 ¥550,000
	541	 旧10円金貨　明治4年(1871)　有輪　近2	 未使用品		 ¥450,000
	542	 旧10円金貨　明治4年(1871)　無輪　近2　PCGS(MS64)	 未使用品		 ¥450,000

536 537

（×1.5倍）（×1.5倍）

538

539

540 541 542
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	543	 旧10円金貨　明治4年(1871)　無輪　近2	 未使用品		 ¥450,000
	544	 旧10円金貨　明治4年(1871)　無輪　近2	 未使用品	-	 ¥400,000

	545	 旧10円金貨　明治4年(1871)　無輪　近2	 極美品/未使用品		 ¥350,000
	546	 旧10円金貨　明治4年(1871)　無輪　近2　旭日面にアタリ有り	 美品/極美品		 ¥270,000

	547	 旧10円金貨　明治9年(1876)　近2　NGC(MS64PL)
	 	 ※スラブ表記はMSですが、原品は疑いようがないPROOFです	 プルーフ　未使用品		 ¥15,000,000

	548	 旧5円金貨　明治3年(1870)　有輪　近3　財務省オークション原品(ID01907・美品A)	 未使用品		 ¥180,000
	549	 旧5円金貨　明治3年(1870)　有輪　近3　財務省オークション原品(ID02642・美品A)	 未使用品		 ¥180,000
	550	 旧5円金貨　明治4年(1871)　有輪　近3	 美品		 ¥120,000

	551	 旧5円金貨　明治4年(1871)　無輪　近3	 極美品/未使用品		 ¥160,000

（×1.5倍）（×1.5倍）

547

543 544

545 546

548 549

551

550
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	552	 旧5円金貨(縮小)　明治5年(1872)　近3A　PCGS(MS66)　日本貨幣商協同組合鑑定書付	未使用品	+	 ¥160,000
	553	 旧5円金貨(縮小)　明治5年(1872)　近3A	 未使用品		 ¥150,000
	554	 旧5円金貨(縮小)　明治5年(1872)　近3A	 極美品/未使用品		 ¥100,000
	555	 旧5円金貨(縮小)　明治6年(1873)　近3A	 未使用品		 ¥150,000

	556	 旧5円金貨(縮小)　明治6年(1873)　近3A　財務省オークション原品(ID04141・美品B)	
	 	 	 極美品/未使用品		 ¥120,000
	557	 旧5円金貨(縮小)　明治8年(1875)　前期　ハネ明　近3A　貨幣刻印鑑定書付	
	 	 	 プルーフライク	未使用品+/完全未使用品		 ¥250,000
	558	 旧5円金貨(縮小)　明治8年(1875)　後期　トメ明　近3A	 極美品	+	 ¥200,000
	559	 旧5円金貨(縮小)　明治8年(1875)　後期　トメ明　近3A	 極美品		 ¥160,000

	560	 旧5円金貨(縮小)　明治9年(1876)　近3A　財務省オークション原品(ID05441・美品B)　NGCグレードMS62
	 	 	 極美品		 ¥300,000
	561	 旧5円金貨(縮小)　明治10年(1877)　近3A	 極美品	+	 ¥400,000
	562	 旧5円金貨(縮小)　明治11年(1878)　近3A	 修正・クリーン	並品		 ¥110,000
	563	 旧5円金貨(縮小)　明治13年(1880)　近3A	 未使用品		 ¥1,000,000

	564	 旧5円金貨(縮小)　明治15年(1882)　近3A	 美品		 ¥300,000
	565	 旧5円金貨(縮小)　明治16年(1883)　近3A　NGC(MS61)　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 ¥800,000
	566	 旧5円金貨(縮小)　明治18年(1885)　近3A　NGC(MS64)	 未使用品		 ¥950,000
	567	 旧5円金貨(縮小)　明治18年(1885)　近3A	 美品	+	 ¥350,000

	568	 旧5円金貨(縮小)　明治22年(1889)　近3A　エッヂアタリ有り	 美品	+	 ¥350,000
	569	 旧5円金貨(縮小)　明治23年(1890)　近3A	 並品/美品		 ¥250,000
	570	 旧5円金貨(縮小)　明治28年(1895)　近3A	 修正・クリーン	並品		 ¥150,000
	571	 旧5円金貨(縮小)　明治30年(1897)　近3A	 未使用品		 ¥1,600,000

552 553 554 555

556 557 558 559

560 561 562 563

564 565 566 567

568 569 570 571
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	572	 旧2円金貨　明治3年(1870)　近4　PCGS(MS64)　銀座コイン鑑定証付	 未使用品		 ¥80,000
	573	 旧2円金貨　明治3年(1870)　近4　財務省オークション原品(ID07552・美品A)　PCGS鑑定書付
	 	 	 未使用品		 ¥80,000
	574	 旧2円金貨　明治3年(1870)　近4	 未使用品		 ¥80,000
	575	 旧2円金貨　明治3年(1870)　近4	 未使用品		 ¥80,000

	576	 旧2円金貨　明治3年(1870)　近4　財務省オークション原品(ID05595・美品A)	 極美品		 ¥60,000
	577	 旧2円金貨　明治3年(1870)　近4	 極美品		 ¥50,000
	578	 旧1円金貨　明治4年(1871)　前期　近5　財務省オークション原品(ID11897・並品)	 美品		 ¥46,000
	579	 旧1円金貨　明治4年(1871)　後期　近5	 未使用品		 ¥40,000

	580	 旧1円金貨　明治4年(1871)　後期　欠足明・中点有　近5　財務省オークション原品(ID09816・美品B)	
	 	 	 極美品/未使用品		 ¥60,000
	581	 旧1円金貨　明治4年(1871)　後期　近5　財務省オークション原品(ID12760・美品B)　PCGS鑑定書付
	 	 	 極美品		 ¥30,000
	582	 旧1円金貨　明治4年(1871)　後期　近5　財務省オークション原品(ID09774・並品)	 美品/極美品		 ¥20,000
	583	 旧1円金貨(縮小)　明治7年(1874)　近5A　PCGS(MS63)　日本貨幣商協同組合鑑定書付	未使用品		 ¥250,000
	584	 旧1円金貨(縮小)　明治7年(1874)　近5A	 未使用品		 ¥250,000

	585	 新20円金貨　明治30年(1897)　ハネ明　近6	 極美品/未使用品		 ¥120,000
	586	 新20円金貨　明治38年(1905)　近6	 極美品	-	 ¥100,000
	587	 新20円金貨　明治39年(1906)　近6　NGC(MS63)　日本貨幣商協同組合鑑定書付	
	 	 	 極美品/未使用品		 ¥130,000

	588	 新20円金貨　明治43年(1910)　近6	 極美品		 ¥100,000
	589	 新20円金貨　明治44年(1911)　近6	 並品		 ¥70,000
	590	 新20円金貨　大正元年(1912)　近6　NGC(MS64)　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品		 ¥250,000

572 573 574 575

576 577 578 579

580 581 582 583 584

585 586 587

588 589 590

明字拡大
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	591	 新20円金貨　大正2年(1913)　近6　NGC(MS64)　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品		 ¥150,000
	592	 新20円金貨　大正5年(1916)　近6　NGC(MS66)　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品	+	 ¥160,000
	593	 新20円金貨　大正5年(1916)　近6	 未使用品		 ¥140,000

	594	 新20円金貨　大正5年(1916)　近6	 未使用品		 ¥140,000
	595	 新20円金貨　大正6年(1917)　近6	 プルーフライク	未使用品		 ¥140,000
	596	 新20円金貨　大正6年(1917)　近6	 未使用品		 ¥140,000

	597	 新20円金貨　大正6年(1917)　近6　財務省オークション原品(ID18458・極美品)	 未使用品		 ¥140,000
	598	 新20円金貨　大正6年(1917)　近6　財務省オークション原品(ID17846・美品A)	 未使用品	-	 ¥120,000
	599	 新20円金貨　大正8年(1919)　近6　財務省オークション原品(ID19174・極美品)	 未使用品		 ¥150,000

	600	 新20円金貨　大正9年(1920)　近6	 未使用品		 ¥250,000
	601	 新10円金貨　明治30年(1897)　近7　PCGS(MS62)　銀座コイン鑑定書付	 未使用品		 ¥50,000
	602	 新10円金貨　明治30年(1897)　近7	 小アタリ有り	少クリーン	極美品		 ¥40,000

	603	 新10円金貨　明治36年(1903)　近7　NGC(MS65)	 未使用品		 ¥50,000
	604	 新5円金貨　明治30年(1897)　近8	 未使用品		 ¥60,000
	605	 新5円金貨　明治30年(1897)　近8　財務省オークション原品(ID29254・極美品)　PCGS鑑定書付
	 	 	 未使用品		 ¥60,000
	606	 新5円金貨　明治36年(1903)　近8　PCGS(MS65)	 未使用品		 ¥250,000

