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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 29 年 11 月 18 日（土）

午前９時〜午後８時 30 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 18th, 2017

９：00 a.m. 〜８：30 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://www.ginzacoins.co.jp
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NOTICE  OF  EXHIBITION
○ October 18 〜 November 17, 2017
　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 18 from 8:00 a.m. to 7:00 p.m.
　※From 8:00 to 10:00 a.m. you can make a preliminary

　　 inspection of only   Lot 1 〜 333.

　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 18, 2017

○ Sale starts at 9:00 a.m. to 11:45 a.m.
　 Lots 1 〜 333
       Old Coinage of Japan Coins

○ From 12:15 p.m. to 4:15 p.m.
　 Lots 334 〜 817
        Japanese  Banknotes,World Banknotes
        Japanese Modern,Silver Coins,Gold Coins,
        Error Coins, etc.

○ From 4:30 p.m. to 8:30 p.m.
　 Lots 818 〜 1271
　　World Coins

I take the liberty of delivery all the lots from 
Nov 19th at the Ginza Coins Co.
The buyers cannot take  the lots on 18th at the 
Auction House.

Deadline for accepting mail bids :
　November 16, 2017

下　見
○平成 29 年 10 月 18 日（水）〜 11 月 17 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 29 年 11 月 18 日（土）
　午前８時〜午後７時
　※但し、８時〜10 時は第１部出品物（Lot １〜 333）に限らせて
　　頂きます。Lot334 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 29 年 11 月 18 日（土）
帝国ホテル  東京　鶴の間（３階）にて
○午前９時〜午前 11 時 45 分  予定　
　ロット１〜 333
　皇朝銭類、寛永通寶、試鋳貨幣、地方貨類、
　玩賞品、絵銭、天保通寶、丁銀、豆板銀、
　古金銀類（分銀・分金・小判金・大判金）
　　
○午後 12 時 15 分〜午後４時 15 分  予定
　ロット 334 〜 817
　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

○午後４時 30 分〜午後 8 時 30 分  予定
　ロット 818 〜 1271
　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 19 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 29 年 11 月 16 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。

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、いか 

 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. 862 〜 923）
  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.

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.862-923) 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 29 年 11 月 16 日（木）【オークション当日の前々日】
FAX 入札〆切日：平成 29 年 11 月 16 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　16th, 2017
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 〜 59
寛永通寶、地方貨類、玩賞品
　ロット No.60 〜 110
絵銭、天保通寶
　ロット No.111 〜 130
丁銀、豆板銀
　ロット No.131 〜 196
古金銀類（分銀・分金・小判金・大判金）
　ロット No.197 〜 333
近代紙幣、見本券、エラー紙幣、現行紙幣、
外国紙幣
　ロット No.334 〜 506
近代銀貨、手変り、エラー貨幣、試鋳貨幣、
現行貨幣、近代金貨
　ロット No.507 〜 817
世界の貨幣　ロット No.818 〜 1271
ANCIENT 818 − 828
ALBANIA  829
AUSTRALIA 830 − 832
AUSTRIA  833 − 847
BAHAMA   848
BELGIUM 849 − 851
BHUTAN 852
BOLIVIA 853
BRAZIL 854
BULGARIA 855
CAMBODIA 856
CANADA 857
CAYMAN ISLANDS 858
CENTRAL AMERICA 859
CHILE 860 − 861
CHINA 862 − 923
COLOMBIA 924 − 925
COOK ISLANDS 926
CUBA 927
CYPRUS 928
CZECHOSLOVAKIA 929

索　引
INDEX

El SALVADOR 930
ETHIOPIA 931 − 932
FALKLAND ISLANDS 933
FRANCE 934 − 955
GERMAN EAST AFRICA 956 − 957
GERMAN NEW GUINEA 958
GERMANY 959 − 1065
GREAT BRITAIN 1066 − 1120
GREECE 1121 − 1122
HAITI 1123
HONDURAS 1124
HONG KONG 1125
INDIA 1126 − 1131
INDONESIA 1132 − 1133
IRAN 1134 − 1136
ISLE OF MAN 1137
ISRAEL 1138
ITALY 1139 − 1150
KOREA 1151 − 1160
LIBERIA 1161
LUXENBOURG 1162
MEXICO 1163 − 1175
MONACO 1176 − 1177
NETHERLANDS  1178 − 1179
PERU 1180 − 1181
PHILIPPINES 1182 − 1183
POLAND 1184
PORTUGAL 1185
RUSSIA 1186 − 1203
SINGAPORE 1204
SPAIN 1205
SWEDEN 1206
SWITZERLAND 1207 − 1245
TUNISIA 1246
TURKEY 1247 − 1251
UNITED STATES OF AMERICA
    　 1252 − 1269
VIET NAM 1270 − 1271
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 - European Crowns 1700-1800, Galesburg 1961.
 - European Crowns and Talers since 1800, London 1964.
 - The Talers of the Austrian Noble Houses, Galesburg 1972.
 - The Dollars of Africa and Oceania, Galesburg 1969.
ESC：Seaby H.A. / Rayner P.A.
 - The English Silver Coinage from 1649, London 1974.
Fr : A.L. Friedberg and I.S. Friedberg
  Gold Coins of the World 7th edition, 2003
Gad：Gadoury
JNDA： 
 - The Catalogue of Japanese Coins and Bank Notes, by  
   JNDA, 2017.
K：E. Kann
 - Illustrated Catalogue of Chinese Coins, New York 1966.
KM：Krause, Chester L. / Clifford Mishler
 - Standard Catalogue of World Coins 42nd edition 2015.
KM：Krause, Chester L. / Clifford Mishler
 - Standard Catalogue Of World Gold Coins 5th edition
Kr：Krause, D. R.
 - Swiss Shooting Talers and Medals, Wisconsin 1965.
Linecar：Howard W.A.Linecar & Alex G.Stone
 - English Proof and Pattern Crown - Size Pieces 1658-1960.
Peck：C,Wilson Peck
 - English Copper,Tin and Bronze Coins in The British  
   Museum 1558-1958, London 1960.
Pick：A.Pick
 - Standard Catalogue of World Paper Money :
   Specialized Issues.
 - Standard Catalogue of World Paper Money : 
   General Issues, Iola 1986.
Spink：
 - Coins of England and United Kingdom, 50th edition, 
London
 - Coins of Scotland, Ireland and the Islands, London 1984.
 - Roman Silver Coins I-IV, London 1978.
Y：Yeoman, R.S.
 - Modern World Coins 1850-1960, 12th edition, Racine  
   1983.

書　目
BIBLIOGRAPHY

プルーフ Proof
完全未使用品 Choice Uncirculated, BU
未使用品 Uncirculated, UNC
準未使用品 Almost Uncirculated, AU
 

極美品 Extremely Fine, EF
美品 Very Fine, VF
佳品 Fine, F
並品 Very Good, VG

状態表示：
Grades of preservation

図録・日本の貨幣　　日本銀行調査局
貨幣博物館　　日本銀行金融研究所
日本貨幣図鑑　　郡司 勇夫
新版・東洋古銭価格図譜　　万国貨幣洋行
新寛永通寳図会　　東洋鋳造貨幣研究所
穴銭カタログ日本　石川　諄
古寛永泉志（改訂版）　　増尾 富房
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第１部（ロット１〜333）
午前９時〜午前11時 45分（予定）

皇朝銭類、寛永通寳、試鋳貨幣、地方貨類、
玩賞品、絵銭、天保通寳、丁銀、豆板銀、
古金銀類（分銀・分金・小判金・大判金）

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

	 1	 古和同銀銭　広穿隷開　和銅元年(708)　5.65g　直径23.5mm　日本貨幣商協同組合鑑定書付	上品		 	¥1,300,000	
	 2	 古和同銅銭　隷開　和銅元年(708)　3.10g　直径24.7mm　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品		 	¥300,000	
	 3	 和同開珎(銅)　中字　和銅元年(708)　4.40g　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品		 	¥100,000	

	 4	 神功開宝(銅)　力功　天平神護元年(765)　5.05g	 佳品		 	¥40,000	
	 5	 隆平永宝(銅)　中字　延暦15年(796)　3.00g	 上品		 	¥30,000	
	 6	 富壽神宝(銅)　小字　小申　弘仁9年(818)　3.24g	 佳品		 	¥40,000	

	 7	 承和昌宝(銅)　大様　承和2年(835)　3.08g　直径：23.20mm　「哲泉還暦記念泉譜」　原品	 並品		 	¥250,000	
	 8	 承和昌宝(銅)　小字　承和2年(835)　2.38g	 佳品		 	¥56,000	
	 9	 長年大宝(銅)　小字　嘉祥元年(848)　2.32g	 上品		 	¥100,000	

	10	 饒益神宝(銅)　貞観元年(859)　2.14g	 佳品		 	¥600,000	
	11	 貞観永宝(銅)　張足貞　貞観12年(870)　3.07g	 上品		 	¥60,000	

	12	 寛平大宝(銅)　小字　寛平2年(890)　2.25g　輪小カケ有り	 並品		 	¥25,000	
	13	 延喜通宝(銅)　小字　延喜7年(907)　2.74g	 上品		 	¥20,000	

１ ２ ３

４ ５ ６

７ ８ ９

10 11

12 13
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　貨幣収集のジャンルは多種に及ぶが、日本貨幣の原点ともいわれる「皇朝銭」に関して、全種の状態を追求すること
は容易ではない。手擦れが少なく、しかも 12種類青錆で文字の潰れもほとんどない「美品」で揃えるのに、こちらの
コレクションは 20年以上の時間をかけたと聞いている。また、最後の皇朝古泉拓本集は真に皇朝銭の戸籍簿であり、
生拓集原本はこちらの原品一冊のみといわれている。過去の銭歴を辿るのに必須の資料といえよう。

	14	 和同開珎(銅)　中字　青錆　和銅元年(708)　2.96g	 美品		 	¥200,000	

	15	 萬年通宝(銅)　青錆　天平宝字4年(760)　4.08g	 美品		 	¥100,000	

	16	 神功開宝(銅)　青錆　天平神護元年(765)　4.76g	 上品	+	 	¥100,000	

	17	 隆平永宝(銅)　青錆　延歴15年(796)　3.58g	 美品		 	¥100,000	

	18	 富壽神宝(銅)　青錆　弘仁9年(818)　3.10g	 美品		 	¥100,000	

14
14（拡大）

15 15（拡大）

16 16（拡大）

17
17（拡大）

18
18（拡大）
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	19	 承和昌宝(銅)　青錆　承和2年(835)　2.25g　小川青宝楼旧蔵品,日本貨幣カタログ原品	 美品		 	¥100,000	

	20	 長年大宝(銅)　青錆　嘉祥元年(848)　1.66g	 美品		 	¥200,000	

	21	 饒益神宝(銅)　青錆　貞観元年(859)　1.39g	 美品		 	¥1,200,000	

	22	 貞観永宝(銅)　青錆　貞観12年(870)　2.64g	 上品	+	 	¥100,000	

	23	 寛平大宝(銅)　青錆　寛平2年(890)　1.74g	 美品		 	¥100,000	

	24	 延喜通宝(銅)　青錆　延喜7年(907)　2.53g	 美品		 	¥100,000	
	25	 　元大宝(銅)　青錆　天徳2年(958)　2.95g	 美品	+	 	¥700,000	

19
19（拡大）

20
20（拡大）

21
21（拡大）

22
22（拡大）

23
23（拡大）

24

24（拡大）

25

25（拡大）
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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。

	26	 皇朝12文銭収納二重桐箱(外箱錠前式)	 美品		 	¥10,000	

	27	 皇朝古泉拓本集(生拓集)　明治10年2月　岡田循誘	編集・守田寳丹楼製本・下間虎僊楼　タトウ	 上品		 	¥1,000,000	

	28	 永楽通宝銀銭　打製　紀州　3.95g　アタリ有り	 上品		 	¥50,000	
	29	 元和通宝銅銭　大字	 上品		 	¥100,000	
	30	 元和通宝銅銭　小字	 並品		 	¥20,000	

	31	 審議品　元和通宝銅銭　肥字	 上品		 	¥150,000	
	32	 貞享通宝銀銭　背甲子　貞享元年(1684)　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 佳品		 	¥160,000	
	33	 鐚銭　元通通宝　大字　母銭	 美品		 	¥10,000	

26（縮小）

26箱（縮小）

27（縮小）

28 29 30

31 32 33
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	34	 宝永通宝　母銭　宝永5年(1708)	 佳品		 	¥200,000	
	35	 宝永通宝　珍　2ヶ打エラー　宝永5年(1708)	 佳品		 	¥5,000	

	36	 宝永通宝　直永　宝永5年(1708)	 美品		 	¥12,000	
	37	 宝永通宝　直永　宝永5年(1708)	 上品		 	¥12,000	

	38	 文久永宝　真文　低波　銅母銭　平尾麗悳荘旧蔵品　台紙付　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 	¥300,000	
	39	 文久永宝　草文　広郭　濶縁　銅母銭	 美品		 	¥10,000	
	40	 文久永宝　草文　広郭　濶縁　銅母銭	 美品		 	¥10,000	

	41	 文久永宝　草文　広郭　銅母銭	 美品		 	¥10,000	
	42	 文久永宝　草文　中郭　錫母銭	 美品		 	¥40,000	
	43	 文久永宝　草文　中郭　銅母銭	 上品		 	¥12,000	

	44	 文久永宝　草文　細郭　銅母銭	 美品		 	¥10,000	
	45	 文久永宝　草文　細郭　銅母銭	 美品		 	¥10,000	
	46	 文久永宝　草文　細郭　銅母銭	 上品		 	¥10,000	

34 35

38 39 40

41 42 43

44 45 46

36 37
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	47	 文久永宝　玉宝　広郭　錫母銭	 佳品		 	¥30,000	
	48	 文久永宝　玉宝　広郭　銅母銭	 美品		 	¥10,000	
	49	 文久永宝　玉宝　広郭　銅母銭	 上品		 	¥10,000	

	50	 文久永宝　玉宝　中郭　銅母銭	 上品		 	¥12,000	
	51	 文久永宝　玉宝　細郭　銅母銭	 美品		 	¥10,000	
	52	 淳祐通宝　当百　下見してください（返品不可)	 上品		 	¥200,000	

	53	 琉球　封印銭	 佳品/上品		 	¥50,000	

47 48 49

50

51

52

52（拓本）

53
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	54	 試鋳貨幣　寛永通宝　背元六銭　7.20g	 美品		 	¥140,000	
	55	 試鋳貨幣　富士旗銭　五分　文久3年頃(1863頃)　香港造幣局にて鋳造	 上品		 	¥100,000	

	56	 試鋳貨幣　文久永宝　当百　文久年間　下見してください（返品不可)	 上品		 	¥100,000	
	57	 試鋳貨幣　永十銭　背永大刻印　宝永期	 上品		 	¥100,000	

	58	 試鋳貨幣　朱堤　背分銅　文久〜慶応年間頃	 美品		 	¥100,000	
	59	 試鋳貨幣　無文銭　幕末	 上品		 	¥30,000	

	60	 古寛永通宝　二水永狭三　背輪キズ有り	 佳品		 	¥40,000	
	61	 古寛永通宝　二水永　長字	 佳品/上品		 	¥70,000	
	62	 古寛永通宝　濶字低頭通　濶縁	 佳品/上品		 	¥5,000	

54 55

56 57

58 59

60 61 62

2018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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	63	 古寛永通宝　称芝番銭(銅)　1番〜16番　完全揃い　東洋古銭価格図譜原品	 上品	(16)	 	¥1,500,000	

63
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	64	 異書　母銭　図会212	 上品		 	¥10,000	
	65	 額輪　母銭　図会271	 上品		 	¥15,000	
	66	 背十　母銭　図会272	 上品		 	¥10,000	

	67	 押上大字　母銭　図会394	 上品		 	¥5,000	
	68	 吉田島　異永　母銭　図会400	 美品		 	¥10,000	
	69	 細字背元　母銭　図会453	 上品		 	¥5,000	

	70	 広穿背久　母銭　図会494	 上品		 	¥5,000	
	71	 背久二　錫母銭　図会500	 佳品		 	¥30,000	
	72	 背久二　瓜寛　母銭　図会502	 上品		 	¥5,000	

	73	 狭穿　背ト　図会511	 上品		 	¥70,000	
	74	 広穿　背ト　母銭　図会512	 極美品		 	¥10,000	
	75	 広穿　背ト　母銭　図会512　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 	¥10,000	

	76	 当四　背盛　母銭　図会596	 上品		 	¥10,000	

64 65 66

67 68 69

70 71 72

73 74 75

76
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　当時の地方銀貨の中で、異色のものといえば絶大な勢力を誇っていた「加賀百万石」前田侯の銀貨である。その中で
収集界で最も珍重されているのが、定量銀貨としては最大級と云われている、この花降百目銀である。
　元和 5年頃、武蔵治郎兵衛と金屋彦四郎に命じて造らせたもので、「百目」の文字と桐紋印が打刻されている。幾人
もの名高い収集家を経て、味わいのある状態になっているが、「花降」というのは純銀に近い上質の銀のことで、日の
光に当てると花が降ったように美しく輝くことから出た表現であると云われている。

	77	 加賀花降百目銀　量目：374.3g　長径：162.7㎜　短径：33.9㎜　慶長期〜元和期
	 	 平尾賛平氏旧蔵品　泉譜「七重　　」(昭和12年)原品　田中桂寳氏旧蔵品
	 	 「田中邦泉先生古稀祝寿泉譜」(昭和28年)原品　田中桂寳氏箱書き　桐箱付き	 上品		 	¥3,000,000	

77
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	78	 松木一両小判金　15.0g　長径64.0mm　短径34.0mm　慶長14年（1609）頃	 美品		 	¥2,000,000	

　慶長 5年（1600）、関ヶ原の戦勝によって天下を手中におさめた徳川家康は貨幣の統一幣制に向け加速していく。そ
の中で慶長13年、家康の側近であった後藤庄三郎光次などの指示で、甲府の松木五郎兵衛が「碁石」金を試験的に「江
戸」小判のように「延金」として差し出すよう命じられた。これが後世「松木小判」と称される見本金貨であろう。
　本品は幾人もの収集家、研究家の鑑定を経て出品されたものであるが、江戸の金座と甲州の金座の唯一の接点におけ
る小判金として、歴史的にも貴重な資料となる。

	79	 秋田九匁二分銀判　文久3年(1863)　古55	 トーン	美品		 	¥50,000	
	80	 秋田四匁六分銀判　文久3年(1863)　古56	 美品		 	¥20,000	

78

79

80
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	81	 秋田四匁六分銀判　文久3年(1863)　古56	 美品		 	¥20,000	
	82	 秋田四匁六分銀判　文久3年(1863)　古56	 美品		 	¥20,000	

	83	 但馬南鐐銀　小字　江戸初期　古59　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 	¥120,000	
	84	 秋田封銀　八匁銀　29.83g　幕末　古62　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 	¥300,000	
	85	 会津銀判　一両　15.0g　慶応年間　古63　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品		 	¥400,000	

	86	 仙台小槌銀　幕末　古64	 美品		 	¥70,000	
	87	 越後　寛字印　切銀　3.72g　古66	 上品		 	¥50,000	
	88	 佐渡徳通印切銀　5.9g　江戸初期　古67　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 佳品		 	¥40,000	
	89	 出羽　窪田印切銀　26.36g　古68　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 	¥150,000	

	90	 出羽　新田印　切銀　6.95g	 上品		 	¥70,000	
	91	 秋田　二ッ井　阿仁鉱山　加護山灰吹銀　23.7g	 上品		 	¥10,000	

81 82

83 84 85

86
87 88

89

90
91
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	92	 水戸虎銭　慶応3年(1867)	 美品		 	¥20,000	
	93	 水戸虎銭　慶応3年(1867)	 上品		 	¥15,000	

	94	 仙台通宝　錫母銭	 美品		 	¥40,000	
	95	 仙台通宝　母銭	 美品		 	¥15,000	
	96	 文久貨泉　当百・半百　2種1組　文久2年(1862)	 佳品	(2)	 	¥86,000	

	97	 筑前通宝　当百　文久3年(1863)　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 佳品		 	¥300,000	

92 93

94

95

97

96
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	98	 土佐通宝　当二百　48.3g　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品		 	¥500,000	

	99	 甲州一分金　背忠・お太鼓　古72	 美品	+	 	¥100,000	
	100	 甲州一分金　3点1組(背重・背重・無背)　古72	 美品-〜美品	(3)	 	¥120,000	
	101	 甲州二朱金　背忠(鮮明)　古73	 美品	+	 	¥120,000	

	102	 甲州二朱金　2種1組(背忠・背重)　古73	 美品	(2)	 	¥100,000	
	103	 甲州一朱金　背忠(不鮮明)　古74	 美品	+	 	¥70,000	
	104	 甲州一朱金　2点1組(無背)　古74	 上品〜美品	-(2)	 	¥60,000	
	105	 甲州朱中金　角朱中　背シ　古75　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 	¥120,000	

	106	 玩賞品　甲州山下壹両金　14.74g　金銀図録参　返品不可	 上品		 	¥50,000	
	107	 玩賞品　古丁銀　括袴切銀　71.71g　返品不可	 上品		 	¥30,000	
	108	 玩賞品　加賀宝具座銀判　122.50g　金銀図録肆　返品不可	 上品		 	¥30,000	

98

99 100 101

102 103 104 105

106

107

108（縮小）
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	109	 玩賞品　加賀花降銀　拾両　170.32g　金銀図録肆　返品不可	 上品		 	¥25,000	
	110	 玩賞品　南鐐十両銀判　163.07g　金銀図録伍　返品不可	 上品		 	¥20,000	

	111	 鏡屋銭　菊　62.40g　44.45mm	 佳品		 	¥50,000	
	112	 浅間銭　南蛮渡来船　100.82g　56mm	 美品		 	¥350,000	

絵　銭　Japanese	Esen（Fantasy	Coin）	

	113	 浅間銭　恵美須　91.10g　58.30mm	 上品		 	¥100,000	

109（縮小）
110（縮小）

111 112
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	114	 浅間銭　恵美須　37.97g　38mm	 上品		 	¥20,000	

	115	 五位堂銭(鉄)　三蓋松　138.58g　60mm	 上品		 	¥20,000	
	116	 五位堂銭(銅)　表兜　96.76g　44.5mm	 上品		 	¥30,000	

	117	 大迫駒曳　銅銭　56.74g　64mm　2期銭	 上品		 	¥15,000	

	118	 大迫駒曳　鉄銭　59.36g　65mm　2期銭	 上品		 	¥15,000	

114
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	119	 打印銭　飾輪恵美須　29.06g　40mm	 美品		 	¥30,000	

	120	 仙台絵銭　七寳二神　95.19g　56.83mm	 上品		 	¥50,000	

	122	 本座　長郭　母銭	 上品		 	¥30,000	
	123	 本座　細郭　母銭	 上品		 	¥50,000	

	121	 仙台絵銭　七寳二神　宇賀神　90.66g　58.13mm	 上品		 	¥50,000	

天保通寳　Tempo	Tsuho	

119
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	124	 本座　広郭　錫母銭	 上品		 	¥50,000	
	125	 本座　広郭　母銭	 上品		 	¥20,000	

	126	 水戸遒勁　母銭	 極美品		 	¥250,000	

	127	 水戸遒勁　大様	 極美品		 	¥150,000	
	128	 水戸遒勁	 極美品		 	¥100,000	

	129	 玉塚天保　天保銭は吾が鏡	 美品		 	¥10,000	
	130	 玉塚天保　異書　天保銭は人の鏡	 上品		 	¥10,000	

124 125
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	131	 御公用丁銀　切遣い　140.6g　長径：123.5㎜　短径：48.09㎜
	 	 文禄年間(1592〜95)　古45　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 	¥3,000,000	

丁銀・豆板銀　Chogin,Mameita	Gin（silver）	

　豊臣秀吉が朝鮮征伐の際に軍資金として造ったものと云われる。「御公用」の文字は特徴的であるが、私用に対して
の公用、つまり朝鮮征伐という公用のために発行したという意味であろう。戦国時代から江戸初期に至る古丁銀・丁銀
ではその目的のひとつとして切り遣いをしていたが、本品は「切り銀」の特徴がはっきりしていて、古丁銀独特の光沢
を兼ね備えた最高品といえよう。

131
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	132	 慶長14面大黒丁銀　221.2g(大型)　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古46　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品		 	¥3,500,000	

	133	 慶長丁銀　前期　163.05g　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古46	 美品		 	¥550,000	
	134	 慶長丁銀　前期　148.73g　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古46	 美品	-	 	¥300,000	
	135	 慶長丁銀　前期　154.37g　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古46	 上品		 	¥300,000	
	136	 元禄丁銀　186.78g　元禄8年〜宝永3年(1695〜1706)　古47	 上品		 	¥500,000	

　徳川家康は「大黒天は国を守る神だから」といって大黒天を丁銀の極印に採用したと云われている。この慶長 14面
大黒丁銀は大きさ・状態の良さから真に「献上用」としての風格を誇っている。
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	137	 宝永二ッ宝丁銀　151.2g　宝永3年〜7年(1706〜10)　古48　軽い拭き取り有り	 佳品		 	¥500,000	
	138	 宝永永字丁銀　138.6g　宝永7年(1710)　古48A　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 	¥4,000,000	
	139	 享保8面丁銀　119.0g　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古49	 美品		 	¥80,000	
	140	 享保丁銀　138.99g　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古49	 極美品		 	¥90,000	
	141	 享保丁銀　151.55g　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古49	 美品		 	¥80,000	

