


第 73 回誌上・ネットオークションカタログ 正誤表 （2019/7/22 現在）

〔1〕 P33 Lot.213    カタログに掲載されている画像は Lot.212 のものです。                          

      正：

              （実寸大）

       

〔2〕 P33 Lot.215 有輪  

〔3〕 P33 Lot.217、218 無輪  

〔4〕 P34 Lot.223 有輪  

〔5〕 P34 Lot.224～226 無輪  

〔6〕 P38 Lot.290    カタログに掲載されている画像は Lot.291 のものです。                          

      正：  

                 （実寸大）

                 

〔7〕 P41 Lot.334 【出品取消】

〔8〕 P41 Lot.338 【出品取消】

〔9〕 P44 Lot.391 【出品取消】

〔10〕 P55 Lot.553 保証書なし  

〔11〕 P62 Lot.635 誤：1899 年（M） 正：1899 年（P）

〔12〕 P69 Lot.698 誤：19.96g  正：16.96g

〔13〕 P78 Lot.778 誤：英国  正：オランダ

〔14〕 P79 Lot.790 誤：1845 年  正：1857 年

〔15〕 P91 Lot.905 誤：ゼーラント州  正：ユトレヒト州

〔16〕 P98 Lot.958～Lot.963  ケース・保証書なし



1.	 	下見

	 	7月12日（金）〜7月24日（水）10：00 〜17：00		泰星コインショップ（東池袋）

	 	※泰星コインショップは土・日・祝日休業です。

	 	※ただし、7 月 20 日（土）のみ、10：00 〜16：00まで臨時営業を行います。

	 	※下見をご希望の方はあらかじめご連絡のうえご来店ください。

2.	 	入札締切日		郵便・FAX・E メール  7 月 24 日（水）必着

	 	※	インターネットからの事前入札は、7月28日（日）の締切直前まで受け付けております。

3.	 	ネットオークション締切  7 月 28 日（日）  20：00（全ロット同時）
	 	※終了10分前に入札があった場合は自動延長となり、残り時間10分にリセットされます。
	 	　自動延長後新たな入札がなければその時点で落札となります。

	 	https：//auctions.taiseicoins.com

4.	 	価格

	 	表示されている金額は最低入札価格です。

	 	それぞれの競売品において最高入札価格で入札された方が２番手の１刻み上の価格で落札となります。

	 	もし同額で複数の入札があった場合は、先着の方に優先権があります。

5.	 	競売の値幅

	 	 入札価格は以下の各刻みの単位でお願いいたします。ご入札金額が刻み値と違う場合、端数は切り捨て処理となります。

   ・入札価格 ¥ 5,000 未満 は	 ¥ 500 刻み。

   ・入札価格 ¥ 5,000 〜 ¥ 1,000,000 未満は	 ¥ 1,000 刻み。

   ・入札価格 ¥ 1,000,000 以上 は	 ¥ 10,000 刻み。

6.	 	お支払い

	 	オークション終了後、落札された方に落札通知書兼払込票を発送いたします。

	 	１）落札金額

	 	２）落札金額に対する手数料10%

	 	３）上記手数料にかかる消費税８%

	 	４）送料700円（国内）

	 	を加算した額がご請求額となります。

	 	※つまり、落札金額＋落札金額の10.8%＋送料

	 	落札通知書受取から7営業日以内にご送金ください。商品は入金確認後10 営業日以内に発送いたします。

	 	また、直接の受け渡しをご希望の方は店頭にて承りますので、事前にご連絡ください。

	 	当オークションに関する規程ならびに条件につきましては、カタログ記載事項（最終ページ）をご確認ください。

ご 案 内

１）落札金額

２）手数料10%

３）手数料（10％）にかかる消費税８%

４）送料（国内）

　　合計金額

【	

計
算
例	

】

10,000 円

1,000 円

80円

700円

11,780円
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オークション・サイト
リニューアルいたしました！

オークション大国アメリカで、大手各社に圧倒的に支持されているシステムを
泰星コイン／泰星オークションの開発協力により日本のお客様に向けて４月に導入いたしました。

カメラで読み込むだけ！アクセス用の QR コードはこちら

ご入札には、下記サイトにて
新規会員登録を行っていただく必要がございます。

https://auctions.taiseicoins.com

オークション独立型のサイトなので、
ログインがシンプルで分かりやすい！

出品商品や入札参加も
ネットなら一番早い！1POINT 2POINT

圧倒的な

使いやす
さ！

Webサイトリニューアルここが新しく
なりました！

米国内に設置の専用強力サーバー使用で、
アクセス過多によるシステムダウンのリスクが最小限に！
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スマートフォン・アプリ対応ここが新しく
なりました！

ご自身の入札が高値更新されると
すぐにプッシュ通知でお知らせ！POINT 2

高解像度写真の拡大・縮小も自在。スマホ越しでコインの細部をいつでも下見可能！POINT 3

いつでもどこでも
スワイプのみで簡単に参加！POINT 1

iPhone の
方はこちら

スマホアプリも便利です
◯  お出かけ先で、いつでもかんたん入札！
◯  ホーム画面からワンタッチでアクセス！
◯  現在価格をリアルタイムで更新！
◯  ワンタッチでウォッチリスト気になるコインを

追加・かんたん表示！
◯  自分が落札したロットを一覧表示。結果が

いつでも・すぐ分かる！

iPhone 以外の
方はこちら

− 3−



1.	 	古文銭 - 新（西暦 7年頃）		契刀五百（銅）		Qi		Dao		Wu		Bai				 		普	 ￥	10,000

2.	 	古文銭 - 新		居摂 2年（西暦 7年頃）		大泉五十（伝形）		銅		Da		Quan		Wu		Shi	 		美	 ￥	2,000

3.	 	古文銭 - 新（西暦10 年頃）		貸布		銅		2 点揃		Spade		Money		2-Pieces		約 24.00×59.00mm				 		2 点揃美	 ￥	4,000

4.	 	古文銭 -周末		垣字銭（銅）		Yuanzi		Qian		約 43.00×40.00mm			青錆あり	 		普	 ￥	3,000

5.	 	古文銭 -周末		明化（伝世品）		銅		Ming		Hua	 		美	 ￥	5,000

6.	 	古文銭 -周末		明化		銅				青錆あり	 		普 / 美	 ￥	4,000

古代中国 		/ 	 	Ancient	China

中 国 / China

【LOT.１から LOT.32】	これら出品物には、一部複数の方の鑑定に真贋の意見が分かれる品もございますので、ご自身の判断と責任で
ご入札くださいますようお願い申し上げます。（返品不可）

7.	 	古文銭		一化、漢興（縦書）、直百（小様）、太平百銭（小様）		銅		4 種揃		Various		4-Pieces
	 	一化（青錆あり）：約 20.00mm		周末、漢興（縦書）：約18.00mm		、直百（小様）（輪欠あり）：約13.00mm		後漢、
	 	太平百銭（小様）：20.00mm		西晋		永康元年（西暦 304 年）	 		4 種揃普〜美	 ￥	2,000

8.	 	前漢・新・後漢、貨泉（新）、古文銭		銅		6 種揃		Various		6-Pieces
	 	四銖半両：約 24.00mm		前 175 年、前漢	五銖：約 26.00mm		前 118 年、大泉五十：約 28.00mm（新）西暦 7年、
	 	布泉：約 27.00mm（新）西暦14 年、貨泉：約 23.00mm（新）西暦14 年、後漢五銖：約 26.00mm（漢代）		西暦 40 年
	 		 	 6 種揃極美〜極美 /未	 ￥	2,000

8

4
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9.	 	古文銭		先秦、秦半両、前漢八、六、四朱半両（銅）		5 種揃		Various		5-Pieces
	 	先秦半両		約 19.00mm、秦半両		約 34.00mm、漢八朱半両		約 32.00mm、六朱半両		約 30.00mm、四朱半両		約 25.00mm
	 		 	 5 種揃美〜極美	 ￥	4,000

10.	 	古文銭		五銖・一百（銅）		4 種揃		Various		4-Pieces
	 	直百五銖（蜀漢）：214 年頃		約 28.00mm		蜀漢五銖：221年頃		約 22.00mm		曹魏五銖：221年頃		約 24.00mm
	 	定平一百（蜀三国時代）221年頃		約 16.00mm	 		4 種揃普〜美	 ￥	5,000

11.	 	古文銭		内郭・永安五銖（銅）		2 種揃		Various		2-Pieces
	 	内郭五銖：約 24.00mm		粱		天藍元年（西暦 502 年）	、永安五銖（背四道）：約 24.00mm		北魏		永安 2年（西暦 529 年）
	 	 		 2 種揃極美	 ￥	3,000

12.	 	古文銭 - 呉		嘉禾 5年（西暦 236 年頃）		大泉五百		銅		Da		Quan		Wu		Bai		青錆あり	 		普 / 美	 ￥	10,000

13.	 	古文銭 - 呉		赤鳥元年（西暦 238 年頃）		大泉當千（小様）		Da		Quan		Dang		Qian		青錆あり	 		普 / 美	 ￥	8,000

14.	 	古文銭 -北周		大象元年（西暦 579 年）		永通萬国（銅）		Yong		Tong		Wan		Guo	 普	 ￥	3,000

15.	 	古文銭		常平五銖、五行大布、大貨六銖（銅）		3 種揃		Various		3-Pieces
	 	常平五銖：約 24.00mm		北斎		天保 4 年（西暦 553 年）、五行大布：約 27.00mm		北周		建徳 3年（西暦 574 年）、
	 	大貨六銖：約 25.00mm		陳		大建 11年（西暦 579 年）	 		3 種揃美〜極美	 ￥	5,000

16.	 	古文銭		隋〜唐時代（銅）		5 種揃　		Various		5-Pieces
	 	隋五銖：約 24.00mm		隋		開皇元年（西暦 581年）、開元通宝：約 25.00mm		唐		武徳 4 年（西暦 621年）、
	 	乾元重宝：約 24.00mm		唐		乾元 2年（西暦 659 年）、乾元重宝当十：約 30.00mm		唐		乾元 2年（西暦 659 年）、
	 	乾元重宝当五十：約 35.00mm		唐		乾元 2年（西暦 659 年）	 		5 種揃美〜極美	 ￥	5,000

10

9

11 12 13 14

15 16
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。



直 隷 省 		/ 	 	Chihl i 	Province

17.	 	渡来銭		金〜元朝時代		正隆元宝、大定通宝、至大通宝（銅）		3 種揃		Imported		Coins		3-Pieces
	 	正隆元宝：約 25.00mm		金		正隆 3年（西暦1158 年）、大定通宝：約 25.00mm		金		大定 18 年（西暦1178 年）、
	 	至大通宝：約 23.00mm		元		至大 3年（西暦1310 年）	 		3 種揃美〜極美	 ￥	2,000

大 清帝国 		/ 	 	Chink iang	Empire
18.	 	大清銀幣		壹圓（1ドル）銀貨		宣統 3年（1911年）		Y31		1		Dollar		Silver		26.90g		.900		39.70mm				 		普	 ￥	3,000

19.	 	北洋造		光緒元寶		七銭二分（1ドル）銀貨		光緒 34 年（1908 年）		Y73.2		Kuang-hsu		Yuan-pao		1		Dollar		Silver
	 	26.70g		.900		39.00mm				 		美	 ￥	5,000

20.	 	北洋造		光緒元寶		七銭二分（1ドル）銀貨		光緒 34 年（1908 年）		Y73.2			 		美	 ￥	5,000

21.	 	北洋造		光緒元寶		七銭二分（1ドル）銀貨		光緒 34 年（1908 年）		Y73.2	 		美	 ￥	5,000

22.	 	北洋造		光緒元寶		七銭二分（1ドル）銀貨		光緒 34 年（1908 年）		Y73.2	 		美	 ￥	5,000

23.	 	北洋造		光緒元寶		七銭二分（1ドル）銀貨		光緒 34 年（1908 年）		Y73.2	 		美	 ￥	5,000

17 18

19 20

22

23

21
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四川省 		/ 	 	Sichuan	Province
27.	 	四川銀幣		1円（1ドル）銀貨		民国元年（1912 年）		Y456		1		Yuan		（1		Dollar）		Silver		25.60g			39.10mm				 		極美	 ￥	3,000

中華民国 		/ 	 	ROC
28.	 	袁世凱		壹圓（1ドル）銀貨		民国 3年（1914 年）		Y329		Yuan		Shih-kai		1		Yuan		（1		Dollar）		Silver		
	 	26.40g		.890		39.00mm	 普 / 美	 ￥	3,000

福 建 省 		/ 	 	Fuj ian	Province
24.	 	咸豊通宝		一百		（玩賞品）		Kampo-Tsuho		100		Cash		Fantasy		Coin		221.39g	 		極美	 ￥	7,000

湖 北 省 		/ 	 	Hupeh	Province
25.	 	宣統元寶		七銭二分（1ドル）銀貨		年号なし（1909 〜11年）		Y131		Hsuan-tung		Yuan-pao		1		Dollar		Silver
	 	27.00g		.900		39.00mm				 		普	 ￥	2,000

新疆 省 		/ 	 	Sink iang	Province
26.	 	光緒銀圓		喀什		5ミスカル銀貨		AH1321		Y19a.1		5		Miscals		Silver		17.20g			30.00mm				 		美	 ￥	2,000

29.	 	袁世凱		壹圓（1ドル）銀貨		民国 3年（1914 年）		Y329	 		普	 ￥	2,000

30.	 	広東省		孫文像		20 セント銀貨		民国 18 年（1929 年）		Y426		Sun		Yat-sen		20		Cent		Silver		
	 	5.30g			23.30mm	 PCGS		MS63		極美 /未	 ￥	2,000

31.	 	2 セント黄銅貨		両面刻印ズレエラー		民国 29 年（1940 年）		Y358		2		Cents		Bronze		Mint		Error		18.50mm				 		美	 ￥	3,000

蒙古聯 合自治政 府 		/ 	 	Mengjiang	United	Autonomous	Government
32.	 	蒙彊銀行		5角銅貨		1938 年		Y521		JNDA22-1		Meng		Chang		Bank		5		Chiao		Copper-Nickel		25.00mm				 		美	 ￥	3,000

24
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29 30 31 32
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。



33.	 	パンダ図		1/4 オンス金貨		1982 年		Y41		Panda		1/4oz		Gold		7.78g		.999		22.00mm		40,000 枚			 		未使用	 ￥	32,000

34.	 	パンダ救済記念		10 元銀貨		1983 年		KM67		Panda		10		Yuan		Silver		Proof		
	 	27.00g		.900		38.60mm		10,000 枚		保証書番号1206	 		プルーフ	 ￥	30,000

35.	 	パンダ図		25元（1/4 オンス）金貨		1983 年		KM70		Panda		25		Yuan		（1/4oz）		Gold	
	 		7.78g		.999		22.00mm		38,645 枚	 		未使用	 ￥	32,000

【LOT.33 以降、一部の商品はオリジナルビニールパックに入ったまま撮影されています。】

パンダコイン 		/ 	 	Panda	Coins

36.	 	パンダ救済記念		10 元銀貨		1984 年		KM87		Panda		10		Yuan		Silver		Proof		
	 27.00g		.900		38.60mm		10,000 枚		保証書なし		 		プルーフ	 ￥	10,000

37.	 	パンダ救済記念		10 元銀貨		1984 年		KM87		ケースなし		保証書番号なし	 		プルーフ	 ￥	10,000

38.	 	パンダ救済記念		10 元銀貨		1984 年		KM87		保証書番号なし	 		プルーフ	 ￥	10,000

39.	 	パンダ救済記念		10 元銀貨		1985 年		KM114		Panda		10		Yuan		Silver		Proof		
	 	27.00g		.900		38.60mm		10,000 枚		保証書なし	 		プルーフ	 ￥	10,000

40.	 	パンダ救済記念		10 元銀貨		1985 年		KM114		保証書番号なし	 プルーフ	 ￥	10,000

41.	 	パンダ図		10 元銀貨		1989 年		KMA221		Panda		10		Yuan		Silver		Proof		
	 	31.10g		.999		40.00mm		25,000 枚		保証書番号12100	 プルーフ	 ￥	3,000

34 3533
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42.	 	パンダ図		10 元銀貨		1989 年		KMA221		保証書番号12288	 		プルーフ	 ￥	3,000

43.	 	パンダ図		50 元（1オンス）パラジウム貨		1989 年		KM227		Panda		50		Yuan		（1oz）		Palladium		Proof		
	 	31.10g		.999		34.00mm		1,367 枚		保証書番号 545	 		プルーフ	 ￥	130,000