591 592 593

594 595 596

597 598 599

600
601 602

603 604 605 606



－ 99 －

	607	 藤本皇泉蔵品自家生拓集　「古泉珍拓本集」
	 	 ◎この生拓集は追加発行されておらず、おそらく現品のみと推測される。	 美品		 ¥50,000

	608	 ひびき　知命泉譜　平成2年(1990)　小森善治著	 極美品		 ¥40,000

　「銀座コインオークション」は平成 30 年 11 月３日（土・祝）、東京・帝国ホテル“鶴・雅の間”にて開催されま

すが当日ご来場できず会場での入札にご参加頂けない方は、郵便にて、あるいは直接（株）銀座コインまでお寄せく

だされば、郵便入札でこのオークションにご参加頂けます。

　オークション・カタログのはじめの部分でご説明している「郵便入札をなさる方へ」をよくお読みになって、是非

この「銀座コインオークション」へご参加くださいませ。

　なお、郵便入札をお寄せ頂き、ご入札された方（落札、不落は問いません。但し入札金額はオークションカタログ

の参考価格以上に限ります）にもれなく 2019 年名貨コレクション卓上カレンダーをプレゼントさせて頂きます。

郵便入札〆切日：平成 30 年 11 月１日（木）必着

郵便入札（Mail Bid）を
ご利用ください。

608（縮小）

607（縮小）
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第３部（ロット 609 〜 900）
午後３時15分〜午後５時45分（予定）
( この時間より早く始めることはありません )

世界の貨幣

	古代ギリシア ANCIENT GREECE & ROME

609	 アケメネス朝ペルシア(Achaemenid	Empire)　AV	DARIC金貨　弓と槍を持つ右向き大王立像/陰刻
	 	 450-375BC　S-4679　8.36g　NGC-MS　Strike5/5,Surface5/5	 AU		 ¥280,000
	610	 マケドニア	アンフィポリス(Macedonia	Amphipolis)　アルテミス像　AR	TETRADRACHM銀貨
	 	 167-148BC　16.74g　S-1386タイプ　NGC(XF Strike4/5 Surface4/5)	 VF		 ¥50,000
	611	 マケドニア王国(Kingdom	of	Macedon)　AV	STATER金貨　フィリッポス3世　アテナ右向き頭像/ニケ
	 	 バビロン鋳　323-317BC　S-6747タイプ,Price-P178　8.58g	 AU/UNC		 ¥340,000

	612	 マケドニア王国(Kingdom	of	Macedon)　フィリッポス3世　AR	TETRADRACHM銀貨
	 	 ヘラクレス右向き頭像/ゼウス座像　323-317BC　16.65g　S-6749タイプ
	 	 NGC(CH VF Strike4/5 Surface3/5)	 VF	-	 ¥30,000
	613	 共和政ローマ　ユリウス・カエサル　AR	DENARIUS銀貨　象と蛇　49-48BC	RSC-49　3.78g	EF		 ¥100,000

アルバニア ALBANIA

	614	 アーメド・ゾグー大統領　クァドリガ　PROVA　100FRANGA	ARI金貨　肖像下星1個　1926年　KM-Pn15
	 	 	 EF	-	 ¥220,000
	615	 アーメド・ゾグー大統領　5FRANGA	ARI銅貨(PROVA)　1927年V　KM未掲載	 UNC		 ¥60,000

610
611

612

609

613

614 615

　PCGS 社、NGC 社等のスラブ入コインに記述された評価に関しては、当社は責任を負いません。
また、当社オークションの落札品をスラブ会社に提出した後の結果が当社の評価と異なった場合
もそれに関する異議申し立ては一切受付致しません。

〜 ご 注 意 〜
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	618	 アーメド・ゾグー大統領　100FRANGA	ARI金貨　1ッ星　1926年　KM-11.2	 EF		 ¥180,000
	619	 ゾグ1世御成婚　100FRANGA	ARI金貨　1938年R　KM-23　発行500枚	 AU/UNC		 ¥300,000

アルゼンチン ARGENTINA

	616	 アーメト・ゾグー大統領　10FRANGA	ARI金貨　1927年R　KM-9	 AU/UNC		 ¥30,000
	617	 アーメド・ゾグー大統領　100FRANGA	ARI金貨　1926年R　KM-11.2	 EF	+	 ¥200,000

	620	 太陽　8REALES銀貨　1834年RAP　KM-20	 AU		 ¥80,000

	オーストリア　AUSTRIA

621	 神聖ローマ帝国　2THALER銀貨　フェルディナント3世　1641/39　KM-876.1　Dav.3186
	 	 	 トーン	EF		 ¥200,000

616

617

621

620

618 619
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	624	 在位60年記念　雲上の女神　100CORONA金貨　1908年　KM-2812	 EF	PROOF		 ¥250,000

	625	 鷲の紋章　20KRONEN金貨　1924年　KM-2830	 UNC		 ¥120,000

	628	 シモン・ボリヴァル　8ESCUDOS金貨　1835年LM　KM-99	 EF	-	 ¥120,000

	626	 鷲の紋章　100KRONEN金貨　1923年　KM-2831　Fr.518　発行617枚	 EF/AU		 ¥300,000
	627	 マドンナ　100SCHILLING金貨　1936年　KM-2857	 PL	UNC		 ¥150,000

	ボリビア　BOLIVIA

	622	 南部鉄道開通記念　ウィーン・トリエステ　2THALER銀貨　1857年A　KM-2246
	 	 NGC(PF62CAMEO)	 	UNC-	PROOF		 ¥600,000
	623	 在位60年記念　雲上の女神　100CORONA金貨　1908年　KM-2812
	 	 	 AU/UNC	PROOF		 ¥500,000

624

625

626 627

628

622 623
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	629	 発見400年記念　4000REIS銀貨　1900年　KM-502.1	 軽トーン	EF/AU		 ¥100,000

ビルマ　BURMA

	630	 孔雀　KYAT銀貨(Rupee)　CS1214(1852)　KM-10　NGC(MS62)	 少トーン	EF	+	 ¥30,000
	631	 孔雀　MU金貨　CS1214(1852)　KM-14　PCGS(AU55)	 VF/EF		 ¥30,000

	チ　リ　CHILE

	632	 フェルディナンド6世　8ESCUDOS金貨　1751年J・SO　KM-3	 EF		 ¥200,000
	633	 試作5PESOS銀貨　by	Ried　1926年　KM-Pn45	 PL	AU		 ¥80,000

ブラジル　BRAZIL

○平成 30 年 10 月 13 日（土）〜 11 月２日（金）
　・（株）銀座コイン内　　午前 11 時〜午後６時
　　※ あらかじめ下見の日時をご予約ください。

○平成 30 年 11 月３日（土・祝）
　・帝国ホテル  雅の間（３階）　午前８時〜午後４時

－　下　見　－

下見はお早めに！
ご自分の応札希望品の状態等を確認するために、前もってその品を見ることができます。この下見は、下記の日時、
場所で行いますが、オークション当日、会場は大変混雑が予想されますので、あらかじめ前日までに銀座コインで下
見をすまされることをおすすめ申し上げます。

※ ただし、８時〜 10 時は第１部出品物（Lot １〜 205）に限らせて頂きます。
　Lot206 以降の出品物につきましては 10 時〜下見可能とさせて頂きます。
※ 原則的に事前に下見をして頂いた方は、当日の下見はご遠慮くださいませ。

629

630

631

632 633
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	634	 馬蹄銀　1879.25g　山西省　楡次県　李四維　咸豊2年3月	 VF		 ¥500,000
	635	 馬蹄銀　1802.50g　山東省　臨清州　同昇銀炉	 VF		 ¥500,000

●当社ではこれらの出品物を複数の方々にも鑑定を依頼し、掲載しておりますが、一部真贋の意見が分かれる品物も
ございます。従いまして、中国貨幣・紙幣の出品物に限り、写真だけの御判断だけでなく、実際に原品を下見して頂き、
ご自身の責任で御参加下さいますよう、お願い申し上げます。尚、落札後は如何なる理由があっても、一切の異議、

返品は認められませんので十分ご注意下さい。

　また、このセッションより競売に参加されるお客様は特に「競売条件と規定」を諒承されてか、予め登録を済ませ
ご参加下さい。ご登録の際、過去に当社と面識のない方に限り、事前に身分証明、資産証明等の提示を求め、ご参

加するにあたり入札保証金（200万円）の預かりをお願い致します（郵便入札でのご参加の方も同様）。尚、オークショ

ン当日 (11 月３日 ) の登録はお断りします。

　落札後は 14 日以内に手数料（10%）と、その手数料にかかる 8% の消費税を加算の上、当社指定の金融機関への振込、
または直接銀座コインへのご来店の上、日本円でお支払下さい。

　また、落札品のご郵送は、日本国内のみ行い、海外への郵送はできませんのでご注意下さい。

● All Chinese Lots(No.634 〜 692) No Returns.