	142	 享保丁銀　140.15g　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古49	 美品		 	¥80,000	
	143	 享保丁銀　121.06g　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古49	 美品		 	¥80,000	
	144	 享保丁銀　134.13g　　印有り　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古49
	 	 	 クリーン	美品		 	¥70,000	
	145	 享保丁銀　113.3g　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古49	 上品		 	¥60,000	
	146	 元文丁銀　186.67g　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古50	 美品		 	¥35,000	
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	147	 元文丁銀　161.59g　　印有り　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古50	 美品		 	¥30,000	
	148	 元文丁銀　134.69g　時代印3個打(1ヶ所不鮮明)　元文元年〜文政元年(1736〜1818)	古50	 美品		 	¥30,000	
	149	 元文丁銀　128.07g　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古50	 美品		 	¥30,000	
	150	 元文丁銀　115.15g　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古50	 美品		 	¥30,000	
	151	 文政12面大黒丁銀　155.7g　文政3年〜天保8年(1820〜37)　古51　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品	+	 	¥1,200,000	

	152	 文政丁銀　180.64g　文政3年〜天保8年(1820〜37)　古51	 美品		 	¥30,000	
	153	 天保12面大黒丁銀　162.3g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古52　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品		 	¥900,000	
	154	 天保丁銀　194.20g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古52	 極美品		 	¥35,000	
	155	 天保丁銀　134.07g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古52	 美品		 	¥25,000	
	156	 天保丁銀　144.61g　△定極印　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古52	 美品		 	¥30,000	
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	157	 天保丁銀　177.34g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古52	 美品	-	 	¥22,000	
	158	 安政12面大黒丁銀　159.4g　安政6年〜慶応元年(1859〜65)　古53　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品/未使用品		 	¥1,400,000	

	159	 安政丁銀　148.77g　安政6年〜慶応元年(1859〜65)　古53	 美品		 	¥20,000	
	160	 安政丁銀　147.40g　安政6年〜慶応元年(1859〜65)　古53	 美品		 	¥20,000	
	161	 安政丁銀　141.66g　安政6年〜慶応元年(1859〜65)　古53	 美品		 	¥20,000	
	162	 安政丁銀　138.29g　安政6年〜慶応元年(1859〜65)　古53	 美品		 	¥20,000	

　大黒様のほとんどが、はっきりした極印で内側に打刻されている 12面大黒丁銀に相応しい状態の一品といえる。金
座に於ける色揚げ工程のような正確な記録は存在しないが、銀以外の雑物をとばす為、最後の仕上げとして丁銀を梅酢
に浸したということが昔から云われている。
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	163	 銀一枚包(丁銀1本,豆板銀2個入)　下見してください（返品不可）	 完封品		 	¥35,000	
	164	 慶長片面大黒豆板銀　4連大黒　28.80g（大型)　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古46
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品		 	¥150,000	
	165	 慶長片面大黒豆板銀　変形　23.40g（大型)　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古46　銀銀図録原品
	 	 	 美品		 	¥160,000	
	166	 慶長豆板銀　20.22g(大型)　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古46	 美品		 	¥30,000	

	167	 宝永二ッ宝豆板銀　群宝　3.23g　宝永3年〜7年（1706〜10)　古48	 美品		 	¥100,000	
	168	 宝永二ッ宝両面大黒豆板銀　3.74g　宝永3年〜7年(1706〜10)　古48	 美品/極美品		 	¥80,000	
	169	 宝永三ッ宝片面大黒豆板銀　めぐり宝　22.30g(大型)　宝永7年〜正徳元年(1710〜11)
	 	 小川青宝楼遺愛品原品　古48B	 極美品		 	¥100,000	

	170	 宝永三ッ宝豆板銀　37.60g(大型)　宝永7年〜正徳元年(1710〜11)　古48B	 美品		 	¥25,000	
	171	 宝永四ツ宝片面大黒豆板銀　7.90g　正徳元年〜2年(1711〜12)　古48C	 美品		 	¥40,000	
	172	 宝永四ッ宝豆板銀　変形　19.40g(大型)　正徳元年〜2年(1711〜12)　古48C	 美品		 	¥20,000	

　片面大黒豆板銀を完集する上で、最大のネックとなるのが三ッ宝である。現存数が少ない上に大黒像が半分以上確認
できるものには滅多にお目にかかれない。

	173	 享保両面大黒豆板銀　9.31g　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古49	 美品		 	¥35,000	
	174	 享保両面大黒豆板銀　2.56g　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古49	 美品		 	¥28,000	
	175	 元文両面大黒豆板銀　7.48g　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古50	 美品		 	¥20,000	
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	176	 元文片面大黒豆板銀　変形　26.83g(大型)　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古50	 美品		 	¥15,000	
	177	 元文片面大黒豆板銀　めぐり文(2ヶ)　20.01g(大型)　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古50	
	 	 	 美品	-	 	¥20,000	
	178	 元文片面大黒豆板銀　めぐり文　7.11g　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古50	 美品		 	¥10,000	
	179	 元文変形豆板銀　こけし型　めぐり文2ヶ所　25.64g(大型)　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古50
	 	 	 美品	+	 	¥30,000	
	180	 元文豆板銀　めぐり文　50.18g(超大型)　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古50	 美品		 	¥30,000	
	181	 元文豆板銀　37.83g(大型)　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古50	 美品		 	¥10,000	
	182	 文政両面大黒豆板銀　8.86g　文政3年〜天保8年(1820〜37)　古51	 美品/極美品		 	¥30,000	

	183	 文政両面大黒豆板銀　6.90g　文政3年〜天保8年(1828〜37)　古51	 美品		 	¥25,000	
	184	 元文・文政豆板銀　△定刻印　2種1組　17.48g・18.60g　古50・51	 美品	(2)	 	¥15,000	
	185	 天保豆板銀　保字寳　大字　16.24g(大型)　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古52	 極美品		 	¥90,000	
	186	 天保豆板銀　保字寳　小字　14.25g(大型)　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古52	 美品		 	¥50,000	

	187	 天保両面大黒豆板銀　10.88g(大型)　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古52	 美品		 	¥30,000	
	188	 天保片面大黒豆板銀　めぐり保　12.90g(大型)　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古52	 極美品		 	¥15,000	
	189	 安政豆板銀　寳字大黒　5.6g　安政6年〜慶応元年(1859〜65)　古53　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品		 	¥330,000	

2018 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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	190	 安政両面大黒豆板銀　58.00g(超大型)　安政6年〜慶応元年(1859〜65)　ひびき原品　古53	
	 	 	 未使用品		 	¥2,700,000	

　両面大黒豆板銀としては真に「世界最高重量」の登場です。最初から通貨としての目的はなく、制作ルートが通貨と
は異なる特製品です。箱入りの状態で伝世してきた完全な未使用品で、幕府の要人あるいは有力者に贈呈されたものと
思われる。

	191	 安政両面大黒豆板銀　22.79g(大型)　安政6年〜慶応元年(1859〜65)　古53	 トーン	美品	-	 	¥60,000	
	192	 安政両面大黒豆板銀　4.98g　安政6年〜慶応元年(1859〜65)　古53	 上品		 	¥10,000	
	193	 安政両面大黒豆板銀　変形　2.38g　安政6年〜慶応元年(1859〜65)　古53	 美品		 	¥10,000	
	194	 安政豆板銀　めぐり政　33.04g(大型)　安政6年〜慶応元年(1859〜65)　古53	 美品		 	¥30,000	
	195	 安政豆板銀　子持変形　33.30g(大型)　安政6年〜慶応元年(1859〜65)　古53	 美品	+	 	¥10,000	

	196	 豆板銀包み　銀三百七十目　1410g　下見してください（返品不可）	 完封品		 	¥300,000	
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	197	 明和五匁銀　明和2年〜安永元年(1765〜72)　古35	 美品		 	¥70,000	
	198	 明和五匁銀　明和2年〜安永元年(1765〜72)　古35	 美品		 	¥70,000	
	199	 明和五匁銀　明和2年〜安永元年(1765〜72)　古35	 並品		 	¥50,000	

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

	200	 古南鐐二朱銀　大型　両面額縁　明和9年〜文政7年(1772〜1824)　古36	 美品		 	¥10,000	
	201	 古南鐐二朱銀　大型　明和9年〜文政7年(1772〜1824)　古36	 美品		 	¥10,000	
	202	 古南鐐二朱銀　明和　八点小　大型　額縁　28.3mm×16.3mm　明和9年〜文政7年(1772〜1824)　古36
	 	 	 トーン	美品		 	¥80,000	
	203	 古南鐐二朱銀　明和　明和9年〜文政7年(1772〜1824)　古36	 美品		 	¥10,000	

	204	 古南鐐二朱銀　5点1組　明和9年〜文政7年(1772〜1824)　古36	 美品	(5)	 	¥30,000	

	205	 新南鐐二朱銀3点,文政南鐐一朱銀1点　計2種4点1組　古37,38	 美品	(4)	 	¥18,000	
	206	 文政南鐐一朱銀　定落　2.57g　文政12年〜天保8年(1829〜37)　古38	 美品		 	¥50,000	
	207	 天保一分銀　Pt型　定落　額縁　天保8年〜安政元年(1837〜54)　古39　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品		 	¥180,000	
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	208	 天保一分銀　Zq型　逆打　額縁　天保8年〜安政元年(1837〜54)　古39　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品		 	¥200,000	
	209	 天保一分銀　Zz型　天保8年〜安政元年(1837〜54)　古39	 美品		 	¥35,000	
	210	 天保一分銀　Sl型　ハネ分　5点1組　天保8年〜安政元年(1837〜54)　古39	 極美品〜未使用品	(5)	 	¥15,000	

	211	 庄内一分銀　Sl型　ハネ分　天保8年〜安政元年(1837〜54)　古39A	 美品		 	¥10,000	
	212	 庄内一分銀　Sm型　ハネ分　長柱座　Y字刻印　天保8年〜安政元年(1837〜54)　古39A
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 	¥46,000	
	213	 安政一分銀　Ag型　逆打　安政6年〜明治元年(1859〜68)　古40　日本貨幣商協同組合鑑定書付	
	 	 	 美品		 	¥120,000	
	214	 安政一分銀　Ba型　定落　額縁　安政6年〜明治元年(1859〜68)　古40　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品		 	¥120,000	
	215	 安政一分銀　Ae型　玉一玉座　安政6年〜明治元年(1859〜68)　古40	 極美品		 	¥20,000	

	216	 安政一分銀　入分玉座2点(Af,Ga),切分4点(Ag②,Fa,Gc)　計6点1組　古40	 美品+〜極美品	(6)	 	¥20,000	
	217	 安政一分銀　Za型　両面額縁　安政6年〜明治元年(1859〜68)　古40	 極美品		 	¥20,000	
	218	 安政一分銀　Zd型　両面額縁　安政6年〜明治元年(1859〜68)　古40	 美品/極美品		 	¥15,000	

郵便入札〆切日：平成29年 11月 16日（木）必着
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	219	 安政一分銀　Ad型　中柱座　安政6年〜明治元年(1859〜68)　古40	 美品		 	¥20,000	
	220	 明治一分銀　Kh型　川常・ハネ分・ハネ銀　明治元年〜2年(1868〜69)　古41	 上品		 	¥20,000	
	221	 明治一分銀　Kj型　ハネ分・ハネ銀　明治元年〜2年(1868〜69)　古41	 極美品		 	¥25,000	
	222	 嘉永一朱銀　逆打　額縁　嘉永6年〜慶応元年(1853〜65)　古42　日本貨幣商協同組合鑑定書付	
	 	 	 極美品		 	¥80,000	
	223	 明治一朱銀(川常一朱)　9点1組　位付3,4　古43　下見して下さい(返品不可)	 未使用品	(9)	 	¥9,000	
	224	 安政二朱銀　短柱座　額縁　安政6年(1859)　古44	 美品		 	¥90,000	

	225	 安政二朱銀　短柱座　安政6年(1859)　古44	 美品		 	¥90,000	
	226	 安政二朱銀　短柱座　安政6年(1859)　古44	 美品		 	¥80,000	
	227	 改三分定銀　小字　1858年　古44A　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 	¥350,000	

	228	 円歩金(太閤円歩金)　天正17年頃(1589頃)　古17　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 	¥2,000,000	
	229	 真文二分判金　文政元年〜11年(1818〜28)　古18	 極美品		 	¥40,000	
	230	 真文二分判金　額縁　文政元年〜11年(1818〜28)　古18	 美品/極美品		 	¥40,000	
	231	 草文二分判金　文政11年〜天保3年(1828〜32)　古18A	 美品/極美品		 	¥30,000	
	232	 草文二分判金　文政11年〜天保3年(1828〜32)　古18A	 美品		 	¥25,000	

	233	 万延二分判金　安政型　万延元年〜明治初期(1860〜)　古20	 美品	+	 	¥45,000	
	234	 万延二分判金　安政型　万延元年〜明治初期(1860〜)　古20	 美品		 	¥40,000	
	235	 万延二分判金　明治型　万延元年〜明治初期(1860〜)　古20	 美品/極美品		 	¥35,000	
	236	 明治二分判金　逆打　明治元年〜2年(1868〜69)　古20A	 美品/極美品		 	¥20,000	
	237	 額一分判金(大阪一分)　慶長4年(1599)　古21　縁にキズ有り	 佳品		 	¥450,000	
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	238	 慶長一分判金　両本　深打　両面額縁　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古22	 極美品	+	 	¥600,000	

	239	 慶長一分判金　片本(称江戸座)　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古22　試金跡有り	 美品		 	¥80,000	
	240	 慶長一分判金　前期　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古22	 美品		 	¥80,000	
	241	 慶長一分判金　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古22	 美品		 	¥50,000	
	242	 元禄一分判金　元禄8年〜宝永7年(1695〜1710)　古23　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 	¥60,000	
	243	 宝永一分判金　宝永7年〜正徳4年(1710〜14)　古24	 美品		 	¥50,000	
	244	 宝永一分判金　宝永7年〜正徳4年(1710〜14)　古24	 美品		 	¥50,000	

	245	 正徳一分判金　正徳4年(1714)　古25　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 	¥250,000	
	246	 享保一分判金　無刻印　享保元年〜元文元年(1716〜36)　古25A	 美品		 	¥40,000	
	247	 元文一分判金　大型　両面額縁　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古26	 クリーン	美品		 	¥10,000	

	248	 文政一分判金　大型(19.2mm×11.7mm)　両面額縁　文政2年〜11年(1819〜28)　古27	 極美品	+	 	¥70,000	
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	249	 天保一分判金　額縁　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古28	 極美品		 	¥10,000	
	250	 一分判金　額縁　3種1組(元文・文政・天保)　古26,27,28	 美品〜極美品	(3)	 	¥25,000	
	251	 万延一分判金　ハネ分　万延元年〜慶応3年(1860〜67)　古30	 美品		 	¥40,000	
	252	 万延一分判金　ハネ分　2点1組　万延元年〜慶応3年(1860〜67)　古30	 極美品	(2)	 	¥90,000	

	253	 万延一分判金　トメ分　万延元年〜慶応3年(1860〜67)　古30	 極美品		 	¥60,000	
	254	 元禄二朱判金　無刻印　額縁様　元禄10年〜宝永7年(1697〜1710)　古31　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品	+	 	¥300,000	
	255	 元禄二朱判金　元禄10年〜宝永7年(1697〜1710)　古31　洗い有り	 上品		 	¥70,000	
	256	 文政一朱判金(角一朱)　逆打　文政7年〜天保3年(1824〜32)　古34　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品		 	¥90,000	
	257	 文政一朱判金(角一朱)　文政7年〜天保3年(1824〜32)　古34	 美品	+	 	¥30,000	

	258	 天保五両判金　献上大吉(大吉)　33.70g　天保8年〜14年(1837〜43)　古7　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品	+	 	¥1,800,000	
	259	 天保五両判金(堺吉)　33.73g　天保8年〜14年(1837〜43)　古7　日本貨幣商協同組合鑑定書付	
	 	 	 極美品	+	 	¥1,000,000	
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	260	 慶長古鋳二分判金(新)　9.0g　長径58.5mm　短径31.0mm　慶長初期	 美品		 	¥6,000,000	

　慶長期の小判の歴史を語るうえで、数種類の文化財ともいえる珍品が近年銀座コインオークションに登場している。
「駿河墨書小判」「武蔵墨書小判」「慶長古鋳小判」である。いずれも稀少性の高い珍品ばかりだが、もうひとつの重要
な一品がこの「慶長古鋳二分判金」である。
　従来から太閤二分判金という名称で「金銀図録」や「日本貨幣史」等に掲載されているが、最近の研究で、こちらの
二分判は慶長古鋳小判との対比で、ほぼ同時期のものであることが立証されている。

260（拡大）
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	261	 慶長小判金(梯金)　前期　細目打　17.68g　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古8
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品/極美品		 	¥900,000	
	262	 慶長小判金(喜き)　前期　細目打　17.71g　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古8　銀座コイン鑑定証付
	 	 	 美品/極美品		 	¥900,000	

	263	 慶長小判金(右座人印：利当)　前期　細目打　17.74g　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古8
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	-	 	¥700,000
264	 慶長小判金(ふ甚)　17.78g　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古8　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品		 	¥900,000	

	265	 慶長小判金(ほ仁)　17.80g　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古8　銀座コイン鑑定証付
	 	 	 美品/極美品		 	¥900,000	
	266	 慶長小判金(大外)　17.75g　慶長6年〜元禄8年(1601〜95)　古8　日本貨幣商協同組合鑑定書付	
	 	 	 美品		 	¥800,000	
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	267	 元禄小判金(六山)　長元　17.77g　元禄8年〜宝永7年(1695〜1710)　古9　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品		 	¥1,000,000	
	268	 元禄小判金(万吉)　短元　無刻印　17.86g　元禄8年〜宝永7年(1695〜1710)　古9
	 	 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		 	¥1,500,000	

	269	 宝永小判金(伍吉)　乾字　9.36g　宝永7年〜正徳4年(1710〜14)　古10　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品/極美品		 	¥600,000	
	270	 正徳小判金(本村)　無刻印　17.80g　正徳4年(1714)　古11　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		 	¥1,300,000	

　元禄小判金には「長元」と「短元」が存在する。「元」の末画のハネの短いものを「短元」と呼んで珍重しているが、「長
元」と比べ花押印も異なる。本品はその中でも無刻印の素晴らしい状態でその価値を更に高めている。

268267

270269

郵便入札〆切日：平成29年 11月 16日（木）必着
FAXでの入札〆切日：平成29年 11月 16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。
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	271	 正徳小判金(本村)　17.80g　正徳4年(1714)　古11　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 	¥1,150,000	
	272	 享保小判金　偶然大吉(大吉)　極印深打　端正な特別仕立て　17.80g		正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古11A
	 	 	 極美品		 	¥700,000	

	273	 享保小判金　偶然大吉(大吉)　17.78g　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古11A	 美品/極美品		 	¥480,000	
	274	 享保小判金(松亦)　17.76g　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古11A	 美品		 	¥300,000	

	275	 享保小判金(三吉)　17.73g　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古11A	 美品		 	¥300,000	
	276	 享保小判金(久吉)　17.75g　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古11A	 美品		 	¥300,000	
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	277	 享保小判金(川五)　17.80g　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古11A　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品		 	¥300,000	
	278	 佐渡小判金(筋神)　17.80g　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古11B
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付,銀座コイン鑑定証付	 美品/極美品		 	¥2,700,000	

	279	 元文小判金　献上大吉(大吉)　13.12g　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古12	 極美品		 	¥650,000	
	280	 元文小判金(馬神)　七福小判　13.09g　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古12	 極美品		 	¥200,000	

	281	 元文小判金(松七)　13.02g　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古12　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品		 	¥120,000	
	282	 元文小判金(加生)　13.00g　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古12　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品		 	¥120,000	

278277

280279

282281



－ 37 －

	283	 元文小判金(九村)　13.10g　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古12	 美品		 	¥110,000	
	284	 元文小判金(八井)　13.02g　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古12	 美品		 	¥110,000	

	285	 元文小判金(アサ七)　13.02g　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古12	 美品		 	¥110,000	
	286	 元文小判金(アサ村)　13.06g　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古12	 美品		 	¥110,000	

	287	 元文小判金(加生)　13.02g　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古12	 美品	-	 	¥110,000	
	288	 元文小判金(八村)　13.07g　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古12
	 	 エッヂにアタリ有り	 洗い有り　美品		 	¥70,000	
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	289	 文政小判金　献上大吉(大吉)　13.08g　文政2年〜11年(1819〜28)　古13	 極美品	+	 	¥650,000	
	290	 文政小判金　偶然大吉(大吉)　13.08g　文政2年〜11年(1819〜28)　古13　日本貨幣商協同組合鑑定書付	
	 	 	 美品/極美品		 	¥250,000	

	291	 文政小判金(へい神)　13.10g　文政2年〜11年(1819〜28)　古13　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品/極美品		 	¥110,000	
	292	 文政小判金(沙東)　無刻印　13.10g　文政2年〜11年(1819〜28)　古13　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品/極美品		 	¥110,000	

	293	 文政小判金(仲吉)　無刻印　13.12g　文政2年〜11年(1819〜28)　古13	 美品	+	 	¥110,000	
	294	 文政小判金(へい当)　花押印・小判師験極印　二重打　13.11g　文政2年〜11年(1819〜28)　古13
	 	 	 美品		 	¥110,000	
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	295	 文政小判金(九神)　13.10g　文政2年〜11年(1819〜28)　古13　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品		 	¥100,000	
	296	 文政小判金(へい五)　13.07g　文政2年〜11年(1819〜28)　古13	 美品		 	¥100,000	

	297	 文政小判金(沙神)　13.07g　文政2年〜11年(1819〜28)　古13	 美品		 	¥100,000	
	298	 文政小判金(沙当)　無刻印　13.07g　文政2年〜11年(1819〜28)　古13	 美品		 	¥100,000	

	299	 文政小判金(仲七)　13.10g　文政2年〜11年(1819〜28)　古13　日本貨幣商協同組合鑑定書付	
	 	 	 美品		 	¥100,000	
	300	 文政小判金(久当)　13.05g　文政2年〜11年(1819〜28)　古13	 美品		 	¥100,000	
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	301	 文政小判金(川神)　13.07g　文政2年〜11年(1819〜28)　古13	 美品	-	 	¥90,000	
	302	 文政小判金(久七)　13.10g　文政2年〜11年(1819〜28)　古13　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 洗い有り　美品		 	¥80,000	

	303	 文政小判金(九七)　13.13g　文政2年〜11年(1819〜28)　古13	 洗い有り　美品		 	¥80,000	

　銀座コインオークション初登場の珍品が出品された。献上大吉小判は元文小判鋳造期以降、小判の裏面の金座人と吹
所棟梁の験極印の組合せを縁起の良い「大吉」として、装飾・形態ともに端正な小判が特鋳され金座後藤から幕閣など
への年始贈答や祝儀にもあてられた。今回出品の逆打について主催者としても初見のもので、先祖より大切に伝承して
きたという出品者の言葉通り、価値の深い一品であることが想像される。

	304	 天保小判金　献上大吉(大吉)　逆打　11.20g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 	¥1,500,000	
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	305	 天保小判金　献上大吉(大吉)　11.22g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14	 極美品		 	¥600,000	
	306	 天保小判金(川五)　11.19g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14	 極美品		 	¥110,000	

	307	 天保小判金(大五)　11.15g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14	 美品/極美品		 	¥105,000	
	308	 天保小判金(川神)　11.21g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14	 美品/極美品		 	¥105,000	

	309	 天保小判金(へい東)　11.20g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14	 美品/極美品		 	¥105,000	
	310	 天保小判金(正生)　11.21g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14	 美品	+	 	¥100,000	
	311	 天保小判金(さ東)　座人極印90度傾打エラー　11.18g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14	
	 	 	 美品		 	¥110,000	
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	312	 天保小判金(八神)　11.18g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14	 美品		 	¥100,000	
	313	 天保小判金(久生)　11.26g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14	 美品		 	¥100,000	

	314	 天保小判金(沙当)　11.25g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14　書信館出版保証書付	 美品		 	¥100,000	
	315	 天保小判金(甫東)　11.30g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14　日本貨幣商協同組合鑑定書付	
	 	 	 美品		 	¥100,000	

	316	 天保小判金(舟五)　11.26g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14	 美品		 	¥100,000	
	317	 天保小判金(正七)　11.23g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14	 美品		 	¥100,000	
	318	 天保小判金(八吉)　11.26g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14	 美品		 	¥100,000	
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	319	 天保小判金(堺七)　11.26g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14	 少金ヤケ有り	美品		 	¥90,000	
	320	 天保小判金(沙当)　11.30g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 判少ウェーブ有り	 美品		 	¥80,000	
	321	 天保小判金(さ神)　11.21g　天保8年〜安政5年(1837〜58)　古14	 洗い有り　美品		 	¥80,000	