44.	 	パンダ図		100 元（1オンス）金貨		1990 年		KM272		Panda		100		Yuan		（1oz）		Gold
	 	31.10g		.999		32.00mm			 未使用	 ￥	150,000

45.	 	パンダ図		100 元（1オンス）金貨		1991年		KM350		Panda		100		Yuan		（1oz）		Gold
	 	31.10g		.999		32.00mm				 		未使用	 ￥	160,000

46.	 	パンダ金貨4 種及び金・銀 2色貨		5 種完揃プルーフセット		1993 年
	 	Panda		Gold		4-Coin		and		25		Yuan		Bi-Metallic		Gold		and		Silver		Proof		Set
	 	【50 元金貨】15.55g		.999		27.00mm	、【25元金貨】7.77g		.999		22.00mm	、【10 元金貨】3.11g		.999		18.00mm	、
	 	【5元金貨】1.55g		.999		14.00mm	、【25元金・銀 2色貨】11.76g（核：金7.78g		環：3.98g）		.999		30.00mm
	 		2,500 セット		保証書番号1136	 		5 種完揃プルーフ	 ￥	200,000

47.	 	パンダ図		50 元（1/2オンス）金貨		1997年		KM990		Panda		50		Yuan		（1/2oz）		Gold		
	 	15.55g		.999		27.00mm		15,483 枚			 未使用	 ￥	80,000

48.	 	パンダ図		50 元（1/2オンス）金貨		1998 年		KM1129		Panda		50		Yuan		（1/2oz）		Gold		
	 	15.55g		.999		27.00mm		4,168 枚			 未使用	 ￥	150,000
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49.	 	パンダ図		50 元（1/2オンス）金貨		1999 年		KM1220		Panda		50		Yuan		（1/2oz）		Gold		
	 	15.55g		.999		27.00mm		12,482 枚			 未使用	 ￥	80,000

50.	 	パンダ図		100 元（1/2オンス）パラジウム貨		2005 年		KM1590		Panda		100		Yuan		（1/2oz）		Palladium		Proof
	 	15.55g		.999		30.00mm		8,000 枚		保証書番号 519	 		プルーフ	 ￥	75,000

51.	 	パンダ図		10 元銀貨		2013 年		Panda		10		Yuan		Silver		31.10g		.999		40.00mm	 		NGC		MS69		完全未使用	 ￥	3,000

52.	 	パンダ図		10 元銀貨		2013 年	 		NGC		MS69		完全未使用	 ￥	3,000

53.	 	パンダ図		10 元銀貨		2014 年		Panda		10		Yuan		Silver		31.10g		.999		40.00mm				 		未使用	 ￥	2,000

54.	 	パンダ図		10 元銀貨		2015 年		Panda		10		Yuan		Silver		31.10g		.999		40.00mm				 		未使用	 ￥	2,000

55.	 	パンダ図		10 元銀貨		2016 年		Panda		10		Yuan		Silver		30.00g		.999		40.00mm
	 								 NGC		MS69		EARLY		RELEASES		未使用	 ￥	3,000

56.	 	パンダ図		10 元銀貨		2016 年	 		NGC		MS69		EARLY		RELEASES		未使用	 ￥	3,000

57.	 	パンダ図		10 元銀貨		2016 年	 		PCGS		MS70		完全未使用	 ￥	4,000

58.	 	パンダ図		10 元銀貨		2016 年	 		PCGS		MS70		完全未使用	 ￥	4,000

59.	 	パンダ図		10 元銀貨		2016 年	 		PCGS		MS70		完全未使用	 ￥	4,000

60.	 	パンダ図		50 元銀貨		2016 年		Panda		50		Yuan		Silver		150.00g		.999		70.00mm				 		PCGS		PR69DCAM		プルーフ	 ￥	10,000
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61.	 	パンダ図		10 元銀貨		2017年		Panda		10		Yuan		Silver		30.00g		.999		40.00mm				 		未使用	 ￥	2,000

62.	 	パンダ図		10 元銀貨		2017年	 		PCGS		MS69		First		Strike		完全未使用	 ￥	3,000

63.	 	パンダ図		10 元銀貨		2017年	 		PCGS		MS69		First		Strike		完全未使用	 ￥	3,000

64.	 	パンダ図		10 元銀貨		2018 年		Panda		10		Yuan		Silver		30.00g		.999		40.00mm				 		未使用	 ￥	2,000

65.	 	パンダ図		10 元銀貨		2018 年	 		未使用	 ￥	2,000

66.	 	パンダ金貨発行 5周年記念		銀貨 2種揃プルーフセット		1987年		KMPS23
	 	5th		Anniversary		of		Panda		Gold		Coin		Silver		2-Coin		Proof		Set
	 	【50 元銀貨		KM168】		155.51g		.999		70.00mm		21,050 枚	、【10 元銀貨		KM167】31.10g		.925		40.00mm		30,720 枚	
	 	保証書番号11697		変色あり	 		2 種揃プルーフ	 ￥	9,000

67.	 	パンダ金貨発行10周年		10 元銀貨ピエフォープルーフ		1991年		KM356
	 	10th		Anniversary		of		Panda		Gold		coin		10		Yuan		Silver		Piedfort		Proof		62.20g		.999		40.00mm		10,000 枚		保証書番号1616
	 		 			 プルーフ	 ￥	15,000

68.	 	出土文物青銅器		第 3 次		5元銀貨4 種揃プルーフセット		1993 年		KM567〜 570
	 	Archeological		Finds		III		5		Yuan		Silver		4-Coin		Proof		Set		
	 	15.00g		.900		33.00mm		2,000 セット		保証書番号 903	 		4 種揃プルーフ	 ￥	20,000

記 念コイン 		/ 	 	Commemorative	Coinage
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69.	 	万里の長城シリーズ＜泰山＞		10 元銀貨		1993 年		KM585		Great		Wall		Series<Mt.Tai>		10		Yuan		Silver		Proof
	 	31.20g		.999		40.00mm		60,000 枚		保証書番号11856	 		プルーフ	 ￥	3,000

71.	 	第 3 次三国志記念		10 元銀貨4 種完揃プルーフセット		1997年
	 	Romance		of		the		Three		Kingdoms		Series		III		10		Yuan		Silver		4-Coin		Proof		Set
	 	27.00g		.925		38.60mm		各10,000 枚		保証書番号3739	 		4 種完揃プルーフ	 ￥	10,000

72.	 	中国古典文学＜紅楼夢＞		10 元（8角形）カラー銀貨4種揃プルーフセット		2000 年		KM1311〜1314
	 	A		Dream		of		Red		Mansions		10		Yuan		Octagon		Colorized		Silver		4-Coin		Proof		Set
	 	31.10g		.999		40.00mm		38,000 セット		保証書番号10550		変色あり	 		4 種揃プルーフ	 ￥	8,000

70.	 	珍稀動物保護記念		第 1〜 4次		10 元銀貨 8 種完揃プルーフセット		1988 〜1989､ 1992､ 1994 年
	 	Chinese		Rare		Animal		Protection		I-IV		10		Yuan		Silver		8-Coin		Proof		Set
	 	27.00g		.925		38.60mm			保証書番号		1次：8516、2次：808、3次：302、4 次：4692、7892	 		8 種完揃プルーフ	 ￥	16,000
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73.	 	中国京劇＜北京オペラ＞		第 3 次		10 元カラー銀貨4種揃プルーフセット		2001年		KM1398 〜1401
	 	Beijing		Opera		III		10		Yuan		Colorized		Silver		4-Coin		Proof		Set
	 	31.10g		.999		40.00mm		38,000 セット		保証書番号 8836	 		4 種揃プルーフ	 ￥	8,000

74.	 	中国古典文学＜西遊記＞		10 元カラー銀貨 2種揃プルーフセット		2005 年
	 	Journey		to		the		West		10		Yuan		Silver		2-Coin		Proof		Set
	 	31.10g		.999		40.00mm		38,000 セット		保証書番号34055	 		2 種揃プルーフ	 ￥	4,000

75.	 	北京国際切手･コイン博覧会		パンダ図		10 元銀貨金メッキ付		2006 年		KM1676
	 	Beijing		Coin		and		Stamp		Expo		Panda		10		Yuan		Silver		Partial		Gilt
	 	31.10g		.999		40.00mm		20,000 枚			 		PCGS		MS69		完全未使用	 ￥	3,000

76.	 	北京 2008 オリンピック競技大会記念		第 1次		10 元カラー銀貨4種揃プルーフセット		2006 年発行		KM1702〜1705
	 	Beijing		OP		2008		Series		I		10		Yuan		Silver		4-Coin		Proof		Set
	 	30.90g		.999		40.00mm			＜凧揚げ＞＜山羊跳び＞＜輪回し＞＜羽根蹴り＞		保証書番号 82957	 		4 種揃プルーフ	 ￥	6,000
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78.	 	十二支干支動物		辰年龍図		10 元（1オンス）銀貨		1988 年		KMA193		Year		of		the		Dragon		10		Yuan		（1oz）		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		32.00mm		20,000 枚		保証書番号18481	 		プルーフ	 ￥	5,000

79.	 	十二支干支動物		巳年蛇図		10 元（1オンス）銀貨		1989 年		KM232		Year		of		the		Snake		10		Yuan		（1oz）		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		32.00mm		6,000 枚		保証書なし	 		プルーフ	 ￥	5,000

80.	 	十二支干支動物		辰年龍図		10 元カラー銀貨		2000 年		KM1318		Year		of		the		Dragon		10		Yuan		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm			保証書番号 43063　	 		プルーフ	 ￥	5,000

81.	 	十二支干支動物		辰年龍図		10 元カラー銀貨		2000 年		KM1318		保証書番号15633	 		プルーフ	 ￥	5,000

77.	 	十二支干支動物		卯年兎図		50 元（5オンス）銀貨		1987年		KM170		Year		of		the		Rabbit		50		Yuan		（5oz）		Silver		Proof
	 	155.50g		.999		70.00mm		4,000 枚		保証書番号2698　ケースなし	 		プルーフ	 ￥	10,000

十二支干支 動 物コイン 		/ 	 	Lunar	Ser ies

82.	 	十二支干支動物		辰年龍図		10 元（扇形）銀貨		2000 年		KM1321		Year		of		the		Dragon		10		Yuan		Fan		Shaped		Silver
	 	31.10g		.999		43.20×26.50mm		66,000 枚		保証書番号 52611	 		未使用	 ￥	5,000

83.	 	十二支干支動物		辰年龍図		10 元（花形）銀貨		2000 年		KM1325		Year		of		the		Dragon		10		Yuan		Scalloped		Silver		Proof
	 	20.73g		.900		36.00mm		6,800 枚		保証書番号 5258	 		プルーフ	 ￥	3,000
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84.	 	十二支干支動物		巳年蛇図		10 元カラー銀貨		2001年		KM1375		Year		of		the		Snake		10		Yuan		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm			保証書番号 9068	 		プルーフ	 ￥	5,000

85.	 	十二支干支動物		午年馬図		10 元カラー銀貨		2002 年		KM1414		Year		of		the		Horse		10		Yuan		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm			保証書番号 51286	 		プルーフ	 ￥	5,000

86.	 	十二支干支動物		午年馬図		10 元カラー銀貨		2002 年		KM1414		保証書番号 51246	 		プルーフ	 ￥	5,000

87.	 	十二支干支動物		午年馬図		200 元（扇形）金貨		2002 年		KM1424		Year		of		the		Horse		200		Yuan		Fan		Shaped		Gold
	 	15.55g		.999		28.00×19.00mm		6,600 枚		保証書番号2433	 		未使用	 ￥	90,000

88.	 	十二支干支動物		未年羊図		10 元カラー銀貨		2003 年		KM1477		Year		of		the		Sheep		10		Yuan		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm			保証書番号74406	 		プルーフ	 ￥	3,000

89.	 	十二支干支動物		未年羊図		10 元カラー銀貨		2003 年		KM1477		保証書番号74423	 		プルーフ	 ￥	3,000

90.	 	十二支干支動物		申年猿図		10 元カラー銀貨		2004 年		KMA1545		Year		of		the		Monkey		10		Yuan		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm			保証書番号31070	 		プルーフ	 ￥	5,000

91.	 	十二支干支動物		申年猿図		10 元（花形）銀貨		2004 年		KM1548		Year		of		the		Monkey		10		Yuan		Scalloped		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm		6,800 枚		保証書番号 4940	 		プルーフ	 ￥	6,000

92.	 	十二支干支動物		酉年鶏図		10 元カラー銀貨		2005 年		KM1612		Year		of		the		Rooster		10		Yuan		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm			保証書番号74420	 		プルーフ	 ￥	4,000

93.	 	十二支干支動物		戌年犬図		10 元カラー銀貨		2006 年		KM1687		Year		of		the		Dog		10		Yuan		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm			保証書番号 90913	 		プルーフ	 ￥	5,000
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94.	 	十二支干支動物		亥年猪図		10 元カラー銀貨		2007年		KM1717		Year		of		the		Pig		10		Yuan		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm			保証書番号71227	 		プルーフ	 ￥	5,000

95.	 	十二支干支動物		子年鼠図		10 元カラー銀貨		2008 年		KM1830		Year		of		the		Rat		10		Yuan		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm			保証書番号 93993	 		プルーフ	 ￥	5,000

96.	 	十二支干支動物		丑年牛図		10 元カラー銀貨		2009 年		KM1875		Year		of		the		Ox		10		Yuan		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm			保証書番号 94004	 		プルーフ	 ￥	5,000

97.	 	十二支干支動物		卯年兎図		10 元（扇形）銀貨		2011年		KM1971		Year		of		the		Rabbit		10		Yuan		Fan		Shaped		Silver
	 	31.10g		.999		43.20×26.50mm		66,000 枚		保証書番号25733	 		未使用	 ￥	5,000

98.	 	十二支干支動物		卯年兎図		10 元カラー銀貨		2011年		KM1974		Year		of		the		Rabbit		10		Yuan		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm			保証書番号194409	 		プルーフ	 ￥	3,000

99.	 	十二支干支動物		卯年兎図		50 元（5オンス･長方形）銀貨		2011年		KM1969		Year		of		the		Rabbit		50		Yuan		（5oz）		Rectangle		Silver		Proof
	 	155.50g		.999		80.00×50.00mm		1,888 枚		保証書番号103	 		プルーフ	 ￥	70,000

100.	 	十二支干支動物		卯年兎図		50 元（5オンス）カラー銀貨		2011年		KM1970		Year		of		the		Rabbit		50		Yuan		（5oz）		Colorized		Silver		Proof
	 	155.55g		.999		70.00mm		11,800 枚		保証書番号 9836	 		プルーフ	 ￥	42,000

101.	 	十二支干支動物		卯年兎図		50 元（5オンス）カラー銀貨		2011年		KM1970		保証書番号 9837	 		プルーフ	 ￥	42,000
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102.	 	十二支干支動物		卯年兎図		扇形金･銀貨 2種揃未使用セット		2011年		Year		of		the		Rabbit		Fan		Shaped		Gold		and		Silver		2-Coin		Set
	 	【200 元金貨		KM1964】15.55g		.999		28.00×19.00mm		6,600 枚	、【10 元銀貨		KM1971】31.10g		.999		43.20×26.50mm		66,000 枚
	 	保証書番号 5018	 		2 種未使用	 ￥	87,000

103.	 	十二支干支動物		卯年兎図		扇形金･銀貨 2種揃未使用セット		2011年		保証書番号 5019	 		2 種未使用	 ￥	87,000

104.	 	十二支干支動物		辰年龍図		10 元（扇形）銀貨		2012 年		KM2020		Year		of		the		Dragon		10		Yuan		Fan		Shaped		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		43.20×26.50mm			保証書番号 40211	 		プルーフ	 ￥	5,000

105.	 	十二支干支動物		辰年龍図		10 元カラー銀貨		2012 年		KM2023		Year		of		the		Dragon		10		Yuan		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm			ケース・保証書なし		変色あり	 		プルーフ	 ￥	4,000

107.	 	十二支干支動物		辰年龍図		50 元（5オンス）カラー銀貨		2012 年		KM2019		Year		of		the		Dragon		50		Yuan		（5oz）		Colorized		Silver		Proof
	 	155.55g		.999		70.00mm		30,000 枚		保証書番号27011	 		プルーフ	 ￥	24,000