中　国　CHINA

634

635
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	636	 銀錠　半球型　377.67g　夔関	 VF		 ¥100,000
	637	 銀錠　鞍型　馬蹄銀　雲南省　5種1組　下見して下さい	 VF～VF	+(5)	 ¥100,000

	638	 大清銅幣　PATTERN　五文銅貨　宣統3年（1911）　CL-HB92　PCGS(UNC Details)	 AU/UNC		 ¥200,000
	639	 大清銅幣　十文銅貨　宣統3年(1911)　Y-27　PCGS(VF30)	 VF	+	 ¥15,000

	640	 大清銀幣　SILVER	DOLLAR　壹圓　宣統3年（1911）　LM-37　Y-31　修正有り	 VF		 ¥20,000
	641	 安徽省　光緒元寳　二十文銅貨　ND(1902)　Y-37　PCGS(Filed Rims XF Details)	 VF		 ¥30,000

636

637

638 639

640
641
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	642	 湖北省　大清銀幣壹両(TAEL)　小字　光緒30年(1904)　KM-Y128.2　LM-180　PCGS(MS63)
	 	 	 UNC		 ¥800,000
	643	 広東省　宣統元寳　7銭2分銀貨　ND(1909-11)　Y-206　PCGS(XF Details)	 ト－ン　EF		 ¥20,000

	644	 貴州省　SILVER	"AUTOMOBILE"	DOLLAR(自動車ダラー)　七銭二分　1928年　Y-428
	 	 	 軽トーン	EF		 ¥200,000
	645	 新彊省　餉銀一両　民国元年(1912)　Y-42a	 EF/AU		 ¥50,000

	646	 雲南省(仏領インドシナ)　SILVER	TAEL　ND(1943-44)　LM-433　KM-A2a	 VF		 ¥30,000
	647	 雲南省(仏領インドシナ)　SILVER	1/2TAEL　ND(1943-44)　LM-434　KM-A1.2	 VF		 ¥10,000

	648	 黎元洪　SILVER	DOLLAR　壹圓　ND(1912)　「OE	for	OF」　Y-320.1	 軽クリーニング	AU/UNC		 ¥100,000
	649	 袁世凱　SILVER	PATTERN	DOLLAR　壹圓　ND(1914)　L.Giorgi　KM-Pn28	 AU		 ¥500,000

	650	 袁世凱　SILVER	DOLLAR　壹圓　1914年　Y-329　LM-63　PCGS(MS63)	 トーン	UNC		 ¥10,000

642 643

644 645

646 647

648 649

650
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	651	 袁世凱　壹圓銀貨　背飛龍　ND(1916)　KM-Y332　LM-942　PCGS(MS64)	 UNC		 ¥800,000
	652	 袁世凱　壹圓銀貨　背飛龍　ND(1916)　KM-Y332　LM-942	 UNC		 ¥600,000

	653	 曹錕　憲法成立記念　DOLLAR金貨　ND(1923)　KM-1572	 EF		 ¥800,000
	654	 孫文　DOLLAR銀貨　壹圓　民国23年(1934)　Y-345	 UNC		 ¥6,000

	655	 出土文物青銅器　4種プルーフ金貨セット　1981年　200元(KM-46・47),400元(KM-48),800元(KM-49)
	 	 ケース入り・保証書付	 UNC	PROOF	(4)	 ¥1,000,000

	656	 龍　500YUAN金貨　1988年　KM-199　ケース付，証明書付	 UNC	PROOF		 ¥650,000
	657	 珍奇動物貨幣　猿　100元金貨　1988年　KM-214	 UNC	PROOF		 ¥30,000
	658	 十二支干支動物　辰年龍図　100元(1オンス)金貨　1988年　KM-196　発行10,000枚
	 	 ケース付　保証書No.9158	 PROOF		 ¥150,000

651 652

653 654

655
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	659	 十二支干支動物　巳年蛇図　100元(1オンス)金貨　1989年　KM-235　発行3,000枚
	 	 ケース付　保証書No.479	 PROOF		 ¥150,000
	660	 十二支干支動物　午年馬図　100元(1オンス)金貨　1990年　KM-286　発行6,000枚
	 	 ケース付　保証書No.2616	 PROOF		 ¥150,000
	661	 十二支干支動物　未年羊図　100元(1オンス)金貨　1991年　KM-364　発行1,800枚
	 	 ケース付　保証書No.1511	 PROOF		 ¥200,000

	662	 十二支干支動物　申年猿図　100元(1オンス)金貨　1992年　KM-432　発行1,800枚
	 	 ケース付　保証書No.823	 PROOF		 ¥150,000
	663	 十二支干支動物　酉年鶏図　100元(1オンス)金貨　1993年　KM-516　発行1,900枚
	 	 ケース付　保証書No.1365	 PROOF		 ¥200,000
	664	 十二支干支動物　戌年犬図　100元(1オンス)金貨　1994年　KM-648　発行1,800枚
	 	 ケース付　保証書No.1174	 PROOF		 ¥200,000

	665	 十二支干支動物　亥年猪図　100元(1オンス)金貨　1995年　KM-748　発行1,800枚
	 	 ケース付　保証書No.1725	 PROOF		 ¥200,000
	666	 十二支干支動物　子年鼠図　100元(1オンス)金貨　1996年　KM-924　発行1,800枚
	 	 ケース付　保証書No.138	 PROOF		 ¥200,000
	667	 十二支干支動物　丑年牛図　100元(1オンス)金貨　1997年　KM-1009　発行1,600枚
	 	 ケース付　保証書No.443	 PROOF		 ¥200,000

	668	 十二支干支動物　寅年虎図　100元(1オンス)金貨　1998年　KM-1142　発行1,600枚
	 	 ケース付　保証書No.365	 PROOF		 ¥200,000
	669	 十二支干支動物　卯年兎図　100元(1オンス)金貨　1999年　KM-1232　ケース付　保証書No.1354
	 	 	 PROOF		 ¥200,000

659 660 661
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	670	 パンダ金貨　1982年銘　100元～10元金貨　4種	 UNC	(4)	 ¥300,000

	671	 パンダ金貨　1983年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥250,000

	672	 パンダ金貨　1984年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥250,000

	673	 パンダ金貨　1985年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥250,000

670
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	674	 パンダ金貨　1986年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥200,000

	675	 パンダ　1000元金貨(12オンス)　1987年　KM-165　発行2,445枚
	 	 ケース入り・保証書付(No.434)	 BU	PROOF		 ¥1,450,000

	676	 パンダ　1000元金貨　1987年　KM-165　発行2,445枚　ケース入り,保証書なし	 UNC	PROOF		 ¥1,400,000

674
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	677	 パンダ金貨　1987年銘(S)　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥200,000

	678	 パンダ金貨　1987年銘(Y)　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥200,000

	679	 パンダ金貨　1988年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥200,000

	680	 パンダ　100元金貨　1989年　KM-229　PCGS(MS64)	 若干の金ヤケ有り	UNC		 ¥125,000

679
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	681	 パンダ金貨　1989年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥250,000

	682	 パンダ金貨　1990年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥250,000

	683	 パンダ金貨　1991年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥250,000

	684	 パンダ金貨　1992年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥250,000

681
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	685	 パンダ金貨　1993年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥250,000

	686	 パンダ金貨　1994年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥700,000

	687	 パンダ金貨　1995年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥1,400,000

	688	 パンダ金貨　1996年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥300,000

685
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	689	 パンダ金貨　1997年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥300,000

	690	 パンダ金貨　1998年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥500,000

	691	 パンダ金貨　1999年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥300,000

	692	 パンダ金貨　2000年銘　100元～5元金貨　5種	 UNC	(5)	 ¥300,000

689
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	コロンビア　COLOMBIA

	693	 カルロス3世　8ESCUDOS金貨　1765年NR・JV　KM-41　NGC(AU50)	 EF		 ¥420,000
	694	 フェルディナンド7世　8ESCUDOS金貨　1819年NR	JF	KM-66.1	 VF		 ¥120,000

	695	 女神頭像　8ESCUDOS金貨　1828年FM　KM-82.2	 EF		 ¥105,000
	696	 コンドル　10REALES銀貨　1848年　KM-107	 EF/AU		 ¥40,000

コモロ　COMORＯS

	697	 世界の各種武器　5FRANCS銀貨　AH1308A(1890)　KM-3　PCGS(AU58)
	 	 	 トーン	EF/AU		 ¥180,000

キューバ　CUBA

	698	 PESO銀貨　1898年　KM-A8　発行1,000枚	 軽トーン	AU/UNC		 ¥150,000

キプロス　CYPRUS

	699	 イギリス統治50周年　ジョージ5世　45PIASTRES銀貨　1928年　KM-19
	 	 	 トーン	UNC	PROOF		 ¥100,000

693 694
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デンマーク領西インド諸島　DANISH WEST INDIES

	700	 クリスチャン9世　4DALER金貨　1904年　KM-72	 EF/AU		 ¥50,000

ドミニカ　DOMINICAN

	701	 PESO銀貨　1897年A　KM-16　希少な状態	 AU		 ¥40,000

エジプト　EGYPT

	702	 ファード1世　500PIASTRES金貨　1922年　KM-342	 EF		 ¥160,000
	703	 ラムセス2世と古代戦車　5POUNDS金貨　AH1374/1955　KM-388	 EF/AU		 ¥150,000

	704	 ラムセス2世と古代戦車　5POUNDS金貨　AH1377/1957　KM-388	 AU/UNC		 ¥160,000
	705	 黄金の雄羊頭　100POUNDS金貨　1987年　KM-613　発行7,500枚	 UNC	PROOF		 ¥90,000

	706	 黄金の猫　100POUNDS金貨　1989年　KM-656　発行7,500枚	 UNC	PROOF		 ¥90,000
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エリトリア　ERITREA