	322	 安政小判金(沙神)　9.00g　安政6年(1859)　古15　日本貨幣商協同組合鑑定書付　少金ヤケ有り	
	 	 	 極美品		 	¥450,000	
	323	 万延小判金　献上大吉(大吉)　3.34g　万延元年〜慶応3年(1860〜67)　古16	 美品/極美品		 	¥500,000	
	324	 万延小判金(たキ)　3.30g　万延元年〜慶応3年(1860〜67)　古16	 極美品		 	¥60,000	

	325	 万延小判金(九五)　3.30g　万延元年〜慶応3年(1860〜67)　古16	 美品/極美品		 	¥60,000	
	326	 万延小判金(た五)　3.29g　万延元年〜慶応3年(1860〜67)　古16	 美品/極美品		 	¥60,000	
	327	 万延小判金(た七)　3.32g　万延元年〜慶応3年(1860〜67)　古16	 美品		 	¥50,000	
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	328	 上字雁金金　78.02g　長径110.0mm　短径51.0mm　室町時代末期　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品		 	¥6,300,000	

　金銀は古代から自然貨幣のひとつとして使われていた。室町時代後半より金錠を打ち延ばした延金が登場した。大き
さ、厚みは不同で量目も異なる。出土地も近畿から中部地方一円と広く、特定の鋳造地は確定しえない。その中で極稀
に鏨で「上」の字や雁の飛んでいる姿思わせる模様を打ったものがある。今回出品の珍品は、なんと両方を鏨打している。

328
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	329	 天正長大判金　後藤顕乗墨書　元書　天正年間(1573〜91)　古1A
	 	 量目：161.40g　長径：165.8mm　短径：106.3mm　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 佳品		 	¥12,000,000	

　天正大判金は俗称豊臣氏大判金とも云われ、天正期、文禄期、慶長 13年以降のものと 3種に大別される。この天正
長大判金は次鋳 (菱大判金の次 )のもので、世界最大の金貨と収集界では珍重されている。本品は形状がやや幅広、長
径がつまっている稀少タイプである。過去に数多くの武将や豪商等を渡り歩いたとも想像でき、長い歴史の中で「判」
自体酷使されてきたようだ。秀吉が京都の聚楽第にて天正17年 (1589) におこなった、有名な金賦 (金配り )に使われた
大判金こそがこの天正長大判金なのである。
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	330	 天正大判金　後藤栄乗墨書　元書　天正年間〜慶長14年(1573〜1609)　古18
	 	 量目：165.40g　長径：158.0mm　短径：98.6mm　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 	¥13,000,000	

　豊臣氏大判の中で「後鋳」とされ、量目は規定通り 44匁 1分（165.4g）であるが、長大判と比べ縮型されている。
慶長期以降の大判と板金の形態が大きく異なり、創始者秀吉の大判らしい地金肌の美しさ、重量感は世界的にも人気が
高い。この天正大判金は「大仏大判」とも呼ばれており、慶長 14年、豊臣秀頼が京都方廣寺の大仏殿再建の費用を賄
うために発行したと云われている。

330
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	331	 享保大判金　背：久石竹　後藤真乗墨書　元書　享保10年〜天保8年(1725〜1837)　古4A
	 	 量目：165.15g　長径：155.5mm　短径：95.0mm　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品	+	 	¥3,900,000	

　享保大判は後藤四郎兵衛家、第 12代の寿乗がその製造に従事したもので、江戸期を通じて最も長い通用期間のもの
であるため、寿乗から最後の 17代典乗に至る各代の墨書判が残存している。大判収集家にとって、この 6種類の享保
大判金の完集はひとつの夢であるが、本品のように完全元書の状態の品物はとてもレアである。
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	332	 享保大判金　背：久七竹　後藤真乗墨書	元書　享保10年〜天保8年(1725〜1837)　古4A
	 	 量目：165.54g　長径：154.2㎜　短径：93.9㎜　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 	¥3,400,000	
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	333	 万延大判金　のし目打　背：吉宇き　後藤典乗墨書　一部加筆　万延元年〜文久2年(1860〜62)　古6A
	 	 量目：113.06g　長径：135.4mm　短径：81.0mm　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	+	 	¥1,100,000	

　江戸時代最後の大判金は、量目約 30匁、含金量約 11匁という貧弱なもので、形式は表面のゴザ目が槌目ではなく、
鏨打のものと、のし目打の 2種が存在する。本品はのし目打のタイプで全体的に判の状態は良好だが、残念ながら墨の
一部に若干の加筆が見られる。

333



－ 50 －

第２部（ロット334〜817）
午後12時 15分〜午後４時15分（予定）

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

	334	 西郷札　10円〜10銭　6種1組　明治10年(1877)　軍12-3〜12-8　針穴有り　下見してください
	 	 	 並品〜上品	(6)	 	¥150,000	

（	Lot	No.334〜506の紙幣は40％に縮小されています）	

近代紙幣他　Japanese	Modern	Notes	etc.

	335	 シベリア出兵軍票　金10円　見本券(見本,パンチ穴2ヶ所)　大正7年(1918)　軍4　クリップ跡有り
	 	 	 極美品	+	 	¥500,000	
	336	 シベリア出兵軍票　金5円　見本券(見本,パンチ穴2ヶ所)　大正7年(1918)　軍5	 極美品	+	 	¥400,000	

334
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	337	 日華事変軍票　甲号10円　昭和12年(1937)　軍5	 美品		 	¥100,000	
	338	 日華事変軍票　甲号5円　昭和12年(1937)　軍5A	 美品		 	¥70,000	

	339	 日華事変軍票　甲号1円　昭和12年(1937)　軍5B	 美品		 	¥8,000	

	340	 日華事変戊号100円札　見本券　軍9	 極美品		 	¥10,000	

	341	 日華事変軍票　ろ号10円(仏印方面)　昭和15年　軍10	 美品/極美品		 	¥15,000	

郵便入札〆切日：平成29年 11月 16日（木）必着
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	342	 江戸横浜通用金札　五両　慶応3年(1867)　札1	 極美品		 	¥250,000	
	343	 江戸関八州金札　壹両　慶応3年(1867)　札2	 極美品		 	¥200,000	

	344	 大阪為替会社金札　貮百両(株券)　明治2年(1869)　札10-11	 美品		 	¥200,000	
	345	 西京為替会社金札　2種1組　明治2年(1869)　札10-13	 上品	(2)	 	¥30,000	

	346	 東京為替会社金札　貮拾五両　明治2年(1869)　札10-16　ピンホール1ヶ所	 上品		 	¥180,000	
	347	 松阪商会社金札　壹両　明治3年(1870)	 美品		 	¥35,000	

342 343
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	348	 伊勢崎会計局札　銭五貫文,貮貫五百文,壹貫文　3種1組	 美品	(3)	 	¥30,000	

	349	 名古屋藩　米金札2種1組(賀田屋源太郎)　寛政5年	 並品	(2)	 	¥40,000	
	350	 美濃加納藩　傘札　壱本	 並品		 	¥120,000	

	351	 髙山県札　3種1組　金三朱(ハサミ入),金貮朱,金半朱　明治2年(1869)	 上品	(3)	 	¥160,000	

　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18日（土））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19日（日）以降、（株）銀座コインにてお願い申し上げます。

〜	ご注意	〜
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	352	 明治通宝10円札　明治5年〜32年(1872〜99)　紙1	 極美品	+	 	¥140,000	
	353	 明治通宝10円札　明治5年〜32年(1872〜99)　紙1	 極美品	+	 	¥140,000	

	354	 明治通宝5円札　明治5年〜32年(1872〜99)　紙1A	 未使用品		 	¥300,000	
	355	 明治通宝5円札　明治5年〜32年(1872〜99)　紙1A	 美品		 	¥120,000	

	356	 明治通宝2円札　明治5年〜32年(1872〜99)　紙1B	 美品		 	¥30,000	
	357	 明治通宝1円札　明治5年〜32年(1872〜99)　紙1C　PMG(55)	 極美品/未使用品		 	¥15,000	
	358	 明治通宝1円札　明治5年〜32年(1872〜99)　紙1C　PMG(55)	 極美品/未使用品		 	¥15,000	

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。

352 353

354 355
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	359	 明治通宝1円札　明治5年〜32年(1872〜99)　紙1C　PMG(53)　	 極美品		 	¥10,000	
	360	 明治通宝1円札　2点1組　明治5年〜32年(1872〜99)　紙1C	 極美品	(2)	 	¥15,000	

	361	 明治通宝1円札　エラー札		「明治通宝」文字無し	明治5年〜32年(1872〜99)		紙1C		修正有り	 美品		 	¥10,000	
	362	 明治通宝半円札　明治5年〜32年(1872〜99)　紙1D　ACCA(92)	 未使用品		 	¥30,000	

	363	 明治通宝半円札　2点1組　明治5年〜32年(1872〜99)　紙1D	 極美品〜未使用品	(2)	 	¥20,000	
	364	 明治通宝20銭札　2点1組　明治5年〜32年(1872〜99)　紙1E	 極美品	(2)	 	¥10,000	

	365	 明治通宝10銭札　4点1組　明治5年〜32年(1872〜99)　紙1F	 美品〜極美品	(4)	 	¥10,000	

	366	 旧国立銀行券2円(第1銀行・東京)　明治6年〜32年(1873〜99)　紙2C	 美品/極美品		 	¥400,000	
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	367	 旧国立銀行券2円札(第15銀行・東京)　明治6年〜32年(1873〜99)　紙2C	 美品	-	 	¥300,000	

	368	 旧国立銀行券2円札(第15銀行・東京)　明治6年〜32年(1873〜99)　紙2C　	 少ヘゲ有り　美品	-	 	¥260,000	

	369	 旧国立銀行券1円札(第4銀行・新潟)　明治6年〜32年(1873〜99)　紙2D	 並品		 	¥90,000	

	370	 旧国立銀行券1円(第15銀行・東京)　明治6年〜32年(1873〜99)　紙2D	 美品/極美品		 	¥250,000	

	371	 新国立銀行券5円札・かじや5円(第110銀行・山口)　明治11年〜22年(1878〜89)　紙3　	
	 	 	 ヘゲ有り　美品	-	 	¥80,000	
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	372	 神功皇后10円札　原符付　明治16年〜32年(1883〜99)　紙4　	 軽いヨレ有り　未使用品	-(2)	 	¥650,000	

	373	 神功皇后10円札　明治16年〜32年(1883〜99)　紙4	 極美品/未使用品		 	¥550,000	

	374	 神功皇后5円札　原符付　明治15年〜32年(1882〜99)　紙4A　5円札：未使用品　原符：美品	 (2)		 	¥500,000	

	375	 神功皇后5円札　明治15年〜32年(1882〜99)　紙4A	 美品	+	 	¥250,000	

	376	 神功皇后1円札　明治14年〜32年(1881〜99)　日本貨幣カタログ写真原品　紙4B	 未使用品		 	¥100,000	

372 372（原符）
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374 374（原符）
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	377	 神功皇后1円札　明治14年〜32年(1881〜99)　紙4B	 未使用品		 	¥100,000	

	378	 神功皇后1円札　明治14年〜32年(1881〜99)　紙4B	 未使用品		 	¥100,000	

	379	 神功皇后1円札　明治14年〜32年(1881〜99)　紙4B	 美品		 	¥30,000	

	380	 大蔵卿50銭札　明治15年〜32年(1882〜99)　紙4C	 未使用品		 	¥150,000	
	381	 大蔵卿20銭札　明治15年〜32年(1882〜99)　紙4D	 極美品	+	 	¥10,000	

	382	 大黒10円札　明治18年〜昭和14年(1885〜1939)　紙5	 美品		 	¥600,000	
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	383	 裏大黒5円札　明治19年〜昭和14年(1886〜1939)　紙5A	 極美品	+	 	¥450,000	

	384	 裏大黒5円札　明治19年〜昭和14年(1886〜1939)　紙5A	 極美品		 	¥400,000	

	385	 大黒1円札　明治18年〜(1885〜)　紙5B	 未使用品		 	¥120,000	

	386	 大黒1円札　明治18年〜(1885〜)　紙5B	 未使用品	-	 	¥80,000	

	387	 大黒1円札　明治18年〜(1885〜)　紙5B	 若干のシミ有り　未使用品	-	 	¥80,000	

387

386

385

384

383

※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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	388	 大黒1円札　明治18年〜(1885〜)　紙5B	 極美品	+	 	¥60,000	

	389	 大黒1円札　明治18年〜(1885〜)　紙5B	 極美品		 	¥60,000	

	390	 大黒1円札　明治18年〜(1885〜)　紙5B	 並品/美品		 	¥20,000	

	391	 表猪10円札　明治23年〜昭和14年(1890〜1939)　紙6A　	 四隅若干のヨレ有り　未使用品	-	 	¥600,000	

	392	 分銅5円札　明治21年〜昭和14年(1888〜1939)　紙6B	 若干のヨレ有り　未使用品	-	 	¥480,000	
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	393	 分銅5円札　明治21年〜昭和14年(1888〜1939)　紙6B	 極美品	+	 	¥400,000	

	394	 裏紫100円札(アラビア)　明治33年〜昭和14年(1900〜39)　紙7A	 未使用品	-	 	¥600,000	

	395	 裏紫100円札(アラビア)　明治33年〜昭和14年(1900〜1939)　紙7A	 極美品	+	 	¥400,000	

	396	 裏猪10円札　前期(万葉)　明治32年〜昭和14年(1899〜1939)　紙7B	 未使用品		 	¥250,000	

	397	 裏猪10円札　前期(万葉)　明治32年〜昭和14年(1899〜1939)　紙7B	 未使用品		 	¥250,000	
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	398	 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	+	 	¥80,000	

	399	 裏猪10円札　後期(アラビア)　明治32年〜昭和14年(1899〜1939)　紙7B	 美品		 	¥50,000	

	400	 裏猪10円札　後期(アラビア)　明治32年〜昭和14年(1899〜1939)　紙7B　PMG(40)	 美品		 	¥70,000	

	401	 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	+	 	¥60,000	

	402	 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	+	 	¥60,000	
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	403	 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	

	404	 透し大黒5円札　明治43年〜昭和14年(1910〜39)　紙8	 極美品	+	 	¥60,000	

	405	 透し大黒5円札　明治43年〜昭和14年(1910〜39)　紙8	 極美品		 	¥50,000	

	406	 透し大黒5円札　明治43年〜昭和14年(1910〜39)　紙8	 極美品		 	¥50,000	

	407	 横書き20円札　見本券　大正6年〜昭和14年(1917〜39)　紙9A　	 裏面ヘゲ有り　美品		 	¥120,000	
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	408	 横書き20円札　大正6年〜昭和14年(1917〜39)　紙9A　	 若干のヨレ有り　未使用品	-	 	¥150,000	

	409	 横書き20円札　大正6年〜昭和14年(1917〜39)　紙9A　	 出来シワ有り　未使用品	-	 	¥150,000	

	410	 左和気10円札　大正4年〜昭和14年(1915〜39)　紙9B	 未使用品		 	¥40,000	

	411	 左和気10円札　大正4年〜昭和14年(1915〜39)　紙9B	 未使用品		 	¥40,000	

	412	 左和気10円札　大正4年〜昭和14年(1915〜39)　紙9B	 未使用品		 	¥40,000	
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	413	 大正武内5円札　大正5年〜昭和14年(1916〜39)　紙9C	 未使用品	-	 	¥30,000	

	414	 大正武内5円札　大正5年〜昭和14年(1916〜39)　紙9C	 極美品		 	¥20,000	

	415	 裏白200円札　昭和2年〜21年(1927〜46)　11-41　	 若干のヨレ有り　未使用品	-	 	¥3,000,000	

　大正9年（1920）、第1次世界大戦が終わり、急激に生産能力を拡大した日本企業はたちまち販路を失い恐慌が起き銀行
の倒産が各地で見られた。さらに大正12年に発生した関東大震災によって、昭和2年（1927）金融大恐慌に発展した。この
事態に対処すべく緊急に高額紙幣が印刷された。これが日本銀行兌換券200円である。時間がなかったため、表面しか印
刷されず「裏白200円」と呼ばれた。日本銀行は事態が平静化したため、この幻の札の回収を図った。現在は大変な稀少品
となっている。
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414

415

○平成 29年 10月 18日（水）〜11月 17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 29年 11月 18日（土）
　・帝国ホテル  雅の間（３階）　午前８時〜午後７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〜 333）に限らせて頂きます。
　Lot334 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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	416	 裏赤200円札　昭和2年〜21年(1927〜46)　紙11	 未使用品		 	¥180,000	

	417	 裏赤200円札　昭和2年〜21年(1927〜46)　紙11	 極美品		 	¥120,000	

	418	 タテ書き20円札　昭和6年〜21年(1931〜46)　紙12B	 未使用品		 	¥50,000	

	419	 タテ書き20円札　昭和6年〜21年(1931〜46)　紙12B　ACCA(95)	 未使用品		 	¥50,000	

	420	 タテ書き20円札　昭和6年〜21年(1931〜46)　紙12B	 未使用品	-	 	¥30,000	
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	421	 日本武尊1000円札　昭和17年〜21年(1942〜46)　紙13　	 若干のヨレ有り,シミ有り　極美品	+	 	¥140,000	

	422	 日本武尊1000円札　昭和17年〜21年(1942〜46)　紙13　PMG(35)	 美品		 	¥100,000	

	423	 藤原200円札　昭和17年〜21年(1942〜46)　紙14A	 未使用品		 	¥30,000	

	424	 藤原200円札　昭和17年〜21年(1942〜46)　紙14A	 未使用品		 	¥30,000	

	425	 藤原200円札　昭和17年〜21年(1942〜46)　紙14A	 極美品		 	¥10,000	

421
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	426	 藤原200円札　2枚1組　昭和17年〜21年(1942〜46)　紙14A	 美品〜極美品	(2)	 	¥10,000	

	427	 100円札　1次(証紙付),2次,3次(後期)　3種1組　紙12A,15A,17A	 極美品〜未使用品	(3)	 	¥10,000	

	428	 5円札　1次,3次(No.1)　2種1組　紙12D,15C	 極美品〜未使用品	(2)	 	¥10,000	
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	429	 2次10円札　No.1　2枚1組(1枚証紙付)　紙15B	 美品〜極美品	(2)	 	¥10,000	

	430	 中央武内1円札　補刷　1組　900001(補刷の1の1)　昭和18年〜(1943〜)　紙15D	 未使用品		 	¥100,000	

	431	 3次100円札　簡易見本券　紙17A　ACCA(93)	 未使用品		 	¥20,000	

	432	 4次100円札　000001　昭和21年(1946〜)　紙21A	 極美品		 	¥20,000	

	433	 議事堂10円札　福耳・表一部印刷抜けエラー　紙21B	 美品		 	¥20,000	
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	434	 紋様5円札　表裏印刷抜けエラー　紙21C　PMG(55)	 極美品		 	¥10,000	

	435	 紋様5円札　裏面印刷ズレエラー　紙21C	 美品	-	 	¥5,000	
	436	 梅5銭　見本券　表：「見本」字　2ヶ所,パンチ穴4ヶ所　昭和23年(1948)発行　紙22C　ACCA(95)
	 	 	 未使用品		 	¥10,000	
	437	 10円札(1次,2次,3次),1円札(漢数字,洋数字,中央武内)	6種1組	下見して下さい	 極美品〜未使用品	(6)	 	¥5,000	

	438	 聖徳太子1000円札　1桁　A406032A　昭和25年〜(1950〜)　紙23A	 極美品		 	¥50,000	
	439	 岩倉旧500円札　1桁　A057823A　紙23B	 未使用品		 	¥150,000	

	440	 岩倉旧500円札　1桁　A456713A　昭和26年〜(1951〜)　紙23B　若干のヨレ有り	 未使用品	-	 	¥30,000	
	441	 岩倉旧500円札　2桁　AA781044A　昭和26年〜(1951〜)　紙23B　若干のヨレ有り	 未使用品	-	 	¥20,000	

	442	 高橋50円札　1桁　A435392A　昭和26年〜(1951〜)　紙24　若干のヨレ有り,シミ有り	 極美品		 	¥30,000	
	443	 板垣退助100円札　前期　1桁　A656985A　昭和28年〜(1953〜)　紙25　若干のヨレ有り	
	 	 	 未使用品	-	 	¥35,000	
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	444	 板垣退助100円札　前期　2桁　AA873880A　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 極美品		 	¥50,000	
	445	 板垣退助100円札　後期　2桁　MZ000001M　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品		 	¥70,000	

	446	 板垣退助100円札　後期　2桁　QW111111D　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品		 	¥40,000	
	447	 板垣退助100円札　後期　2桁　100枚帯封　WP000001F〜WP000100F
	 	 昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	(100)		¥100,000	
	448	 板垣退助100円札　2桁　UX666666E　昭和28年〜(1953〜)　紙25　ACCA(66)	 未使用品		 	¥20,000	

	449	 板垣退助100円札　2桁　RU000001W,RU000002W　2枚1組　昭和28年〜(1953〜)　紙25
	 	 	 極美品	(2)	 	¥60,000	

	450	 聖徳太子10000円札　1桁　A097271A　昭和33年〜(1958〜)　紙26A　ヨレ有り	
	 	 	 極美品/未使用品		 	¥50,000	
	451	 聖徳太子10000円札　2桁　DX000001X　昭和33年〜(1958〜)　紙26A　若干のヨレ有り
	 	 	 未使用品	-	 	¥30,000	

	452	 聖徳太子10000円札　2桁　TA000001C　昭和33年〜(1958〜)　紙26A	 未使用品		 	¥50,000	
	453	 聖徳太子10000円札　2桁　GN123456X　昭和33年〜(1958〜)　紙26A　ACCA(67)	 未使用品		 	¥25,000	
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	454	 聖徳太子10000円札　2桁　MH111111H　昭和33年〜(1958〜)　紙26A	 未使用品		 	¥40,000	
	455	 聖徳太子10000円札　2桁　YZ222222G　昭和33年〜(1958〜)　紙26A	 未使用品		 	¥30,000	

	456	 聖徳太子10000円札　2桁　JJ555555X　昭和33年〜(1958〜)　紙26A　PMG(65)	 未使用品		 	¥30,000	
	457	 聖徳太子10000円札　2桁　KA666666W　昭和33年〜(1958〜)　紙26A　PMG(65)	 未使用品		 	¥30,000	

	458	 聖徳太子10000円札　2桁　LG888888Z　昭和33年〜(1958〜)　紙26A　PMG(65)	 未使用品		 	¥40,000	
	459	 聖徳太子10000円札　2桁　ND888888V　昭和33年〜(1958〜)　紙26A　ACCA(68)	 未使用品		 	¥40,000	

	460	 聖徳太子10000円札　2桁　ZZ284339Z　昭和33年〜(1958〜)　紙26A	 未使用品		 	¥15,000	
	461	 聖徳太子5000円札　1桁　A247784A　昭和32年〜(1957〜)　紙26B	 未使用品		 	¥70,000	

	462	 聖徳太子5000円札　1桁　Z775012Z　昭和32年〜(1957〜)　紙26B　若干のヨレ有り	未使用品	-	 	¥10,000	
	463	 聖徳太子5000円札　1桁　Z821308Z　昭和32年〜(1957〜)　紙26B	 未使用品		 	¥10,000	
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	464	 聖徳太子5000円札　2桁　DJ000001J　昭和32年〜(1957〜)　紙26B	 未使用品		 	¥60,000	 	
	465	 聖徳太子5000円札　2桁　HP000001L　昭和32年〜(1957〜)　紙26B	 未使用品		 	¥60,000	

	466	 聖徳太子5000円札　2桁　EG111111M　昭和32年〜(1957〜)　紙26B	 未使用品		 	¥30,000	
	467	 伊藤博文1000円札　黒番　2桁　WY000001W　昭和38年〜(1963〜)　紙27	 未使用品		 	¥15,000	

	468	 伊藤博文1000円札　黒番　2桁　CS111111E　昭和38年〜(1963〜)　紙27	 未使用品		 	¥10,000	
	469	 伊藤博文1000円札　紺番　1桁　A435650A　昭和38年〜(1963〜)　紙27	少シミ有り	 未使用品		 	¥10,000	

	470	 伊藤博文1000円札　紺番　2桁　BT000001S　昭和38年〜(1963〜)　紙27　	
	 	 	 若干のヨレ有り　未使用品	-	 	¥10,000	
	471	 伊藤博文1000円札　紺番　2桁　QD000001F　昭和38年〜(1963〜)　紙27	 未使用品		 	¥15,000	

	472	 伊藤博文1000円札　紺番　2桁　YT111111B　昭和38年〜(1963〜)		紙27	ヨゴレ有り	 未使用品	-	 	¥8,000	
	473	 伊藤博文1000円札　紺番　2桁　UP111111W　昭和38年〜(1963〜)		紙27	 極美品	+	 	¥5,000	
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	474	 岩倉新500円札　1桁　A145453A　昭和44年〜(1969〜)　紙28	 未使用品		 	¥10,000	
	475	 岩倉新500円札　1桁　Z226035Z　昭和44年〜(1969〜)　紙28　	 ヨレ有り　極美品	+	 	¥5,000	

	476	 岩倉新500円札　1桁　X666666U　昭和44年〜(1969〜)　紙28　ACCA(67)	 未使用品		 	¥15,000	
	477	 岩倉新500円札　2桁　UK000001Z　昭和44年〜(1969〜)　紙28	 未使用品		 	¥10,000	