108.	 	十二支干支動物		辰年龍図		50 元（5オンス）カラー銀貨		2012 年		KM2019		保証書番号27012	 		プルーフ	 ￥	24,000

106.	 	十二支干支動物		辰年龍図		50 元（5オンス･長方形）銀貨		2012 年		KM2018		Year		of		the		Dragon		50		Yuan		（5oz）		Rectangle		Silver		Proof
	 	155.55g		.999		80.00×50.00mm		20,000 枚		保証書番号19379	 		プルーフ	 ￥	24,000
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113.	 	十二支干支動物		巳年蛇図		50 元（5オンス）カラー銀貨		2013 年		Year		of		the		Snake		50		Yuan		（5oz）		Colorized		Silver		Proof
	 	155.55g		.999		70.00mm		30,000 枚		保証書番号24582	 		プルーフ	 ￥	18,000

114.	 	十二支干支動物		巳年蛇図		50 元（5オンス）カラー銀貨		2013 年		保証書番号24551			 プルーフ	 ￥	18,000

109.	 	十二支干支動物		辰年龍図		扇形金･銀貨 2種揃未使用セット		2012 年		Year		of		the		Dragon		Fan		Shaped		Gold		and		Silver		2-Coin		Set
	 	【150 元金貨】10.37g		.999		約 25.00×16.00mm		30,000 枚	、【10 元銀貨】31.10g		.999		43.20×26.50mm		80,000 枚
	 	保証書番号16567	 		2 種未使用	 ￥	53,000

110.	 	十二支干支動物		辰年龍図		扇形金･銀貨 2種揃未使用セット		2012 年		保証書番号16566	 		2 種未使用	 ￥	53,000

111.	 	十二支干支動物		巳年蛇図		10 元（扇形）銀貨		2013 年		Year		of		the		Snake		10		Yuan		Fan		Shaped		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		43.20×26.50mm		80,000 枚		保証書番号 50511	 		プルーフ	 ￥	3,000

112.	 	十二支干支動物		巳年蛇図		50 元（5オンス･長方形）銀貨		2013 年		Year		of		the		Snake		50		Yuan		（5oz）		Rectangle		Silver		Proof
	 	155.55g		.999		80.00×50.00mm		20,000 枚		保証書番号19751	 		プルーフ	 ￥	18,000
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115.	 	十二支干支動物		巳年蛇図		扇形金･銀貨 2種揃未使用セット		2013 年
	 	Year		of		the		Snake		Fan		Shaped		Gold		and		Silver		2-Coin		Set
	 	【150 元金貨】10.37g		.999		約 25.00×16.00mm		30,000 枚	、【10 元銀貨】31.10g		.999		43.20×26.50mm		80,000 枚
	 	保証書番号19458	 		2 種未使用	 ￥	50,000

116.	 	十二支干支動物		巳年蛇図		扇形金･銀貨 2種揃未使用セット		2013 年		保証書番号19455			 2 種未使用	 ￥	50,000

117.	 	十二支干支動物		午年馬図		10 元（扇形）銀貨		2014 年		Year		of		the		Horse		10		Yuan		Fan		Shaped		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		43.20×26.50mm		80,000 枚		保証書番号 46521	 		プルーフ	 ￥	5,000

118.	 	十二支干支動物		午年馬図		50 元（5オンス･長方形）銀貨		2014 年		Year		of		the		Horse		50		Yuan		（5oz）		Rectangle		Silver		Proof
	 	155.55g		.999		80.00×50.00mm		20,000 枚		保証書番号7469	 		プルーフ	 ￥	26,000

119.	 	十二支干支動物		午年馬図		50 元（5オンス）カラー銀貨		2014 年		Year		of		the		Horse		50		Yuan		（5oz）		Colorized		Silver		Proof
	 	155.55g		.999		70.00mm		30,000 枚		保証書番号16731	 		プルーフ	 ￥	26,000
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120.	 	十二支干支動物		午年馬図		50 元（5オンス）カラー銀貨		2014 年		保証書番号16732	 		プルーフ	 ￥	26,000

121.	 	十二支干支動物		午年馬図		扇形金･銀貨 2種揃未使用セット		2014 年		Year		of		the		Horse		Fan		Shaped		Gold		and		Silver		2-Coin		Set
	 	【150 元金貨】10.37g		.999		約 25.00×16.00mm		30,000 枚	、【10 元銀貨】31.10g		.999		43.20×26.50mm		80,000 枚
	 	保証書番号18371	 		2 種未使用	 ￥	54,000

122.	 	十二支干支動物		午年馬図		扇形金･銀貨 2種揃未使用セット		2014 年		保証書番号18372	 2 種未使用	 ￥	54,000

123.	 	十二支干支動物		未年羊図		10 元（扇形）銀貨		2015 年		Year		of		the		Sheep		10		Yuan		Fan		Shaped		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		43.20×26.50mm		80,000 枚		保証書番号 40072	 		プルーフ	 ￥	5,000

124.	 	十二支干支動物		未年羊図		50 元（5オンス･長方形）銀貨		2015 年		Year		of		the		Sheep		50		Yuan		（5oz）		Rectangle		Silver		Proof
	 	155.55g		.999		80.00×50.00mm		20,000 枚		保証書番号 9501	 		プルーフ	 ￥	20,000

125.	 	十二支干支動物		未年羊図		50 元（5オンス）カラー銀貨		2015 年		Year		of		the		Sheep		50		Yuan		（5oz）		Colorized		Silver		Proof
	 	155.55g		.999		70.00mm		30,000 枚		保証書番号16552	 		プルーフ	 ￥	20,000
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129.	 	1979 年銘		通常アルミ貨 3種揃未使用セット		KMMS1		1979		Aluminum		3-Coin		Mint		Set		
	 	壹分、貳分、伍分およびメダル	 		3 種揃未使用	 ￥	3,000

130.	 	1985 年銘		通常貨 7 種完揃プルーフ及び十二支牛図青銅メダル		KMPS16		Proof		Set		with		Year		of		the		Ox		Medal
	 	1、2、5分、1、2、5角、壹圓及び十二支牛図青銅メダル	 		7 種完揃プルーフ	 ￥	10,000

131.	 	広東省		光緒元寶		1テールファンタジー銀メダル		（1904 年）		KANN-F932		Kuwang-Tung		Tale		Fantasy		Silver		Medal
	 	37.40g			41.00mm				 		NGC		MS61		極美 /未	 ￥	30,000

126.	 	十二支干支動物		未年羊図		50 元（5オンス）カラー銀貨		2015 年		保証書番号16551	 		プルーフ	 ￥	20,000

127.	 	十二支干支動物		未年羊図		扇形金･銀貨 2種揃未使用セット		2015 年		Year		of		the		Sheep		Fan		Shaped		Gold		and		Silver		2-Coin		Set
	 	【150 元金貨】10.37g		.999		約 25.00×16.00mm		30,000 枚	、【10 元銀貨】31.10g		.999		43.20×26.50mm		80,000 枚
	 	保証書番号12052	 		2 種未使用	 ￥	52,000

128.	 	十二支干支動物		未年羊図		扇形金･銀貨 2種揃未使用セット		2015 年		保証書番号12051	 		2 種未使用	 ￥	52,000

132.	 	中国紙幣各種		20 枚セット		Various		20-Paper		Money
	 	奉天、中央儲備、中国銀行、中国人民、中華民国、香港、上海、交通銀行、その他	 		20 枚普〜極美	 ￥	7,000

133.	 	中央銀行及び中国銀行		紙幣 9 種揃		People's		Bank		of		China/Bank		of		China		9-Paper		Money
	 	【中央銀行】伍圓 2枚､ 拾圓 3枚､ 貮拾圓､ 壹佰圓		【中国銀行】拾圓､ 壹百圓	 		9 種揃普〜美	 ￥	3,000

各種セット・メダル・紙幣 		/ 	 	Var ious	Set , 	Medals 	and	Paper	Money
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古金銀 類 		/ 	 	Shogunate	 	Gold	 	&	 	Si lver

日 本 / Japan

134.	 	慶長大判金（明暦判）		JNDA-古 2B		鋳造期間		明暦 4 年〜（1658 年〜）
	 	Keicho		Oban		Kin		（Meireki		ban）		Gold		Rewrite		Ink		JNDA09-6
	 	165.18g		金 670/ 銀 276/その他 54		背極印		三ッ打「坂・七・九」		書改		大珍品		日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 		 		美 / 極美	 ￥		5,500,000

慶長５年､ 関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は､ 翌年慶長６年に慶長の貨幣をスタートさせた際､
豊臣秀吉の大判をそのまま引き継ぐ形で慶長大判金を発行しました。

「慶長大判」「笹書大判」「明暦大判」の３種類があり､ 元禄８年に改鋳されるまで 100 年に近くにわたって、
献上・贈呈などの限られた目的で鋳造された大判です。

134
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江戸時代最後の大判金で＜たがね打＞と＜のしめ打＞の２種類が鋳造されました。
安政６年の開港以降、日本の金銀比価が極端に低く評価されていたため、その調整を目的として鋳造された大判です。

135.	 	万延大判金＜たがね打＞＜元書＞JNDA-古 6		鋳造期間		万延元年〜文久 2年（1860 〜1862 年）
	 	Man-en		Oban		Kin		<Tagane>		Gold		Original		Ink		JNDA09-10
	 	112.40g		金 344/ 銀 639/ 雑 17		背極印「吉・宇・き」		珍品	 		極美	 ￥		2,200,000

135
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136.	 	万延大判金＜のし目打＞		JNDA-古 6A		鋳造期間		万延元年〜文久 2年（1860 〜1862 年）
	 	Man-en		Oban		Kin		<Noshime>		Gold		Rewrite		Ink		JNDA09-11
	 	112.40g		金 344/ 銀 639/ 雑 17		背極印「吉・宇・き」		稀品		書改	 		美 / 極美	 ￥		1,400,000

136
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徳川家康が新貨幣制度を設け、最初に鋳造した小判が慶長小判です。

天保五両判金は天保８年７月の天保の貨幣改革で鋳造されましたが、
その後発行されなかったので、唯一の五両判となりました。

大判と小判の中間的なところを狙いましたが、品位 .842 と高いものの量目が 33.75g と軽いために世間の不評を買い、
天保８〜 14 年の間に 34,445 枚しか鋳造されず、安政３年に運用停止となりました。

137.	 	天保五両判金		JNDA-古 7		鋳造期間		天保 8 年〜天保14 年（1837〜1843 年）		
	 	Tempo		Goryoban		Kin		Gold		JNDA09-12		33.75g		金 842/ 銀 158		背極印「甫・七」			 		極美	 ￥		900,000

138.	 	慶長小判金（細目打）前期		JNDA-古 8		鋳造期間		慶長 6 年〜元禄 8年（1601〜1695 年）		
	 	Keicho		Koban		Kin		Gold		JNDA09-13		17.73g		金 857/ 銀 143		背極印「◯・き」		稀品		日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 		 		美 / 極美	 ￥		1,200,000
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140.	 	享保小判金		JNDA-古 11A		鋳造期間		正徳 4 年〜元文元年（1714 〜1736 年）		
	 	Kyoho		Koban		Kin		Gold		JNDA09-17		17.78g		金 861/ 銀 139		背極印「加・長」	 		極美	 ￥		450,000

141.	 	元文小判金（真文小判金）		佐渡鋳		JNDA-古 12		鋳造期間		元文元年〜文政元年（1736 〜1818 年）
	 	Gembun		Koban		Kin		（Sado）		Gold		JNDA09-19		
	 	13.00g		金 653/ 銀 347		背極印「筋・神」		日本貨幣商協同組合鑑定書付	 		美 / 極美	 ￥		400,000

142.	 	元文小判金（真文小判金）＜七福小判＞		JNDA-古 12
	 	<Shichifuku>		背極印「馬・神」		日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美 / 極美	 ￥		300,000

143.	 	元文小判金（真文小判金）		JNDA-古 12		背極印「み・七」	 極美＋	 ￥		200,000

139.	 	宝永小判金（乾字小判）		JNDA-古 10		鋳造期間		宝永 7年〜正徳 4 年（1710 〜1714 年）		
	 	Hoei		Koban		Kin		Gold		JNDA09-15		9.34g		金 834/ 銀 166		背極印「？・長」		稀品			 		極美	 ￥		1,000,000

宝永小判金には「乾」の文字が極印されているため、乾字小判金とも呼ばれます。
当時の小判の中では小型で扱いやすかったことから、後々になって町人たちからの人気を多く得ることになりました。
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146.	 	文政小判金（草文小判金）＜七福小判＞		JNDA-古 13		鋳造期間		文政 2年〜文政 11年（1819 〜1828 年）
	 	Bunsei		Koban		Kin		<Shichifuku>		Gold		JNDA09-20		13.07g		金 559/ 銀 441		背極印「守・神」		珍品		磨きあり
	 	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 	美	 ￥		900,000

文政小判金の七福小判では「守・神」の背極印が非常に少なく、稀少で珍品となっています。

144.	 	元文小判金（真文小判金）		JNDA-古 12		背極印「へい・吉」	 極美	 ￥		160,000

145.	 	元文小判金（真文小判金）		裏面二重打ちエラー		JNDA-古 12		Mint		Error		背極印「九・吉」		稀品	 極美	 ￥		230,000

147.	 	文政小判金（草文小判金）		JNDA-古 13				背極印「沙・五」	 美 / 極美	 ￥		160,000

148.	 	文政小判金（草文小判金）		JNDA-古 13		背極印「川・当」	 美 / 極美	 ￥		160,000

149.	 	天保小判金（保字小判金）＜七福小判＞		JNDA-古 14		鋳造期間		天保 8 年〜安政 5年（1837〜1858 年）
	 	Tempo		Koban		Kin		<Shichifuku>		Gold		JNDA09-21		11.20g		金 568/ 銀 432		背極印「久・長」	 極美	 ￥		240,000

144 145

147 148 149
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150.	 	天保小判金（保字小判金）		JNDA-古 14		背極印「へい・当」	 極美	 ￥		120,000

151.	 	天保小判金（保字小判金）		JNDA-古 14		背極印「久・七」	 極美	 ￥		120,000

152.	 	天保小判金（保字小判金）		JNDA-古 14		背極印「正・生」		変色あり	 極美	 ￥		110,000

153.	 	万延小判金（雛小判）		＜献上大吉＞		JNDA-古 16		鋳造期間		万延元年〜慶応 3年（1860 〜1867年）
	 	Man-en		Koban		Kin		（Hina-Koban）		<Kenjo		Daikichi>		Gold		JNDA09-23		3.30g		金 574/ 銀 426		背極印「大・吉」
	 		 		極美	 ￥		550,000

154.	 	万延小判金（雛小判）		JNDA-古 16		背極印「た・キ」	 極美	 ￥		100,000

155.	 	万延小判金（雛小判）		JNDA-古 16		背極印「九・五」	 極美	 ￥		100,000

156.	 	元文・文政・天保・万延小判金		4 種揃		Gembun,		Bunsei,		Tempo		and		Man-en		Koban		Kin		Gold		4-Coin		Set
	 	元文小判金		古 -12		普、文政小判金		古 -13		極美、天保小判金		古 -14		極美、万延小判金		古 -16		美		桐箱ケース入
	 	 		4 種揃	 ￥		450,000
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163.	 	万延二分判金（ハネ分）		JNDA-古 20		鋳造期間		万延元年〜明治初期（1860 年〜）
	 	Man-en		2		Bu-Ban-Kin		（Hane		Bu）		Gold		JNDA09-28		3.00g		金 229/ 銀 771	 	美	 ￥		43,000

164.	 	明治二分判金（止メ分）		10 枚揃		JNDA-古 20A		鋳造期間		明治元年〜明治2年（1868 〜1869 年）
	 	Meiji		2		Bu-Ban-Kin		Gold		（Tome-bu）		10-Pieces		JNDA09-29		3.00g		金 223/ 銀 777	 10 枚揃極美 /未	 ￥		45,000

165.	 	明治二分判金（止メ分）		10 枚揃		JNDA-古 20A		10-Pieces	 10 枚揃極美 /未	 ￥		45,000

166.	 	慶長一分判金		JNDA-古 22		鋳造期間		慶長 6 年〜元禄 8年（1601〜1695 年）		
	 	Keicho		1		Bu-Ban-Kin		Gold		JNDA09-31		4.43g		金 857/ 銀 143			 		極美	 ￥		100,000