	707	 マリア・テレジア　TALLERO銀貨　1918年R　KM-5　NGC(MS64)	 UNC		 ¥140,000
	708	 マリア・テレジア　TALLERO銀貨　Prova　1918年R　KM-Pr1　PCGS(SP58)	 軽トーン	EF	+	 ¥120,000

フランス　FRANCE

	709	 JeanII	le	Bon(1350-64)　MOUTON	D'or金貨　Fr.280,	Duplessy-291　4.65g	 VF/EF		 ¥150,000
	710	 ナポレオン1世　無冠タイプ　5FRANCS銀貨　ANXI(1802～03)A　KM-650.1	 トーン	EF/AU		 ¥105,000

	711	 ナポレオン1世　無冠タイプ　5FRANCS銀貨　ANXI(1802～03)A　KM-650.1	 トーン	EF		 ¥80,000
	712	 ナポレオン1世　無冠タイプ　5FRANCS銀貨　1806年A　KM-673.1	 トーン	EF		 ¥40,000

	713	 ナポレオン1世　20FRANCS金貨　1806年A　KM-674.1	 AU/UNC		 ¥100,000
	714	 ナポレオン1世　1FRANC銀貨　1808年BB　KM-682.3	 AU		 ¥25,000
	715	 ナポレオン1世　無冠タイプ　5FRANCS銀貨　1807年A　RARE　KM-685	 トーン	VF		 ¥200,000
	716	 ナポレオン1世　1/2FRANC銀貨　1812年A　KM-691.1	 トーン	UNC		 ¥20,000
	717	 ナポレオン1世　40FRANCS金貨　1813年A　KM-696.1	 AU/UNC		 ¥150,000

707 708
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	718	 ナポレオン1世　2FRANCS銀貨　1815年A　百日天下　KM-703	 少トーン	EF		 ¥120,000
	719	 ナポレオン1世　5FRANCS銀貨　1815年A　百日天下　KM-704.1	 少トーン	AU/UNC		 ¥200,000

	720	 ナポレオン1世　5FRANCS銀貨　1815年A　百日天下　KM-704.1	 トーン	AU/UNC		 ¥200,000
	721	 ルイ18世　2FRANCS銀貨　1817年A　KM-710.1	 少クリーン	AU/UNC		 ¥40,000
	722	 ルイ・フィリップ　2FRANCS銀貨　1832年A　KM-743.1	 AU/UNC		 ¥30,000

	723	 ルイ・フィリップ　5FRANCS銀貨　1848年A　KM-749.1　NGC(MS63)	 UNC		 ¥35,000
	724	 ナポレオン3世　無冠　1FRANC銀貨　1852年A　KM-772	 トーン	UNC		 ¥40,000

	725	 ルイ・ナポレオン	Barreタイプ　5FRANCS銀貨　1852年A　KM-773.1　Dav.94
	 	 下見して下さい(返品不可)	 トーン	EF/AU	PROOF		 ¥300,000

	726	 ナポレオン3世　無冠　5FRANCS銀貨　1852年A　KM-773.1	 UNC	+	 ¥50,000
	727	 ナポレオン3世　無冠　50CENTITMES銀貨　1852年A　KM-793	 トーン	UNC		 ¥30,000
	728	 ナポレオン3世　有冠　5FRANCS銀貨　1868年A　KM-799.1	 UNC		 ¥30,000

718
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	729	 ナポレオン3世　有冠　100FRANCS金貨　1865年A　KM-802.1　発行1,517枚	 AU/UNC		 ¥200,000
	730	 ナポレオン3世　有冠　100FRANCS金貨　1869年BB　KM-802.2	 EF		 ¥210,000

	731	 ナポレオン3世　有冠　2FRANCS銀貨　1866年A　KM-807.1	 UNC		 ¥20,000
	732	 第三共和政　セレス像　2FRANCS銀貨　1870年A　KM-816.1	 UNC		 ¥50,000
	733	 第三共和政　セレス像　2FRANCS銀貨　1870年A　KM-816.1	 UNC		 ¥50,000

	734	 第三共和政　セレス像　5FRANCS銀貨　1871年K　KM-818.2	 UNC		 ¥60,000
	735	 エンゼル　50FRANCS金貨　1904年A　KM-831　NGC(MS61)	 EF		 ¥120,000

	736	 エンゼル　100FRANCS金貨　1911年A　KM-858	 EF	+	 ¥140,000
	737	 フランス領インドシナ　PIASTRE試作銀貨(厚手)　Piefort	Essai　1931年　KM-PE3　NGC(MS63)
	 	 	 AU/UNC		 ¥250,000

独領ニューギニア　GERMAN NEW GUINEA

	738	 極楽鳥　5MARK銀貨　1894年A　KM-7　PCGS(PR63)	 トーン	AU/UNC	PROOF		 ¥800,000

729 730
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ドイツ　GERMANY

	739	 FRANKFURT　都市景観　2THALER銀貨　1841年　KM-326　NGC(MS63)	 トーン	UNC		 ¥60,000
	740	 LUBECK　3MARK銀貨　1912年A　KM-215　NGC(PF62 CAMEO)	 AU/UNC	PROOF		 ¥20,000

	741	 NURNBERG　30年戦争終結平和記念　KM-167　NGC(MS62)	 EF/AU		 ¥240,000
	742	 REGENSBURG　都市景観　Josef	II　DUCAT金貨　ND(1765-90)　KM-388　Fr.2564
	 	 	 少クリーン	EF		 ¥140,000
	743	 REGENSBURG　都市景観　ヨーゼフ2世　1/2THALER銀貨　1782年GCB　KM-444　NGC(MS63)
	 	 	 トーン	UNC		 ¥40,000

	744	 REGENSBURG　都市景観　Franz	II　DUCAT金貨　ND(1792-1803)　KM-467
	 	 	 小キズ有り	PL	EF	+	 ¥220,000

	746	 WEIMAR	SCHILLER　5REICHSMARK銀貨(PROBE)　1926年F　KM-Pn320	
	 	 	 マット	UNC	PROOF		 ¥200,000

	745	 SAXE-WEIMAR-EISENACH　イエナ大学350周年　5MARK銀貨　1908年A　KM-220　NGC(MS65)
	 	 	 UNC	+	 ¥25,000
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ジブラルタル　GIBRALTAR

	747	 エリザベス2世　ウナ＆ライオン金貨150周年　1989年　金貨5種プルーフセット　ケース付
	 	 5SOVEREIGN，2SOVEREIGN，SOVEREIGN，1/2SOVERIGN，1/4SOVERIGN　1989年　KM-26～30
	 	 	 BU	PROOF	(5)	 ¥480,000

	748	 エリザベス2世　ウナ＆ライオン金貨150周年　1989年　金貨5種プルーフセット　ケース・保証書付
	 	 5SOVEREIGN，2SOVEREIGN，SOVEREIGN，1/2SOVERIGN，1/4SOVERIGN　1989年　KM-26～30
	 	 	 BU	PROOF	(5)	 ¥480,000

2019 年名貨コレクション卓上カレンダー！　

『銀座コインオークション』ご参加の皆様へ
もれなくプレゼント！！

2000 年から創られました名貨コレクション卓上カレンダーは、その素晴らしい出品物とカラー写

真で多くの方々に喜ばれています。今年の「銀座コインオークション」にご応札された方（落札、

不落は問いません。但し入札金額はオークションカタログの参考価格以上に限ります。）には、もれ

なくプレゼントいたします。

747

748



－ 122 －

英　国　GREAT BRITAIN　

	749	 エドワード4世(1461～70)　RYAL金貨　ND　S-1950　NGC(MS64)	 UNC		 ¥600,000
	750	 チャールズ2世　5GUINEAS金貨　1683年　象と城　KM-444.2　S-3332　NGC(XF DETAILS)
	 	 	 VF		 ¥1,000,000

	751	 ジェームス2世　5GUINEAS金貨　1687年　KM-460.1　S-3397A	 VF		 ¥1,000,000
	752	 ジェームス2世　CROWN銀貨　1687年　KM-463　S-3407　PCGS(AU58)	 軽トーン	EF/AU		 ¥180,000

	753	 ウィリアム&メアリ　5GUINEAS金貨　1693年　KM-479.1　S-3422	 EF		 ¥2,000,000
	754	 アン女王　5GUINEAS金貨　1709年　KM-532　S-3567	 クリーン	VF		 ¥1,000,000

	755	 ジョージ2世　5GUINEAS金貨　1729年E.I.C　KM-571.2　S-3664	 EF		 ¥2,000,000
	756	 George	III/IV	Silver	Proof	Pattern	"Fullerton"	1/2CROWN　1799年　NGC(PF64)
	 	 	 トーン	UNC	PROOF		 ¥100,000

749 750
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753 754
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	757	 ジョージ3世　緊急通貨　DOLLAR銀貨　ND　KM-626
	 	 ※ボリビア8R銀貨　1794年に加刻したもの。希少な状態	 AU/UNC		 ¥180,000

	758	 スリーグレイセス　PATTERN	CROWN銀貨　ジョージ3世　1817年　KM-PnB77　ESC-223　NGC(PF64)
	 	 	 トーン	UNC	PROOF		 ¥8,000,000

	759	 ジョージ4世　PATTERN	CROWN銀貨　by	George	Mills　1820年　ESC-2350　NGC(PF64)	
	 	 	 トーン	UNC	PROOF		 ¥1,500,000
	760	 ジョージ4世　1/2CROWN銀貨　1826年　KM-695　S-3809	 トーン	AU	PROOF		 ¥120,000