	478	 岩倉新500円札　2桁　AG111111G　昭和44年〜(1969〜)　紙28	 未使用品		 	¥10,000	
	479	 岩倉新500円札　2桁　BB000001X〜BB000010X　10枚1組　紙28	 未使用品	(10)	 	¥30,000	
	480	 福沢諭吉10000円札　茶番　国立印刷局　2桁　ZZ347381Z　平成15年〜(2003〜)　紙29	
	 	 	 未使用品		 	¥10,000	

	481	 新渡戸稲造5000円札　見本券　AA000000A　表：「見本」字,ミシン穴「見本」　裏：「見本」字　紙30
	 	 	 未使用品		 	¥120,000	

	482	 新渡戸稲造5000円札　茶番　1桁　Z000001A　昭和59年〜(1984〜)　紙30	 未使用品		 	¥35,000	
	483	 新渡戸稲造5000円札　茶番　財務　2桁　DB000001W　昭和59年〜(1984〜)　紙30	 未使用品		 	¥10,000	
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	484	 守礼門2000円札　1桁　Y333333T　平成12年〜(2000〜)　PMG(66)	 未使用品		 	¥20,000	
	485	 守礼門2000円札　1桁　P555555W　平成12年〜(2000〜)	 未使用品		 	¥20,000	

	486	 守礼門2000円札　1桁　E666666C　平成12年〜(2000〜)	 未使用品		 	¥20,000	
	487	 新福沢諭吉10000円札　ホログラムエラー　下見してください(返品不可)	 極美品/未使用品		 	¥50,000	

	488	 樋口一葉5000円札　黒番　2桁　EG777777K　平成16年〜(2004〜)	 未使用品		 	¥15,000	

　「銀座コインオークション」は平成29年 11月 18日（土）、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2018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29年 11月 16日（木）必着

郵便入札（Mail Bid）を
ご利用ください。
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	489	 中国人民銀行　100元　様票　万寿山　1948年　Pick806S　PMG(AU55)	 EF		 	¥20,000	

	490	 中国人民銀行　100元　様票　紅工場　1949年　Pick834S　PMG(Choice	UNC64)	 UNC		 	¥20,000	

	491	 中国人民銀行　200元　様票　収穫　1949年　Pick839S　PMG(AU55)	 AU		 	¥30,000	

	492	 中国人民銀行　200元　鉄鋼　1949年　Pick840a　PMG(Choice	UNC64)	 UNC		 	¥20,000	

	493	 中国人民銀行　1000元　三施　1949年　Pick848a　PMG(Choice	EF45)	 VF		 	¥25,000	

	494	 中国人民銀行　壹角　2枚1組　1962年　Pick877a　各PMG(Gem	UNC66)	 UNC	(2)	 ¥80,000	
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	495	 中国人民銀行　100元　2枚1組　1990年　Pick889b　各PMG(Choice	UNC64)	 UNC	(2)	 	¥10,000	

	496	 中国銀行　10元　様票　山東　1918年　Pick53S1　PMG(Choice	AU58)	 AU		 	¥30,000	

	497	 中国銀行　50元　外漚兌換券　SPECIMEN　2枚1組　1979年　Pick-FX6S　各PCGS(Gem	UNC67・68)
	 	 	 UNC	(2)	 ¥28,000	

	498	 中国　交通銀行　50元　様票　北京　1914年　Pick119S　PMG(Gem	UNC66)	 UNC		 	¥30,000	
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	499	 中国　交通銀行　100元　様票　北京　1914年　Pick120S　PMG(Gem	UNC66)	 UNC		 	¥30,000	

	500	 中国　交通銀行　100元　1942年　Pick165　PMG(Choice	AU58)	 AU/UNC		 	¥10,000	

	501	 中国　東三省銀行　1元　SPECIMEN　1921年　Pick-S2927S2　PMG(Gem	UNC65)	 AU/UNC		 	¥30,000	

	502	 中国　東三省官銀號　10元　SPECIMEN　1929年		Pick-S2964S1		PMG(Gem	UNC65)	 EF/AU		 	¥20,000	

	503	 日本武尊1000円札(乙1000円券)　台湾銀行,朱印　昭和20年(1945)　台紙20	 UNC	-	 	¥200,000	

499

500

501

502

503



－ 79 －

	504	 香港　加刷1ﾄﾞﾙ札(日本武尊軍用手票1000円)　1945年	 EF		 ¥50,000	

	505	 香港　有利銀行　100DOLLARS　1973年　Pick244e　PMG(VF30)	 VF		 	¥12,000	

	506	 香港　有利銀行　100DOLLARS　1970年　Pick244d　PMG(Choice	AU58)	 AU		 	¥40,000	
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○平成 29年 10月 18日（水）〜11月 17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 29年 11月 18日（土）
　・帝国ホテル  雅の間（３階）　午前８時〜午後７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〜 333）に限らせて頂きます。
　Lot334 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。



－ 80 －

	507	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　欠貝円　近9　貨幣成分鑑定書付	 極美品	+	 	¥140,000	
	508	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　欠貝円　近9　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 	¥120,000	

	509	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　半欠貝円　近9　PCGS(MS64)	 軽トーン	未使用品		 	¥50,000	
	510	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　正貝円　直小ハネ貝　近9	 未使用品		 	¥60,000	

	511	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　正貝円　小ハネ貝　近9　エッヂ小アタリ有り	 未使用品		 	¥40,000	
	512	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　正貝円　小ハネ貝　近9　貨幣保証書付	 未使用品-/未使用品		 	¥50,000	

	513	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　正貝円　小ハネ貝　近9	 極美品/未使用品		 	¥30,000	
	514	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　正貝円　右丸銀　近9　貨幣刻印鑑定書付	 美品/極美品		 	¥90,000	

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.
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	515	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　短足円・極短足貝　近9　PCGS(Genuine)	 少クリーン	極美品	+	 	¥40,000	
	516	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　近9　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品	+	 	¥60,000	

	517	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　近9　PCGS(MS64)	 未使用品		 	¥50,000	
	518	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　近9　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 	¥50,000	

	519	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　近9	 未使用品		 	¥50,000	
	520	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　近9	 未使用品		 	¥50,000	

	521	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　無輪　半欠貝　近9　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 	¥60,000	
	522	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　無輪　半欠貝　近9　貨幣刻印鑑定書付	 極美品/未使用品		 	¥60,000	

	523	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　無輪　近9	 未使用品		 	¥60,000	
	524	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　無輪　右丸銀　近9　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 	¥60,000	

515 516

517 518
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	525	 新1円銀貨(大型)　明治7年(1874)　前期　近10　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	+	 	¥120,000	
	526	 新1円銀貨(大型)　明治7年(1874)　中期　近10　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品		 	¥140,000	

	527	 新1円銀貨(大型)　明治7年(1874)　後期　浅彫　少脈　近10　貨幣刻印鑑定書付	 極美品/未使用品		 	¥150,000	
	528	 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　エッヂ小アタリ有り
	 	 	 極美品	+	 	¥150,000	

	529	 新1円銀貨(大型)　明治7年(1874)　後期　深彫　近10　貨幣刻印鑑定書付	 少トーン	美品/極美品		 	¥120,000	

	530	 新1円銀貨(大型)　明治8年(1875)　浅彫　近10　貨幣成分鑑定書付	 少トーン	美品/極美品		 	¥1,200,000	
	531	 新1円銀貨(大型)　明治8年(1875)　深彫　「Iタイプ」　近10　貨幣成分鑑定書付	 美品/極美品		 	¥1,300,000	

　銀座コインオークションに円銀 明治8年銘が複数出品された。最も稀少度の高いこちらの年号には桐葉、年号、龍図な
どに大きな特徴・変化があるがその中でも「浅彫タイプ」と「Iタイプ」は最高難易度の明治8年銘である。近代銀貨専門の
収集家の中で、こちらの横綱2種を既に入手されている方はほとんどいないであろう。

525 526
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	532	 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	 極美品		 	¥700,000	
	533	 新1円銀貨(大型)　明治8年(1875)　深彫　近10　貨幣刻印鑑定書付	 トーン	極美品		 	¥700,000	

	534	 新1円銀貨(大型)　明治11年(1878)　浅彫　近10　日本貨幣商協同組合鑑定書付,貨幣刻印鑑定書付
	 	 	 プルーフライク	未使用品	+	 	¥250,000	
	535	 新1円銀貨(大型)　明治11年(1878)　浅彫　近10　貨幣成分鑑定書付	 未使用品		 	¥180,000	

	536	 新1円銀貨(大型)　明治11年(1878)　深彫　近10　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 トーン	極美品		 	¥120,000	
	537	 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	

	538	 新1円銀貨(大型)　明治13年(1880)　近10　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 	¥40,000	
	539	 新1円銀貨(大型)　明治14年(1881)　降四　近10　貨幣成分鑑定書付,日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 少クリーン	美品/極美品		 	¥160,000	

	540	 新1円銀貨(大型)　明治14年(1881)　近10　貨幣刻印鑑定書付	 少トーン	未使用品		 	¥60,000	
	541	 新1円銀貨(大型)　明治14年(1881)　近10　貨幣成分鑑定書付	 未使用品		 	¥60,000	
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	542	 新1円銀貨(大型)　明治15年(1882)　近10　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品/未使用品	+	 	¥60,000	
	543	 新1円銀貨(大型)　明治15年(1882)　近10　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品-/未使用品		 	¥40,000	

	544	 新1円銀貨(大型)　明治16年(1883)　近10　PCGS(MS63)	 軽トーン	未使用品		 	¥40,000	
	545	 新1円銀貨(大型)　明治16年(1883)　近10　貨幣刻印鑑定書付	 軽プルーフライク	未使用品	-	 	¥30,000	

	546	 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		 	¥50,000	
	547	 新1円銀貨(大型)　明治17年(1884)　近10　NGC(MS62PL)	 未使用品	-	 	¥30,000	

	548	 新1円銀貨(大型)　明治18年(1885)　近10　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品/未使用品	+	 	¥80,000	
	549	 新1円銀貨(大型)　明治18年(1885)　近10　貨幣成分鑑定書付	 プルーフライク	未使用品/未使用品	+	 	¥80,000	

	550	 新1円銀貨(大型)　明治18年(1885)　近10　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品/未使用品	+	 	¥80,000	
	551	 新1円銀貨(大型)　明治19年(1886)　前期　近10　貨幣刻印鑑定書付	 軽プルーフライク	未使用品		 	¥40,000	
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	552	 新1円銀貨(大型)　明治19年(1886)　前期　広離桐葉,丸葉浅彫,小渦,中ほおヒゲ竜　近10　貨幣刻印鑑定書付
	 	 	 未使用品		 	¥40,000	
	553	 新1円銀貨(大型)　明治19年(1886)　前期　近10　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 	¥40,000	

	554	 新1円銀貨(大型)　明治19年(1886)　後期　近10　貨幣成分鑑定書付	 未使用品		 	¥300,000	
	555	 新1円銀貨(大型)　明治20年(1887)　近10　銀座コイン鑑定証付	 未使用品		 	¥40,000	

	556	 新1円銀貨(大型)　明治20年(1887)　近10　銀座コイン鑑定証付	 プルーフライク	未使用品	-	 	¥30,000	
	557	 新1円銀貨(大型)　7種1組　明治13年(左丸銀),14〜18年,19年(前期・左丸銀)　全品スラブケース入り　近10
	 	 下見して下さい(返品不可)	 極美品-〜極美品	(7)	 	¥70,000	
	558	 新1円銀貨(小型)　明治20年(1887)　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 極美品	+	 	¥10,000	

	559	 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/未使用品	+	 	¥20,000	
	560	 新1円銀貨(小型)　明治21年(1888)　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 少プルーフライク	未使用品		 	¥20,000	

552 553
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559 560

　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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	561	 新1円銀貨(小型)　明治21年(1888)　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品-/未使用品		 	¥20,000	
	562	 新1円銀貨(小型)　明治22年(1889)　近10A　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品		 	¥10,000	

	563	 新1円銀貨(小型)　明治22年(1889)　広離桐葉　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 軽トーン	未使用品		 	¥10,000	
	564	 新1円銀貨(小型)　明治22年(1889)　大頭二　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 極美品		 	¥10,000	

	565	 新1円銀貨(小型)　明治23年(1890)　小頭二　近10A　PCGS(MS62)	 未使用品		 	¥30,000	
	566	 新1円銀貨(小型)　明治23年(1890)　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 	¥10,000	

	567	 新1円銀貨(小型)　明治23年(1890)　小頭二・右丸銀　近10C　貨幣刻印鑑定書付	 極美品	+	 	¥20,000	

	568	 新1円銀貨(小型)　明治23年(1890)　小頭二　2種1組　右丸銀　PCGS(Repaired-AU	Details),
	 	 左丸銀　PCGS(Cleaning-AU	Details)	 美品〜極美品	(2)	 ¥15,000	
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	569	 新1円銀貨(小型)　明治24年(1891)　大頭二　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 	¥12,000	
	570	 新1円銀貨(小型)　明治24年(1891)　小頭二　離桐葉　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 	¥12,000	

	571	 新1円銀貨(小型)　明治24年(1891)　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 	¥10,000	
	572	 新1円銀貨(小型)　明治24年(1891)　左丸銀　大頭二　近10C　貨幣刻印鑑定書付
	 	 	 少トーン	未使用品		 	¥10,000	

	573	 新1円銀貨(小型)　明治25年(1892)　前期　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 極美品	+	 	¥15,000	
	574	 新1円銀貨(小型)　明治25年(1892)　後期　近10A　NGC(MS64)	 トーン	未使用品		 	¥10,000	

	575	 新1円銀貨(小型)　明治25年(1892)　後期　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 極美品/未使用品		 	¥10,000	
	576	 新1円銀貨(小型)　明治25年(1892)　後期　右丸銀　太リボン　近10C　貨幣刻印鑑定書付
	 	 	 未使用品		 	¥10,000	

	577	 新1円銀貨(小型)　明治26年(1893)　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品-/未使用品		 	¥12,000	
	578	 新1円銀貨(小型)　明治27年(1894)　近10A	 未使用品		 	¥10,000	
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	579	 新1円銀貨(小型)　明治28年(1895)　近10A	 未使用品		 	¥10,000	
	580	 新1円銀貨(小型)　明治28年(1895)　近10A　NGC(MS63)	 軽トーン	未使用品		 	¥10,000	

	581	 新1円銀貨(小型)　明治28年(1895)　近10A　PCGS(MS64)	 少トーン	未使用品		 	¥10,000	
	582	 新1円銀貨(小型)　明治29年(1896)　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品	+	 	¥15,000	

	583	 新1円銀貨(小型)　明治29年(1896)　左丸銀　近10C　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 	¥10,000	
	584	 新1円銀貨(小型)　明治30年(1897)　近10A　PCGS（MS64)	 未使用品		 	¥10,000	

	585	 新1円銀貨(小型)　明治30年(1897)　近10A	 未使用品		 	¥10,000	
	586	 新1円銀貨(小型)　明治30年(1897)　近10A	 未使用品		 	¥10,000	

	587	 新1円銀貨(小型)　明治30年(1897)　左丸銀　近10C　PCGS(AU58)　貨幣刻印鑑定書付	 極美品	+	 	¥5,000	
	588	 新1円銀貨(小型)　明治34年(1901)　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品	+	 	¥15,000	
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	589	 新1円銀貨(小型)　明治34年(1901)　近10A　PCGS(MS64)	 未使用品		 	¥10,000	
	590	 新1円銀貨(小型)　明治34年(1901)　近10A	 未使用品		 	¥10,000	

	591	 新1円銀貨(小型)　明治34年(1901)　約140度傾打　近10A　NGC(MINT	ERROR	AU55)	
	 	 	 トーン	極美品	-	 	¥20,000	
	592	 新1円銀貨(小型)　明治35年(1902)　近10A　PCGS(MS64)	 未使用品		 	¥12,000	

	593	 新1円銀貨(小型)　明治35年(1902)　近10A　PCGS(MS64)	 未使用品		 	¥12,000	
	594	 新1円銀貨(小型)　明治35年(1902)　近10A	 未使用品	-	 	¥10,000	

	595	 新1円銀貨(小型)　明治36年(1903)　近10A　PCGS(MS64+)	 未使用品	+	 	¥15,000	
	596	 新1円銀貨(小型)　明治36年(1903)　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品	+	 	¥15,000	

	597	 新1円銀貨(小型)　明治36年(1903)　近10A　PCGS(MS64)	 軽トーン	未使用品		 	¥10,000	
	598	 新1円銀貨(小型)　明治36年(1903)　近10A　NGC(MS64)	 未使用品		 	¥10,000	
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	599	 新1円銀貨(小型)　明治36年(1903)　近10A	 未使用品		 	¥10,000	
	600	 新1円銀貨(小型)　明治37年(1904)　近10A	 未使用品		 	¥10,000	

	601	 新1円銀貨(小型)　明治37年(1904)　近10A	 未使用品		 	¥10,000	
	602	 新1円銀貨(小型)　明治38年(1905)　近10A　PCGS(MS66)	 未使用品	+	 	¥15,000	

	603	 新1円銀貨(小型)　明治38年(1905)　近10A	 未使用品		 	¥10,000	
	604	 新1円銀貨(小型)　明治39年(1906)　近10A	 未使用品		 	¥10,000	

	605	 新1円銀貨(小型)　明治41年(1908)　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 	¥50,000	
	606	 新1円銀貨(小型)　明治41年(1908)　近10A　PCGS(AU55)	 極美品		 	¥15,000	

	607	 新1円銀貨(小型)　明治45年(1912)　近10A	 未使用品		 	¥10,000	
	608	 新1円銀貨(小型)　大正3年(1914)　近10A　PCGS(MS64)	 未使用品	+	 	¥12,000	
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	609	 新1円銀貨(小型)　大正3年(1914)　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品	+	 	¥12,000	
	610	 新1円銀貨(小型)　大正3年(1914)　近10A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品/未使用品	+	 	¥12,000	

	611	 新1円銀貨(小型)　2種1組　明治45年,大正3年　近10A	 未使用品	(2)	 	¥18,000	

	612	 貿易銀　明治8年(1875)　短支脈　近12　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品	+	 	¥300,000	
	613	 貿易銀　明治8年(1875)　短支脈　近12　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品		 	¥200,000	

	614	 貿易銀　明治8年(1875)　短支脈　近12　貨幣成分鑑定書付,日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 プルーフライク	未使用品		 	¥200,000	
	615	 貿易銀　明治8年(1875)　短支脈　近12	 極美品		 	¥80,000	

	616	 貿易銀　明治8年(1875)　長支脈　近12　貨幣刻印鑑定書付	 極美品		 	¥80,000	
	617	 貿易銀　明治8年(1875)　長支脈　近12　貨幣刻印鑑定書付	 少トーン	美品+/極美品		 	¥60,000	
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	618	 貿易銀　明治8年(1875)　短支脈　近12　貨幣刻印鑑定書付	 少クリーン	美品/極美品		 	¥50,000	
	619	 貿易銀　明治9年(1876)　長支脈　近12　貨幣成分鑑定書付	 プルーフライク	未使用品	-	 	¥150,000	

	620	 貿易銀　明治9年(1876)　長支脈　近12　貨幣刻印鑑定書付	 極美品/未使用品		 	¥150,000	
	621	 貿易銀　明治9年(1876)　長支脈　近12	 極美品		 	¥80,000	

	622	 貿易銀　明治9年(1876)　長支脈　近12　貨幣刻印鑑定書付	 美品/極美品		 	¥50,000	
	623	 貿易銀　明治9年(1876)　短支脈　近12　貨幣刻印鑑定書付	 クリーン	美品	+	 	¥50,000	

	624	 貿易銀　明治10年(1877)　対称脈　近12　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品		 	¥180,000	
	625	 貿易銀　明治10年(1877)　対称脈　近12	 極美品		 	¥80,000	

	626	 貿易銀　明治10年(1877)　対称脈　近12　貨幣刻印鑑定書付　エッヂ小アタリ有り	 トーン	極美品		 	¥80,000	
	627	 貿易銀　明治10年(1877)　長支脈　近12　貨幣刻印鑑定書付	 極美品		 	¥80,000	
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	628	 旭日竜大型50銭銀貨　明治3年(1870)　近13　PCGS(MS65)	 未使用品		 	¥10,000	
	629	 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	+	 	¥50,000	

	630	 旭日竜大型50銭銀貨　明治4年(1871)　前期　ハネ本　近13　PCGS(MS63)	 未使用品		 	¥20,000	
	631	 旭日竜大型50銭銀貨　明治4年(1871)　後期　トメ本　近13　PCGS(MS64)	 軽トーン	未使用品		 	¥10,000	

	632	 旭日竜大型50銭銀貨　明治4年(1871)　後期　トメ本　近13　NGC(MS64)	 未使用品		 	¥10,000	
	633	 旭日竜大型50銭銀貨　明治4年(1871)　後期　トメ本　近13	 未使用品		 	¥10,000	

	634	 旭日竜大型50銭銀貨　明治4年(1871)　後期　トメ本　粗葉脈　大ウロコ・小ウロコ　2種1組　近13
	 	 	 美品	(2)	 	¥20,000	

	635	 旭日竜小型50銭銀貨　明治4年(1871)　小竜　近13A	 未使用品		 	¥10,000	
	636	 旭日竜小型50銭銀貨　明治4年(1871)　大竜・小四　近13A　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 極美品/未使用品		 	¥80,000	
	637	 旭日竜小型50銭銀貨　明治4年(1871)　大竜　近13A	 少クリーン	美品/極美品		 	¥40,000	
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	638	 旭日竜小型50銭銀貨　明治4年(1871)　大竜　近13A	 少クリーン	美品		 	¥30,000	

	639	 旭日竜50銭銀貨(大型・小型)　明治4年(1871)　後期・小竜　2種1組　近13・13A	 未使用品	(2)	 	¥10,000	

	640	 竜50銭銀貨　明治30年(1897)　下切　近14　NGC(MS63)	 未使用品		 	¥10,000	
	641	 竜50銭銀貨　明治30年(1897)　上切　右約80度傾打　近14　NGC(UNC	DETAILS)	 極美品	+	 	¥50,000	
	642	 竜50銭銀貨　明治31年(1898)　上切　近14　PCGS(MS66)	 未使用品	+	 	¥12,000	

	643	 竜50銭銀貨　明治31年(1898)　上切　近14　PCGS(MS64)	 軽トーン	未使用品		 	¥10,000	
	644	 竜50銭銀貨　明治33年(1900)　近14	 未使用品		 	¥15,000	
	645	 竜50銭銀貨　明治34年(1901)　近14　PCGS(MS64)	 未使用品		 	¥10,000	

	646	 竜50銭銀貨　明治36年(1903)　近14	 未使用品		 	¥25,000	
	647	 竜50銭銀貨　明治37年(1904)　近14	 未使用品	+	 	¥12,000	

　本年より「競売条件と規定」を一部改訂しております。本オークションに参加さ

れる方は「競売条件と規定」を充分にご理解いただいた上で、ご応札下さい。
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	648	 旭日50銭銀貨　明治39年(1906)　近15	 未使用品		 	¥10,000	
	649	 旭日50銭銀貨　明治44年(1911)　近15　PCGS(MS64)	 軽トーン	未使用品		 	¥7,000	
	650	 旭日50銭銀貨　明治45年(1912)　近15　PCGS(MS65)	 軽トーン	未使用品		 	¥10,000	

	651	 旭日50銭銀貨　大正3年(1914)　近15　PCGS(MS65)	 軽トーン	未使用品		 	¥15,000	
	652	 旭日50銭銀貨　大正5年(1916)　近15　PCGS(MS66)	 未使用品	+	 	¥8,000	
	653	 旭日50銭銀貨　大正6年(1917)　近15　PCGS(MS66)	 未使用品	+	 	¥8,000	

	654	 小型50銭銀貨　昭和13年(1938)　近17　PCGS(MS64)	 未使用品		 	¥10,000	
	655	 小型50銭銀貨　昭和13年(1938)　近17	 未使用品		 	¥10,000	
	656	 旭日竜20銭銀貨　明治3年(1870)　明瞭ウロコ　近20	 未使用品	+	 	¥20,000	

	657	 旭日竜20銭銀貨　明治3年(1870)　近20　PCGS(MS65)	 未使用品		 	¥10,000	
	658	 旭日竜20銭銀貨　明治3年(1870)　近20	 未使用品		 	¥10,000	
	659	 旭日竜20銭銀貨　明治4年(1871)　欠銭　近20	 未使用品	+	 	¥20,000	

	660	 旭日竜20銭銀貨　明治4年(1871)　近20　PCGS(MS66)	 未使用品	+	 	¥12,000	
	661	 竜20銭銀貨　明治8年(1875)　前期　近21　少トーン	 プルーフ	未使用品	+	 	¥200,000	
	662	 竜20銭銀貨　明治8年(1875)　前期　近21　NGC(MS64PL)	 プルーフライク	未使用品		 	¥80,000	