167.	 	慶長一分判金		JNDA-古 22	 		普 / 美	 ￥		60,000

168.	 	元禄一分判金		JNDA-古 23		鋳造期間		元禄 8 年〜宝永 7年（1695 〜1710 年）		
	 	Genroku		1		Bu-Ban-Kin		Gold		JNDA09-32		4.46g		金 564/ 銀 436			 		美 / 極美	 ￥		120,000

157.	 	文政二分判金（真文二分）		JNDA-古 18		鋳造期間		文政元年〜文政 11年（1818 〜1828 年）
	 	Bunsei		2		Bu-Ban-Kin		（Shinbun		2		Bu）		Gold		JNDA09-25		6.52g		金 563/ 銀 437	 極美	 ￥		60,000

158.	 	文政二分判金（真文二分）		JNDA-古 18	 		極美	 ￥		60,000

159.	 	文政二分判金（草文二分）		JNDA-古 18A		鋳造期間		文政 11年〜天保 3年（1828 〜1832 年）
	 	Bunsei		2		Bu-Ban-Kin		（Sobun		2		Bu		）		Gold		JNDA09-26		6.56g		金 490/ 銀 510	 極美	 ￥		55,000

160.	 	文政二分判金（草文二分）		JNDA-古 18A	 		美	 ￥		45,000

161.	 	安政二分判金		JNDA-古 19		鋳造期間		安政 3年〜万延元年（1856 〜1860 年）		Ansei		2		Bu-Ban-Kin		Gold		JNDA09-27
	 	5.62g		金 209/ 銀 791			 		極美	 ￥		13,000

162.	 	安政二分判金		JNDA-古 19	 		極美	 ￥		13,000

169.	 	宝永一分判金（乾字）		JNDA-古 24		鋳造期間		宝永 7年〜正徳 4 年（1710 〜1714 年）		
	 	Hoei		1		Bu-Ban-Kin		（Kenji）		Gold		JNDA09-33		2.33g		金 834/ 銀 166			 		極美	 ￥		90,000

170.	 	宝永一分判金（乾字）		JNDA-古 24	 		美	 ￥		60,000

171.	 	享保一分判金		JNDA-古 25A		鋳造期間		享保元年〜元文元年（1716 〜1736 年）		
	 	Kyoho		1		Bu-Ban-Kin		Gold		JNDA09-35		4.40g		金 861/ 銀 139			 		極美	 ￥		40,000

172.	 	享保一分判金		JNDA-古 25A	 		美	 ￥		35,000
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173.	 	元文一分判金（真文一分）		JNDA-古 26		鋳造期間		元文元年〜文政元年（1736 〜1818 年）
	 	Gembun		1		Bu-Ban-Kin		（Shimbun		1		Bu）		Gold		JNDA09-37		3.25g		金 653 銀 347	 	美	 ￥		12,000

174.	 	元文一分判金（真文一分）		JNDA-古 26	 		美	 ￥		12,000

175.	 	元文一分判金（真文一分）		JNDA-古 26	 		美	 ￥		12,000

176.	 	文政一分判金（草文一分）		JNDA-古 27		鋳造期間		文政 2年〜文政 11年（1819 〜1829 年）
	 	Bunsei		1		Bu-Ban-Kin		（Sobun		1		Bu）		Gold		JNDA09-38		3.27g		金 560/ 銀 440	 極美	 ￥		13,000

177.	 	文政一分判金（草文一分）		JNDA-古 27	 		極美	 ￥		13,000

178.	 	天保一分判金（保字一分）		JNDA-古 28		鋳造期間		天保 8 年〜安政 5年（1837〜1858 年）
	 	Tempo		1		Bu-Ban-Kin		（Hoji		1		Bu）		Gold		JNDA09-39		2.80g		金 568/ 銀 432	 極美	 ￥		22,000

179.	 	天保一分判金（保字一分）		JNDA-古 28	 		極美	 ￥		22,000

180.	 	天保一分判金（保字一分）逆打ち		JNDA-古 28		Mint		Error		（Reversed		Strike）		2.80g		金 568/ 銀 432	 極美	 ￥		160,000

181.	 	天保二朱判金（古二朱）		20 枚揃		JNDA-古 32		鋳造期間		天保 3年〜安政 5年（1832〜1858 年）
	 	Tempo		2		Shu-Ban-Kin		（Ko		2		shu）		Gold		20-Pieces		JNDA09-43		1.62g		金 298/ 銀 702	 20 枚揃美 / 極美	 ￥		70,000

182.	 	天保二朱判金（古二朱）		20 枚揃		JNDA-古 32		20-Pieces	 20 枚揃美 / 極美	 ￥		70,000

183.	 	天保二朱判金（古二朱）		逆打ち		JNDA-古 32		Mint		Error		（Reversed		Strike）		日本貨幣商協同組合鑑定書付	 		美	 ￥		20,000

184.	 	文政一朱判金（角一朱）		JNDA-古 34		鋳造期間		文政 7年〜天保 3年（1818 〜1832 年）
	 	Bunsei		1		Shu-Ban-Kin		（Kaku		1		Shu）		Gold		JNDA09-45		1.39g		金123/ 銀 877	 美	 ￥		35,000

185.	 	文政一朱判金（角一朱）		JNDA-古 34	 		美	 ￥		35,000

186.	 	明治二分判金・天保一分銀・万延二朱判金		3 種揃
	 	Meiji		2		Bu-Ban-Kin,		Tempo		1		Bu-Gin		and		Man-en		2		Shu-Ban-Kin		Gold		and		Silver		3-Coin		Set
	 	明治二分判金（止メ分）古 20A		極美、天保一分銀（古一分）古 39		極美、万延二朱判金（新二朱）		古 33		美 / 極美
	 	 		3 種揃	 ￥		7,000

187.	 	古南鐐二朱銀		JNDA-古 36		鋳造期間		明和 9 年〜文政 7年（1772〜1824 年）		
	 	Ko-Nanryo		2		Shu-Gin		Silver		JNDA09-47		10.19g		銀 978/その他 22			 		美	 ￥		12,000

188.	 	古南鐐二朱銀		JNDA-古 36	 		美	 ￥		12,000

189.	 	新南鐐二朱銀（文政南鐐）		JNDA-古 37		鋳造期間		文政 7年〜天保元年（1824 〜1830 年）
	 	Shin-Nanryo		2		Shu-Gin		（Bunsei-Nanryo）		Silver		JNDA09-48		7.53g		銀 978/その他 22	 美＋	 ￥		7,000

190.	 	新南鐐二朱銀（文政南鐐）		JNDA-古 37	 		美	 ￥		6,000

191.	 	文政南鐐一朱銀（古一朱）		JNDA-古 38		鋳造期間		文政 12 年〜天保 8 年（1829 〜1837年）
	 	Bunsei-Nanryo		1		Shu-Gin		Silver		（Ko		1		Shu）		JNDA09-49		2.63g		銀 989/その他11	 美	 ￥		5,000

192.	 	文政南鐐一朱銀（古一朱）		JNDA-古 38	 美	 ￥		5,000

193.	 	文政南鐐一朱銀（古一朱）		JNDA-古 38	 		美	 ￥		5,000

194.	 	嘉永一朱銀（三ッ跳・Ga）		JNDA-古 42		鋳造期間		嘉永 6 年〜慶応元年（1853〜1865 年）		
	 	Kaei		1		Shu-Gin		Silver		JNDA09-53		1.89g		銀 968/その他 32			 		美	 ￥		2,000

195.	 	万延二朱判金・天保一分銀（2枚）・安政一分銀・嘉永一朱銀		5点揃
	 	Man-en		2		Shu-Ban-Kin,		Tempo		1		Bu-Gin		2-Pieces,		Ansei		1		Bu-Gin		and		Kaei		1		Shu-Gin		Gold		and		Silver		5-Coin
	 	万延二朱判金		美、天保一分銀		極美（2枚）、安政一分銀		美、嘉永一朱銀（Aa）		極美	 		5点揃	 ￥		5,000
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199.	 	天保豆板銀（両面大黒）JNDA-古 52		Tempo		Mameita-Gin		（Both		sides		Daikoku）		Silver		4.41g	 美	 ￥		14,000

200.	 	各種豆板銀		5点揃		Various		Mameita-Gin		Silver		5-Pieces	 		5点揃普	 ￥		10,000

201.	 	甲州一分金（背重）		JNDA-古 72		鋳造期間		天正〜江戸初期		Koshu		1		Bu-Kin		Gold		JNDA09-87		3.64g	 美	 ￥		60,000

202.	 	甲州一分金（背重）		JNDA-古 72		3.70g	 美	 ￥		60,000

196.	 	元文丁銀		JNDA-古 50		鋳造期間		元文元年〜文政元年（1736 〜1818 年）		
	 	Gembun		Chogin		Silver		JNDA09-66		143.00g		銀 460/その他 540			 		普 / 美	 ￥		32,000

197.	 	天保丁銀		JNDA-古 52		鋳造期間		天保 8 年〜安政 5年（1837〜1858 年）		
	 Tempo		Chogin		Silver		JNDA09-68			168.50g		銀 261/その他 739			 		極美	 ￥		35,000

198.	 	天保丁銀		JNDA-古 52		140.90g	 		美	 ￥		20,000
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206.	 	琉球通宝（半銖）		文久 3年（1863 年）		Ryukyu-Tsuho	 		美	 ￥		8,000

207.	 	琉球通宝（半銖）		文久 3年（1863 年）		 		普 / 美	 ￥		5,000

203.	 	安政丁銀		JNDA-古 53				鋳造期間		安政 6 年〜慶応元年（1859 〜1865 年）
	 	Ansei		Chogin		Silver		JNDA09-69		146.40g		銀 135/その他 865	 美	 ￥		20,000

204.	 	宝永通宝（直永）		世打落エラー		宝永 5年（1708 年）		Hoei-Tsuho		CounterStamp		（世）		Mint		Error	 		美	 ￥		25,000

205.	 	宝永通宝（直永）		宝永 5年（1708 年）	 		普 / 美	 ￥		15,000

208.	 	仙台通宝（母銭）		天明 4 年（1784 年）		Sendai-Tsuho	 		極美	 ￥		20,000

209.	 	秋田鍔銭（短尾）		文久 2年（1862 年）		Akita-Tsubasen	 		美＋	 ￥		9,000

210.	 	秋田鍔銭（短尾）		文久 2年（1862 年）			 		美	 ￥		8,000

211.	 	秋田鍔銭（長尾）		文久 2年（1862 年）			 		極美	 ￥		10,000

212.	 	秋田波錢（阿仁銅山の山内通用）		文久 2年（1862 年）		Akita-Namisen	 		極美	 ￥		27,000
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213.	 	秋田波錢（阿仁銅山の山内通用）		文久 2年（1862 年）			 		美	 ￥		20,000

214.	 	文久永寶＜草文＞（銅）		大錯笵エラー		文久 3年（1863 年）		Bunkyu-Eiho		Mint		Error		27.60mm	 美	 ￥		18,000

215.	 	旧 10 円金貨		明治 4 年（1871年）		有輪	 		未使用	 ￥		720,000

216.	 	旧 10 円金貨		明治 4 年（1871年）		無輪		財務省プラスチックケース入		ID 番号 00191	 		極美品	 ￥		550,000

217.	 	旧 10 円金貨		明治 4 年（1871年）		無輪		財務省プラスチックケース入		ID 番号 00549	 		極美品	 ￥		550,000

218.	 	旧 10 円金貨		明治 4 年（1871年）		無輪		財務省プラスチックケース入		ID 番号 00500	 		美品 A	 ￥		500,000

旧 10 円金貨		JNDA- 近 2		/ 	 	Old	 	 t ype	 	10	 	Yen	 	Gold	 	JNDA01-2	 	16.66g	 	 .900	 	29.42mm

近 代 金・銀 貨 		/ 	 	Modern	 	Gold	 	&	 	Si lver

旧 5 円金貨		JNDA- 近 3		/ 	 	Old	 	 t ype	 	5 	 	Yen	 	Gold	 	JNDA01-3	 	8 .33g	 	 .900	 	23.84mm

219.	 	旧 5円金貨		明治 3年（1870 年）			 		完全未使用	 ￥		350,000

220.	 	旧 5円金貨		明治 3年（1870 年）			 		極美 /未	 ￥		300,000

221.	 	旧 5円金貨		明治 3年（1870 年）		明瞭ウロコ			 		未使用＋	 ￥		330,000
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233.	 	旧 5円金貨（縮小）		明治 8 年（1875 年）		後期		Late		Variety	 		プルーフ状未使用	 ￥		450,000

234.	 	旧 5円金貨（縮小）		明治18 年（1885 年）		特年		Rare		Date		稀品	 		NGC		MS64		未使用	 ￥		600,000

230.	 	旧 5円金貨（縮小）		明治 6 年（1873 年）	 		極美 /未	 ￥		180,000

231.	 	旧 5円金貨（縮小）		明治 6 年（1873 年）	 		完全未使用	 ￥		200,000

232.	 	旧 5円金貨（縮小）		明治7年（1874 年）	 		極美 /未	 ￥		330,000

227.	 	旧 5円金貨（縮小）		明治 5年（1872 年）	 		未使用	 ￥		250,000

228.	 	旧 5円金貨（縮小）		明治 5年（1872 年）		財務省プラスチックケース入		ID 番号 03861	 		極美品	 ￥		150,000

229.	 	旧 5円金貨（縮小）		明治 6 年（1873 年）	 		未使用	 ￥		240,000

222.	 	旧 5円金貨		明治 4 年（1871年）			 		極美 /未	 ￥		180,000

223.	 	旧 5円金貨		明治 4 年（1871年）		有輪		財務省プラスチックケース入		ID 番号 03109	 		極美品	 ￥		180,000

224.	 	旧 5円金貨		明治 4 年（1871年）		無輪		財務省プラスチックケース入		ID 番号 03081	 		極美品	 ￥		180,000

225.	 	旧 5円金貨		明治 4 年（1871年）		無輪		財務省プラスチックケース入		ID 番号 03117		 		極美品	 ￥		180,000

226.	 	旧 5円金貨		明治 4 年（1871年）		無輪		財務省プラスチックケース入		ID 番号 03179	 		極美品	 ￥		180,000

旧 5 円金貨（縮小）		JNDA- 近 3A		/
Old	 	 t ype	 	5 	 	Yen	 	Gold	 	Reduced	 	JNDA01-3A	 	8 .33g	 	 .900	 	21.82mm
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旧 2 円金貨		JNDA- 近 4		/ 	 	Old	 	 t ype	 	2 	 	Yen	 	Gold	 	JNDA01-4	 	3.33g	 	 .900	 	17.48mm

235.	 	旧 2円金貨		明治 3年（1870 年）		 		極美	 ￥		80,000

236.	 	旧 2円金貨		明治 3年（1870 年）			 		未使用	 ￥		90,000

237.	 	旧 2円金貨		明治 3年（1870 年）		財務省プラスチックケース入		ID 番号 07859	 		極美品	 ￥		70,000

旧 1 円金貨		JNDA- 近 5		/ 	 	Old	 	 t ype	 	1 	 	Yen	 	Gold	 	JNDA01-5	 	1.67g	 	 .900	 	13.51mm

238.	 	旧 1円金貨		明治 4 年（1871年）		前期		Early		Variety	 		極美 /未	 ￥		110,000

239.	 	旧 1円金貨		明治 4 年（1871年）		後期		Late		Variety	 		極美	 ￥		32,000

240.	 	旧 1円金貨		明治 4 年（1871年）		後期		Late		Variety	 		未使用	 ￥		45,000

241.	 	旧 1円金貨		明治 4 年（1871年）		後期		Late		Variety	 		極美	 ￥		32,000

242.	 	旧 1円金貨		明治 4 年（1871年）		後期		Late		Variety	 		極美 /未	 ￥		35,000

243.	 	旧 1円金貨		明治 4 年（1871年）		後期		Late		Variety	 		極美 /未	 ￥		35,000

244.	 	旧 1円金貨		明治 4 年（1871年）		後期		Late		Variety		財務省プラスチックケース入		ID 番号13111	 		美品 A	 ￥		30,000

245.	 	旧 1円金貨（縮小）		明治7年（1874 年）	 		プルーフ状未使用	 ￥		450,000

246.	 	旧 1円金貨（縮小）		明治 9 年（1876 年）		特年		Rare		Date		138 枚		稀品	 		NGC		MS63		未使用−	 ￥		1,700,000

旧 1 円金貨（縮小）		JNDA- 近 5A		/
Old	 	 t ype	 	1 	 	Yen	 	Gold	 	Reduced	 	JNDA01-5A	 	1.67g	 	 .900	 	12.12mm