	761	 ジョージ4世　5POUNDS金貨　1826年　KM-702　S-3797　PCGS(PR61CAM)	 AU	PROOF		 ¥7,000,000

	762	 ヴィクトリア・ヤング　PENNY銅貨　1854年　KM-739　PCGS(MS63RB Ornamental trident)	
	 	 	 UNC		 ¥40,000
	763	 ヴィクトリア・ヤング　PENNY銅貨　1857年　KM-739　PCGS(MS63BN)	 UNC		 ¥40,000

757
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	764	 ゴチック　FLORIN銀貨　"ゴッドレス・フローリン"　1848年　KM-745　NGC(PF64+)
	 	 	 トーン	UNC	PROOF		 ¥350,000
	765	 ヴィクトリア・ヤング　PATTERN	FLORIN銀貨　1848年　ESC-2919(b-Ai)	R2　プレーンエッヂ　PCGS(PR64)
	 	 	 トーン	UNC	PROOF		 ¥500,000

	766	 ヴィクトリア・ヤング　CROWN銀貨　1839年　KM-741　S-3882
	 	 ※2009年第19回日本コインオークション「伊集院次郎」コレクションLotNo.2140原品
	 	 	 トーン　UNC	PROOF		 ¥2,000,000
	767	 ヴィクトリア・ヤング　CROWN銀貨　1839年　KM-741　S-3882　NGC(PF63)	
	 	 	 トーン　UNC	PROOF		 ¥1,200,000

	768	 ヴィクトリア・ヤング　CROWN銀貨　1844年　KM-741　エッヂ小アタリ有り　S-3882
	 	 	 トーン	EF/AU		 ¥130,000
	769	 ヴィクトリア・ヤング　CROWN銀貨　1845年　KM-741　S-3882	 軽トーン	AU/UNC		 ¥240,000

	770	 ヴィクトリア・ヤング　CROWN銀貨　1847年　KM-741　S-3882　PCGS(MS62)
	 	 ※PCGS社のグレードがMS62である事に驚きました。余りにもロージャッジである事は実際現物を見て確認できます。
	 	 両面には程よくパープルトーンがかっており、ヴィクトリア像を一層際立たせています。
	 	 	 ナイストーン	UNC		 ¥500,000
	771	 ヴィクトリア・ゴチック　CROWN銀貨　1847年　KM-744　ESC-288	 UNC	PROOF		 ¥500,000

郵便入札〆切日：平成 30 年 11 月１日（木）必着
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	772	 ヴィクトリア・ゴチック　CROWN銀貨　1847年　KM-744　ESC-288　NGC(PF62)
	 	 	 トーン	AU/UNC	PROOF		 ¥500,000
	773	 ヴィクトリア・ヤング　SOVEREIGN金貨　1839年　KM-736.1　S-3852	 UNC	PROOF		 ¥800,000

	774	 ヴィクトリア・ヤング　ウナ&ライオン　5POUNDS金貨　1839年　KM-742　S-3851
	 	 	 少クリーン　EF/AU	PROOF		 ¥13,000,000

	775	 ヴィクトリア・ジュビリー　1/2CROWN銀貨　1887年　KM-764	 UNC	PROOF		 ¥50,000
	776	 ヴィクトリア・ジュビリー　SOVEREIGN金貨　1887年　KM-767　S-3866　NGC(PF65ULTRA CAMEO)
	 	 	 UNC+	PROOF		 ¥350,000
	777	 ヴィクトリア・ジュビリー　5POUNDS金貨　1887年　KM-769　S-3864　PCGS(MS63)
	 	 	 プルーフライク	UNC		 ¥300,000

	778	 ヴィクトリア・ジュビリー　5POUNDS金貨　1887年　KM-769　S-3864	 AU		 ¥250,000
	779	 ヴィクトリア・ジュビリー　5POUNDS金貨　1887年　KM-769　S-3864	 EF		 ¥200,000
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	780	 ヴィクトリア・ジュビリー　1887年　金貨	銀貨11種セット　ケース付　KM-758，760-769
	 	 金貨：5POUNDS，2POUNDS，SOVEREIGN，1/2SOVEREIGN
	 	 銀貨：CROWN，DOUBLE	FLORIN，1/2CROWN，FLORIN，SHILLING，6PENCE，3PENCE
	 	 	 UNC	(11)	 ¥500,000

	781	 ヴィクトリア・オールド　5POUNDS金貨　1893年　KM-787　S-3872　NGC(MS62)	 AU/UNC		 ¥400,000

郵便入札〆切日：平成 30 年 11 月１日（木）必着
FAX での入札〆切日：平成 30 年 11 月１日（木）午後４時
（オークション開催日の２日前にて締切らせて頂きます）

郵便入札（Mail Bid）をご利用ください。

780

781
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	782	 ヴィクトリア・オールド　1893年　金貨	銀貨10種プルーフセット　オリジナルケース付　KM-PS13	発行773枚
	 	 金貨：5POUNDS(NGC・PF64 ULTRA CAMEO)，2POUNDS(NGC・PF64 ULTRA CAMEO)，
	 	 	 SOVEREIGN(NGC・PF64 ULTRA CAMEO)，1/2SOVEREIGN(NGC・PF64 ULTRA CAMEO)
	 	 銀貨：CROWN(NGC・PF63)，1/2CROWN(NGC・PF64 CAMEO)，2SHILLING(NGC・PF64 CAMEO)，
	 	 	 SHILLING(NGC・PF63 CAMEO)，6PENCE(NGC・PF63)，3PENCE(NGC・PF63)
	 	 	 UNC	PROOF	(10)	¥7,000,000

	783	 ヴィクトリア・オールド　1893年銘　プルーフ銀貨6種セット　S-3937～3942　各PCGSケース入り
	 	 CROWN(PR63),	1/2CROWN(PR63)	,	FLORIN(PR64),	SHILLING(PR63),	6PENCE(PR63CAM),
	 	 3PENCE(PR63)	 AU～UNC	PROOF	(6)	 ¥400,000

782
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	784	 ヴィクトリア/アルバート　ロンドン万博銀メダル　1851年　76㎜　209.12g　ケース付
	 	 	 AU	PROOF		 ¥60,000

	785	 ヴィクトリア　SCIENCE＆ART	AWARD　青銅メダル(1861年)　55㎜　ウイリアム・ワイオン作
	 	 NGC(MS67)	 UNC		 ¥10,000

	786	 ヴィクトリア女王在位60年記念金メダル　94.8g　1897年　オリジナルケース付	 UNC		 ¥500,000
	787	 在位60年記念銀メダル　表面：ヤングヘッド　裏面：オールドバスト　1897年　Eimer1817a　PCGS(SP65)
	 	 	 マット	UNC	PROOF		 ¥46,000

784

785
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	788	 エドワード7世　5POUNDS金貨　1902年　KM-807　S-3965　NGC(PF61 MATTE)	
	 	 	 マット	AU/UNC	PROOF		 ¥300,000

	789	 エドワード7世　1902年　金貨	銀貨13種プルーフセット　オリジナルケース付　KM-PS15　発行8,066枚
	 	 金貨：5POUNDS，2POUNDS，SOVEREIGN，1/2SOVEREIGN
	 	 銀貨：CROWN，1/2CROWN，FLORIN，SHILLING，6PENCE，MAUNDEY	SET
	 	 	 マット	UNC	PROOF	(13)	 ¥900,000

788

789
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	790	 ジョージ5世　5POUNDS金貨　1911年　KM-822　S-3994	 AU	PROOF		 ¥600,000
	791	 ジョージ5世　5POUNDS金貨　1911年　KM-822　S-3994	 AU	PROOF		 ¥500,000

	792	 ジョージ6世　5POUNDS金貨　1937年　KM-861　S-4074　NGC(PF62)	 AU/UNC	PROOF		 ¥500,000

	793	 エリザベス2世　ヤングヘッド5種		VIPプルーフパートセット　1956年
	 	 Farthing:NGC(PF66RB Cameo)	/	1/2Penny:NGC(PF66RB Cameo)	/	6Pence:NGC(PF67)	/
	 	 Florin:NGC(PF67)	/	1/2Crown:NGC(PF67 Cameo)	 	(5)	 ¥1,000,000

	794	 ゴールドソブリン500年記念　1989年　金貨3種プルーフセット　オリジナルケース付
	 	 2POUNDS，SOVEREIGN，1/2SOVEREIGN　KM-955，956,957	 UNC	PROOF	(3)	 ¥140,000

794

790 791
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793

ケース（縮小）
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	795	 ゴールドソブリン500年記念　2POUNDS金貨　1989年　KM-957　PCGS(PR69 DCAM)	
	 	 	 BU	PROOF		 ¥66,000

	796	 エリザベス2世　ダイアナ妃　5POUNDS金貨　1999年　KM-997b	 UNC	PROOF		 ¥150,000
	797	 エリザベス2世　ヴィクトリア女王死去100年記念　5POUNDS金貨　2001年　KM-1015b
	 	 NGC(PF69 ULTRA CAMEO)	 BU	PROOF		 ¥160,000