	663	 竜20銭銀貨　明治8年(1875)　後期　近21　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 完全未使用品		 	¥50,000	
	664	 竜20銭銀貨　明治9年(1876)　前期　近21	 未使用品		 	¥15,000	
	665	 竜20銭銀貨　明治9年(1876)　後期　近21　PCGS（MS68)	 完全未使用品		 	¥12,000	
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	666	 竜20銭銀貨　明治9年(1876)　後期　近21　PCGS（MS67)	 未使用品	+	 	¥10,000	
	667	 竜20銭銀貨　明治21年(1888)　近21	 極美品		 	¥15,000	
	668	 竜20銭銀貨　明治31年(1898)　近21　PCGS(MS66)	 未使用品	+	 	¥8,000	

	669	 竜20銭銀貨　明治33年(1900)　近21	 極美品		 	¥10,000	
	670	 竜20銭銀貨　明治38年(1905)　近21　PCGS(MS66)	 未使用品		 	¥5,000	
	671	 竜20銭銀貨　5点1組　明治24年,25年(正五・太五),26年,30年　近21	 極美品〜未使用品	(5)	 	¥10,000	
	672	 旭日20銭銀貨　明治39年(1906)　近22	 未使用品	+	 	¥12,000	
	673	 旭日20銭銀貨　明治42年(1909)　近22　PCGS(MS66+)	 未使用品	+	 	¥8,000	

	674	 旭日竜10銭銀貨　明治3年(1870)　明瞭ウロコ　近23	 未使用品		 	¥12,000	
	675	 竜10銭銀貨　明治6年(1873)　ハネ明　近24	 未使用品	+	 	¥40,000	
	676	 竜10銭銀貨　明治7年(1874)　近24	 未使用品		 	¥60,000	
	677	 竜10銭銀貨　明治7年(1874)　近24	 未使用品		 	¥60,000	

	678	 竜10銭銀貨　明治8年(1875)　前期　近24　PCGS(MS62)	 未使用品		 	¥10,000	
	679	 竜10銭銀貨　明治9年(1876)　近24　PCGS(MS66)	 未使用品		 	¥5,000	
	680	 竜10銭銀貨　明治10年(1877)　近24　PCGS(MS65)	 未使用品		 	¥10,000	
	681	 竜10銭銀貨　明治10年(1877)　近24	 プルーフライク　未使用品		 	¥10,000	

	682	 竜10銭銀貨　明治34年(1901)　近24	 未使用品		 	¥60,000	
	683	 竜10銭銀貨　明治35年(1902)　近24	 未使用品		 	¥60,000	
	684	 旭日竜5銭銀貨　明治3年(1870)　欠日　近33　NGC(MS63)	 プルーフライク	極美品/未使用品		 	¥30,000	

	685	 旭日大字5銭銀貨　明治4年(1871)　前期・後期　2種1組　近34	 未使用品	(2)	 	¥20,000	
	686	 竜5銭銀貨　明治6年(1873)　近35　NGC(MS66)	 未使用品	+	 	¥10,000	
	687	 竜5銭銀貨　明治6年(1873)　右約85度傾打　近35　PCGS(MS63+)	 極美品/未使用品		 	¥8,000	

666 667 668

669 670 672 673

674 675 676 677

678 679 680 681

682 683 684

685 686 687



－ 97 －

	688	 竜5銭銀貨　明治7年(1874)　近35	 未使用品		 	¥25,000	
	689	 竜5銭銀貨　明治10年(1877)　半ハネ明　近35　PCGS(MS65)	 未使用品		 	¥12,000	
	690	 大型50銭黄銅貨　昭和22年(1947)　近18	 美品/極美品		 	¥90,000	
	691	 菊5銭白銅貨　明治28年(1895)　近36　PCGS（AU58)	 極美品		 	¥15,000	

	692	 稲5銭白銅貨　明治33年(1900)　近37	 未使用品		 	¥15,000	
	693	 稲5銭白銅貨　明治37年(1904)　近37　PCGS(MS64)	 未使用品		 	¥20,000	
	694	 2銭銅貨　明治6年(1873)　近45　PCGS(MS62BN)	 極美品		 	¥15,000	

	695	 2銭銅貨　明治8年(1875)　近45　PCGS(MS65RB)	 未使用品		 	¥20,000	
	696	 2銭銅貨　明治8年(1875)　近45　NGC(MS65RB)	 未使用品		 	¥15,000	

	697	 2銭銅貨　明治10年(1877)　角ウロコ　近45　PCGS(MS64BN)	 少トーン	未使用品		 	¥20,000	
	698	 竜1銭銅貨　明治7年(1874)　近46　PCGS(MS64RB)	 未使用品		 	¥10,000	
	699	 竜1銭銅貨　明治8年(1875)　近46　PCGS(MS65RD)	 未使用品		 	¥10,000	

	700	 竜1銭銅貨　2種1組　明治16年(NGC・MS64RB),明治21年(PCGS・MS64RD)　近46	 未使用品	(2)	 	¥12,000	
	701	 稲1銭青銅貨　明治33年(1900)　近47　PCGS(MS64RD)	 未使用品		 	¥10,000	

郵便入札〆切日：平成29年 11月 16日（木）必着
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	702	 半銭銅貨　明治8年(1875)　大八　近53	 未使用品		 	¥15,000	
	703	 半銭銅貨　明治8年(1875)　近53　小キズ有り	 未使用品	-	 	¥6,000	
	704	 1厘銅貨　明治8年(1875)　後期　トメ明　近55	 極美品/未使用品		 	¥30,000	
	705	 1厘銅貨　明治10年(1877)　近55	 極美品		 	¥50,000	

	706	 大型5銭白銅貨　大正7年(1918)　穴ナシエラー　近38	 極美品		 	¥10,000	
	707	 小型5銭白銅貨　大正11年(1922)　穴ズレエラー　近39	 美品		 	¥5,000	
	708	 2銭銅貨　陰打　近45	 美品		 	¥20,000	

	709	 竜1銭銅貨　陰打　明治7年(1874)　近46	 美品	+	 	¥15,000	
	710	 竜1銭銅貨　陰打　明治10年(1877)　近46	 美品		 	¥15,000	
	711	 札幌冬季オリンピック記念100円白銅貨　昭和47年(1972)　左約80度傾打　記4	 極美品		 	¥10,000	

	712	 札幌冬季オリンピック記念100円白銅貨　昭和47年(1972)　左約80度傾打　記4	 極美品		 	¥10,000	
	713	 500円白銅貨　平成6年(1994)　左約90度傾打　現1	 極美品		 	¥10,000	
	714	 500円白銅貨　平成6年(1994)　右約75度傾打　現1	 未使用品		 	¥10,000	

	715	 桜100白銅貨　平成10年(1998)　年号面一部裏写り　現4	 美品		 	¥10,000	
	716	 50円白銅貨　昭和45年(1970)　左約40度傾打　現7	 未使用品		 	¥10,000	
	717	 50円白銅貨　昭和45年(1970)　2つ穴エラー　現7　PCGS(MS63)　Mint	Error　
	 	 収集2016年10月号表紙原品　下見してください（返品不可）	 極美品/未使用品		 	¥50,000	
	718	 50円白銅貨　昭和50年(1975)　穴ナシエラー　現7　NGC(MS65)	 未使用品		 	¥150,000	
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	719	 50円白銅貨　昭和50年(1975)　穴ナシエラー　現7	 極美品		 	¥100,000	
	720	 50円白銅貨　昭和50年(1975)　穴ズレエラー　現7　NGC(MS65)	 未使用品		 	¥20,000	
	721	 50円白銅貨　昭和50年(1975)　穴ズレエラー　現7　	 未使用品		 	¥30,000	
	722	 50円白銅貨　昭和51年(1976)　穴ズレエラー　現7　PCGS(AU58)	 極美品		 	¥15,000	

	723	 50円白銅貨　昭和54年(1979)　片面打ち,一部影打ちエラー　現7　PCGS(MS65)　下見してください（返品不可）
	 	 	 未使用品		 	¥100,000	
	724	 50円白銅貨　平成9年(1997)　穴ズレエラー　現7	 未使用品		 	¥25,000	
	725	 10円青銅貨　昭和29年(1954)　右約100度傾打　現8　PCGS(XF40)	 美品		 	¥8,000	
	726	 10円青銅貨　昭和33年(1958)　左約10度傾打　現8　PCGS(MS65RB)	 未使用品		 	¥15,000	

	727	 10円青銅貨　平成4年(1992)　大メクレエラー　4.49g　現9　下見してください（返品不可)	 美品		 	¥10,000	
	728	 穴ナシ5円黄銅貨　昭和23年(1948)　左約170度傾打　現10	 美品		 	¥10,000	
	729	 穴ナシ5円黄銅貨　昭和24年(1949)　右約175度傾打　現10	 美品		 	¥8,000	
	730	 5円黄銅貨　昭和24年(1949)　穴ズレエラー　現11	 美品		 	¥15,000	

	731	 5円黄銅貨　昭和24年(1949)　約180度傾打　現11　PCGS(Genuine)	 美品		 	¥10,000	
	732	 1円アルミ貨　昭和40年(1965)　左約90度傾打　現13　下見してください（返品不可)	 美品		 	¥10,000	
	733	 試鋳貨　5厘銅貨　大正5年(1916)　2.19g	 美品		 	¥35,000	

	734	 八咫烏50銭銀貨　大正7年(1918)　近16　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 	¥500,000	
	735	 八咫烏20銭銀貨　大正10年(1921)　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 	¥700,000	
	736	 八咫烏10銭銀貨　大正8年(1919)　近26　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 	¥400,000	

	737	 不発行10円洋銀貨　昭和26年(1951)　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 	¥100,000	
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	738	 未発行陶貨　5銭　茶色　昭和20年(1945)　大日本・稲	 未使用品		 	¥10,000	
	739	 東京オリンピック記念1000円銀貨　昭和39年(1964)　記1　NNC(MS68)	 未使用品	+	 	¥8,000	

	740	 海外向け　日本万国博覧会記念貨幣セット　昭和45年(1970)　販売数7000セット	 未使用品		 	¥8,000	
	741	 10円青銅貨　昭和26年(1951)　現8　ACCA(MS64RB)	 未使用品		 	¥10,000	
	742	 10円青銅貨　昭和27年(1952)　現8　PCGS(MS65RB)	 未使用品		 	¥10,000	

	743	 10円青銅貨　昭和28年(1953)　現8　PCGS(MS65RB)	 未使用品		 	¥10,000	
	744	 10円青銅貨　昭和29年(1954)　現8　PCGS(MS65RD)	 未使用品		 	¥10,000	
	745	 穴ナシ5円黄銅貨　昭和23年(1948)　現10　ACCA(MS67)	 未使用品	+	 	¥10,000	
	746	 穴ナシ5円黄銅貨　昭和24年(1949)　現11　ACCA(MS67)	 未使用品		 	¥8,000	

	747	 ハンセン病患者施設専用貨幣　5種1組　北部保養院(青森)
	 	 5円，1円，50銭，10銭，5銭　昭和5年頃	 美品	(5)	 	¥50,000	
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	748	 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		 	¥4,800,000	
	749	 旧10円金貨　明治4年(1871)　無輪　近2　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品	+	 	¥500,000	

	750	 旧10円金貨　明治4年(1871)　無輪　近2	 未使用品		 	¥450,000	
	751	 旧10円金貨　明治4年(1871)　無輪　近2	 未使用品		 	¥450,000	
	752	 旧10円金貨　明治4年(1871)　無輪　近2　日本貨幣商協同組合鑑定書付　PCGS(MS62)	未使用品		 	¥450,000	

	753	 旧5円金貨　明治3年(1870)　有輪　近3　日本貨幣商協同組合鑑定書付　PCGS(MS64)	 未使用品	+	 	¥200,000	
	754	 旧5円金貨　明治3年(1870)　有輪　明瞭ウロコ　近3　財務省オークション原品(ID02370・美品A)
	 	 	 未使用品		 	¥200,000	
	755	 旧5円金貨　明治3年(1870)　無輪　明瞭ウロコ,重ねウロコ,欠三　近3　貨幣刻印鑑定書付
	 	 	 未使用品		 	¥200,000	

	756	 旧5円金貨　明治3年(1870)　無輪　明瞭ウロコ　近3	 未使用品		 	¥250,000	
	757	 旧5円金貨　明治4年(1871)　有輪　近3　財務省オークション原品(ID03511・美品A)	
	 	 	 極美品/未使用品		 	¥160,000	
	758	 旧5円金貨　明治4年(1871)　有輪　近3	 極美品		 	¥140,000	

	759	 旧5円金貨(縮小)　明治6年(1873)　近3A　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品		 	¥100,000	
	760	 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(ID04557・美品B)	 極美品		 	¥100,000	
	761	 旧5円金貨(縮小）　明治7年(1874)　近3A　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品	-	 	¥150,000	
	762	 旧5円金貨(縮小)　明治9年(1876)　近3A　財務オークション原品(ID05436・美品A)	 未使用品		 	¥450,000	
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	763	 旧5円金貨(縮小)　明治17年(1884)　近3A　NGC(UNC	DETAILS)	 極美品		 	¥700,000	
	764	 旧5円金貨(縮小)　明治25年(1892)　近3A　財務省オークション原品(ID:05523	未使用品)	
	 	 	 未使用品		 	¥1,000,000	
	765	 旧2円金貨　明治3年(1870)　近4　日本貨幣商協同組合鑑定書付　PCGS(MS64)	 未使用品		 	¥80,000	
	766	 旧2円金貨　明治3年(1870)　近4　NGC(MS62)	 未使用品		 	¥80,000	

	767	 旧2円金貨　明治3年(1870)　近4　日本貨幣商協同組合鑑定書付　PCGS(MS62)	極美品/未使用品		 	¥70,000	
	768	 旧2円金貨　明治3年(1870)　近4	 極美品/未使用品		 	¥70,000	
	769	 旧2円金貨　明治3年(1870)　近4　財務省オークション原品(ID05581・美品A)　年号面小アタリ有り
	 	 	 極美品	+	 	¥70,000	
	770	 旧2円金貨　明治3年(1870)　近4	 極美品		 	¥60,000	

	771	 旧1円金貨　明治4年(1871)　前期　近5	 未使用品	-	 	¥80,000	
	772	 旧1円金貨　明治4年(1871)　前期　近5　PCGS(AU58)	 極美品		 	¥50,000	
	773	 旧1円金貨　明治4年(1871)　後期　近5	 未使用品		 	¥40,000	
	774	 旧1円金貨　明治4年(1871)　後期　近5　PCGS(MS64)	 未使用品		 	¥40,000	
	775	 旧1円金貨　明治4年(1871)　後期　近5　PCGS(MS64)	 未使用品		 	¥40,000	

	776	 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(ID13087・美品B)　PCGS保証書付(MS64)	
	 	 	 未使用品		 	¥40,000	
	777	 旧1円金貨　明治4年(1871)　後期　近5　銀座コイン鑑定証付	 未使用品		 	¥40,000	
	778	 旧1円金貨　明治4年(1871)　後期　近5	 極美品	+	 	¥30,000	
	779	 旧1円金貨　明治4年(1871)　後期　2点1組　近5	 極美品	(2)	 	¥40,000	
	780	 旧1円金貨(縮小)　明治7年(1874)　近5A　PCGS(Cleaning-AU	Details)	 クリーン	極美品		 	¥140,000	

	781	 新20円金貨　明治30年(1897)　ハネ明　近6　日本貨幣商協同組合鑑定書付　PCGS(MS65)	
	 	 	 未使用品		 	¥150,000	
	782	 新20円金貨　明治30年(1897)　近6　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品	+	 	¥180,000	
	783	 新20円金貨　明治30年(1897)　近6	 極美品		 	¥100,000	
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	784	 新20円金貨　明治38年(1905)　近6	 極美品/未使用品		 	¥130,000	
	785	 新20円金貨　明治44年(1911)　近6	 極美品	+	 	¥100,000	
	786	 新20円金貨　大正元年(1912)　近6　財務省オークション原品(ID16913・未使用品)	 未使用品		 	¥250,000	

	787	 新20円金貨　大正元年(1912)　近6　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 	¥250,000	
	788	 新20円金貨　大正2年(1913)　近6	 未使用品		 	¥150,000	
	789	 新20円金貨　大正3年(1914)　近6	 未使用品		 	¥150,000	

	790	 新20円金貨　大正4年(1915)　近6　財務省オークション原品(ID17351・未使用品)	 未使用品		 	¥300,000	
	791	 新20円金貨　大正4年(1915)　近6	 未使用品		 	¥150,000	
	792	 新20円金貨　大正5年(1916)　近6	 未使用品		 	¥140,000	

	793	 新20円金貨　大正6年(1917)　近6	 未使用品		 	¥140,000	
	794	 新20円金貨　大正6年(1917)　近6	 未使用品		 	¥140,000	
	795	 新20円金貨　大正6年(1917)　近6	 極美品/未使用品		 	¥100,000	

	796	 新20円金貨　大正7年(1918)　近6	 未使用品		 	¥140,000	
	797	 新20円金貨　大正8年(1919)　近6	 未使用品		 	¥150,000	
	798	 新20円金貨　大正9年(1920)　近6　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 	¥240,000	
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	799	 新20円金貨　大正9年(1920)　近6　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品		 	¥240,000	
	800	 新10円金貨　明治30年(1897)　近7	 未使用品		 	¥50,000	
	801	 新10円金貨　明治31年(1898)　近7　日本貨幣商協同組合鑑定書付　PCGS(MS64)	 未使用品		 	¥50,000	

	802	 新10円金貨　明治34年(1901)　近7　財務省オークション原品(ID22154・美品B)　PCGS保証書付(MS62)	
	 	 	 極美品/未使用品		 	¥40,000	
	803	 新10円金貨　明治40年(1907)　近7　貨幣刻印鑑定書付	 極美品/未使用品		 	¥160,000	
	804	 新10円金貨　明治40年(1907)　近7　貨幣刻印鑑定書付	 極美品		 	¥150,000	
	805	 新10円金貨　明治41年(1908)　近7　大四　財務省オークション原品(ID23255・極美品)
	 	 	 未使用品/未使用品	+	 	¥60,000	

	806	 新10円金貨　明治42年(1909)　近7	 未使用品		 	¥50,000	
	807	 新5円金貨　明治30年(1897)　近8	 未使用品		 	¥60,000	
	808	 新5円金貨　明治30年(1897)　近8	 未使用品		 	¥60,000	
	809	 新5円金貨　明治30年(1897)　近8	 未使用品		 	¥60,000	

	810	 新5円金貨　明治30年(1897)　近8	 美品		 	¥28,000	
	811	 新5円金貨　明治31年(1898)　近8　NGC(MS63)	 未使用品		 	¥60,000	
	812	 新5円銀貨　明治45年(1912)　近8　財務省オークション原品(ID31568・未使用品)	 未使用品		 	¥60,000	
	813	 新5円金貨　明治45年(1912)　近8　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品	-	 	¥50,000	
	814	 新5円金貨　大正2年(1913)　近8　貨幣刻印鑑定書付	 未使用品/未使用品	+	 	¥120,000	

	815	 新5円金貨　大正2年(1913)　近8　PCGS(MS64)	 未使用品		 	¥100,000	

	816	 新5円金貨　昭和5年(1930)　近8　財務省オークション原品(ID32647・未使用品)	 未使用品		 	¥3,000,000	
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	817	 新金貨　3種1組(ケース入)　明治30年銘(1897)
	 	 新20円(極美品)，新10円(極美品)，新5円(極美品+)　近6，近7，近８	 	(3)	 	¥200,000	

○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 II 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 〜
333］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 18 日（土））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 19 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	—

817（ケースは縮小）
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第３部（ロット 818 〜 1271）
午後４時30分〜午後８時30分（予定）

世界の貨幣

古代ギリシア ANCIENT GREECE

 818 アケメネスペルシア領　リディア　DARIC金貨　485-420BC　Sear4679　8.26g VF   ¥180,000 
 819 BAKTRIAN　KINGDOM　AR　TETRADRACHM銀貨　騎馬像　170-145BC　Sear7570　16.05g
   EF   ¥85,000 
 820 IONIA　ERYTHRAE SIXTH STATER金貨　ヘラクレス頭部　550-500BC　SNG1942　10.5mm　2.56g
   EF   ¥70,000 
 821 LESBOS・MYTILENE SIXTH STATER金貨　右向きライオン頭部　521-478BC　HGC6937　10mm　2.52g
   VF   ¥40,000 
 822 MYSIA.PERGAMON TETRADRACHM銀貨　2匹のヘビとふくろう　133BC以降　Sear 3947タイプ12.40g
   VF +  ¥25,000 

 823 NORTH AFRICA　ZEUGITANA AR TETRADRACHM銀貨　タニート/左向きの馬　350-325BC　Sear6434
  16.70g VF +  ¥105,000 
 824 SICILY,Siculo-Punic　カルタゴ領シチリア　AR TETRADRACHM銀貨　ヘラクレス像/馬の頭部　300-289BC
  Sear6436タイプ　NGC(ch XF) VF +  ¥85,000 
 825 SICILY　SYRACUSE　AGATHOCLES　DECADRACHM金貨　アポロ神　317-289BC　Sear967　4.30g
   EF   ¥220,000 

 826 SICILY　SYRACUSE AE LITRA青銅貨　アテネ神　344-336BC　Sear1189　30mm　32.60g
   VF   ¥8,000 
 827 THRACE ISTROS AR DRACHM銀貨　上下の青年の顔/イルカに乗る鷲　400-350BC　Sear1669　5.40g
   EF   ¥25,000 
 828 ビザンチン帝国　アナスタシウス1世　SOLIDUS金貨　コンスタンティノープルミント
  AD491-518　4.43g AU/UNC   ¥90,000 
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アルバニア ALBANIA

 829 アーメド・ゾグー大統領　クァドリガ　100FRANGA ARI金貨　肖像下星2個　1926年R　KM11a.3
  PCGS(AU58+) EF/AU   ¥200,000 

オーストラリア　AUSTRALIA

 830 ヴィクトリア・ヤング　SOVEREIGN金貨　1880年M　KM7　NGC(MS61) EF   ¥30,000 
 831 ヴィクトリア・ジュビリー　SOVEREIGN金貨　1888年M　KM10　PCGS(XF45) VF -  ¥20,000 
 832 ジョージ5世　SOVEREIGN金貨　1911年S　KM29　PCGS(MS62+) AU/UNC   ¥32,000 

オーストリア　AUSTRIA

 833 神聖ローマ帝国　オーストリア　フェルディナンド大公　THALER銀貨　エンシスハイム
  1564-95　Dav.8092　NGC(AU58) 少トーン EF   ¥25,000 
 834 神聖ローマ帝国　オーストリア　ルドルフ2世　2THALER銀貨　ハル鋳　1604年
  KM57.1　Dav.3004 少トーン EF   ¥120,000 

 835 神聖ローマ帝国　オーストリア　レオポルド5世大公　2THALER銀貨　ハル鋳　1626年
  KM609.3　Dav.3336 少トーン EF   ¥110,000 
 836 神聖ローマ帝国　オーストリア　レオポルド5世大公　2THALER銀貨　ハル鋳　大公とクラウディアの結婚
  ND(1626)　KM639　Dav.3331 少トーン EF +  ¥80,000 
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 837 神聖ローマ帝国　オーストリア　レオポルド5世大公　2THALER銀貨　ハル鋳　大公とクラウディアの結婚
  ND(1626)　KM639　Dav.3331 軽トーン EF   ¥50,000 
 838 神聖ローマ帝国　オーストリア　レオポルド1世　THALER銀貨　1704年　KM1413
  Dav.1001 少トーン VF   ¥10,000 

 839 神聖ローマ帝国　オーストリア　カール6世　THALER銀貨　ハル鋳　1713年
  KM1552　Dav.1050　NGC(MS63) 少トーン UNC   ¥50,000 
 840 カール6世　THALER銀貨　ウィーン鋳　1715年　KM1522　Dav.1035　NGC(MS62) 
   少トーン AU/UNC   ¥50,000 

 841 ザルツブルク(SALZBURG)　レオポルドアントン　DUCAT金貨　1728年　
  KM323　Fr.849　NGC(MS64) UNC   ¥100,000 
 842 神聖ローマ帝国　オーストリア　カール6世　THALER銀貨　ハル鋳　1729年　KM1617　Dav.1054
  NGC(MS63) 少トーン UNC   ¥50,000 

 843 神聖ローマ帝国　オーストリア　グルク(GURK)　フランツ・ザビエル5世　THALER銀貨　1801年　KM-2 
   少トーン EF   ¥35,000 
 844 マリア・テレジア　THALER銀貨　1765年　KM1823　アジャストマーク有り　ヘアーライン有り
   AU/UNC   ¥70,000 
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 845 フランツ・ヨゼフ　4DUCAT金貨　1912年　KM2276　NGC(MS62) AU/UNC   ¥90,000 

 847 フランツ・ヨゼフ　100CORONA金貨　1915年　リストライク　KM2819 UNC   ¥100,000 

 バハマ BAHAMA　

848 エリザベス2世　100DOLLARS金貨　1971年　KM32.3　ヘアーライン有り AU/UNC   ¥140,000 

ベルギー　BELGIUM

 849 BRABANT　ALBERT　2ALBERTINS金貨　1601年　Fr.86　5.15g VF/EF   ¥60,000 
 850 アルベール1世　20FRANCS金貨　1914年　Des Belges-PositionB(RARE)　KM78　PCGS(MS65)
   UNC   ¥200,000 
 851 アルベール1世　20FRANCS金貨　1914年　Der Belgen-PositionB　KM79　PCGS(MS63)
   UNC   ¥20,000 

 846 在位60年記念　雲上の女神　100CORONA金貨　1908年　KM2812　PCGS(Genuine)
   EF   ¥250,000 
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 ブータン　BHUTAN

852 ジグメ・ワンチューク即位40年　2SERTUMS金貨　1966年　KM34　発行数800枚 UNC   ¥64,000 

 ボリビア　BOLIVIA

853 フェルディナンド7世　8SCUDOS金貨　1841年LR　KM108.1　Fr.26 EF   ¥160,000 

ブラジル　BRAZIL

 854 マリア1世　6400REIS金貨　1792年R　KM226.1　NGC(AU58) EF   ¥80,000 

 ブルガリア　BULGARIA

 855 独立記念　フェルナンド1世　100LEVA金貨　1912年　リストライク　KM34　NGC(PF68CAMEO)
   FDC PROOF   ¥200,000 

カンボジア　CAMBODIA

 856 踊り子　50000RIELS金貨　1974年　KM64 UNC PROOF   ¥30,000 
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 カナダ　CANADA

 857 ジョージ5世　10DOLLARS金貨　1913年　KM27　PCGS(AU58) EF   ¥70,000 

ケイマン諸島　CAYMAN ISLANDS

 858 5人の女王達　100DOLLARS金貨　1975年　KM13 UNC   ¥40,000 

 中央アメリカ　CENTRAL AMERICA

 859 山と太陽　8REALES銀貨　1847年　KM4　修正有り VF -  ¥5,000 

チ　リ　CHILE

 860 フェルナンド6世　8ESCUDOS金貨　1750年J　KM3 AU -  ¥200,000 

 861 女神立像　8ESCUDOS金貨　1843年IJ　KM104.1　NGC(AU58) EF   ¥105,000 
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 中 国　CHINA

●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 18 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。

●中国钱币・纸币 (Lot.No.862 ～ 923)

　本公司对于这些拍卖品通过多名专家进行了很谨慎的鉴定以后 , 刊登在本公司的拍卖图录上 . 但在鉴定过程中对

一部分拍卖品有意见分歧 , 因此关于中国拍卖品 , 竞买者不仅看图录上的照片以外 , 请亲自预展看实物来判断 ,

竞买者请负责任来参与 . 如拍卖品落标须承担全部责任 , 不得以任何理由提出退货 . 敬请注意 .