247.	 	新 20 円金貨		明治 30 年（1897年）		跳明			 		極美 /未	 ￥		210,000

248.	 	新 20 円金貨		明治 39 年（1906 年）			 		未使用	 ￥		300,000

249.	 	新 20 円金貨		明治 43 年（1910 年）			 		未使用	 ￥		250,000

新 20 円金貨		JNDA- 近 6		/ 	 	New		t ype	 	20	 	Yen	 	Gold	 	JNDA01-6	 	16.67g	 	 .900	 	28.78mm
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財務省が保有していた近代金貨は 2005 年 10 月から約２年間にわたり、オークションで販売されました。
当時、昭和７年の新 20 円金貨は過去一度も市場に出た事が無く、幻の金貨と言われていましたが、

財務省のオークションでは 68 枚放出されました。その内、未使用は 60 枚、極美品は８枚です。

250.	 	新 20 円金貨		明治 44 年（1911年）			 		未使用	 ￥		230,000

251.	 	新 20 円金貨		大正 4 年（1915 年）		財務省プラスチックケース入		ID 番号17452	 		極美品	 ￥		380,000

258.	 	新 20 円金貨		昭和 7年（1932 年）		財務省プラスチックケース入		ID 番号19349		珍品	 		未使用品	 ￥		4,500,000

252.	 	新 20 円金貨		大正 5年（1916 年）			 		完全未使用	 ￥		270,000

253.	 	新 20 円金貨		大正 5年（1916 年）		財務省プラスチックケース入		ID 番号17658	 		極美品	 ￥		130,000

254.	 	新 20 円金貨		大正 6 年（1917年）			 		未使用	 ￥		180,000

255.	 	新 20 円金貨		大正 6 年（1917年）			 		未使用	 ￥		180,000

256.	 	新 20 円金貨		大正 6 年（1917年）			 		極美 /未	 ￥		150,000

257.	 	新 20 円金貨		大正 8 年（1919 年）	 極美 /未	 ￥		240,000
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259.	 	新 10 円金貨		明治 30 年（1897年）	 		極美	 ￥		65,000

260.	 	新 10 円金貨		明治 34 年（1901年）	 		未使用	 ￥		80,000

261.	 	新 10 円金貨		明治 35 年（1902 年）	 		極美	 ￥		80,000

262.	 	新 10 円金貨		明治 36 年（1903 年）	 		完全未使用	 ￥		150,000

267.	 	新 10 円金貨		明治 41年（1908 年）		財務省プラスチックケース入		ID 番号22874	 		極美品	 ￥		60,000

268.	 	新 10 円金貨		明治 41年（1908 年）		財務省プラスチックケース入		ID 番号		22982	 		極美品	 ￥		60,000

269.	 	新 10 円金貨		明治 41年（1908 年）		財務省プラスチックケース入		ID 番号		23157	 		極美品	 ￥		60,000

270.	 	新 10 円金貨		明治 41年（1908 年）		財務省プラスチックケース入		ID 番号		23169	 		極美品	 ￥		60,000

271.	 	新 10 円金貨		明治 41年（1908 年）		財務省プラスチックケース入		ID 番号		23179	 		極美品	 ￥		60,000

272.	 	新 10 円金貨		明治 41年（1908 年）		財務省プラスチックケース入		ID 番号		23178	 		極美品	 ￥		60,000

273.	 	新 10 円金貨		明治 41年（1908 年）		財務省プラスチックケース入		ID 番号		23242	 		極美品	 ￥		60,000

274.	 	新 10 円金貨		明治 41年（1908 年）		財務省プラスチックケース入		ID 番号		22952	 		美品 A	 ￥		50,000

新 10 円金貨		JNDA- 近 7		/ 	 	New		t ype	 	10	 	Yen	 	Gold	 	JNDA01-7	 	8 .33g	 	 .900	 	21.21mm

263.	 	新 10 円金貨		明治 36 年（1903 年）		財務省プラスチックケース入		ID 番号22513	 		美品 A	 ￥		100,000

264.	 	新 10 円金貨		明治 40 年（1907年）		特年		Rare		Date		稀品	 		完全未使用	 ￥		300,000

265.	 	新 10 円金貨		明治 40 年（1907年）		特年		Rare		Date		稀品	 		極美 /未	 ￥		250,000

266.	 	新 10 円金貨		明治 41年（1908 年）	 		完全未使用	 ￥		110,000

275.	 	新 10 円金貨		明治 41年（1908 年）		財務省プラスチックケース入		ID 番号		23482	 		美品 A	 ￥		50,000

276.	 	新 10 円金貨		明治 41年（1908 年）		財務省プラスチックケース入		ID 番号		23429	 		美品 A	 ￥		50,000

277.	 	新 10 円金貨		明治 42 年（1909 年）			 		完全未使用	 ￥		95,000

278.	 	新 10 円金貨		明治 42 年（1909 年）	 		未使用	 ￥		80,000
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279.	 	新 5円金貨		明治 30 年（1897年）			 		未使用	 ￥		110,000

280.	 	新 5円金貨		明治 30 年（1897年）			 		未使用	 ￥		110,000

281.	 	新 5円金貨		明治 31年（1898 年）		55,888 枚	 		未使用	 ￥		110,000

282.	 	新 5円金貨		明治 31年（1898 年）		55,888 枚	 		極美	 ￥		90,000

283.	 	新 5円金貨		明治 45 年（1912 年）		59,880 枚		財務省プラスチックケース入		ID 番号		31933	 		未使用品	 ￥		100,000

284.	 	新 5円金貨		明治 45 年（1912 年）	 		極美	 ￥		70,000

新 5 円金貨		JNDA- 近 8		/ 	 	New		t ype	 	5 	 	Yen	 	Gold	 	JNDA01-8	 	4.17g	 	 .900	 	16.96mm

新 1 円銀貨（大型）		JNDA- 近 10	 	/
New		t ype	 	1 	 	Yen	 	Si lver 	 	Large	 	s ize	 	JNDA01-10	 	26.96g	 	 .900	 	38.60mm

286.	 	旧 1円銀貨		明治 3年（1870 年）		トーン		日本貨幣商協同組合鑑定書付	 		未使用−	 ￥		40,000

287.	 	旧 1円銀貨		明治 3年（1870 年）	 		未使用−	 ￥		35,000

288.	 	新 1円銀貨（大型）		明治7年（1874 年）		中期		Middle		Variety		稀品		トーン		
	 	日本貨幣商協同組合鑑定書付					 		プルーフ状極美 /未	 ￥		760,000

289.	 	新 1円銀貨（大型）		明治7年（1874 年）		後期		深彫		Late		Variety	 		美	 ￥		180,000

290.	 	新 1円銀貨（大型）		明治 8 年（1875 年）		深彫		日本貨幣商協同組合鑑定書付	 		美 / 極美	 ￥		980,000

旧 1 円銀貨		JNDA- 近 9		/ 	 	Old	 	 t ype	 	1 	 	Yen	 	Si lver 	 	JNDA01-9	 	26.96g	 	 .900	 	38.58mm

285.	 	新 5円金貨		昭和 5年（1930 年）		特年		財務省プラスチックケース入		ID 番号		32646		珍品	 		未使用品	 ￥		2,800,000
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291.	 	新 1円銀貨（大型）		明治 8 年（1875 年）		深彫		稀品		エッジにアタリあり
	 						 		ACCA		AU-Details（Rim		Damage）		美 / 極美	 ￥		890,000

292.	 	新 1円銀貨（大型）		明治13 年（1880 年）			 		ACCA		MS62		プルーフ状極美 /未	 ￥		50,000

293.	 	新 1円銀貨（大型）		明治15 年（1882 年）			 		極美	 ￥		15,000

294.	 	新 1円銀貨（大型）		明治15 年（1882 年）		トーン	 		極美	 ￥		15,000

295.	 	新 1円銀貨（大型）		明治15 年（1882 年）		左丸銀打		Left		Counterstamp		'Silver'		in		Japanese	 極美＋	 ￥		15,000

296.	 	新 1円銀貨（大型）		明治16 年（1883 年）	 		未使用	 ￥		60,000

297.	 	新 1円銀貨（大型）		明治16 年（1883 年）	 		未使用−	 ￥		40,000

298.	 	新 1円銀貨（大型）		明治17年（1884 年）	 		プルーフ状未使用	 ￥		130,000

299.	 	新 1円銀貨（大型）		明治19 年（1886 年）		前期		Early		Variety		トーン	 		未使用	 ￥		30,000

300.	 	新 1円銀貨（大型）		明治19 年（1886 年）		前期		Early		Variety	 		未使用	 ￥		30,000

301.	 	新 1円銀貨（大型）		明治 20 年（1887年）	 		プルーフ状極美 /未	 ￥		60,000

302.	 	新 1円銀貨（大型）		明治 20 年（1887年）	 		極美	 ￥		20,000
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318.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 34 年（1901年）	 		PCGS		MS64		未使用	 ￥		12,000

319.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 35 年（1902 年）		トーン	 		未使用	 ￥		12,000

320.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 35 年（1902 年）		トーン	 		未使用	 ￥		12,000

321.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 36 年（1903 年）	 		PCGS		MS64		未使用	 ￥		12,000

322.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 36 年（1903 年）		トーン	 		極美 /未	 ￥		8,000

323.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 36 年（1903 年）	 		極美	 ￥		7,000

324.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 37年（1904 年）		トーン	 		未使用	 ￥		12,000

325.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 38 年（1905 年）	 		未使用	 ￥		10,000

326.	 	新 1円銀貨（小型）		大正 3年（1914 年）		トーン	 		未使用	 ￥		8,000

327.	 	新 1円銀貨（小型）		大正 3年（1914 年）	 		PCGS		MS64		未使用	 ￥		8,000

303.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 20 年（1887年）	 		極美 /未	 ￥		18,000

304.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 21年（1888 年）			 		極美 /未	 ￥		7,000

305.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 23 年（1890 年）		トーン	 		未使用	 ￥		20,000

306.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 23 年（1890 年）			 		PCGS		MS63		未使用−	 ￥		15,000

307.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 24 年（1891年）		トーン	 		未使用	 ￥		18,000

308.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 25 年（1892 年）		後期		Late		Variety	 		極美	 ￥		7,000

309.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 26 年（1893 年）		トーン	 		極美 /未	 ￥		18,000

310.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 28 年（1895 年）		トーン	 		未使用	 ￥		9,000

311.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 28 年（1895 年）			 		未使用−	 ￥		8,000

312.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 29 年（1896 年）		左丸銀打		Left		Counterstamp		'Silver'		in		Japanese	 		美	 ￥		3,000

313.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 30 年（1897年）	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 		極美 /未	 ￥		12,000

314.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 30 年（1897年）	トーン	 		未使用	 ￥		9,000

315.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 30 年（1897年）	 		極美	 ￥		5,000

316.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 34 年（1901年）		トーン	 		未使用	 ￥		12,000

317.	 	新 1円銀貨（小型）		明治 34 年（1901年）	 		極美 /未	 ￥		8,000

新 1 円銀貨（小型）		JNDA- 近 10A	 	/
New		t ype	 	1 	 	Yen	 	Si lver 	 	Small 	 	s ize	 	JNDA01-10A	 	26.96g	 	 .900	 	38.10mm
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328.	 	1円黄銅貨		両面無刻印エラー		Mint		Error		（Blank		Planchet）	 		極美	 ￥		25,000

1 円黄銅貨		JNDA- 近 11	 	/ 	 	1 	 	Yen	 	Brass 	 	JNDA01-11	 	3.20g	 	20.00mm

329.	 	貿易銀		明治 8 年（1875 年）	 		美	 ￥		85,000

330.	 	貿易銀		明治 9 年（1876 年）		日本貨幣商協同組合鑑定書付	 		未使用−	 ￥		185,000

331.	 	貿易銀		明治10 年（1877年）		トーン		日本貨幣商協同組合鑑定書付	 		極美	 ￥		180,000

貿易銀		JNDA- 近 12	 	/ 	 	Trade	 	Dollar 	 	Si lver 	 	JNDA01-12	 	27.22g	 	 .900	 	38.58mm

332.	 	旭日竜大型 50 銭銀貨		明治 3年（1870 年）	 		未使用	 ￥		20,000

333.	 	旭日竜大型 50 銭銀貨		明治 3年（1870 年）		トーン	 		極美 /未	 ￥		6,000

334.	 	旭日竜大型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）	 		極美 /未	 ￥		6,000

335.	 	旭日竜大型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		前期		ハネ本		Early		Variety	 		未使用	 ￥		30,000

336.	 	旭日竜大型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		前期		ハネ本		Early		Variety	 		極美	 ￥		8,000

337.	 	旭日竜大型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		前期		ハネ本		Early		Variety		トーン	 		極美	 ￥		8,000

338.	 	旭日竜大型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		後期		Late		Variety	 		未使用	 ￥		12,000

339.	 	旭日竜大型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		後期		Late		Variety		トーン	 		極美 /未	 ￥		7,000

340.	 	旭日竜大型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		後期		Late		Variety		トーン	 		極美 /未	 ￥		7,000

341.	 	旭日竜大型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		後期		Late		Variety	 		極美	 ￥		3,000

342.	 	旭日竜大型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		後期		2 枚揃		Late		Variety		2-Pieces	 		2 枚揃極美	 ￥		6,000

343.	 	旭日竜大型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		後期		2 枚揃		Late		Variety		2-Pieces	 		2 枚揃普 / 美	 ￥		4,000

旭日竜大型 50 銭銀貨		JNDA- 近 13	 	/
Rising	 	Sun	 	Dragon	 	50	 	Sen	 	Si lver 	 	Large	 	s ize	 	JNDA01-13	 	12.50g	 	 .800	 	31.51mm
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旭日竜小型 50 銭銀貨		JNDA- 近 13A	 	/
Rising	 	San	 	Dragon	 	50	 	Sen	 	Si lver 	 	Small 	 	s ize	 	JNDA01-13A	 	12.50g	 	 .800	 	31.00mm

344.	 	旭日竜小型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		大竜		Large		Dragon	 		極美 /未	 ￥		60,000

345.	 	旭日竜小型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		大竜		Large		Dragon	 		極美＋	 ￥		55,000

346.	 	旭日竜小型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		大竜		Large		Dragon	 		極美	 ￥		40,000

竜 50 銭銀貨		JNDA- 近 14	 	/ 	 	Dragon	 	50	 	Sen	 	Si lver 	 	JNDA01-14	 	13.48g	 	 .800	 	30.90mm

347.	 	旭日竜小型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		小竜		Small		Dragon		トーン	 		プルーフ状未使用	 ￥		20,000

348.	 	旭日竜小型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		小竜		Small		Dragon		トーン	 		未使用	 ￥		10,000

349.	 	旭日竜小型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		小竜		Small		Dragon	 		未使用	 ￥		10,000

350.	 	旭日竜小型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		小竜		Small		Dragon		トーン	 		極美	 ￥		3,000

351.	 	旭日竜小型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		小竜		Small		Dragon		トーン	 		極美	 ￥		3,000

352.	 	旭日竜小型 50 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		小竜		Small		Dragon		トーン	 		極美	 ￥		3,000

353.	 	竜 50 銭銀貨		明治 6 年（1873 年）		長年	 		未使用	 ￥		70,000

354.	 	竜 50 銭銀貨		明治 6 年（1873 年）		長年		トーン	 		PCGS		MS62		極美 /未	 ￥		70,000

355.	 	竜 50 銭銀貨		明治 6 年（1873 年）		長年	 		美	 ￥		23,000

356.	 	竜 50 銭銀貨		明治 6 年（1873 年）		長年	 		PCGS		MS61		極美 /未	 ￥		60,000

357.	 	竜 50 銭銀貨		明治18 年（1885 年）		稀年号		Rare		Date		トーン	 		極美 /未	 ￥		20,000
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358.	 	竜 50 銭銀貨		明治18 年（1885 年）		稀年号		Rare		Date	 		プルーフ状未使用	 ￥		85,000