	798	 エリザベス2世　即位50年記念　13種プルーフ金貨セット　2002年　KM-PSA135　ケース入り・保証書付
	 	 	 FDC	PROOF	(13)	¥1,000,000

795
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ギリシア　GREECE

	799	 革命記念　20DRACHMAI金貨　		1970年　KM-92　NGC(MS65)	 BU		 ¥56,000
	800	 革命記念　100DRACHMAI金貨　1970年　KM-95　NGC(MS66)	 BU		 ¥250,000
	801	 革命記念　100DRACHMAI金貨　1970年　KM-95	 UNC		 ¥115,000

グアテマラ　GUATEMALA

	802	 ケツァール鳥　10QUETZALES金貨　1926年　KM-245	 EF		 ¥60,000
	803	 ケツァール鳥　20QUETZALES金貨　1926年　KM-246	 EF/AU		 ¥180,000
	804	 ケツァール鳥　20QUETZALES金貨　1926年　KM-246	 EF/AU		 ¥180,000

香 港　HONG KONG

	805	 ヴィクトリア・ヤング　1/2DOLLAR銀貨　1866年　エッヂ小アタリ有り　KM-8　NGC(MS61)
	 	 	 少トーン	EF		 ¥150,000
	806	 エリザベス2世ご来訪　十二支記念　1000DOLLARS金貨　14種1組プルーフセット　ケース入
	 	 1975年～1987年　KM-38，40，42，44，45，47，48，50～54，57，58	 UNC	PROOF	(14)	¥1,000,000
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ハンガリー　HUNGARY

	807	 フランツヨゼフ戴冠40年　100KORONA金貨　1907年KB　KM-490	 AU		 ¥250,000
	808	 フランツヨゼフ戴冠40年　100KORONA金貨　1907年KB　KM-490	 マット	EF	PROOF		 ¥200,000

英領インド　INDIA BRITISH

	809	 東インド会社　ヴィクトリア/ライオン　1MOHUR金貨　1841年　KM-462.1	 VF/EF		 ¥200,000
	810	 東インド会社　ヴィクトリア・ゴチック　1MOHUR金貨　1862年　KM-480	 EF		 ¥150,000

○オークション会場は、帝国ホテル本館３階の「鶴の間」。隣室の「雅の間」が下見会場となります。

○当日の「雅の間」での下見時間は、別記のように決まっております（カタログⅣ頁参照）。

　この時間外では下見できませんのでご注意ください（8：00 〜 10：00 は第１部出品物［Lot 1 〜
205］に限らせていただきます）。

○誠に勝手ながら当社の都合により、オークション当日（11 月３日（土・祝））の落札品の受け渡しは

全品できません。受け渡しご希望の方は、翌日 11 月４日（日）以降（株）銀座コインにてお願い申

し上げます。

○受付にてご登録をされていない方の、オークション会場「鶴の間」、下見会場「雅の間」へのご入室

は固くお断りいたします。尚、各会場へご入場の際は必ず「入場許可証」を出入口の警備員にご提示

下さい。なお当会場にてオークション参加目的以外の集会、セミナーなどの御利用は固くお断り致し

ます。

○「鶴の間」「雅の間」は禁煙でございます。喫煙される方はホテル喫煙所（３階）をご利用下さい。

オークション会場（帝国ホテル）へは，

・ＪＲ有楽町駅より徒歩５分。

・地下鉄丸の内線・日比谷線・銀座線の銀座駅より
　徒歩５〜 10 分。

・地下鉄千代田線の日比谷駅より徒歩１分。

・駐車場完備。

— ご　案　内 —

807 808

809 810
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インドネシア　INDONESIA

	811	 1970年10種金銀貨セット　独立25周年
	 	 200RUPIAH銀貨(KM-23)、250RUPIAH銀貨(KM-24)、500RUPIAH銀貨(KM-25)、750RUPIAH銀貨(KM-26)、
	 	 1000RUPIAH銀貨(KM-27)、2000RUPIAH金貨(KM-28)、5000RUPIAH金貨(KM-29)、10000RUPIAH金貨(KM-30)、
	 	 20000RUPIAH金貨(KM-31)、25000RUPIAH金貨(KM-32)	 UNC	PROOF	(10)	 ¥500,000

811
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イラン　IRAN

	812	 パーレヴィ　5PAHLAVI金貨　SH1355(1976)　KM-1202　PCGS(MS65)	 BU		 ¥180,000

イタリア　ITALY

	813	 GENOA　マドンナとエンジェル　2SCUDI銀貨　1705IBM　KM-82　PCGS(Tooled-XF Details)
	 	 	 トーン	VF		 ¥150,000

	814	 NAPLES　フェルディナンド2世　30DUCATI金貨　1851年　KM-368　Fr.866	 EF	+	 ¥850,000
	815	 PARMA　マリールイズ　40LIRE金貨　1815年　KM-C32　NGC(AU58)	 EF		 ¥120,000
	816	 PARMA　マリールイズ　40LIRE金貨　1815年　KM-C32　キズ有り	 EF	-	 ¥70,000

	817	 SARDIA　エマヌエル2世　5LIRE銀貨　1850年　EAGLE	B　KM-144.1　NGC(MS63)
	 	 	 軽トーン	UNC		 ¥250,000
	818	 ウンベルト1世　100LIRE金貨　1883年R　KM-22	 EF		 ¥600,000

813
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	819	 エマヌエル3世　麦を刈る女神　100LIRE金貨　1912年R　KM-50　PCGS(MS62+)	 AU		 ¥650,000
	820	 エマヌエル3世　麦を刈る女神　100LIRE金貨　1912年R　KM-50	 EF	+	 ¥650,000

	821	 王国50周年　エマヌエル3世　5LIRE銀貨　1911年R　KM-53　NGC(MS63)	 UNC		 ¥150,000
	822	 王国50周年　エマヌエル3世　5LIRE銀貨　1911年R　KM-53	 AU/UNC		 ¥140,000

	823	 エマヌエル3世　クァドリガ　5LIRE銀貨　1914年R　KM-56　Dav.144　NGC(MS64)	
	 	 	 トーン　UNC		 ¥1,400,000

	824	 エマヌエル3世　50LIRE金貨　1931年X　KM-71	 UNC		 ¥50,000
	825	 エマヌエル3世　エチオピア皇帝昇格記念　20LIRE銀貨　1936年R　KM-81　NGC(MS63)　少キズ有り
	 	 	 UNC		 ¥200,000
	826	 エマヌエル3世　エチオピア皇帝昇格記念　20LIRE銀貨　1936年R　KM-81	 軽トーン	UNC		 ¥130,000

ジャマイカ　JAMAICA

	827	 ヴィクトリア・ヤング　1/2PENNY白銅貨　1869年　KM-17　NGC(PF64)	 UNC	PROOF		 ¥25,000

819 820
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ジャージー　JERSEY

	828	 ヴィクトリア・ヤング　1/12SHILLING青銅貨　1877年H　KM-8　NGC(PF64RB)	 AU	PROOF		 ¥40,000

朝　鮮　KOREA　

	829	 5両銀貨(5YANG)　開国501年(1892)　KM-1114	 EF/AU		 ¥200,000
	830	 李花一圓銀貨　開国502年(1893)　KM-1115　Dav.279　PCGS(XF45)	 VF		 ¥800,000

メキシコ　MEXICO

	831	 マキシミリアン　20PESOS金貨　1866年　KM-389	 EF		 ¥270,000
	832	 独立記念　50PESOS金貨　1922年　KM-481　PCGS(MS63)	 UNC		 ¥170,000

モンテネグロ　MONTENEGRO

	833	 ニコラ1世　無冠　100PERPERA金貨　1910年　KM-12　発行301枚	 EF		 ¥800,000

ミャンマー　MYANMAR(BURMA)

	834	 クジャク　MU,2MU,4MU金貨　3種1組　1970-71　KM-43～45	 UNC	(3)	 ¥70,000
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オランダ　NETHERLANDS

	835	 ZEELAND　2DUCAT銀貨　1748年　KM-A52　Dav.1835　NGC(MS63)	 トーン	AU/UNC		 ¥200,000
	836	 ウィルヘルミナ1世　10GULDEN金貨　1898年　KM-124	 AU/UNC		 ¥46,000
	837	 ウィルヘルミナ1世　10GULDEN金貨　1925年　KM-162	 UNC		 ¥20,000

ニューブランズウィック　NEW BRUNSWICK

	838	 ヴィクトリア・ヤング　帆船　PENNY銅貨　1854年　KM-4　PCGS(AU58)	 EF	+	 ¥7,000

ペルー　PERU

	839	 カルロス4世　4ESCUDOS金貨　1802年LIMA・IJ　KM-98　NGC(XF40)	 EF		 ¥530,000
	840	 フェルディナンド7世　軍服　8ESCUDOS金貨　1809年JP　KM-107	 VF	-	 ¥120,000

	841	 フェルディナンド7世(Small	Draped	Bust)　4ESCUDOS金貨　1813年LIMA・JP　KM-122　NGC(AU50)
	 	 	 EF		 ¥640,000
	842	 フェルディナンド7世　8ESCUDOS金貨　1813年JP　KM-124	 VF	-	 ¥120,000