　本公司特别声明 , 参加本次拍卖会竞买条件和规定 . 竞买人办理号码牌时 , 新客户以及　子　件入　者需提供身

份证明 , 资产证明及交付一定的保证金（200 万日元）. 关于新客户请在拍卖会的前一天 (11 月 18 号 ) 为止到本

公司来办理所需各项手续 . 敬请谅解和配合 .

　拍卖结束后请在 14 天之内全款及 10% 的手续费和手续费相对应的 8% 的消费税汇到本公司指定的银行账户 , 或

者请到本公司交付日元现金 . 关于拍到的拍卖品日本国内可邮寄 , 海外一律不可邮寄 , 敬请注意 . 请大家多多理

解和配合 . 谢谢

● All Chinese Lots(No.862 〜 923) No Returns.

862 銀錠　鞍型馬蹄銀　209.11g VF   ¥25,000 
 863 原始布(小型)　8.42g F   ¥30,000 
 864 大平天国　鎮庫銭　背　聖寳　169.06g　76mm F   ¥80,000 

862

863

864
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 865 咸豊通寳　当百　宝福局　71mm　177.71g　小アタリ有り VF   ¥40,000 

 866 咸豊元寶　当千　宝泉局　60mm　67.72g VF   ¥30,000 

　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 18日（水）より　（株）銀座コインで行っております。

11 月 18 日（土）、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。

865

866
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 867 穴銭　9種1組　天啓通寳,咸豊重寳　他　下見してください VF (9)  ¥25,000 

 868 CHINGKIANG　大清銅幣　丁未　五文銅貨　CD1907　Y9.1 VF   ¥10,000 
 869 CHINGKIANG　大清銅幣　戸部　丙午　二十文銅貨　CD1906　Y11.1 EF -  ¥30,000 

 870 CHINGKIANG　宣統　己西　総 字　一文黄銅貨　CD1909　Y18 VF   ¥10,000 
 871 大清銅幣　十文　両面竜頭エラー　宣統3年(1911)　Y27 EF   ¥15,000 

867

868
869

870 871
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 872 大清銀幣　SILVER DOLLAR　壹圓　1911年　LM37　Y31　PCGS(Cleaning-AU Details) EF   ¥46,000 
 873 大清銀幣　SILVER DOLLAR　壹圓　1911年　Y31 EF   ¥60,000 

 874 安徽省(ANHWEI PROVINCE)　光緒元寳　十文銅貨　ND(1902-1906)　Y38b.1　PCGS(Genuine)
   VF   ¥5,000 
 875 安徽省(ANHWEI PROVINCE)　光緒元寳　七分二厘銀貨　24年　Y42.2 AU   ¥30,000 

 876 奉天省(FENGTIEN PROVINCE)　SILVER　半角・一角・二角　3種1組　1898,99年　Y83,84,85
   VF-〜VF (3)  ¥30,000 

 877 奉天省(FENGTIEN PROVINCE)　SILVER　50CENTS　五角　1898年　Y86 少クリーン VF/EF   ¥50,000 
 878 奉天省(FENGTIEN PROVINCE)　SILVER　DOLLAR　一圓　1898年　Y87 少トーン VF   ¥50,000 

 879 奉天省(FENGTIEN PROVINCE)　光緒元宝　発卯　十文黄銅貨　CD1903　Y89 VF/EF   ¥10,000 
 880 湖南省(HUNAN PROVINCE)　5CH'IEN銀貨　ND(1906)　K946 EF   ¥50,000 
 881 湖北省(HUPEH PROVINCE)　大清銅幣　戸部二文銅貨　CD1906　Y8j VF/EF   ¥15,000 

872 873

874 875

876

877 878

879 880 881
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 882 湖北省(HUPEH PROVINCE)　光緒元寳　SILVER　DOLLAR　七銭二分　ND(1895-07)　
  LM-182　Y127.1　PCGS(AU55) 少トーン EF   ¥35,000 
 883 湖北省(HUPEH PROVINCE)　大清銀幣　SILVER　TAEL　壹両　小字　1904年　LM-180　Y128.2
  PCGS(AU58) AU   ¥500,000 

 884 湖北省(HUPEH PROVINCE)　大清銅幣　戸部　己酉　十文銅貨　CD1909　背"光緒年造"極印
  Y20j.1　NGC(F15BN) F   ¥10,000 
 885 甘粛省(KANSU PROVINCE)　孫文　SILVER DOLLAR　壹圓　民国17年(1928)
  LM618　Y410　K760　PCGS(Tooled-VF Details) 軽トーン VF   ¥200,000 

 886 江蘇省(KIANGSU-KIANGSOO PROVINCE)　光緒元宝　五文銅貨　ND(1901)　Y158 VF/EF   ¥10,000 
 887 吉林省(KIRIN PROVINCE)　光緒元寳　二十箇銅貨　ND(1903)　Y178　PCGS(AU53) VF/EF   ¥15,000 
 888 吉林省(KIRIN PROVINCE)　大清銅幣　己酉　二十文銅貨　CD1909　Y21P　PCGS(Genuine)
  スレ有り VF -  ¥20,000 

 889 吉林省(KIRIN PROVINCE)　光緒元寳　丙午　三銭六分銀貨　CD1906　Y182.3 UNC   ¥50,000 
 890 吉林省(KIRIN PROVINCE)　SILVER 50CENTS　三銭六分　1901年　Y182a.1 PCGS(AU53)
   VF/EF   ¥10,000 

882 883
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 891 吉林省(KIRIN PROVINCE)　SILVER DOLLAR　七銭二分　1901年　LM536
  PCGS(Genuine Cleaning AU Details) VF +  ¥50,000 
 892 吉林省(KIRIN PROVINCE)　光緒元寳　発卵　SILVER　DOLLAR　七銭二分　1903年
  LM547　Y183a.2　PCGS(Cleaning-XF Details) 少クリーン EF   ¥60,000 

 893 貴州省(KWEICHOW PROVINCE)　SILVER　"AUTOMOBILE"　DOLLAR　七銭二分　1928年
  Y428 VF +  ¥200,000 
 894 貴州省(KWEICHOW PROVINCE)　SILVER　"AUTOMOBILE"　DOLLAR　七銭二分　1928年
  Y428　PCGS(VF25) トーン VF   ¥150,000 

 895 東三省(MANCHURIAN PROVINCE)　光緒元寳　三銭六分銀貨　1907年　Y211 VF +  ¥50,000 
 896 陝西省(SHAANXI PROVINCE)　1CENT銅貨　一分　ND(1928)　Y435　PCGS(XF40) VF/EF   ¥10,000 
 897 新彊省(SINKIANG PROVINCE)　2MISCALS金貨　餉金二銭　ND(1906)
  LM-1050　Y9　PCGS(Filed Rims-AU Details) EF   ¥1,100,000 

 898 新疆省(SINKIANG PROVINCE)　光緒銀圓　廸化三銭　AH1321　Y34 クリーン EF   ¥10,000 
 899 四川省(SZECHUAN PROVINCE)　四川官局造　光緒元宝　五文銅貨　ND(1903〜04)　Y225
   VF +  ¥10,000 
 900 四川省(SZECHUAN PROVINCE)　馬蘭幣　10CASH銅貨　當十　背：蟹蘭　赤銅　ND(C.1912)
  CL-SCM.20　PCGS(AU50) VF   ¥20,000 

891
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 901 雲南省(仏領インドシナ YUNNAN PROVINCE)　1/2TAEL銀貨　ND(1943-44)　KM-A1.2　LM434
   EF   ¥25,000 
 902 雲南省(仏領インドシナ YUNNAN PROVINCE)　TAEL銀貨　ND(1943-44)　KM-A2a　LM433
   AU   ¥20,000 

 903 雲南省(仏領インドシナ YUNNAN PROVINCE)　TAEL銀貨　ND(1943-44)　KM-A2a　LM433
   AU   ¥20,000 
 904 雲南省(仏領インドシナ YUNNAN PROVINCE)　TAEL銀貨　小鹿頭　ND(1943-44)　KM-A3　LM435
   EF   ¥20,000 

 905 雲南省(仏領インドシナ YUNNAN PROVINCE)　TAEL銀貨　小鹿頭　ND(1943-44)
  KM-A3　LM435 EF   ¥20,000 
 906 YUNNAN-SZECHUAN　大清銅幣　戸部　丙午　十文銅貨　CD1906　Y10W VF   ¥8,000 

 907 黎元洪　SILVER　DOLLAR　壹圓　ND(1912)　Y321　キズ有り VF   ¥30,000 
 908 袁世凱　SILVER　DOLLAR　壹圓　ND(1914)　LM-858　Y322　PCGS(MS65) UNC   ¥500,000 

901 902

903 904
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 909 袁世凱　SILVER　DOLLAR　壹圓　ND(1914)　LM858　Y322　PCGS(Cleaning-UNC Details)
   少クリーン AU   ¥180,000 
 910 袁世凱　SILVER　DOLLAR　壹圓　ND(1914)　LM858　Y322 少クリーン EF -  ¥80,000 

 911 孫逸山　三羽鳥　壹圓/DOLLAR銀貨　民国21年(1932)　Y344　K622　NGC(MS63) UNC   ¥180,000 
 912 孫逸山　三羽鳥　壹圓/DOLLAR銀貨　民国21年(1932)　Y344　K622　PCGS(Scratch-UNC Details)
   AU/UNC   ¥150,000 

 913 袁世凱　SILVER　50CENTS　中圓　L.Giorgi　1914　KM-Pn27 VF/EF   ¥250,000 
 914 孫逸山　試鋳　オーストリア製　壹圓/DOLLAR銀貨　民国18年(1929)　K617　KM-Pn101
   少クリーン VF/EF   ¥130,000 
 915 民国22年(1933)　壹分青銅貨　Y324a EF   ¥5,000 
 916 中華ソビエト共和国　1CENT銅貨　一分　ND(1932) PCGS(Genuine Env・Damage AU Details)
   VF   ¥5,000 

 917 台湾　Ju-I Military Ration Lotus Dollar銀貨　ND(1853)　LM323　C#25-4
  PCGS(Genuine Chop Mark XF Details) F/VF   ¥500,000 

909 910
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 918 中国,安南,シャム貨幣コレクション　計118点(木箱入)　下見してください(返品不可)
  1段目 シャム(現タイ),安南(現ベトナム)の変形貨幣等34点
  2段目 シャム(現タイ),安南(現ベトナム)の変形,銀錠貨幣等15点
  3段目 中国　古文銭　他20点(貝貨,一刀平五千,契刀五百,大型円足布"　",安邑二釿　他)
  4、5段目 中国　古文銭(宝六化)　他40点
  6段目 中国　古文銭(五字刀)　他9点 (118)   ¥240,000 

 919 新疆自治区30周年  10元銀貨　1985年　KM128　発行数1400枚　PCGS(PR68DCAM) 
   FDC PROOF   ¥80,000 
 920 劉邦　100元金貨　1986年　KM145 UNC PROOF   ¥30,000 
 921 野生動物基金　100元金貨　1986年　KM151 UNC PROOF   ¥30,000 
 922 珍奇動物記念　猿　100元金貨　1988年　KM214 UNC PROOF   ¥30,000 
 923 国際児童基金　100元金貨　1989年　KM261 UNC PROOF   ¥30,000 

 コロンビア　COLOMBIA

 924 女神頭像　8ESCUDOS金貨　ボゴタ　1834年　KM82.1 EF   ¥105,000 
 925 女神左向き頭像  20PESO金貨　ボゴタ　1876年　KM142.1　PCGS(Tooled-AU Details) EF   ¥220,000 

918（縮小） 918（外箱）
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 クック諸島　COCK ISLANDS

 926 キャプテンクック　250DOLLARS金貨　1978年　KM23 FDC PROOF   ¥60,000 

 キューバ　CUBA

 927 SOUVENIR　PESO銀貨　1897年　KM-M3　スクラッチ有り EF/AU   ¥20,000 

キプロス　CYPRUS

 928 ジョージ5世　英国統治50年記念　45PIASTRES銀貨　ND(1928)　KM19 EF/AU   ¥8,000 

 チェコスロバキア　CZECHOSLOVAKIA

 929 ヴェンセスラス男爵　5DUKATU金貨　1931年　KM13　NGC(MS65) UNC   ¥400,000 

エル・サルバドル　EL SALVADOR

 930 サン・サルバドル400周年記念　COLON銀貨　ND(1925-MO)　KM131　PCGS(MS63) 
   トーン AU/UNC   ¥10,000 

926
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エチオピア　ETHIOPIA

 931 メネリク2世　BIRR銀貨　EE1892　KM19　NGC(MS62) AU   ¥30,000 
 932 国際児童年　400BIRR金貨　1979年　KM60 UNC PROOF   ¥60,000 

フォークランド諸島　FALKLAND ISLANDS

 933 エリザベス2世　50PENCE金貨　ND(1982)　KM18b　発行数25枚 UNC PROOF   ¥180,000 

フランス　FRANCE

 934 シャルル6世　ECU D'OR金貨　ND(1380-1422)　Fr.291 EF   ¥60,000 
 935 ルイ14世　LOUIS D'OR金貨　1701年A　KM334.1 VF   ¥50,000 
 936 ルイ14世　老年像　ECU　AUX　3COURONNE銀貨　1711年　Gad229　Dav.1324
  アジャストマーク　ブサンソン鋳 トーン AU/UNC   ¥80,000 

 937 ルイ16世　ECU銀貨　1784(I)　KM564　Dav1333　NGC(MS63) 少トーン EF   ¥30,000 
 938 ルイ16世　LOUIS D'OR金貨　1788年A　KM591.1　NGC(VF DETAILS)　マウント有り VF   ¥20,000 
 939 ルイ18世　40FRANCS金貨　1818年W　KM713.6　NGC(MS63) AU/UNC   ¥90,000 
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 940 ナポレオン1世　5FRANCS銀貨　1811年M　KM694.10　NGC(AU58) EF   ¥20,000 
 941 ナポレオン1世　40FRANCS金貨　1811年A　KM696.1 VF -  ¥30,000 
 942 ナポレオン1世　40FRANCS金貨　1812年A　KM696.1　PCGS(XF45) VF   ¥35,000 

 943 ナポレオン1世　2FRANCS銀貨　1815年A　百日天下　KM703　年号面小キズ有り
   少クリーン EF   ¥120,000 
 944 ナポレオン1世　5FRANCS銀貨　1815年B　百日天下　KM704.2 トーン EF   ¥150,000 

 945 ナポレオン1世　5FRANCS試鋳銀貨　1815年A　百日天下　KM-Pn21　Gad594　PCGS(SP62) 
   軽トーン AU PROOF   ¥1,000,000 

 946 ナポレオン1世　メタル(金メッキ)　52.5mm　ナポレオン/パリ都市景観
  1840年Collignon　ケース入 AU/UNC   ¥15,000 

940

941 942
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 947 ナポレオン3世(無冠)　50FRANCS金貨　1857年A　KM785.1 EF -  ¥60,000 
 948 ナポレオン3世(無冠)　100FRANCS金貨　1857年A　KM786.1 UNC   ¥150,000 

 949 ナポレオン3世(無冠)　100FRANCS金貨　1858年A　KM786.1 EF   ¥130,000 
 950 ナポレオン3世(有冠)　5FRANCS銀貨　1868年BB　KM799.2　NGC(MS62) AU/UNC   ¥18,000 

 951 ナポレオン3世(有冠)　20FRANCS金貨　1868年A　KM801.1　NGC(MS61)　小キズ有り EF   ¥20,000 
 952 ナポレオン3世(有冠)　50FRANCS金貨　1862年A　KM804.1 EF   ¥65,000 
 953 エンゼル　50FRANCS金貨　1904年A　KM831 AU/UNC   ¥130,000 

 954 エンゼル　100FRANCS金貨　1886年A　KM832 少クリーン EF   ¥130,000 
 955 エンゼル　100FRANCS金貨　1886年A　KM832 EF   ¥120,000 

独領東アフリカ　GERMAN EAST AFRICA　

 956 ヴィルヘルム2世　RUPIE銀貨　1890年　KM2 少トーン AU PROOF   ¥35,000 
 957 ヴィルヘルム2世　象  15RUPIEN金貨　1916年T　KM16.2　NGC(MS63) UNC   ¥450,000 

947 948

949 950
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独領ニューギニア　GERMAN NEW GUINEA

 958 極楽鳥　5MARK銀貨　1894年A　KM7　PCGS(PR64CAM) 軽トーン UNC PROOF   ¥850,000 

ドイツ　GERMANY

 959 ANHALT　BERNBURG　紋章　THALER銀貨　1806年HS　KM73　NGC(AU58) EF +  ¥96,000 
 960 ANHALT　DESSAU　フリードリヒ1世　5MARK銀貨　1896年A　KM24　NGC(AU DETAILS) 
   EF   ¥120,000 

 961 ANHALT　DESSAU　フリードリヒ2世　銀婚式　5MARK銀貨　1914年A　KM31　PCGS(PR65 DCAM)
   BU PROOF   ¥100,000 
 962 ANHALT　DESSAU　フリードリヒ2世　銀婚式　5MARK銀貨　1914年A　KM31 UNC PROOF   ¥50,000 

 963 AUGSBURG　フェルディナンド3世　都市景観　THALER銀貨　1642年　KM77　Dav.5039
  PCGS(MS63) 少トーン UNC   ¥100,000 
 964 AUGSBURG　フェルディナンド3世　都市景観　THALER銀貨　1643年　KM77　Dav.5039 EF   ¥40,000 

958

959 960

961 962
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 965 AUGSBURG　見本片面打ち(都市景観)　THALER銀貨　1642年　KM77　Dav.5039 少トーン EF   ¥20,000 
 966 BADEN　フリードリヒ1世  2MARK銀貨　1904年G　KM272　NGC(PF65 UCAM) BU PROOF   ¥80,000 

 967 BADEN　フリードリヒ1世　5MARK銀貨　1907年G　KM274　NGC(PF63 CAM) BU PROOF   ¥125,000 
 968 BAVARIA　ベネディクト教団への学校寄進記念　THALER銀貨　1835年　KM782　NGC(AU58)
   EF   ¥50,000 

 969 BAVARIA　オットー王子記念教会建設記念　THALER銀貨　1836年　KM786 EF   ¥25,000 
 970 BAVARIA　マクシミリアン1世像建立記念　2THALER銀貨　1839年　KM425 EF   ¥30,000 

 971 BAVARIA　ルｰドヴィヒ1世　マクシミリアンとマリーご成婚記念　2THALER銀貨　1842年
  KM812.1　NGC(MS64) UNC   ¥76,000 
 972 BAVARIA　ルードヴィヒ1世　譲位記念　2THALER銀貨　1848年　KM829　NGC(UNC DETAILS) 
   少クリーン　AU   ¥300,000 
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 973 BAVARIA　マクシミリアン2世　ヨハン クリストファー像　2THALER銀貨　1848年　KM833.1
  NGC(AU55) 少クリーン　EF   ¥145,000 
 974 BAVARIA　マクシミリアン2世　ローラン ド ラトル像　2THALER銀貨　1849年　KM835.1
  NGC(AU DETAILS) 少クリーン　EF +  ¥175,000 

 975 BAVARIA　マクシミリアン2世　マクシミリアン2世像建設　2THALER銀貨　1856年　KM850
  NGC(AU DETAILS) EF   ¥110,000 
 976 BRUNSWICK-WOLFENBUTTEL　エルンスト アウグスト結婚記念　5MARK銀貨
  1915年A　KM1164　NGC(PF62) UNC PROOF   ¥110,000 

 977 FRANKFURT　都市景観　THALER銀貨　1772年PCB　KM251 AU/UNC   ¥70,000 
 978 FRANKFURT　都市景観　DUCAT金貨　1796年　KM289　PCGS(AU55) VF+/EF   ¥70,000 

 979 FRANKFURT　フランコニア　2THALER銀貨　1860年　KM365 EF/AU   ¥15,000 
 980 FRANKFURT　王子の日制定記念　THALER銀貨　1863年　KM372 少トーン UNC   ¥25,000 
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 981 HAMBURG　紋章　DUCAT金貨　1740年IHL　KM342　Fr.1120　NGC(MS61) AU   ¥200,000 
 982 HAMBURG　紋章　5MARK銀貨　1902年J　KM610　NGC(PF64) UNC PROOF   ¥125,000 

 983 HESSE CASSEL  ヴィルヘルム2世　2THALER銀貨　1847年　KM610  NGC(AU DETAILS) EF   ¥130,000 
 984 HESSE-DARMSTADT　Ernst Ludwig　5MARK銀貨　1900年A　KM369 EF   ¥90,000 

 985 LUBECK　改革200年記念　DUCAT金貨　1717年　KM133　NGC(XF DETAILS BENT) 
   REFORMATION 面に歪み有り　VF   ¥100,000 
 986 LUBECK　紋章　双頭の鷲　5MARK銀貨　1913年A　KM213　NGC(PF64 CAM) UNC PROOF   ¥150,000 

 987 MECKLENBURG-SCHWERIN　ご成婚記念　5MARK銀貨　1904年A　KM334
   少クリーン AU PROOF   ¥35,000 
 988 MUNSTER　聖パウロとミュンスター市景観　THALER銀貨　1661年　KM75　Dav.5603　NGC(AU58)
   EF -  ¥46,000 
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 989 NASSAU　ヴィルヘルム　THALER銀貨　MINT VISIT　1831年　KM55　NGC(AU58) EF +  ¥165,000 
 990 NASSAU　USINGEN　フリードリヒ アウグスト　THALER銀貨　1813年CT　KM6　NGC(AU58)
   トーン　EF +  ¥86,000 

 991 NASSAU-WEILBURG　フリードリヒ ヴィルヘルム2世　THALER銀貨　1812年CT　KM24
  NGC(MS62) トーン　AU   ¥76,000 
 992 NURNBERG　ラム ダカット　1/2DUCAT金貨　1700年GFN　KM254　Fr.1887
  NGC(UNC DETAILS) SURFACE HAIRLINES  AU   ¥80,000 
 993 NURNBERG　ラム クリッペ　角　1/2DUCAT金貨　1700年　KM256　Fr.1888　NGC(AU55)
   EF   ¥48,000 
 994 NURNBERG　ラム ダカット　DUCAT金貨　1700年GFN　KM257　Fr.1885　NGC(AU DETAILS) 
   REMOVED FROM  JEWELRY　EF   ¥70,000 
 995 NURNBERG　ラム クリッペ　角　DUCAT金貨　1700年IMF　RESTRUCK(1755-64)
  KM258　Fr.1886　NGC(AU58) EF +  ¥76,000 