359.	 	竜 50 銭銀貨		明治18 年（1885 年）		稀年号		Rare		Date	 		極美	 ￥		10,000

360.	 	竜 50 銭銀貨		明治 30 年（1897年）		上切	 		普	 ￥		30,000

361.	 	竜 50 銭銀貨		明治 30 年（1897年）		下切		トーン	 		極美 /未	 ￥		3,000

362.	 	竜 50 銭銀貨		明治 30 年（1897年）		下切	 		極美	 ￥		2,000

363.	 	竜 50 銭銀貨		明治 31年（1898 年）		上切		トーン	 		未使用	 ￥		3,000

364.	 	竜 50 銭銀貨		明治 31年（1898 年）		上切		3 枚揃		3-Pieces		トーン	 		3 枚揃美〜極美	 ￥		3,000

365.	 	竜 50 銭銀貨		明治 32 年（1899 年）		トーン	 		未使用	 ￥		4,000

366.	 	竜 50 銭銀貨		明治 35 年（1902 年）		稀年号		Rare		Date		トーン	 		未使用	 ￥		20,000

367.	 	竜 50 銭銀貨		明治 35 年（1902 年）		稀年号		Rare		Date		トーン			 極美 /未	 ￥		10,000

368.	 	竜 50 銭銀貨		明治 35 年（1902 年）		稀年号		Rare		Date	 		極美 /未	 ￥		10,000

369.	 	竜 50 銭銀貨		明治 36 年（1903 年）	 		極美 /未	 ￥		6,000

370.	 	竜 50 銭銀貨		明治 38 年（1905 年）		下切		トーン	 		未使用	 ￥		5,000

371.	 	旭日50 銭銀貨		明治 39 年（1906 年）		トーン	 		未使用	 ￥		7,000

372.	 	旭日50 銭銀貨		明治 39 年（1906 年）		トーン	 		極美 /未	 ￥		4,000

373.	 	旭日50 銭銀貨		明治 42 年（1909 年）	 		PCGS		MS64		未使用	 ￥		8,000

374.	 	旭日50 銭銀貨		大正 3年（1914 年）		トーン	 		極美 /未	 ￥		10,000

375.	 	旭日50 銭銀貨		大正 4 年（1915 年）	 		完全未使用	 ￥		20,000

376.	 	旭日50 銭銀貨		大正 4 年（1915 年）		トーン	 		未使用	 ￥		8,000

旭日 50 銭銀貨		JNDA- 近 15	 	/ 	 	Rising	 	Sun	 	50	 	Sen	 	Si lver 	 	JNDA01-15	 	10.13g	 	 .800	 	27.27mm
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旭日竜 20 銭銀貨		JNDA- 近 20	 	/
Rising	 	Sun	 	Dragon	 	20	 	Sen	 	Si lver 	 	JNDA01-20	 	5.00g	 	 .800	 	24.00mm

377.	 	小型 50 銭銀貨		大正11年（1922 年）	 		完全未使用	 ￥		3,000

378.	 	小型 50 銭銀貨		大正11年（1922 年）		トーン	 		完全未使用	 ￥		3,000

379.	 	小型 50 銭銀貨		大正11年（1922 年）	 		完全未使用	 ￥		3,000

380.	 	小型 50 銭銀貨		大正15 年（1926 年）		トーン	 		完全未使用	 ￥		3,000

381.	 	小型 50 銭銀貨		大正15 年（1926 年）		トーン	 		完全未使用	 ￥		3,000

382.	 	小型 50 銭銀貨		大正15 年（1926 年）	 		完全未使用	 ￥		3,000

383.	 	小型 50 銭銀貨		大正15 年（1926 年）	トーン	 		完全未使用	 ￥		3,000

384.	 	小型 50 銭銀貨		昭和 13 年（1938 年）		特年		Rare		Date		変色あり	 		未使用	 ￥		10,000

385.	 	小型 50 銭銀貨		昭和 13 年（1938 年）		特年		Rare		Date	 		極美 /未	 ￥		9,000

386.	 	小型 50 銭銀貨		4 年号 30 枚揃		30-Coin		4		Years
	 	昭和 6 年（1931年）		5 枚、昭和 9 年（1934 年）		5 枚、11年（1936 年）7枚、昭和12年（1937年）		13 枚		
	 	一部トーンあり	 30 枚揃極美〜未使用	 ￥		10,000

387.	 	大型 50 銭黄銅貨		片面打エラー		昭和 21〜22 年		（1946 〜 47年）		Mint		Error		稀品
	 						 		PCGS		Mint		Error		MS65		完全未使用	 ￥		380,000

388.	 	旭日竜 20 銭銀貨		明治 3年（1870 年）		トーン	 		完全未使用	 ￥		9,000

389.	 	旭日竜 20 銭銀貨		明治 3年（1870 年）	 		未使用	 ￥		6,000

390.	 	旭日竜 20 銭銀貨		明治 3年（1870 年）	 		極美 /未	 ￥		3,000

391.	 	旭日竜 20 銭銀貨		明治 4 年（1871年）		欠銭	 		完全未使用	 ￥		30,000

小型 50 銭銀貨		JNDA- 近 17	 	/ 	 	Phoenix	 	50	 	Sen	 	Si lver 	 	JNDA01-17	 	4.95g	 	 .720	 	23.50mm

大型 50 銭銀貨		JNDA- 近 18	 	/ 	 	50	 	Sen	 	Brass 	 	Large	 	s ize	 	JNDA01-18	 	4.50g	 	23.50mm
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竜 20 銭銀貨		JNDA- 近 21	 	/ 	 	Dragon	 	20	 	Sen	 	Si lver 	 	JNDA01-21	 	5.39g	 	 .800	 	23.50mm

392.	 	竜 20 銭銀貨		明治 6 年（1873 年）		半欠日		トーン	 		未使用	 ￥		5,000

393.	 	竜 20 銭銀貨		明治 6 年（1873 年）		欠日		トーン	 		美	 ￥		8,000

394.	 	竜 20 銭銀貨		明治 6 年（1873 年）		欠日		トーン	 		極美 /未	 ￥		35,000

395.	 	竜 20 銭銀貨		明治7年（1874 年）	 		美	 ￥		2,000

396.	 	竜 20 銭銀貨		明治7年（1874 年）	 		未使用	 ￥		10,000

397.	 	竜 20 銭銀貨		明治 8 年（1875 年）		前期		Early		Variety		トーン		日本貨幣商協同組合鑑定書付	 		極美 /未	 ￥		45,000

398.	 	竜 20 銭銀貨		明治 8 年（1875 年）		前期		Early		Variety	 		PCGS		AU58		極美＋	 ￥		40,000

399.	 	竜 20 銭銀貨		明治 8 年（1875 年）		前期		Early		Variety	 		極美	 ￥		25,000

400.	 	竜 20 銭銀貨		明治 8 年（1875 年）		前期		Early		Variety	 美	 ￥		15,000

401.	 	竜 20 銭銀貨		明治 9 年（1876 年）		前期		ハネ明		Early		Variety	 		未使用	 ￥		17,000

402.	 	竜 20 銭銀貨		明治 9 年（1876 年）		前期		ハネ明		Early		Variety	 		極美 /未	 ￥		8,000

403.	 	竜 20 銭銀貨		明治 9 年		（1876 年）		後期		Late		Variety	 		完全未使用	 ￥		10,000

404.	 	竜 20 銭銀貨		明治 9 年		（1876 年）		後期		Late		Variety	 		PCGS		MS65		完全未使用	 ￥		10,000

405.	 	竜 20 銭銀貨		明治 9 年		（1876 年）		後期		Late		Variety	 		未使用	 ￥		5,000

406.	 	竜 20 銭銀貨		明治 9 年		（1876 年）		後期		Late		Variety	 		未使用	 ￥		5,000

407.	 	竜 20 銭銀貨		明治18 年（1885 年）	 		プルーフ状未使用	 ￥		5,000

408.	 	竜 20 銭銀貨		明治 21年（1888 年）		特年		Rare		Date	 		未使用	 ￥		48,000

409.	 	竜 20 銭銀貨		明治 21年（1888 年）		特年		Rare		Date		トーン	 		極美	 ￥		20,000

410.	 	竜 20 銭銀貨		明治 24 年（1891年）	 		極美 /未	 ￥		3,000

411.	 	竜 20 銭銀貨		明治 26 年（1893 年）	 		未使用	 ￥		5,000

412.	 	竜 20 銭銀貨		明治 34 年（1901年）		特年		Rare		Date		トーン	 		極美 /未	 ￥		55,000

413.	 	竜 20 銭銀貨		明治 38 年（1905 年）	 		未使用	 ￥		3,000
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旭日 20 銭銀貨		JNDA- 近 22	 	/ 	 	Rising	 	Sun	 	20	 	Sen	 	Si lver 	 	JNDA01-22	 	4.05g	 	 .800	 	20.30mm

414.	 	旭日20 銭銀貨		明治 44 年（1911年）		特年		Rare		Date	 		極美	 ￥		16,000

415.	 	旭日20 銭銀貨		明治 44 年（1911年）		特年		Rare		Date	 		PCGS		Genuine		Cleaned-AU		Detail		美 / 極美	 ￥		15,000

416.	 	旭日20 銭銀貨		明治 44 年（1911年）		特年		Rare		Date	 		美	 ￥		5,000

417.	 	旭日20 銭銀貨		6 年号 6 枚全揃		明治 39 年〜 44 年（1906 年〜1911年）		
	 	6-Coin		6		Years		Complete		紙ホルダー入	 		6 年号全揃普 /美	 ￥		6,000

418.	 	旭日竜10 銭銀貨		明治 3年（1870 年）		トーン	 　		未使用	 ￥		4,000

419.	 	旭日竜10 銭銀貨		明治 3年（1870 年）		明瞭ウロコ		トーン	 		極美	 ￥		5,000

420.	 	旭日竜10 銭銀貨		明治 3年（1870 年）		明瞭ウロコ	 		極美	 ￥		5,000

421.	 	旭日竜10 銭銀貨		明治 3年（1870 年）		明瞭ウロコ	 		極美	 ￥		5,000

旭日竜 10 銭銀貨		JNDA- 近 23	 	/
Rising	 	Sun	 	Dragon	 	10	 	Sen	 	Si lver 	 	JNDA01-23	 	2.50g	 	 .800	 	17.57mm

竜 10 銭銀貨		JNDA- 近 24	 	/ 	 	Dragon	 	10	 	Sen	 	Si lver 	 	JNDA01-24	 	2.70g	 	 .800	 	17.57mm

422.	 	竜 10 銭銀貨		明治 6 年（1873 年）	 		未使用	 ￥		4,000

423.	 	竜 10 銭銀貨		明治 6 年（1873 年）		トーン	 		未使用	 ￥		4,000

424.	 	竜 10 銭銀貨		明治 6 年（1873 年）	 		未使用	 ￥		4,000

425.	 	竜 10 銭銀貨		明治 6 年（1873 年）		トーン	 		未使用	 ￥		4,000

426.	 	竜 10 銭銀貨		明治 6 年（1873 年）	 		完全未使用	 ￥		5,000

427.	 	竜 10 銭銀貨		明治 6 年（1873 年）	 		完全未使用	 ￥		5,000

428.	 	竜 10 銭銀貨		明治 6 年（1873 年）		ハネ明	 		完全未使用	 ￥		50,000

429.	 	竜 10 銭銀貨		明治 8 年（1875 年）		前期		ハネ明		Early		Variety	 		極美 /未	 ￥		8,000

430.	 	竜 10 銭銀貨		明治 8 年（1875 年）		前期		ハネ明		Early		Variety	 		極美	 ￥		6,000

431.	 	竜 10 銭銀貨		明治 8 年（1875 年）		前期		ハネ明		Early		Variety	 		美	 ￥		5,000

432.	 	竜 10 銭銀貨		明治 8 年（1875 年）		後期		Late		Variety	 		完全未使用	 ￥		5,000

433.	 	竜 10 銭銀貨		明治 8 年（1875 年）		後期		Late		Variety	 		完全未使用	 ￥		5,000

434.	 	竜 10 銭銀貨		明治 8 年（1875 年）		後期		Late		Variety	 		未使用	 ￥		2,000

435.	 	竜 10 銭銀貨		明治 9 年（1876 年）	 		完全未使用	 ￥		5,000

436.	 	竜 10 銭銀貨		明治 9 年（1876 年）		トーン	 		完全未使用	 ￥		5,000

437.	 	竜 10 銭銀貨		明治 9 年（1876 年）	 		未使用	 ￥		2,000
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444.	 	10 銭白銅貨		大正12 年（1923 年）		穴ズレエラー		Mint		Error	 		普	 ￥		2,000

445.	 	10 銭白銅貨		11年号全揃		大正 9 年〜昭和 7年（1920 〜1932 年）		11-Coin		11		Years		Complete
	 						 		11年号全揃未使用	 ￥		6,000

10 銭白銅貨		JNDA- 近 27	 	/ 	 	10	 	Sen	 	Cupronickel 	 	 JNDA01-27	 	3.75g	 	22.17mm

438.	 	竜 10 銭銀貨		明治 20 年（1887年）	 		未使用	 ￥		3,000

439.	 	竜 10 銭銀貨		明治 24 年（1891年）		トーン	 		未使用	 ￥		8,000

440.	 	竜 10 銭銀貨		明治 34 年（1901年）		トーン		 		極美	 ￥		23,000

441.	 	竜 10 銭銀貨		明治 35 年（1902 年）		特年		Rare		Date		トーン		日本貨幣商協同組合鑑定書付	 		未使用	 ￥		48,000

442.	 	竜 10 銭銀貨		明治 35 年（1902 年）		特年		Rare		Date		トーン	 		美	 ￥		10,000

443.	 	竜 10 銭銀貨		5 年号揃		5-Coin		5		Years
	 	明治 6 年		普、29 年		極美、30 年		極美 /未、38 年		極美 /未、39 年		極美	 		5 年号揃	 ￥		4,000

旭日竜 5 銭銀貨		JNDA- 近 33	 	/
Rising	 	Sun	 	Dragon	 	5	 	Sen	 	Si lver 	 	JNDA01-33	 	1.25g	 	 .800	 	16.15mm

446.	 	旭日竜 5銭銀貨		明治 3年（1870 年）	 		未使用	 ￥		30,000

447.	 	旭日竜 5銭銀貨		明治 3年（1870 年）	 		未使用	 ￥		30,000

448.	 	旭日竜 5銭銀貨		明治 3年（1870 年）	 		極美 /未	 ￥		15,000

449.	 	旭日竜 5銭銀貨		明治 3年（1870 年）		トーン	 		極美	 ￥		10,000

450.	 	旭日竜 5銭銀貨		明治 3年（1870 年）	 		美	 ￥		8,000

451.	 	旭日竜 5銭銀貨		明治 4 年（1871年）		トーン	 		極美	 ￥		25,000

旭日大字 5 銭銀貨		JNDA- 近 34	 	/
Rising	 	Sun	 	Large	 	Charac ter 	 	5 	 	Sen	 	Si lver 	 	JNDA01-34	 	1.25g	 	 .800	 	16.15mm

452.	 	旭日大字5銭銀貨		明治 4 年（1871年）		後期		Late		Variety	 		未使用	 ￥		10,000

453.	 	旭日大字5銭銀貨		明治 4 年（1871年）		後期		Late		Variety	 		未使用	 ￥		10,000

454.	 	旭日大字5銭銀貨		明治 4 年（1871年）		後期		Late		Variety		トーン	 		未使用	 ￥		10,000

455.	 	旭日大字5銭銀貨		明治 4 年（1871年）		後期		Late		Variety		トーン	 		極美	 ￥		7,000
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竜 5 銭銀貨		JNDA- 近 35	 	/ 	 	Dragon	 	5	 	Sen	 	Si lver 	 	JNDA01-35	 	1.35g	 	 .800	 	15.15mm

456.	 	竜 5銭銀貨		明治 6 年（1873 年）	 		未使用	 ￥		3,000

457.	 	竜 5銭銀貨		明治 6 年（1873 年）		ハネ明	 		美	 ￥		5,000

458.	 	竜 5銭銀貨		明治 6 年（1873 年）		ハネ明		トーン	 		NGC		MS61		極美	 ￥		8,000

459.	 	竜 5銭銀貨		明治 6 年（1873 年）		ハネ明	 		美 / 極美	 ￥		9,000

460.	 	竜 5銭銀貨		明治 9 年（1876 年）		トーン	 		完全未使用	 ￥		8,000

461.	 	竜 5銭銀貨		明治10 年（1877年）		半ハネ明	 		完全未使用	 ￥		5,000

大型・小型 5 銭白銅貨		JNDA- 近 38、39	 	/
5	 	Sen	 	Cupronickel 	 	Lage	 	and	 	Small 	 	s ize	 	JNDA01-38、39