	843	 インディアン　50SOLES金貨　1967年　KM-219	 UNC		 ¥100,000
	844	 座像の女神　100SOLES金貨　1965年　KM-231	 UNC		 ¥230,000
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	845	 南ペルー　太陽と城　8ESCUDOS金貨　1838年MS	　KM-171	 EF		 ¥250,000

ルーマニア　ROMANIA

	846	 カロル1世　在位40年記念　50LEI金貨　1906年　KM-39	 EF	-	 ¥130,000
	847	 カロル1世　在位40年記念　100LEI金貨　1906年　KM-40	 EF		 ¥200,000

ロシア　RUSSIA

	848	 エリザベータ1世　ROUBLE銀貨　1754年MMПM　C-19c.1　Dav.1678	 軽トーン	AU/UNC		 ¥180,000
	849	 ニコライ1世　双頭の鷲　ROUBLE銀貨　1845年CПБ	KБ　C-168.1	 軽トーン	AU/UNC		 ¥50,000
	850	 ニコライ1世　双頭の鷲　5ROUBLE金貨　1841年CПБ	AБ　C-175.1	 VF+/EF	-	 ¥60,000

	851	 ニコライ1世　双頭の鷲　5ROUBLE金貨　1849年CПБ	AГ　C-175.3	 EF	+	 ¥70,000
	852	 ニコライ1世　紋章　3ROUBLES　プラチナ貨　1832年CNB　C-177　NGC(VF DETAILS)	 VF		 ¥80,000
	853	 ニコライ1世　紋章　6ROUBLES　プラチナ貨　1830年CNB　C-178　NGC(VF35)	 VF	-	 ¥800,000

	854	 ニコライ1世　紋章　12ROUBLES　プラチナ貨　1831年CNB　C-179　修正有り
	 	 NGC(XF DETAILS RIM DAMAGE,REPAIRED)	 VF	-	 ¥1,200,000
	855	 アレキサンドル2世　双頭の鷲　ROUBLE銀貨　1871年CПБ	HI　Y-25　小アタリ有り
	 	 	 少トーン	AU/UNC		 ¥70,000

845
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	856	 アレキサンドル3世　戴冠記念　ROUBLE銀貨　1883年　Y-43　DaV.291　RARE	 UNC	PROOF		 ¥400,000
	857	 アレキサンドル3世　ROUBLE銀貨　1892年　Y-46　DaV.292	 AU	/UNC		 ¥150,000

	858	 ガングート海戦戦勝200周年　ROUBLE銀貨　1914年　KM-Y71　NGC(MS62+)	 UNC		 ¥2,500,000

サンマリノ　SAN MARINO

	859	 城を抱える聖マリノ　20LIRE　プラチナ貨　1938年R　KM-11aタイプ　40.38g　R3
	 	 ※通常は銀貨ですが、本品は5枚のみ製造されたといわれるプラチナ貨です	 FDC	UNC		 ¥800,000

シンガポール　SINGAPORE

	860	 龍　5OZ	SINGOLD(999.9)　1988年　KM-X#42　発行500枚　ケース付	 AU	PROOF		 ¥600,000

スペイン　SPAIN

	861	 フェルナンド5世とイザベラ1世　SEGOVIA　4EXCELENTES金貨　ND(1476-1516)　Fr.125
	 	 NGC(XF40)	 VF		 ¥2,250,000

856 857
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860 ケース（縮小）
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	862	 ジョセフ・ナポレオン　20REALES銀貨　1811年AI　KM-551.2	 UNC		 ¥100,000
	863	 アマデオ1世　5PESETAS銀貨　1871年(71)　SD-M　KM-666	 EF/AU		 ¥35,000

	864	 アルフォンソ13世　5PESETAS銀貨　1893年(93)　PG-L　KM-700	 EF/AU		 ¥20,000
	865	 アルフォンソ13世　20PESETAS金貨　1892年(92)　PG-M　KM-701　NGC(UNC DETAILS)
	 	 	 ヘアーライン	AU/UNC		 ¥450,000
	866	 アルフォンソ13世　100PESETAS金貨　リストライク　1897年(62)　KM-708	 UNC		 ¥140,000

スイス　SWITZERLAND

	867	 HELVETIA　女神　左向き座像　5FRANCS銀貨　1874年B　KM-11	 EF/AU		 ¥35,000
	868	 ウィリアム・テル　5FRANCS銀貨　1925年B　KM-38	 トーン	AU/UNC		 ¥10,000

	869	 アルプスの少女　100FRANCS金貨　1925年B　KM-39　PCGS(MS64+)	 UNC		 ¥1,800,000

	870	 アルプスの少女　100FRANCS金貨　1925年B　KM-39	 AU/UNC		 ¥1,200,000
	871	 アルプスの少女　100FRANCS金貨　1925年B　KM-39	 EF		 ¥900,000
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869

865

870 871
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	872	 スイス射撃祭記念銀貨コレクション19種全揃い　収納ケース付　下見して下さい(返品不可)
	 	 ・GRAUBUNDEN　4FRANKEN　Y-1-S　軽トーン	UNC+　・GLARUS　40BATZEN　Y-S-2　トーン	PL	UNC
	 	 ・SOLOTHUM　5FRANCS　Y-S-3　AU　・BERN　5FRANCS　KM-S-4　UNC
	 	 ・ZURICH　5FRANCS　KM-S-5　UNC+　・NIDWALDEN　5FRANCS　KM-S-6　トーン　UNC
	 	 ・LA	CHAUX	DE	FONDS　5FRANCS　KM-S-7　UNC　・SCHAFFHAUSEN　5FRANCS　KM-S-8　UNC
	 	 ・SCHWYZ　5FRANCS　KM-S-9　UNC　・ZUG　5FRANCS　KM-S-10　少トーン　AU
	 	 ・ZURICH　5FRANCS　KM-S-11　UNC/UNC+　・ST.GALLEN　5FRANCS　KM-S-12　UNC
	 	 ・LAUSANNE　5FRANCS　KM-S-13　軽トーン	UNC　・BASEL　5FRANCS　KM-S-14　トーン	UNC
	 	 ・FRIBOURG　5FRANCS　KM-S-15　UNC　・LUGANO　5FRANCS　KM-S-16　少トーン	UNC
	 	 ・BERN　5FRANCS　KM-S-17　UNC　・FRIBOURG　5FRANCS　KM-S-18　UNC
	 	 ・LUZERN　5FRANCS　KM-S-20　UNC	 AU～UNC	+(19)	 ¥2,000,000

872
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	873	 射撃祭記念　フライブルグ　FRIBOURG　100FRANCS金貨　1934年B　KM-S19	 UNC		 ¥180,000
	874	 射撃祭記念　ルツェルン　LUCERNE　100FRANCS金貨　1939年B　KM-XS21	 UNC		 ¥80,000

	875	 射撃祭記念　チューリッヒ　ZURICH　500FRANCS金貨(50gタイプ)
	 	 ウナ&ライオン　2002年　Hab-67b　発行6枚	 UNC	PROOF		 ¥600,000

トルコ　TURKEY

	876	 アタチュルク大統領　250KURUSH金貨　1966年　KM-873	 AU		 ¥60,000

	877	 アタチュルク大統領　500KURUSH金貨　1968年　KM-874	 AU		 ¥120,000

郵便入札〆切日：平成 30 年 11 月１日（木）必着
FAX での入札〆切日：平成 30 年 11 月１日（木）午後４時
（オークション開催日の２日前にて締切らせて頂きます）

郵便入札（Mail Bid）をご利用ください。

873 874

875

876

877
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	アメリカ　UNITED STATES OF AMERICA

878	 PATTERN	TRADE	DOLLAR銀貨　1873年　KM-Pn1370　Judd-1310　Reeded	edge
	 	 	 少トーン	UNC	PROOF		 ¥800,000
	879	 貿易銀　DOLLAR銀貨　女神座像　1880年　KM-108　PCGS(PR64CAM)	 UNC	PROOF		 ¥400,000

	880	 モルガン　DOLLAR銀貨　1838年-O(Hot	Lips)　KM-110　RARE　NNC(MS60)	
	 	 	 少トーン	VF+/EF		 ¥180,000
	881	 モルガン　DOLLAR銀貨　1885年CC　KM-110　RARE	 UNC		 ¥66,000

	882	 モルガン　DOLLAR銀貨　1902年　KM-110　NGC(PF65)	 トーン　UNC	PROOF		 ¥250,000
	883	 INDIAN	HEAD		DOLLAR金貨　TYPE3　1880年　KM-86　NGC(PF66★ULTRA CAMEO)
	 	 	 FDC	PROOF		 ¥1,000,000
	884	 INDIAN	HEAD		DOLLAR金貨　TYPE3　1888年　KM-86　PCGS(PR64+DCAM)	 UNC	PROOF		 ¥400,000

	885	 LIBERTY	HEAD　女神	2.5DOLLARS金貨　1885年　KM-72　NGC(PF65 CAMEO)
	 	 	 UNC	PROOF		 ¥1,500,000
	886	 LIBERTY	HEAD　女神	2.5DOLLARS金貨　1886年　KM-72　NGC(PF67★ULTRA CAMEO)	
	 	 	 FDC	PROOF		 ¥1,800,000