 996 NURNBERG　ラム クリッペ　角　DUCAT金貨　1700年CGL　RESTRUCK(1746-55)
  KM258　Fr.1886　NGC(UNC DETAILS) MOUNT REMOVED  EF +  ¥76,000 
 997 NURNBERG　ラム ダカット　2DUCAT金貨　1700年GFN　KM259　Fr.1882
  NGC(AU DETAILS) MOUNT　REMOVED　BEN  修正有り　EF -  ¥76,000 
 998 NURNBERG　カール6世　THALER銀貨　都市景観　1742年PGN　KM305　Dav.2482
   少トーン EF   ¥70,000 
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 999 PALATINATE(PFALZ)　カール フィリップ　1/2CAROLIN金貨　1733年　KM251　Fr.2030
  NGC(XF45) EF   ¥140,000 
 1000 PRUSSIA　ヴィルヘルム1世　2THALER銀貨　1862年A　KM491　NGC(AU55) EF +  ¥96,000 
 1001 PRUSSIA　ヴィルヘルム1世　10MARK金貨　1872年A　KM502　NGC(MS65) UNC   ¥30,000 

 1002 PRUSSIA　フリードリヒ3世　5MARK銀貨　1888年A　KM512 UNC   ¥20,000 
 1003 PRUSSIA　フリードリヒ3世　10,20MARK金貨　2種1組　1888年　KM514・515 UNC (2)  ¥46,000 

 1004 PRUSSIA　ヴィルヘルム2世  2MARK銀貨　1901年A(特年)　KM522　ANACS(PR61) 
   UNC PROOF   ¥135,000 
 1005 PRUSSIA　ヴィルヘルム2世　5MARK銀貨　1903年A　KM523 クリーン AU/UNC PROOF   ¥80,000 

 1006 PRUSSIA　ヴィルヘルム2世　5MARK銀貨　1904年A　KM523　NGC(PF62) AU PROOF   ¥96,000 
 1007 PRUSSIA　王国200年記念　5MARK銀貨　1901年A　KM526　NGC(MS64) UNC   ¥10,000 
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 1008 PRUSSIA　ヴィルヘルム2世　3MARK銀貨　1909年A　KM527　スクラッチ有り AU PROOF   ¥8,000 
 1009 PRUSSIA　ヴィルヘルム2世　マンスヘルト併合100年　3MARK銀貨　1915年A　KM539
  PCGS(PR62) EF PROOF  ¥115,000 

 1010 REGENSBURG　皇帝フランツ1世　都市景観　THALER銀貨　1756年(1CB)　KM371　Dav.2618
  NGC(UNC　DETAILS) 少トーン AU   ¥35,000 
 1011 REGENSBURG　ヨーゼフ2世　都市景観　5DUCAT金貨　ND(1765-90)　KM393　Fr.2560
  NGC(AU DETAILS PLUGGED) 修正有り　EF +  ¥500,000 

 1012 REUSS LOBENSTEIN EBERSDORF　ハインリヒ72世　2THALER銀貨　1840年A　KM5
  NGC(MS62) トーン　UNC   ¥170,000 
 1013 REUSS LOBENSTEIN EBERSDORF　ハインリヒ72世　2THALER銀貨　治世25年　1847年A　KM6
  NGC(UNC DETAILS) 少クリーン　AU   ¥180,000 

 1014 REUSS OBERGREIZ　ハインリヒ20世　2THALER銀貨　1848年A　KM105　NGC(MS61) AU   ¥96,000 
 1015 SAXE ALTENBUR　ヨーゼフ　2THALER銀貨　1847年Ｆ　ＫＭ20　NGC(UNC DETAILS) EF +  ¥86,000 
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 1016 SAXE COBURG GOTHA　エルンスト1世　2THALER銀貨　1842年G　KM96　NGC(XF45) EF   ¥96,000 
 1017 SAXE COBURG GOTHA　エルンスト1世　THALER銀貨　1827年　KM16
  NGC(MS62) オリジナルダイブレイク有り  AU   ¥90,000 

 1018 SAXE COBURG GOTHA　エルンスト1世　THALER銀貨　1829年EK　KM30　NGC(MS61) AU   ¥155,000 
 1019 SAXE MEININGEN　ゲオルク2世　5MARK銀貨　1902年D　LONG BEARD　KM200　NGC(MS63)
   UNC   ¥100,000 

 1020 SAXONY　ヨハン ゲオルク　2DUCAT金貨　1630年　KM421　Fr.2701
  NGC(UNC DETAILS) GRAFFITI　少キズ有り　EF +  ¥270,000 
 1021 SAXONY　ライプツィヒ大学500周年　5MARK銀貨　1909年　KM1269 AU   ¥15,000 
 1022 SAXONY　ライプチヒの戦い100周年記念　3MARK銀貨　1913年E　KM1275
  PCGS(MS65) 少トーン UNC   ¥10,000 

 1023 SAXONY ALBERTINE　ヨハン ゲオルグ1世　THALER銀貨　1630年　KM413　DAV7606
  NGC(AU58) AU   ¥96,000 
 1024 SAXONY-ALBERTINE　フリードリヒ アウグスト2世　THALER銀貨　1742年　KM-A907 EF   ¥25,000 

1016 1017

1018 1019

1020
1021

1023 1024

1022



－ 133 －

 1025 SAXONY ALBERTINE　アルベルト　5MARK銀貨　1893年E　KM1246　NGC(MS63) UNC   ¥110,000 
 1026 SAXONY ALBERTINE　フリードリヒ アウグスト3世　5MARK銀貨　1908年E　KM1266
  NGC(PF63CAM) AU/UNC PROOF   ¥100,000 

 1027 SCHAUMBURG LIPPE　THALER銀貨　ゲオルグ ヴィルヘルム　1860年B  KM46　NGC(MS65)
   UNC   ¥70,000 
 1028 SCHAUMBURG LIPPE　アルプレヒト ゲオルグ　5MARK銀貨　1898年A　KM50　NGC(PF65) 
   ナイストーン UNC PROOF   ¥390,000 

 1029 STOLBERG-WERNIGERODE　ハインリヒ23世　DUCAT金貨　1824年　KM92　NGC(MS61)
   EF +  ¥220,000 
 1030 WALDECK PYRMONT　フリードリヒ　5MARK銀貨　1903年A　KM192　NGC(PF62CAM) 
   UNC PROOF   ¥600,000 
 1031 WESTPHALIA　ジェローム ボナパルト　5FRANKEN銀貨　1808年J　KM101　NGC(VF DETAILS) 
   クリーン　VF -  ¥66,000 

 1032 WESTPHALIA　ジェローム ボナパルト　THALER銀貨　1811年C　KM118　C20a
  PCGS(MS62) アジャストマーク有り　AU -  ¥60,000 
 1033 WURTTEMBERG　カールとオリガ成婚記念　2THALER銀貨　1846年　KM596
   少トーン AU/UNC   ¥56,000 
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 1034 WURTTEMBERG　カール1世　ウルム大聖堂修復記念　2THALER銀貨　1869年　KM618
  NGC(PF61CAMEO) EF/AU PROOF   ¥120,000 
 1035 WURTTEMBERG　カール1世　ウルム大聖堂修復記念　2THALER銀貨　1869年　KM618
  PCGS(AU DETAILS) クリーン　EF +  ¥50,000 

 1036 WEIMAR　ラインランド統一1000年　3REICHSMARK銀貨　1925年A　KM46　NGC(PF66CAM)
   UNC PROOF   ¥30,000 
 1037 WEIMAR　ラインランド統一1000年　5REICHSMARK銀貨　1925年E　KM47　NGC(PF64UCAM)
   UNC PROOF   ¥100,000 

 1038 WEIMAR　リューベック開放700年　3REICHSMARK銀貨　1926年A　KM48　NGC(PF64)
   UNC PROOF   ¥30,000 
 1039 WEIMAR　ブレマハーフェン100年　3REICHSMARK銀貨　1927年A　KM50　NGC(PF64CAM)
   BU PROOF   ¥48,000 

 1040 WEIMAR　ブレマハーフェン100年　5REICHSMARK銀貨　1927年A　KM51　NGC(PF66UCAM)
   BU PROOF   ¥130,000 
 1041 WEIMAR　ノルトハウゼン発見1000年　3REICHSMARK銀貨　1927年A　KM52　NGC(PF65 UCAM)
   BU PROOF   ¥50,000 
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 1042 WEIMAR　マーブルク大学400年　3REICHSMARK銀貨　1927年A　KM53　NGC(PROOF DETAILS)
   AU PROOF   ¥30,000 
 1043 WEIMAR　チュービンゲン大学450年　3REICHSMARK銀貨　1927年F　KM54　NGC(PF61CAM)
   AU PROOF   ¥80,000 

 1044 WEIMAR　チュービンゲン大学450年　5REICHSMARK銀貨　1927年F　KM55　NGC(PF64UCAM)
   BU PROOF   ¥140,000 
 1045 WEIMAR　樫の木　5REICHSMARK銀貨　1927年A　KM56　NGC(PF65CAM) UNC PROOF   ¥100,000 

 1046 WEIMAR　ナウムブルグ建設900年　3REICHSMARK銀貨　1928年A　KM57　NGC(UNC DETAILS)
   AU PROOF   ¥30,000 
 1047 WEIMAR　デュラー死去400年　3REICHSMARK銀貨　1928年D　KM58　NGC(UNC DETAILS)
   少クリーン　AU   ¥70,000 
 1048 WEIMAR　ディンケルスビュール市1000年　3REICHSMARK銀貨　1928年D　KM59　NGC(PF64CAM)
   UNC PROOF   ¥140,000 

 1049 WEIMAR　レッシング生誕200年　3REICHSMARK銀貨　1929年F　KM60　NGC(PF64UCAM) 
   UNC PROOF   ¥46,000 
 1050 WEIMAR　レッシング生誕200年　5REICHSMARK銀貨　1929年F　KM61　NGC(PF63UCAM)
   UNC PROOF   ¥46,000 
 1051 WEIMAR　ワルデック プロイセン　3REICHSMARK銀貨　1929年A　KM62　NGC(PF62CAM)
   トーン　UNC PROOF   ¥48,000 
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 1052 WEIMAR　憲法10周年　3REICHSMARK銀貨　1929年A　KM63　NGC(PF63) UNC PROOF   ¥25,000 
 1053 WEIMAR　憲法10周年　5REICHSMARK銀貨　1929年A　KM64　PCGS(PR65CAM) 
   UNC PROOF   ¥50,000 

 1054 WEIMAR　マイセン市1000年　3REICHSMARK銀貨　1929年E　KM65　NGC(PF65CAMEO) 
   UNC PROOF   ¥46,000 
 1055 WEIMAR　マイセン市1000年　5REICHSMARK銀貨　1929年E　KM66　PCGS(PR63) 
   UNC PROOF   ¥135,000 

 1056 WEIMAR　ツェッペリン　3REICHSMARK銀貨　1930年F　KM67　NGC(PF63CAM)
   UNC PROOF   ¥46,000 
 1057 WEIMAR　ツェッペリン　5REICHSMARK銀貨　1930年A　KM68　NGC(PF66) 
   トーン　UNC PROOF   ¥70,000 

 1058 WEIMAR　フォーゲルヴァイデ没700年　3REICHSMARK銀貨　1930年A　KM69　NGC(MS64)
   UNC   ¥20,000 
 1059 WEIMAR　フォーゲルヴァイデ没700年　3REICHSMARK銀貨　1930年F　KM69　PCGS(PR64DCAM) 
   BU PROOF   ¥48,000 
 1060 WEIMAR　ラインランド占領終焉　3REICHSMARK銀貨　1930年F　KM70　NGC(PF63UCAM)
   UNC PROOF   ¥40,000 
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 1061 WEIMAR　ラインランド占領終焉　5REICHSMARK銀貨　1930年A　KM71　NGC(PF63UCAM) 
   UNC PROOF   ¥50,000 
 1062 WEIMAR　マグデブルク再建300年　3REICHSMARK銀貨　1931年A　KM72　NGC(PF64)
   UNC PROOF   ¥64,000 

 1063 WEIMAR　フォンスタイン死去100年　3REICHSMARK銀貨　1931年A　KM73　NGC(PF61CAM)
   UNC PROOF   ¥30,000 
 1064 WEIMAR　ゲーテ死去100年　3REICHSMARK銀貨　1932年A　KM76　PCGS(PR63CAM) 
   UNC PROOF   ¥40,000 

 1065 WEIMAR　ゲーテ死去100年　5REICHSMARK銀貨　1932年A　KM77　PCGS(PF64CAM) 
   UNC PROOF   ¥400,000 

 英　国　GREAT BRITAIN　

1066 ヘンリー6世　NOBLE金貨　ND(1422-1430)　S1799 VF +  ¥250,000 

 1067 チャールズ1世　1/2CROWN銀貨　ND(1638-39)　KM197 トーン VF/EF   ¥90,000 
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 1068 チャールズ2世　5GUINEAS金貨　1684年　KM444.1　S3331 VF/EF   ¥1,000,000 
 1069 ウィリアム&メアリー　5GUINEAS金貨　象と城　1691年　KM479.2　S3422 少クリーン EF   ¥1,500,000 

 1070 ウィリアム3世　CROWN銀貨　第一肖像　年代不鮮明(1696?)　OCTAVO　KM486　S3470
   トーン F/VF   ¥20,000 
 1071 ウィリアム3世　5GUINEAS金貨　1699年　KM505.1　S3454 VF   ¥1,000,000 

 1072 アン　CROWN銀貨　1703年VIGO　KM519.1　S3576 少トーン VF -  ¥100,000 
 1073 アン　1/2CROWN銀貨　1708年　KM525.1　S3604　NGC(MS62) トーン EF/AU   ¥150,000 

 1074 アン　GUINEA金貨　1713年　KM534　S3574　少キズ有り EF   ¥300,000 
 1075 アン　5GUINEAS金貨　1711年　KM535　S3568  NGC(AU50)　面に小キズ有り，エッヂにアタリ有り
   VF +  ¥1,500,000 

 1076 ジョージ2世　ヤング　5GUINEAS金貨　1731年　KM571.1　S3663A　小アタリ有り EF -  ¥1,300,000 
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 1077 ジョージ2世　ヤング　CROWN銀貨　1735年　KM575.1　S3686 トーン AU/UNC   ¥200,000 
 1078 ジョージ2世　オールド　CROWN銀貨　1746年LIMA　KM585.3　S3689 クリーン VF -  ¥40,000 

 1079 スリーグレイセス　試鋳　CROWN銀貨　ジョージ3世　1817年　KM-PｎB77　ESC223
  NGC(PF65) ナイストーン UNC PROOF   ¥4,500,000 

 1080 ジョージ3世　By Webb and Mills　試鋳　CROWN銀貨　ND(1820)　KM-PnB80　ESC221
   少トーン EF PROOF   ¥200,000 
 1081 ジョージ3世　イングランド銀行　DOLLAR銀貨(バンクダラー)　1804年　KM-Tn1　S3768
   トーン UNC PROOF   ¥120,000 

　通称「スリーグレイセス」は世界のコイン収集家憧れの名品でW.Wyon初期の傑作品の一つです。
　裏面にはアイルランド、イングランド、スコットランドの統合の象徴として三美神像が描かれ、その足下にはアイルラ
ンドハープ、ユニオンフラッグ、そしてスコットランドのアザミが配されています。
　今回の出品物は両面共に程良くトーンがかかっており、優美なそのデザインをより一層引き立てています。
　最近、内外のオークション落札価格には驚かされますが、ご出品者様のご厚意により参考価格はかなり控えめになっ
ております。

 1082 ジョージ3世　1/2SOVEREIGN金貨　1817年　KM673　S3786 EF -  ¥50,000 
 1083 ジョージ3世　SOVEREIGN金貨　1817年　KM674　S3785 VF/EF   ¥80,000 
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 1086 ジョージ4世　CROWN銀貨　1822年　TERTIO　KM680.2　S3805 EF   ¥96,000 
 1087 ジョージ4世　2POUNDS金貨　1823年　KM690　S3798 EF +  ¥150,000 

 1088 ジョージ4世　1/2CROWN銀貨　影打ちエラー貨　1826年　KM695　S3809　PCGS(AU50) 
   VF/EF   ¥50,000 
 1089 ウィリアム4世　SOVEREIGN金貨　1831年　KM717　S3829B UNC PROOF   ¥700,000 

 1090 ヴィクトリア・ヤング　CROWN銀貨　1844年　KM741　S3882 トーン EF/AU   ¥90,000 
 1091 ヴィクトリア・ヤング　CROWN銀貨　1844年　KM741　S3882　PCGS(AU58) トーン EF   ¥80,000 

 1092 ヴィクトリア・ヤング　CROWN銀貨　1845年　KM741　S3882　NGC(AU DETAILS)
   小キズ有り  EF   ¥40,000 

 1084 ジョージ4世　1/2CROWN銀貨　1820年　KM676　S3807 UNC   ¥60,000 
 1085 ジョージ4世　1/2CROWN銀貨　1821年　KM676　S3807 トーン EF PROOF   ¥220,000 
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 1093 ヴィクトリア・ヤング　ウナ&ライオン　5POUNDS金貨　1839年　KM742　S3851
  ヘアーライン有り・小アタリ有り EF PROOF   ¥5,500,000 

 1094 ヴィクトリア・ヤング　SOVEREIGN金貨　1872年　KM736.2　S3853B　 EF/AU   ¥56,000 
 1095 ヴィクトリア・ヤング　SOVEREIGN金貨　1872年　KM736.2　S3853B　PCGS(AU55) EF   ¥50,000 
 1096 ヴィクトリア・ヤング　ブロンズメタル　1837年　BHM1775　W.Wyon作　NGC(MS63BN)
   UNC   ¥10,000 

 1097 ヴィクトリア・ゴチック　CROWN銀貨　1847年　KM744　ESC288　PCGS(PR63) 
   トーン UNC PROOF   ¥600,000 

　英国の全盛期にW.Wyonによってデザインされた名品です。表面にはヴィクトリア女王（ヤング）の肖像、裏面にはウナ
（ヴィクトリア女王）がブリティッシュ・ライオンを従えているデザインで、「世界一美しい金貨」と賞賛される程です。

 1098 ヴィクトリア・ゴチック　CROWN銀貨　1847年　KM744　ESC288　NGC(PF62 CAMEO) 
   UNC PROOF   ¥400,000 
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 1100 ヴィクトリア・ゴチック　FLORIN銀貨　1853年　KM746.1　S3891　NGC(PF64) UNC PROOF   ¥350,000 
 1101 ヴィクトリア・ゴチック　FLORIN銀貨　1879年　Milled Edge　KM746.4　S3898　NGC(PF64) 
   UNC PROOF   ¥350,000 

 1102 ヴィクトリア・ジュビリー　SOVEREIGN金貨　1888年　KM767　S3866 VF -  ¥28,000 
 1103 ヴィクトリア・ジュビリー　2POUNDS金貨　1887年　KM768　S3865 UNC   ¥140,000 
 1104 ヴィクトリア・ジュビリー　2POUNDS金貨　1887年　KM768　S3865 EF/AU   ¥70,000 

 1105 ヴィクトリア・ジュビリー　5POUNDS金貨　1887年　KM769　S3864 EF   ¥260,000 
 1106 ヴィクトリア・ジュビリー　5POUNDS金貨　1887年　KM769　S3864 EF   ¥240,000 

 1099 ヴィクトリア・ゴチック　CROWN銀貨　プレーンエッジ　1847年　KM744　ESC291　NGC(PF62 CAMEO)
  軽スクラッチ有り UNC PROOF   ¥500,000 

　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18日（土））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19日（日）以降、（株）銀座コインにてお願い申し上げます。

〜 ご注意 〜
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 1107 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)　KM758,759,761-769
  金貨：5POUNDS,2POUNDS,SOVEREIGN,1/2SOVEREIGN
  銀貨：CROWN,DOUBLE FLORIN,1/2CROWN,FLORIN,SHILLING,6PENCE,3PENCE
   EF〜UNC (11)  ¥500,000 

 1108 ヴィクトリア　オールド　CROWN銀貨　1893年LVI　KM783　ESC304　NGC(PF64) 
   トーン AU/UNC PROOF   ¥120,000 
 1109 ヴィクトリア・オールド　SOVEREIGN金貨　1899年　KM785　S3874 VF   ¥28,000 
 1110 ヴィクトリア・オールド　5POUNDS金貨　1893年　KM787　S3872 EF   ¥360,000 
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 1111 ロンドン万博銀メダル　ヴィクトリア/アルバート　ロイヤルミント　ND(1851)　76mm　211.16g
   AU PROOF   ¥60,000 

 1112 エドワード7世　1/2CROWN銀貨　1902年　KM802　S3980　NGC(PF63 MATTE) 
   マット UNC PROOF   ¥15,000 
 1113 エドワード7世　2POUNDS金貨　1902年　KM806　S3968 マット UNC PROOF   ¥120,000 

 1114 エドワード7世　5POUNDS金貨　1902年　KM807　S3966　PCGS(PR61) 
   マット EF/AU PROOF   ¥300,000 
 1115 エドワード7世　1/2SOVEREIGN金貨　1902年　KM819　S3974　NGC(PF62 MATTE)
   マット EF PROOF   ¥30,000 

郵便入札〆切日：平成 29 年 11 月 16 日（木）必着
FAX での入札〆切日：平成 29 年 11 月 16 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。
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 1116 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　発行数8066枚
  金貨：5POUNDS,2POUNDS,SOVEREIGN,1/2SOVEREIGN
  銀貨：CROWN,1/2CROWN,FLORIN,SHILLING,6PENCE,MAUNDY SET
   マット AU〜UNC PROOF (13)  ¥600,000 

 1117 ジョージ5世　CROWN銀貨　1927年　KM836　S4036　NGC(PF64) UNC PROOF   ¥20,000 
 1118 ジョージ6世　1937年　プルーフ15種セット　KM-PS21　ケース付 UNC PROOF (15)  ¥20,000 
 1119 エリザベス2世　1953年　プルーフ10種セット　KM-PS25　ケース付 UNC PROOF (10)  ¥10,000 
 1120 ダイアナ妃追悼記念　5POUNDS金貨　1999年　KM997b　PCGS(PR68DCAM)
  オリジナルケース付 FDC PROOF   ¥350,000 

1116

1117 1120
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ギリシア　GREECE

 1121 ゲオルギウス1世　5DRACHMAI銀貨　1876年A　KM46　ヘアーライン有り EF/AU   ¥25,000 
 1122 ゲオルギウス2世　復位5周年　100DRACHMAI銀貨　ND(1940)　KM75　発行数500枚
   EF PROOF   ¥150,000 

 ハイチ　HAITI

1123 デュバリエ大統領　1000GOURDES金貨　1973年　KM111 UNC PROOF   ¥40,000 

 ホンジュラス　HONDURAS

1124 立像の女神　1PESO銀貨　1890年　KM52　PCGS(AU55) 少トーン EF   ¥10,000 

香 港　HONG KONG

 1125 ヴィクトリア・ヤング　DOLLAR銀貨　1868年　KM10　エッヂ小アタリ有り EF   ¥40,000 

インド　INDIA

 1126 クーシャン朝(Kushan　Empire)　ヴァスデヴァ　AV　STATER金貨　AD260〜300　
  Mitch未掲載　7.87g EF   ¥66,000 
 1127 クーシャン朝(Kushan　Empire)　ヴァスデヴァ　AV　STATER金貨　AD260〜300　幅広型
  Mitch3546　7.92g VF/EF   ¥56,000 
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 1128 クーシャン朝(Kushan　Empire)　ヴァスデヴァ　AV　STATER金貨　AD260〜300　細身型
  Mitch3549　7.89g EF   ¥66,000 
 1129 クーシャン朝(Kushan　Empire)　ヴァスデヴァ　DINAR金貨　AD280〜320　Fr.44　7.93g
   VF/EF   ¥56,000 
 1130 クーシャン朝(Kushan　Empire)　シャカ　AV　STATER金貨　AD325〜345頃　シャカ/アドカショ
  Mitch3570　7.83g EF   ¥80,000 
 1131 クーシャン朝(Kushan　Empire)　キパナダ　AV　STATER金貨　AD330〜360頃　キパナダ/アドカショ
  Mitch3594　7.71g VF   ¥46,000 

 インドネシア　INDONESIA

1132 独立25年　極楽鳥　2000RUPIAH金貨　1970年　KM28 UNC PROOF   ¥20,000 
 1133 独立25年　ダンサー　10000RUPIAH金貨　1970年　KM30 UNC PROOF   ¥96,000 

 イラン　IRAN

1134 パーレヴィ　5PAHLAVI金貨　SH1339(1960)　KM1164 UNC   ¥140,000 
 1135 パーレヴィ　10PAHLAVI金貨　MS2537(1978)　KM1213　PCGS(MS64+) UNC   ¥600,000 

 1136 パーレヴィ　10PAHLAVI金貨　SH1358(1979)　RARE　KM1213
  PCGS(Cleaning-UNC Details) 少クリーン UNC   ¥600,000 
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 マン島　ISLE OF MAN

1137 土地取得法200周年　5POUNDS金貨　1965年　KM17 UNC   ¥120,000 

 イスラエル　ISRAEL

1138 戦勝記念　嘆きの壁　100LIROT金貨　1967年　KM50　エッヂ小アタリ有り AU/UNC PROOF   ¥80,000 

イタリア　ITALY

 1139 CISALPINE　坐像と立像　SCUDO OF 6LIRE銀貨　ANNO VIII(1800年)　KM-C#2
   トーン EF +  ¥230,000 
 1140 GENOA　マドンナ像　96LIRE金貨　1797年　KM251　Fr.444　PCGS(AU53) VF +  ¥220,000 