468.	 	大型及び小型 5銭白銅貨		8 年号 9 枚揃		大正 6 年〜昭和 7年（1917〜1932 年）		9-Coin		8		Years
	 	【大型 5銭白銅貨		近 38】4.28g		20.60mm		【小型 5銭白銅貨		近 39】2.63g		19.09mm		紙ホルダー入	 		9 枚揃未使用	 ￥		10,000

462.	 	菊 5銭白銅貨		明治 23 年（1890 年）		変色あり	 		未使用	 ￥		6,000

463.	 	菊 5銭白銅貨		明治 24 年（1891年）		変色あり	 		未使用	 ￥		6,000

464.	 	菊 5銭白銅貨		明治 25 年（1892 年）		陰打ちエラー		Mint		Error		稀品	 PCGS		Mint		Error		XF40		美	 ￥		580,000

465.	 	菊 5銭白銅貨		明治 28 年（1895 年）		特年		Rare		Date	 		未使用	 ￥		80,000

菊 5 銭白銅貨		JNDA- 近 36	 	/ 	 	Chrysanthemum		5	 	Sen	 	Cupronickel 	 	 JNDA01-36	 	4.67g	 	20.60mm

稲 5 銭白銅貨		JNDA- 近 37	 	/ 	 	Rice	 	5 	 	Sen	 	Cupronickel 	 	 JNDA01-37	 	4.67g	 	20.60mm

466.	 	稲 5銭白銅貨		明治 30 年（1897年）	 		未使用−	 ￥		8,000

467.	 	稲 5銭白銅貨		明治 37年（1904 年）		トーン	 		美	 ￥		3,000
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469.	 	2 銭銅貨		明治10 年（1877年）		変色あり	 		極美 /未	 ￥		5,000

470.	 	2 銭銅貨		明治13 年（1880 年）		変色あり	 		未使用	 ￥		10,000

471.	 	2 銭銅貨		10 年号11枚全揃		明治 6 年〜17年（1873〜1884 年）		
	 	11-Coin		10		Years		Complete		変色あり		紙ホルダー入	 		11枚全揃美〜極美	 ￥		10,000

2 銭銅貨		JNDA- 近 45	 	/ 	 	2 	 	Sen	 	Copper	 	JNDA01-45	 	14.26g	 	31.81mm

竜 1 銭銅貨		JNDA- 近 46	 	/ 	 	Dragon	 	1	 	Sen	 	Copper	 	JNDA01-46	 	7.13g	 	27.87mm

稲 1 銭青銅貨		JNDA- 近 47	 	/ 	 	Rice	 	1 	 	Sen	 	Bronze	 	JNDA01-47	 	7.13g	 	27.87mm

472.	 	竜 1銭銅貨		明治14 年（1881年）	 		未使用−	 ￥		4,000

473.	 	竜 1銭銅貨		明治14 年（1881年）		大四		変色あり	 		極美	 ￥		7,000

474.	 	竜 1銭銅貨		14 年号全揃		明治 6 年〜21年（1873〜1888 年）		
	 	14-Coin		14		Years		Complete		変色あり		紙ホルダー入	 		14 年号全揃美〜未使用	 ￥		10,000

475.	 	稲 1銭青銅貨		8 年号 8 枚全揃		明治 31年〜大正4 年（1898 〜1915 年）		
	 	8-Coin		8		Years		Complete		紙ホルダー入		変色あり	 		8 年号全揃美〜極美	 ￥		5,000

476.	 	稲 1銭青銅貨		3 枚揃		大正 2年〜 4 年（1913〜15 年）		3-Pieces	 		3 枚揃未使用	 ￥		5,000
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478.	 	半銭銅貨		明治 9 年（1876 年）		変色あり	 		未使用	 ￥		6,000

479.	 	半銭銅貨		明治10 年（1877年）		角ウロコ		変色あり	 		極美	 ￥		12,000

480.	 	半銭銅貨		明治10 年（1877年）		角ウロコ		変色あり	 		美	 ￥		10,000

481.	 	半銭銅貨		明治10 年（1877年）		角ウロコ		変色あり	 		普 / 美	 ￥		9,000

482.	 	半銭銅貨		明治10 年（1877年）		波ウロコ		変色あり	 		未使用	 ￥		6,000

483.	 	半銭銅貨		明治12 年（1879 年）	 		極美 /未	 ￥		15,000

484.	 	半銭銅貨		明治12 年（1879 年）		波ウロコ		変色あり	 		美	 ￥		5,000

485.	 	半銭銅貨		陰打ちエラー		Mint		Error		変色あり	 		普 / 美	 ￥		35,000

486.	 	半銭銅貨		12 年号13 枚揃		明治 6 年〜19 年（1873〜1886 年）		13-Coin		12		Years		
	 	紙ホルダー入		変色あり					 		13 枚揃美〜未使用	 ￥		10,000

1 厘銅貨		JNDA- 近 55	 	/ 	 	1 	 	Rin	 	Copper	 	JNDA01-55	 	0.91g	 	15.75mm

半銭銅貨		JNDA- 近 53	 	/ 	 	1/2	 	Sen	 	Copper	 	JNDA01-53	 	3.56g	 	22.20mm

477.	 	桐 1銭青銅貨		大正11年（1922 年）		大ズレエラー		Mint		Error		変色あり	 		PCGS		Mint		Error		MS64BN		未使用	 ￥		150,000

桐 1 銭青銅貨		JNDA- 近 48	 	/ 	 	Paulownia	 	1 	 	Sen	 	Bronze	 	JNDA01-48	 	3.75 ｇ		23.03mm

487.	 	1厘銅貨		3 年号揃		3-Coin		3		Years			
	 	明治 8 年（1875 年）前期、16 年（1883 年）、17年（1884 年）		すべて変色あり					 		3 年号揃未使用	 ￥		3,000

その他各種		/ 	 	Other	 	Var iety

488.	 	5 円黄銅貨（楷書体）		昭和 24 年（1949 年）		穴ズレエラー		JNDA- 現 11		5		Yen		Brass		（Kaisho		Lettered）		Mint		Error		JNDA02-11
	 	3.75g			22.00mm				 		PCGS		Mint		Error		XF45		美	 ￥		60,000

489.	 	5 円黄銅貨（楷書体）		昭和 24 年（1949 年）		穴ズレエラー		JNDA- 現 11		Mint		Error	 		美	 ￥		50,000

490.	 	5 円黄銅貨（楷書体）		昭和 25 年（1950 年）		穴ズレエラー		JNDA- 現 11		Mint		Error
	 						 		PCGS		Mint		Error		XF45		美 / 極美	 ￥		100,000
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495.	 	通常菊 50 円ニッケル貨		昭和 40 年（1965 年）		穴ズレエラー		JNDA- 現 6		Mint		Error	 		極美 /未	 ￥		180,000

496.	 	通常 50 円白銅貨		昭和 45 年（1970 年）		穴ズレエラー		JNDA- 現 7		50		Yen		Cupronickel		Mint		Error		JNDA02-7
	 	4.00g			21.00mm				 		PCGS		Mint		Error		MS63		未使用	 ￥		180,000

491.	 	通常 50 円白銅貨		平成 6 年（1994 年）		穴ズレエラー		JNDA- 現 7		50		Yen		Cupronickel		Mint		Error		JNDA02-7
	 	4.00g		21.00mm	 PCGS		Mint		Error		MS65		完全未使用	 ￥		100,000

492.	 	5 円黄銅貨（ゴシック体）		昭和 39 年（1964 年）		穴ズレエラー		JNDA- 現 12		5		Yen		Brass		（Gothic		Lettered）		Mint		Error		JNDA02-12
	 	3.75g		22.00mm				 		極美	 ￥		30,000

493.	 	通常菊 50 円ニッケル貨		昭和 35 年（1960 年）		JNDA- 現 6		Chrysanthermum		50		Yen		Nickel		Holed		JNDA02-6
	 	5.00g		25.00mm				 		NGC		AU58		極美＋	 ￥		3,000

494.	 	通常菊 50 円ニッケル貨		昭和 35 年（1960 年）		12 枚揃		JNDA- 現 6		12-Pieces	 		12 枚揃美〜極美	 ￥		2,000

497.	 	通常 50 円白銅貨		昭和 56 年（1981年）		穴ズレエラー		JNDA- 現 7		Mint		Error	 		極美	 ￥		30,000

498.	 	通常 50 円白銅貨		昭和 62 年（1987年）		JNDA- 現 7		Proof	 		PCGS		PR69DCAM		プルーフ	 ￥		3,000

499.	 	通常 500 円白銅貨		昭和 62 年（1987年）		JNDA- 現 1		500		Yen		Cupronickel		Proof		JNDA02-1
	 	7.20g			26.50mm				 		PCGS		PR69DCAM		プルーフ	 ￥		3,000
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The	 	60th	 	Anniversary	 	of 	 	Enforcement	 	of 	 	 the	 	Local 	 	Autonomy	 	Law	 	Commemorative
500	 	Yen	 	Bicolor 	 	Clad	 	50 -Coin	 	Rol l 	 	7.10g	 	26.50mm

500.	 	＜新潟県＞		平成 21年（2009 年）		JNDA07-105		Niigata	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		30,000

501.	 	＜愛知県＞		平成 22 年（2010 年）		JNDA07-111		Aichi	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		30,000

地方自治法施行 60 周年記念		500 円バイカラー・クラッド貨		銀行共通 50 枚ロール		/

記念貨		/ 	 	Commemorative	 	Coinage

502.	 	＜東海道新幹線＞		平成 27年（2015 年）		JNDA03-57		Tokaido		Shinkansen	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		6,000

503.	 	＜山陽新幹線＞		平成 27年（2015 年）		JNDA03-58		Sanyo		Shinkansen	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		6,000

504.	 	＜東北新幹線＞		平成 27年（2015 年）		JNDA03-59		Tohoku		Shinkansen	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		6,000

505.	 	＜上越新幹線＞		平成 27年（2015 年）		JNDA03-60		Joetsu		Shinkansen	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		6,000

506.	 	＜北陸新幹線＞		平成 27年（2015 年）		JNDA03-61		Hokuriku		Shinkansen	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		6,000

507.	 	＜北海道新幹線＞		平成 28 年（2016 年）		JNDA03-65		Hokkaido		Shinkansen	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		6,000

508.	 	＜山形新幹線＞		平成 28 年（2016 年）		JNDA03-62		Yamagata		Shinkansen	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		6,000

509.	 	＜秋田新幹線＞		平成 28 年（2016 年）		JNDA03-63		Akita		Shinkansen	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		6,000

510.	 	＜九州新幹線＞		平成 28 年（2016 年）		JNDA03-64		Kyushu		Shinkansen	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		6,000

新幹線鉄道開業 50 周年記念		100 円クラッド貨		銀行共通 50 枚ロール		/
Shinkansen	 	50th	 	Anniversary	 	100	 	Yen	 	Clad	 	Coin	 	50 -Coin	 	Rol l 	 	4.80g	 	22.60mm

514.	 	第 1次＜ボッチャ＞		平成 30 年（2018 年）		Series		I		Boccha	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		6,000

515.	 	第 1次＜ボッチャ＞		平成 30 年（2018 年）	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		6,000

516.	 	第 1次＜ボッチャ＞		平成 30 年（2018 年）	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		6,000

511.	 	第 1次＜フェンシング＞		平成 30 年（2018 年）		Series		I		Fencing	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		6,000

512.	 	第 1次＜フェンシング＞		平成 30 年（2018 年）	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		6,000

513.	 	第 1次＜フェンシング＞		平成 30 年（2018 年）	 		銀行共通 50 枚ロール未使用	 ￥		6,000

2020 年東京オリンピック競技大会記念		100 円クラッド貨		銀行共通 50 枚ロール		/

2020 年東京パラリンピック競技大会記念		100 円クラッド貨		銀行共通 50 枚ロール

Olympic	 	Games	 	Tokyo	 	2020	 	100	 	Yen	 	Clad	 	Coin	 	50 -Coin	 	Rol l 	 	4.80g	 	22.60mm

Paralympic	 	Games	 	Tokyo	 	2020	 	100	 	Yen	 	Clad	 	Coin	 	50 -Coin	 	Rol l 	 	4.80g	 	22.60mm
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518.	 	東京オリンピック記念		1000 円銀貨		昭和 39 年（1964 年）		JNDA03-1		Tokyo		Olympic		1000		Yen		Silver
	 	20.00g		.925		35.00mm			トーン	 		PCGS		MS66		完全未使用	 ￥		7,000

519.	 	東京オリンピック記念		1000 円銀貨		昭和 39 年（1964 年）		JNDA03-1		トーン	 		PCGS		MS66		完全未使用	 ￥		7,000

520.	 	東京オリンピック記念		1000 円銀貨		昭和 39 年（1964 年）		JNDA03-1		トーン	 		PCGS		MS65		完全未使用	 ￥		5,000

521.	 	東京オリンピック記念		1000 円銀貨		昭和 39 年（1964 年）		JNDA03-1		トーン	 		PCGS		MS65		完全未使用	 ￥		5,000

522.	 	国際花と緑の博覧会		5000 円銀貨		平成 2年（1990 年）		JNDA05-7
	 	The		International		Garden		and		Greenery		Exposition		5000		Yen		Silver		15.00g		.925		30.00mm	 未使用	 ￥		6,000

523.	 	皇太子殿下御成婚記念		50000 円金貨		平成 5年（1993 年）		JNDA3-20
	 	The		Wedding		of		His		Imperial		Highness		The		Crown		Prince		50000		Yen		Gold		18.00g		.999		27.00mm
	 					 		未使用	 ￥		70,000

517.	 	日本記念コイン銀貨及び白銅貨10 種揃セット		昭和 39 年〜 61年（1964 〜 86 年）
	 	Commemorative		Silver		and		Cupro-nickel		10-Coin		Set
	 	①東京オリンピック記念		100 円銀貨		昭和 39 年（1964 年）		②東京オリンピック記念		1000 円銀貨		昭和 39 年（1964 年）		③日本万国博

覧会記念		100 円白銅貨		昭和 45 年（1970 年）		④札幌冬季オリンピック記念		100 円白銅貨		昭和 47年（1972 年）		⑤沖縄海洋博覧会記
念		100 円白銅貨		昭和 50 年（1975 年）		⑥昭和天皇御在位 50 年記念		100 円白銅貨		昭和 51年（1976 年）		⑦つくば国際科学技術博覧
会記念		500 円白銅貨		昭和 60 年（1985 年）		⑧内閣制度創始100周年記念		500 円白銅貨		昭和 60 年（1985 年）		⑨昭和天皇御在位60
年記念		10000 円銀貨		昭和 61年（1986 年）		⑩昭和天皇御在位60 年記念		500 円銀貨		昭和 61年（1986 年）		変色あり		ケース入

	 	 		10 種揃未使用	 ￥		15,000

524.	 	皇太子殿下御成婚記念		金・銀・白銅貨 3点プルーフセット		平成 5年（1993 年）		JNDA05-12
	 	The		Wedding		of		His		Imperial		Highness		The		Crown		Prince		Gold､		Silver		and		Cupro-nickel		3-Coin		Proof		Set
	 	【50000 円金貨】18.00g		.999		27.00mm		【5000 円銀貨】15.00g		.999		30.00mm		【500 円白銅貨】7.20g		26.50mm
	 	外箱ケース汚れあり	 		3点プルーフ	 ￥		75,000

525.	 	長野オリンピック冬季競技大会（第 3次）		銀 ･白銅貨 2点プルーフセット		平成 10 年（1998 年）		JNDA05-24
	 	Nagano		Olympic		Series		III		Silver		and		Copper-nickel		2-Coin		Proof		Set
	 	【5000 円銀貨】15.00g		.925		30.00mm【500 円白銅貨】7.20g		26.50mm	 		2 点プルーフ	 ￥		6,000

526.	 	2002FIFAワールドカップ TM		1000 円銀貨		平成 14 年（2002 年）		JNDA05-29
	 	2002FIFA		World		CupTM		Commemorative		1000		Yen		Silver		Proof		31.10g		.999		40.00mm		50,000 枚	 プルーフ	 ￥		6,000

527.	 	2002FIFAワールドカップ TM		1000 円銀貨		平成 14 年（2002 年）		JNDA05-29	 		プルーフ	 ￥		6,000

528.	 	2002FIFAワールドカップ TM		1000 円銀貨		平成 14 年（2002 年）		JNDA05-29	 		プルーフ	 ￥		6,000