	887	 LIBERTY	HEAD　女神	2.5DOLLARS金貨　1906年　KM-72　PCGS(PR67)	 UNC+	PROOF		 ¥1,500,000
	888	 INDIAN	HEAD　2.5DOLLARS金貨　1908年　KM-128　PCGS(PR66)	 MATT	FDC	PROOF		 ¥1,600,000

878 879

880 881

882

883

885 886

884

887 888
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	889	 INDIAN	HEAD　2.5DOLLARS金貨　1912年　KM-128　NGC(PF66)	 MATT	FDC	PROOF		 ¥1,600,000
	890	 INDIAN	HEAD　3DOLLARS金貨　1886年　KM-84　NGC(PF66★ULTRA CAMEO)	
	 	 	 FDC	PROOF		 ¥2,000,000
	891	 Liberty	Cap　10DOLLARS金貨　1800年　KM-30　NNC(AU55)	 VF	+	 ¥1,250,000

	892	 自由の女神立像　HIGH	RELIEF	Wire	Rim	20DOLLARS金貨　MCMVII(1907年)　KM-126　ケース入
	 	 	 AU	PROOF		 ¥1,250,000

	893	 自由の女神立像　20DOLLARS金貨　1907年　KM-127　PCGS(MS66)	 UNC	+	 ¥250,000
	894	 自由の女神立像　20DOLLARS金貨　1926年S　KM-131　PCGS(MS65)	 UNC		 ¥250,000

　オークション会場ではこの「入札者番号カード」（パドル）がないと、ご自分の入札希望品

のところで入札ができません。競売は競売品番号１番より順番に行われます。競売人がはじ

めの値を提示して競売が始まりますが、ご自分がそれ以上の値で入札を希望する場合はお手

元の「入札者番号カード」（パドル）を高くあげ、競売人に入札する意思があることを示します。

そして値が進み、ご自分の入札限度金額以上になった時は、あげていた「入札者番号カード」

（パドル）を降ろしてそれ以上入札の意思がないことを示します。入札者のうちで最高値をつ

けた人、つまり最後まで「入札者番号カード」（パドル）をあげていた方が落札者となります。

　なお、（株）銀座コインは郵便入札者の代理人として入札に参加致します。

　入札者登録、および「入札者番号カード」（パドル）の受け渡しは、下見開始日でもある

10 月 13 日（土）より　（株）銀座コインで行っております。

11 月３日（土・祝）、オークション会場にて直接入札に
参加する方は、競売開始前に必ず受付にて登録して頂き、

「入札者番号カード」（パドル）及び「入場許可証」を
受取って下さい。

889 890

892

891

893 894
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	895	 12種金貨セット　ケース入　下見して下さい
	 	 ・20DOLLARS金貨②　1904年，1928年　・10DOLLARS金貨②　1881年，1910年D
	 	 ・5DOLLARS金貨②　1896年S，1912年　・3DOLLARS金貨①　1855年
	 	 ・2	1/2DOLLARS金貨②　1853年，1911年　・DOLLAR金貨③　1852年，1854年，1857年
	 	 	 EF～UNC	(12)	 ¥750,000

	896	 パナマ太平洋博覧会記念　丸型　50DOLLARS金貨　1915年S　KM-138　NGC(MS65)
	 	 PANAMA-PACIFIC	EXPOSITION	ROUND　	 UNC	+	 ¥10,000,000

	897	 2009年　ULTRA	HIGH	RELIEF　20DOLLARS金貨　KM-464　Fr.223　保証書付・ケース入り
	 	 	 FDC		 ¥160,000

895（縮小）

896

897
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ベネズエラ　VENEZUELA

	898	 100BOLIVARES金貨　1889年　KM-Y34　Fr.2	 EF/EF	+	 ¥180,000

安　南　VIETNAM

	899	 明命通寳　7TIEN金貨　背龍　欠点有り　ND(1820-40)　KM-224　26.90g　下見して下さい(返品不可)
	 	 	 VF		 ¥400,000

	900	 世界の金貨12種セット　20フランサイズ　ケース入　下見して下さい
	 	 英国1S金貨　1966年，	イタリア　20L金貨　1863年，	スイス　20F金貨　1935年，	フランス　20F金貨　1868年，
	 	 ベルギー　20F金貨　1877年，	オーストリア　20C金貨　1915年，	オランダ　10G金貨　1927年，
	 	 ハンガリー　20K金貨　1893年，	ペルー　1L金貨　1911年，	ロシア　10R金貨　1899年，
	 	 南アフリカ　1/4OZ金貨　1984年，	カナダ　10D金貨　1984年	 EF+～UNC	(12)	 ¥270,000

898

899

900（縮小）
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（株）銀座コインからのお知らせ
近代銀貨・金貨　専門鑑定書の発行

（刻印鑑定書）（成分鑑定書）
〜良い品をより安く…そして安心をお届けします〜

　コイン収集という伝統ある趣味の世界において、最近近代銀貨を中心に精巧な修正品や贋物が時として見られる中、どうすれば収

集家が「安心」して「収集」できるかが大きな課題のひとつでありました。

　当社はこの課題に対し、これまで以上の鑑定能力と技術を必要とすることを痛感し、近代銭研究のスペシャリストのひとり、亀谷

雅嗣氏とこの問題に対し真剣に取り組んで参りました。そして、同氏及び成分分析の権威であられる京大教授兼 TSI 取締役の井出亜

里先生両氏のご協力を得て、内容的にも優れた鑑定書の発行に至りました。

　銀座コインオークションにおいても、注目される近代銀貨・金貨を中心に「落札者」の方々により高い「安心」をご提供すべく、

今後もこれらの鑑定書をサービスの一環として発行していく所存であります。

※ 貨幣成分鑑定書（休止中）
　成分鑑定とは、その厳格性をさらに高めるために通常の貨幣鑑定をより科学的かつ専門的に行う鑑定方法であり、非接触・非破壊

条件下で測定した元素成分を、貨幣刻印データベース情報と照合させ、より科学的、理論的に鑑定するものであります。

※ 貨幣刻印鑑定書 PLUS 
　高精度な種々の測定機器を用いて、貨幣細部の出来など鑑定上重要な刻印の固有情報を計測・数値化し、それらの情報を用いた比較・

統計処理、解析処理で得たより高精度な鑑定情報を従来の刻印鑑定に加える（プラス）ことによって、刻印ベースの科学鑑定精度を

大きく向上させた貨幣鑑定書です。また、貨幣表面付近の成分測定及びその解析情報を鑑定に追加することもでき、従来の貨幣成分

鑑定に匹敵する信頼性を得ることが可能です。貨幣刻印鑑定書プラスは特に高プレミアム貨幣の真正品保証に最適です。

※ 貨幣刻印鑑定書
　刻印鑑定とは、非破壊条件下において、様々な刻印の状態や分類上の規定のデータベースを基本に、その重要情報と適合するかを、

複数の鑑定人によって行い、鑑定するものであります。

株式会社　銀座コイン
〒 104-0061　東京都中央区銀座５−１
	 　			銀座ファイブ１階　
電話　03 − 3573 − 1960　　ファックス　03 − 3289 − 1860
電子メールアドレス　　ginza-co ＠ ginzacoins.co.jp
ホームページアドレス　http://ginzacoins.co.jp

SAMPLE SAMPLE

SAMPLE SAMPLE
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皇朝銭をはじめとする穴銭類
江戸期の大判・小判・古金銀貨幣
地方の金銀銭及び銅銭類
明治以降の金貨・銀貨をはじめとする近代貨幣
近代紙幣類
記念貨幣・現行貨幣
世界のクラウン銀貨・マイナー貨
世界の稀少・大型・小型金貨・地金型金貨
参考書籍・収納ケース・付属品
　　　　　　　　＊
世界各国のコインを直輸入販売
国際オークションの入札代行

取扱い品目及び業務

昭和43年（1968）銀座で創業

※あなたの貴重なコレクションをご処分なさる時は銀座
コインへご相談下さい。（「オークション」あるいは入札誌

「銀座」でご処分なさる方法もございます。）

「銀座コインオークション」の開催
入札誌「銀座」の発行

上林はばな竹内英三 竹内祐司竹内俊夫

株式会社

〒 104-0061　東京都中央区銀座５−１　銀座ファイブ１Ｆ
TEL.03 − 3573 − 1960　FAX.03 − 3289 − 1860

銀座コイン GINZA COINS CO.

（営業時間　10 a.m. 〜７:30 p.m. ／年中無休）
HEAD OFFICE 

GINZA FIVE. １FL. NO.1, GINZA 5 - CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-0061 JAPAN

電子メールアドレス：ginza-co@ginzacoins.co.jp　ホームページアドレス：http://ginzacoins.co.jp

竹内潤 竹内宏二

コインの専門店

竹内三浩 藤本加苗 飯吉郷子
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平成 30 年　銀座コインオークション
発行日　平成 30 年９月 28 日

発行所　（株）銀座コイン

　　　　GINZA COINS CO.

　　　　〒 104 − 0061　東京都中央区銀座５丁目１番地

　　　　銀座ファイブ１階　

　　　　電話  ０３（３５７３）１９６０

　　　　FAX  ０３（３２８９）１８６０

　　　　電子メールアドレス　   ginza-co@ginzacoins.co.jp

　　　　ホームページアドレス　http://ginzacoins.co.jp
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