 1141 PALERMO　カルロ3世　ONCIA金貨　1734年　Fr.885 クリーン AU   ¥90,000 
 1142 PIEDMONT　月桂冠をいただいた人物像　20FRANCS金貨　L'AN9(1801年)　KM-C#5 
   EF+/AU   ¥375,000 
 1143 SARDINIA　カルロ・アルベルト　100LIRE金貨　1840年　KM133.2　NGC(UNC DETAILS) EF   ¥200,000 

 1144 VENICE　革命政府　5LIRE銀貨　1848年V　KM804　NGC(MS63) UNC   ¥80,000 
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 1145 イタリア・ローマ教皇領(Papal　States)　ピウス9世　SCUDO金貨　1862年R　KM1361　PCGS(AU58)
   EF +  ¥20,000 
 1146 ウンベルト1世　5LIRE銀貨　1879年R　KM20　Dav.141 UNC -  ¥100,000 
 1147 大戦終結10周年　20LIRE銀貨　1928年R　KM70　NGC(AU DETAILS) 軽トーン EF   ¥25,000 

 1148 大戦終結10周年　20LIRE銀貨　1928年R　KM70 EF   ¥25,000 
 1149 エマヌエレ3世　エチオピア皇帝昇格記念　20LIRE銀貨　1936年R　KM81　スクラッチ有り
   EF/AU   ¥120,000 

 1150 エマヌエレ3世　ファシスト政権１周年記念　100LIRE金貨　1923年R　KM65　Matte Finish　NGC(AU58)
   EF   ¥220,000 

 韓　国　KOREA

1151 十銭通寳(1793年) VF -  ¥30,000 
 1152 大東背戸　一銭,二銭,三銭銀貨　3種1組　ND(1882〜83)　KM1081,1082,1083 VF (3)  ¥80,000 
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 1153 5両銀貨　開国501年(1892)　KM1114　朝5　PCGS(AU53) EF   ¥120,000 
 1154 1両銀貨　開国502年(1893)　朝6　PCGS(MS63) AU   ¥20,000 
 1155 2銭5分銅貨　陰打　朝7 VF   ¥10,000 

 1156 10圜金貨　光武10年(1906)　KM1130　朝14　PCGS(MS63+) UNC   ¥1,500,000 

 1157 半圜銀貨(大型)　光武9年(1905)　朝16　PCGS(AU53) EF   ¥10,000 
 1158 半圜銀貨(大型)　光武10年(1906)　朝16　NGC(MS62) EF   ¥20,000 
 1159 10銭銀貨　光武11年(1907)　量目変更　朝18　PCGS(MS64) UNC   ¥10,000 
 1160 10銭銀貨　隆熙2年(1908)　量目変更　朝18　NGC(MS64) トーン UNC   ¥10,000 

リベリア　LIBERIA

 1161 昭和天皇　250DOLLARS金貨　1989年　KM60　発行数600枚 FDC PROOF   ¥60,000 

ルクセンブルグ　LUXENBURG

 1162 ジャン大公　100FRANCS金貨(ESSAIS)　1964年　KM-E76　発行数200枚 AU   ¥90,000 
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メキシコ　MEXICO

 1163 4REALES銀貨　1740年MF　KM94 VF +  ¥20,000 
 1164 4REALES銀貨　1757年MM　KM95 VF +  ¥20,000 

 1165 8REALES銀貨　1741年MF　KM103 クリーン VF +  ¥18,000 
 1166 8REALES銀貨　カルロス4世　1789年FM　KM107 VF/EF   ¥16,000 

 1167 カルロス4世　8ESCUDOS金貨　1804年TH　KM159 EF   ¥165,000 
 1168 カルロス4世　8ESCUDOS金貨　1805年TH　KM159 VF +  ¥140,000 

 1169 カルロス4世　8ESCUDOS金貨　1806年TH　KM159 EF   ¥155,000 
 1170 8REALES銀貨　1873年Go　KM377.8 少トーン AU   ¥15,000 

 1171 20PESOS金貨　1872年GoS　KM414.4　PCGS(AU58) EF   ¥105,000 
 1172 20PESOS金貨　1903年　KM414.6 クリーン VF/EF   ¥115,000 
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 1173 50PESOS金貨　1924年　KM481 EF   ¥140,000 
 1174 50PESOS金貨　1931年　KM481 EF/AU   ¥145,000 

 1175 50PESOS金貨　1947年　リストライク　KM481 UNC   ¥120,000 

モナコ　MONACO

 1176 アルバート1世　100FRANCS金貨　1904年A　KM105　PCGS(MS64) UNC   ¥200,000 
 1177 レーニエ3世　100FRANCS金貨(ESSAIS)　1950年　KM-E35 AU PROOF   ¥90,000 

オランダ　NETHERLANDS

 1178 GELDERLAND　騎士　1/2CAVALIER D'OR金貨　1614年Cross　KM17.1　Fr.241　PCGS(MS62)
   EF/AU   ¥140,000 
 1179 ヴィーレム1世　2・1/2GULDEN銀貨　1840年　KM67 クリーン VF   ¥20,000 

ペルー　PERU

 1180 座像の女神　20SOLES金貨　1951年　KM229　NGC(MS63) AU/UNC   ¥30,000 
 1181 座像の女神　100SOLES金貨　1969年　KM231 UNC   ¥170,000 
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 フィリピン　PHILIPPINES

1182 PESO銀貨　1907年S　KM172 AU   ¥8,000 

 1184 ニコライ1世　10ZLOTYCH銀貨　1836年　C134 VF   ¥10,000 

 ポルトガル　PORTGAL

1185 マリア2世　1000REIS銀貨　1845年　KM472 VF   ¥10,000 

 ロシア　RUSSIA

1186 アンナ　ROUBLE銀貨　1732年　KM192.1　Dav.1670 VF +  ¥70,000 
 1187 エリザベータ　5KOPEKS銅貨　1761年　C9.2 VF   ¥8,000 

 1183 I.M.F会議　1500PISO金貨　1976年　KM216 UNC PROOF   ¥70,000 

ポーランド　POLAND
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 1188 ピョートル3世　10KOPEKS銅貨　1762年　C44 F   ¥15,000 
 1189 エカテリーナ2世　5KOPEKS銅貨　1791年AM　C59.2 EF   ¥8,000 

 1190 アレクサンドル1世　5KOPEKS銅貨　1802年EM　C115.1　小アタリ有り VF   ¥8,000 
 1191 ニコライ1世　3ROUBLESプラチナ貨　1844年　C177　アタリ,小キズ有り VF   ¥80,000 
 1192 紋章　3ROUBLES金貨　1871年HI　Y26 EF   ¥40,000 

 1193 ニコライ1世　5ROUBLES金貨　1844年　C175.1 EF   ¥55,000 
 1194 アレクサンドル3世　5ROUBLES金貨　1890年　Y42 少クリーン EF   ¥50,000 
 1195 ニコライ2世　5ROUBLES金貨　1898年　Y62 EF   ¥25,000 
 1196 ニコライ2世　5ROUBLES金貨　1900年(特年)　Y62 EF   ¥25,000 

 1197 ニコライ2世　7・1/2ROUBLES金貨　1897年　Y63 VF/EF   ¥40,000 
 1198 ニコライ2世　7・1/2ROUBLES金貨　1897年　Y63 VF/EF   ¥40,000 
 1199 ニコライ2世　10ROUBLES金貨　1899年　Y64 VF +  ¥30,000 
 1200 ニコライ2世　10ROUBLES金貨　1900年　Y64 EF   ¥35,000 

 1201 ニコライ2世　15ROUBLES金貨　1897年　Y65.1 AU   ¥80,000 
 1202 10ROUBLES金貨(CHERVONETZ)　1976年　Y85 UNC   ¥33,000 
 1203 モスクワオリンピック記念　100ROUBLES金貨　1979年　Y173 UNC PROOF   ¥35,000 
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 シンガポール　SINGAPORE

1204 建国150周年　150DOLLARS金貨　ND(1969)　KM7 UNC   ¥80,000 

 スペイン　SPAIN

1205 アメリカ発見500周年　80000PESETAS金貨　1989年　KM845　NGC(PF68 ULTRA CAMEO) 
   FDC PROOF   ¥150,000 

スウェーデン　SWEDEN

 1206 カール15世アドルフ　4RIKSDALER SPECIE銀貨　1868年ST　KM711　NGC(MS62)
   AU/UNC   ¥40,000 

 スイス　SWITZERLAND

1207 射撃祭記念　GRAUBUNDEN　4FRANKEN銀貨　1842年　KM17　NGC(MS62) AU   ¥80,000 
 1208 射撃祭記念　GLARUS　40BATZEN銀貨　1847年　KM20　NGC(MS63) トーン　UNC   ¥270,000 

 1209 射撃祭記念　SOLOTHURN　5FRANCS銀貨　1855年　KM-XS3　NGC(AU DETAILS) 
   少クリーン　EF   ¥150,000 
 1210 射撃祭記念　BERN　5FRANCS銀貨　1857年　KM-XS4　NGC(UNC DETAILS) EF +  ¥46,000 
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 1211 射撃祭記念　ZURICH　5FRANCS銀貨　1859年　KM-XS5　NGC(AU DETAILS) EF   ¥25,000 
 1212 射撃祭記念　NIDWALDEN　5FRANCS銀貨　1861年　KM-XS6　NGC(UNC DETAILS)
   少クリーン　EF +  ¥30,000 

 1213 射撃祭記念　NIDWALDEN　5FRANCS銀貨　1861年　KM-S6 EF   ¥15,000 
 1214 射撃祭記念　LA CHAUX DE FONDS　5FRANCS銀貨　1863年　KM-S7　NGC(MS62) 
   少トーン EF   ¥35,000 

 1215 射撃祭記念　LA CHAUX DE FONDS　5FRANCS銀貨　1863年　KM-XS7　NGC(AU DETAILS)
   EF   ¥25,000 
 1216 射撃祭記念　SCHAFFHAUSEN　5FRANCS銀貨　1865年　KM-XS8　NGC(UNC DETAILS) 
   少クリーン　EF +  ¥15,000 

 1217 射撃祭記念　SCHWYZ　5FRANCS銀貨　1867年　KM-XS9　NGC(UNC DETAILS) 
   少クリーン　EF   ¥18,000 
 1218 射撃祭記念　ZUG　5FRANCS銀貨　1869年　KM-XS10　NGC(AU DETAILS) 少クリーン　EF   ¥20,000 

　本年より「競売条件と規定」を一部改訂しております。本オークションに参加さ

れる方は「競売条件と規定」を充分にご理解いただいた上で、ご応札下さい。
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 1219 射撃祭記念　ZURICH　5FRANCS銀貨　1872年　KM-XS11　NGC(MS61) EF +  ¥14,000 
 1220 射撃祭記念　ST.GALLEN　5FRANCS銀貨　1874年　KM-XS12　NGC(AU58) EF +  ¥14,000 

 1221 射撃祭記念　LAUSANNE　5FRANCS銀貨　1876年　KM-XS13　NGC(AU DETAILS) EF   ¥12,000 
 1222 射撃祭記念　BASEL　5FRANCS銀貨　1879年　KM-S14　PCGS(MS64) UNC   ¥30,000 

 1223 射撃祭記念　BASEL　5FRANCS銀貨　1879年　KM-XS14　NGC(AU DETAILS) 少クリーン　EF   ¥9,000 
 1224 射撃祭記念　FRIBOURG　5FRANCS銀貨　1881年　KM-XS15　NGC(UNC DETAILS) AU   ¥11,000 

 1225 射撃祭記念　LUGANO　5FRANCS銀貨　1883年　KM-XS16　NGC(AU50) EF   ¥9,000 
 1226 射撃祭記念　BERN　5FRANCS銀貨　1885年　KM-XS17　NGC(AU DETAILS) 少クリーン　EF   ¥9,000 

 1227 ウィリアム テル　5FRANCS銀貨　1926年B　KM38　PCGS(MS64) UNC +  ¥25,000 
 1228 ウィリアム テル　5FRANCS銀貨　1926年B　KM38　NGC(MS64) 軽トーン UNC +  ¥25,000 
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 1229 近代射撃祭記念　FRIBOURG　5FRANCS銀貨　1934年B　KM-XS18　NGC(UNC DETAILS) AU   ¥6,000 
 1230 近代射撃祭記念　FRIBOURG　100FRANCS金貨　1934年B　KM-XS19　NGC(MS64) BU   ¥250,000 

 1231 近代射撃祭記念　LUCERNE　5FRANCS銀貨　1939年B　KM-XS20　NGC(MS65) UNC   ¥6,000 
 1232 近代射撃祭記念　LUCERNE　100FRANCS金貨　1939年B　KM-XS21　NGC(MS64) UNC   ¥80,000 

 1233 現代射撃祭記念　BRUGG　50FRANCS銀貨　1988年　ギザ縁　KM-S30　発行数50枚
  NGC(PF70 ULTRA　CAMEO) FDC PROOF   ¥60,000 
 1234 現代射撃祭記念　BRUSIO　50FRANCS銀貨　2005年　ギザ縁　W/Fineness　KM-S70　発行数50枚
  PCGS(PR68 DCAM) FDC PROOF   ¥50,000 

 1235 現代射撃祭記念　BRUSIO　50FRANCS銀貨　2005年　ギザ縁　KM-S70　PCGS(PR69DCAM) 
   FDC PROOF   ¥15,000 
 1236 現代射撃祭記念　FRIBOURG　50FRANCS銀貨　2004年　ギザ縁　KM-S67　発行数50枚
  PCGS(PR70 DCAM) FDC PROOF   ¥60,000 

 1237 現代射撃祭記念　FRIBOURG　500FRANCS金貨　2004年　ギザ縁　KM-X-S68　発行数150枚
   UNC PROOF   ¥150,000 
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 1238 現代射撃祭記念　GLARUS　1000FRANCS金貨　1987年　KM-X-S29　発行数300枚 
   UNC PROOF   ¥120,000 
 1239 現代射撃祭記念　GRAUBUNDEN　50FRANCS銀貨　TIRO　2012年　ギザ縁　MH87b　発行数75枚
  PCGS(PR69 DCAM) FDC PROOF   ¥50,000 

 1240 現代射撃祭記念　MENZINGEN　50FRANCS銀貨　1989年　ギザ縁　KM-S32　発行数50枚
  NGC(PF69　ULTRA CAMEO) FDC PROOF   ¥60,000 
 1241 現代射撃祭記念　SCHWYZ　50FRANCS銀貨　1998年　ギザ縁　KM-S52　PCGS(PR70DCAM)
   FDC PROOF   ¥10,000 

 1242 現代射撃祭記念　ST.GALLEN　1000FRANCS金貨　1994年　ギザ縁　KMX-S45　発行数200枚
  NGC(PF69　ULTRA CAMEO) FDC PROOF   ¥160,000 
 1243 現代射撃祭記念　ZURICH　50FRANCS銀貨　1992年　ギザ縁　KM-S40　発行数50枚
  PCGS(PR70 DCAM) FDC PROOF   ¥60,000 

 1244 現代射撃祭記念　ZURICH　1000FRANCS金貨　1992年　KM-X-S41　発行数175枚 
   UNC PROOF   ¥140,000 
 1245 現代射撃祭記念　ZURICH　50FRANCS銀貨　2002年　ギザ縁　KM-S63　MH66　PCGS(PR67DCAM)
   FDC PROOF   ¥30,000 

1238 1239

1240 1241

1242 1243

1244
1245
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チュニジア　TUNISIA

 1246 ブールギバ大統領　10DINARS金貨　1980年　KM332　NGC(PF64 ULTRA CAMEO)
   UNC PROOF   ¥50,000 

トルコ　TURKEY

 1247 500KURUSH金貨　1929年　KM839 AU/UNC   ¥120,000 
 1248 アタチュルク大統領　25KURUSH金貨　1966年　KM870 EF   ¥5,000 
 1249 アタチュルク大統領　100KURUSH金貨　1969年　KM872 EF   ¥25,000 

 1250 アタチュルク大統領　250KURUSH金貨　1966年　KM873 AU/UNC   ¥60,000 
 1251 1000LIRA金貨　1979年　KM932　PCGS(Cleaning-UNC Details) 少クリーン AU   ¥70,000 

アメリカ　UNITED STATES OF AMERICA

 1252 FLOWING HAIR　50CENTS銀貨　1795年　KM16　NNC(XF40) トーン F +  ¥180,000 
 1253 SEATED LIBERTY　50CENTS銀貨　1867年S　KM99　NNC(MS63) 少トーン EF   ¥50,000 

 1254 インディアンヘッド　DOLLAR金貨　タイプ3　1862年　KM86 EF   ¥20,000 
 1255 女神　2・1/2DOLLARS金貨　1856年　KM72　小キズ有り EF -  ¥16,000 
 1256 LIBERTY CAP　5DOLLARS金貨　1806年　KM28　NNC(AU58) EF   ¥580,000 

1246

1248

1247 1249

1250
1251

1252 1253

1254
1256

1255
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 1257 LIBERTY CAP　5DOLLARS金貨　1806年　KM28　NNC(AU55) VF/EF   ¥500,000 
 1258 女神　5DOLLARS金貨　1893年　KM101　NNC(PR65DCAM) UNC PROOF   ¥950,000 
 1259 女神　5DOLLARS金貨　1880年S　KM101 EF -  ¥26,000 

 1260 LIBERTY CAP　10DOLLARS金貨　1800年　KM30　NNC(AU55) VF +  ¥1,350,000 
 1261 女神　10DOLLARS金貨　1882年　KM102　アタリ・小キズ有り VF/EF   ¥50,000 

 1262 女神　20DOLLARS金貨　1873年S　KM74.2 VF   ¥100,000 
 1263 女神　20DOLLARS金貨　1889年S　KM74.3 EF   ¥120,000 

 1264 自由の女神像　HIGH RELIEF Wire Rim　20DOLLARS金貨　MCMVII(1907年)　KM126
  NNC(MS63　DETAILS) AU   ¥1,200,000 
 1265 自由の女神像　HIGH RELIEF Ｆlat Rim　20DOLLARS金貨　MCMVII(1907年)　KM126
  NNC(MS64) UNC   ¥1,500,000 

 1266 自由の女神像　HIGH RELIEF Flat Rim　20DOLLARS金貨　MCMVII(1907年)　KM126
   AU/UNC  ¥1,400,000 
 1267 自由の女神像　20DOLLARS金貨　1922年　KM131 EF   ¥105,000 

1260 1261

1257
12591258

1262 1263

1264 1265

1266 1267
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 1268 ラファイエット　DOLLAR銀貨　1900年　Y-C2 EF   ¥30,000 
 1269 ルイジアナ記念博　マッキンレイ　DOLLAR金貨　1903年　KM120 EF   ¥46,000 

南ベトナム　VIET NAM

 1270 ESSAIS　10SUアルミ貨　1953年　KM-E1　PCGS(SP65) UNC   ¥40,000 
 1271 ESSAIS　20SUアルミ貨　1953年　KM-E2　PCGS(SP64) UNC   ¥40,000 

1268

1269

1270 1271

○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 II 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 〜
333］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 18日（土））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 19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 —



銀座コイン
オークション
平成29年 11 月 18 日（土）
東京　帝国ホテル

《表紙解説》

	 1	 古和同銀銭　広穿隷開　和銅元年(708)　5.65g
	 	 直径23.5mm　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 78	 松木一両小判金　15.0g　長径64.0mm　短径34.0mm
	 	 慶長14年(1609)頃
	 98	 土佐通宝　当二百　48.3g　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	131	 御公用丁銀		切遣い		140.6g　長径：123.5㎜　短径：48.09㎜
	 	 文禄年間(1592～ 95)　古45
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付
	190	 安政両面大黒豆板銀　58.00g(超大型)
	 	 安政6年～慶応元年(1859～ 65)　ひびき原品　古53
	207	 天保一分銀　Pt型	定落	額縁	天保8年～安政元年(1837～ 54)
	 	 古39　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	208	 天保一分銀	Zq型	逆打	額縁	天保8年～安政元年(1837～ 54)
	 	 古39　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	214	 安政一分銀	Ba型	定落	額縁	安政6年～明治元年(1859～ 68)
	 	 古40　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	238	 慶長一分判金　両本　深打　両面額縁
	 	 慶長6年～元禄8年(1601～ 95)　古22
	254	 元禄二朱判金　無刻印　額縁様	元禄10年～宝永7年(1697～
	 	 1710)　古31　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	260	 慶長古鋳二分判金(新)　9.0g　長径58.5mm　短径31.0mm
	 	 慶長初期
	268	 元禄小判金(万吉)　短元　無刻印　17.86g
	 	 元禄8年～宝永7年(1695～ 1710)　古9
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付,銀座コイン鑑定証付
	278	 佐渡小判金(筋神)　17.80g	正徳4年～元文元年(1714～ 36)
	 	 古11B　日本貨幣商協同組合鑑定書付,銀座コイン鑑定証付
	304	 天保小判金　献上大吉(大吉)　逆打　11.20g
	 	 天保8年～安政5年(1837～ 58)　古14
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付
	328	 上字雁金金　78.02g　長径110.0mm　短径51.0mm
	 	 室町時代末期　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	530	 新1円銀貨(大型)　明治8年(1875)　浅彫　近10
	 	 貨幣成分鑑定書付
	531	 新1円銀貨(大型)　明治8年(1875)　深彫　「Iタイプ」　近10
	 	 貨幣成分鑑定書付
	734	 八咫烏50銭銀貨　大正7年(1918)　近16
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付
	735	 八咫烏20銭銀貨　大正10年(1921)
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付
	736	 八咫烏10銭銀貨　大正8年(1919)　近26
	 	 日本貨幣商協同組合鑑定書付
	764	 旧5円金貨(縮小)　明治25年(1892)　近3A
	 	 財務省オークション原品(ID:05523	未使用品)

	816	 新5円金貨　昭和5年(1930)　近8
	 	 財務省オークション原品(ID32647・未使用品)
	883	 中国　湖北省(HUPEH	PROVINCE)　大清銀幣
	 	 SILVER　TAEL　壹両　小字　1904年　LM-180　Y128.2
	 	 PCGS(AU58)
	885	 中国　甘粛省(KANSU	PROVINCE)　孫文　SILVER	DOLLAR
	 	 壹圓　民国17年(1928)　LM618　Y410　K760
	 	 PCGS(Tooled-VF	Details)
	893	 中国　貴州省(KWEICHOW	PROVINCE)
	 	 SILVER	AUTOMOBILE	DOLLAR	七銭二分	1928年	Y-428
	897	 中国　新彊省(SINKIANG	PROVINCE)　2MISCALS金貨
	 	 餉金二銭　ND(1906)　LM-1050　Y9
	 	 PCGS(Filed	Rims-AU	Details)
	908	 中国　袁世凱　SILVER　DOLLAR　壹圓　ND(1914)
	 	 LM-858　Y322　PCGS(MS65)
	917	 台湾　Ju-I	Military	Ration	Lotus	Dollar銀貨　ND(1853)
	 	 LM-323　C#25-4
	929	 チェコスロバキア　ヴェンセスラス男爵　5DUKATU金貨
	 	 1931年　KM13　NGC(MS65)
	945	 フランス　ナポレオン1世　5FRANCS試鋳銀貨
	 	 1815年A　百日天下		KM-Pn21　Gad594　PCGS(SP62)
	958	 独領ニューギニア　極楽鳥　5MARK銀貨　1894年A
	 	 KM7　PCGS(PR64CAM)
	1068	英国　チャールズ2世　5GUINEAS金貨　1684年
	 	 KM444.1　S3331
	1071	英国　ウィリアム3世　5GUINEAS金貨　1699年
	 	 KM505.1　S3454
	1075	英国　アン　5GUINEAS金貨　1711年　KM535　S3568
	 	 NGC(AU50)　面に小キズ有り，エッヂにアタリ有り
	1076	英国　ジョージ2世　ヤング　5GUINEAS金貨　1731年
	 	 KM571.1　S3663A　小アタリ有り
	1079	英国　スリーグレイセス　試鋳　CROWN銀貨
	 	 ジョージ3世　1817年　KM-PｎB77　ESC223
	 	 NGC(PF65)
	1093	英国　ヴィクトリア・ヤング　ウナ&ライオン	5POUNDS金貨
	 	 1839年　KM742　S3851	ヘアーライン有り・小アタリ有り
	1156	韓国　10圜金貨　光武10年(1906)　KM1130　朝14
	 	 PCGS(MS63+)
	1258	アメリカ　女神　5DOLLARS金貨　1893年
	 	 KM101　NNC(PR65DCAM)
	1260	アメリカ　LIBERTY	CAP　10DOLLARS金貨　1800年
	 	 KM30　NNC(AU55)
	1265	アメリカ　自由の女神像　HIGH	RELIEF	Flat	Rim
	 	 20DOLLARS金貨	MCMVII(1907年)	KM126	NNC(MS64)

（株）銀座コイン
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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
　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://www.ginzacoins.co.jp
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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://www.ginzacoins.co.jp

竹内潤 竹内宏二

コインの専門店

竹内三浩
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平成 29 年　銀座コインオークション
発行日　平成 29 年 10 月 12 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://www.ginzacoins.co.jp
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