529.	 	2002FIFAワールドカップ TM		1000 円銀貨		平成 14 年（2002 年）		JNDA05-29		w/o		Case		and		Cert		
	 	ケース・保証書なし					 		プルーフ	 ￥		3,000
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530.	 	奄美群島復帰 50周年		1000 円カラー銀貨		平成 15 年（2003 年）		JNDA05-32
	 	The		50th		Anniversary		of		the		Restoration		of		the		Amami		to		Japan		1000		Yen		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm		50,000 枚			 		プルーフ	 ￥		8,000

531.	 	奄美群島復帰 50周年		1000 円カラー銀貨		平成 15 年（2003 年）		JNDA05-32	 		プルーフ	 ￥		8,000

532.	 	第 5回アジア冬季競技大会記念（青森大会）		1000 円カラー銀貨		平成 15 年（2003 年）		JNDA05-31
	 	The		5th		Winter		Asian		Games		AOMORI		2003		1000		Yen		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm		50,000 枚			 		プルーフ	 ￥		15,000

533.	 	第 5回アジア冬季競技大会記念（青森大会）		1000 円カラー銀貨		平成 15 年（2003 年）		JNDA05-31	 プルーフ	 ￥		15,000

534.	 	日本国際博覧会記念（愛知万博）		1000 円カラー銀貨		平成 16 年（2004 年）		JNDA05-35
	 	The		EXPO		2005		AICHI		Commemorative		1000		Yen		Colorized		Silver		Proof		
	 	31.10g		.999		40.00mm		35,000 枚			 		プルーフ	 ￥		5,000

535.	 	日本国際博覧会記念（愛知万博）		1000 円カラー銀貨		平成 16 年（2004 年）		JNDA05-35	 		プルーフ	 ￥		5,000

536.	 	日本国際博覧会記念（愛知万博）		1000 円カラー銀貨		平成 16 年（2004 年）		JNDA05-35	 		プルーフ	 ￥		5,000

537.	 	日本国際博覧会記念（愛知万博）		1000 円カラー銀貨		平成 16 年（2004 年）		JNDA05-35	 		プルーフ	 ￥		5,000

538.	 	中部国際空港開港記念		500 円銀貨		10 枚セット		平成 17年（2005 年）JNDA05-36
	 	The		Opening		of		Chubu		Airport		500		Yen		Silver		Proof		10-Pieces		Proof		
	 15.60g		.999		28.00mm		50,000 枚				 		10 枚プルーフ	 ￥		25,000

539.	 	国際連合加盟 50周年		1000 円カラー銀貨		平成 18 年（2006 年）		JNDA05-37
	 	The		United		Nations		50th		Anniversary		1000		Yen		Colorized		Silver		Proof		
	 	31.10g		.999		40.00mm		70,000 枚			 		プルーフ	 ￥		9,000

540.	 	国際連合加盟 50周年		1000 円カラー銀貨		平成 18 年（2006 年）		JNDA05-37	 		プルーフ	 ￥		9,000

541.	 	国際連合加盟 50周年		1000 円カラー銀貨		平成 18 年（2006 年）		JNDA05-37	 		プルーフ	 ￥		9,000

542.	 	国際連合加盟 50周年		1000 円カラー銀貨		平成 18 年（2006 年）		JNDA05-37	 		プルーフ	 ￥		9,000
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543.	 	国際連合加盟 50周年		1000 円カラー銀貨		平成 18 年（2006 年）		JNDA05-37	 		プルーフ	 ￥		9,000

544.	 	国際連合加盟 50周年		1000 円カラー銀貨		平成 18 年（2006 年）		JNDA05-37	 		プルーフ	 ￥		9,000

545.	 	ユニバーサル技能五輪記念		1000 円カラー銀貨		平成 19 年（2007年）		JNDA05-38
	 	International		Skills		Festival		1000		Yen		Colorized		Silver		Proof		31.10g		.999		40.00mm		80,000 枚	 プルーフ	 ￥		4,000

546.	 	ユニバーサル技能五輪記念		1000 円カラー銀貨		平成 19 年（2007年）		JNDA05-38	 		プルーフ	 ￥		4,000

547.	 	ユニバーサル技能五輪記念		1000 円カラー銀貨		平成 19 年（2007年）		JNDA05-38	 		プルーフ	 ￥		4,000

548.	 	ユニバーサル技能五輪記念		1000 円カラー銀貨		平成 19 年（2007年）		JNDA05-38	 		プルーフ	 ￥		4,000

549.	 	ユニバーサル技能五輪記念		1000 円カラー銀貨		平成 19 年（2007年）		JNDA05-38	 		プルーフ	 ￥		4,000

550.	 	天皇陛下御在位 20 年記念		10000 円金貨		平成 21年（2009 年）		JNDA05-39
	 	The		20th		Anniversary		of		His		Majesty		the		Emperor's		Enthronment		10000		Yen		Gold		Proof		
	 	20.00g		.999		28.00mm				 		プルーフ	 ￥		70,000

551.	 	天皇陛下御在位 20 年記念		10000 円金貨		平成 21年（2009 年）		JNDA05-39	 		プルーフ	 ￥		70,000

552.	 	天皇陛下御在位 20 年記念		金・黄銅貨 2点プルーフセット		平成 21年（2009 年）JNDA05-40
	 	The		20th		Anniversary		of		His		Majesty		the		Emperor's		Enthronement		2-Coin		Proof		Set
	 	【10000 円金貨】20.00g		.999		28.00mm		【500 円ニッケル黄銅貨】7.20g		26.50mm		50,000 セット			2 点プルーフ	 ￥		72,000

553.	 	天皇陛下御在位 20 年記念		金・黄銅貨 2点プルーフセット		平成 21年（2009 年）JNDA05-40		保証書なし			2 点プルーフ	 ￥		72,000

554.	 	地方自治法施行 60周年記念		＜岐阜県＞		1000 円カラー銀貨		平成 22 年（2010 年）		JNDA07-9
	 	The		60th		Anniversary		of		Enforcement		of		the		Local		Autonomy		Law		Commemorative		Gifu		1000		Yen		Colorized		Silver		Proof		JNDA07-9
	 	31.10g		.999		40.00mm				 		ACCA		PR70		プルーフ	 ￥		6,000

555.	 	第 67 回 IMF･世界銀行グループ総会記念		1000 円虹色銀貨		平成 24 年（2012 年）		JNDA05-41
	 	The		67th		IMF		and		World		Bank		Group		1000		Yen		Rainbow		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm		50,000 枚			 		プルーフ	 ￥		8,000

556.	 	第 67 回 IMF･世界銀行グループ総会記念		1000 円虹色銀貨		平成 24 年（2012 年）		JNDA05-41	 		プルーフ	 ￥		8,000

557.	 	第 67 回 IMF･世界銀行グループ総会記念		1000 円虹色銀貨		平成 24 年（2012 年）		JNDA05-41	 		プルーフ	 ￥		8,000

558.	 	平成 24 年（2012 年）通常貨 6 種ミントセット		5点揃		2012		Mint		Set		5-Pieces
	 	①第 10 回大阪コインショー＜天保のお金〜新貨幣の登場＞		JNDA04-308		②造幣局 IN宮崎		JNDA04-309		③鹿児島＜お金と切手の

展覧会＞		JNDA04-311		④ぎふ国体＜東日本大震災復興支援第 67回国民体育大会＞		JNDA04-313		⑤東京造幣フェア＜プルーフ貨幣
誕生 25周年＞		JNDA04-314	 		5点揃	 ￥		5,000

ミントセット		/ 	 	Mint 	 	Set

550 551 552

553 555 556
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565.	 	大蔵卿 20 銭札		明治15 年〜32年（1882〜1899 年）		JNDA- 紙 4D		Revised		20		Sen		JNDA11-21		
	 	59.00×93.00mm				 		極美 /未	 ￥		20,000

566.	 	裏大黒 5円札		明治19 年〜昭和14 年（1886 〜1939 年）		JNDA- 紙 5A		5		Yen		Daikoku		JNDA11-24		
	 	87.00×152.00mm		裏に大黒天	 		極美＋	 ￥		450,000

559.	 	京通商司為替会社銭札		銭五百文		明治 2年（1869 年）		JNDA- 札 9D		Company		Notes		Zeni		500		Mon		JNDA10-12-（1）
	 						 		美	 ￥		4,000

560.	 	明治通宝10 銭		明治 5年〜32年（1872〜1899 年）		JNDA- 紙1F		Meiji		Tsuho		10		Sen		JNDA11-9
	 	87.00×53.00mm	 		極美	 ￥		3,000

561.	 	神功皇后 5円札		明治15 年〜32年（1882〜1899 年）		JNDA- 紙 4A		Revised		5		Yen		Jinko		JNDA11-18		
	 	83.00×146.00mm				 		美 / 極美	 ￥		350,000

紙幣類		/ 	 	Paper	 	Money

562.	 	神功皇后1円札		明治14 年〜32年（1881〜1899 年）		JNDA- 紙 4B		Revised		1		Yen		Jinko		JNDA11-19		
	 	77.00×131.00mm				 		極美	 ￥		80,000

563.	 	神功皇后1円札		JNDA- 紙 4B		371番	 		美	 ￥		33,000

564.	 	大蔵卿 50 銭札		明治15 年〜32年（1882〜1899 年）		JNDA- 紙 4C		Revised		50		Sen		JNDA11-20		
	 	65.00×101.00mm				 		普 / 美	 ￥		27,000

559

560

561

562 563

565
566

※紙幣（559 〜 628）50％縮小図
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569.	 	漢数字1円札		明治 22 年（1889 年）		JNDA- 紙 6C		1		Yen		Kan		Suji		JNDA11-29		
	 	85.00×145.00mm				 		未使用＋	 ￥		40,000

570.	 	漢数字1円札		JNDA- 紙 6C	 		未使用	 ￥		35,000

571.	 	漢数字1円札		JNDA- 紙 6C	 		未使用	 ￥		35,000

572.	 	漢数字1円札		JNDA- 紙 6C	 		極美 /未	 ￥		25,000

573.	 	漢数字1円札		JNDA- 紙 6C		122 番	 		極美	 ￥		16,000

574.	 	漢数字1円札		JNDA- 紙 6C	 		普 / 美	 ￥		5,000

567.	 	大黒1円札		明治18 年（1885 年）		JNDA- 紙 5B		1		Yen		Daikoku		JNDA11-25		
	 	78.00×135.00mm				 		未使用	 ￥		160,000

568.	 	大黒1円札		JNDA- 紙 5B	 		極美	 ￥		70,000

575.	 	裏紫 100 円札（アラビア記号）		明治 33 年〜昭和14 年（1900 〜1939 年）		JNDA- 紙 7A		100		Yen		Uramurasaki		JNDA11-30
	 	104.00×180.00mm				 		極美 /未	 ￥		500,000

567 568

570 573

575

− 57−

※ケース・紙幣は全て縮小図となります。



578.	 	裏猪10 円札		前期（万葉）		明治 32 年〜昭和14 年（1899 〜1939 年）		JNDA- 紙 7B		10		Yen		Ura		Inoshishi		Early		Variety		JNDA11-31
	 	95.00×159.00mm				 		美	 ￥		60,000

579.	 	裏猪10 円札		後期（アラビア）		JNDA- 紙 7B		Late		Variety	 極美 /未	 ￥		300,000

580.	 	裏猪10 円札		後期（アラビア）		JNDA- 紙 7B		Late		Variety	 		美	 ￥		50,000

576.	 	裏紫 100 円札（アラビア記号）		JNDA- 紙 7A	 		極美 /未	 ￥		500,000

577.	 	裏紫 100 円札（アラビア記号）		JNDA- 紙 7A	 		極美	 ￥		400,000

581.	 	中央武内 5円札		前期（万葉）		明治 32 年〜昭和14 年（1899 〜1939 年）		JNDA- 紙 7C
	 	5		Yen		Chuo-Takenouchi		Early		Variety		JNDA11-32		85.00×146.00mm	 極美 /未	 ￥		150,000

582.	 	中央武内 5円札		前期（万葉）		JNDA- 紙 7C		Early		Variety	 		美	 ￥		60,000

583.	 	透かし大黒 5円札		明治 43 年〜昭和14 年（1910 〜1939 年）		JNDA- 紙 8		5		Yen		Sukashi		Daikoku		JNDA11-33
	 	78.00×136.00mm				 		極美 /未	 ￥		160,000

584.	 	透かし大黒 5円札		JNDA- 紙 8	 		極美＋	 ￥		100,000

581 583

576 577

579 580
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585.	 	透かし大黒 5円札		JNDA- 紙 8		24 番	 		極美	 ￥		75,000

586.	 	透かし大黒 5円札		JNDA- 紙 8		58 番			 美	 ￥		45,000

587.	 	左和気10 円札		大正 4 年〜昭和14 年（1915 〜1939 年）		JNDA- 紙 9B		10		Yen		Hidari-Wake		JNDA11-35
	 	79.00×139.00mm			和気清麿と護王神社	 		極美 /未	 ￥		70,000

588.	 	左和気10 円札		JNDA- 紙 9B	 		極美	 ￥		10,000

589.	 	大正武内 5円札		大正 5年〜昭和14 年（1916 〜1939 年）		JNDA- 紙 9C		5		Yen		Taisyo-Takenouchi		JNDA11-36
	 	73.00×130.00mm			176 番	 		美 / 極美	 ￥		16,000

590.	 	アラビア数字1円札		18 枚揃		大正 5年（1916 年）		JNDA- 紙 9D		1		Yen		Arabiya		Suji		18-Pieces		JNDA11-37
	 	85.00×145.00mm			300 台（2枚）、400 台（16 枚）	 		18 枚揃未使用	 ￥		4,000

591.	 	アラビア数字1円札		20 枚揃		JNDA- 紙 9D		20-Pieces		300 〜 400 番台	 20 枚揃美〜極美	 ￥		2,000

592.	 	横書き20 円札		大正 6 年〜昭和14 年（1917〜1939 年）		JNDA- 紙 9A		20		Yen		Yokogaki		JNDA11-34		
	 	86.00×149.00mm				 		極美＋	 ￥		250,000

593.	 	横書き20 円札		JNDA- 紙 9A	 		極美	 ￥		220,000

594.	 	横書き20 円札		JNDA- 紙 9A	 		美 / 極美	 ￥		160,000

595.	 	大正小額紙幣 20 銭札		2 枚揃		大正 6 年（1917年）		JNDA- 紙10B		20		Sen		Taisho		2-Pieces		JNDA11-39
	 	58.00×92.00mm			1番		美品＋、6 番		極美＋	 		2 枚揃	 ￥		7,000

596.	 	大正小額紙幣10 銭札		12 枚揃		大正 6 年〜11年（1917〜1922 年）		JNDA- 紙10C		10		Sen		Taisho		12-Pieces		JNDA11-40
	 	54.00×86.00mm				 		12 枚揃極美	 ￥		3,000

597.	 	裏赤 200 円札		昭和 2年〜21年（1927〜1946 年）		JNDA- 紙11		200		Yen		Uraaka		JNDA11-43		
	 	97.00×188.00mm				 		極美 /未	 ￥		150,000

597

585 586

589
592
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598.	 	裏赤 200 円札		JNDA- 紙11		小さな落書きあり	 		極美	 ￥		90,000

599.	 	裏赤 200 円札		JNDA- 紙11	 		美	 ￥		70,000

600.	 	裏赤 200 円札		JNDA- 紙11		補修あり		6 番	 		普	 ￥		38,000

601.	 	タテ書き20 円札		昭和 6 〜21年（1931〜1946 年）		JNDA- 紙12B		20		Yen		Fujiwara		JNDA11-45		
	 	87.00×152.00mm				 		未使用	 ￥		70,000

602.	 	タテ書き20 円札		JNDA- 紙12B	 		極美 /未	 ￥		40,000

603.	 	タテ書き20 円札		JNDA- 紙12B		5 番	 		極美	 ￥		19,000

604.	 	タテ書き20 円札		JNDA- 紙12B		最初組 /1番	 		美	 ￥		18,000

605.	 	タテ書き20 円札		JNDA- 紙12B	 		美	 ￥		8,000

606.	 	日本武尊 1000 円札		昭和 17年〜21年（1942〜1946 年）		JNDA- 紙13		1000		Yen		Yamato		Takeru		JNDA11-48
	 	100.00×172.00mm			日本武尊と建部神社	 		普 / 美	 ￥		130,000

607.	 	藤原 200 円札		昭和 17年〜21年（1942〜1946 年）		JNDA- 紙14A		200		Yen		Fujiwara		JNDA11-49		
	 	97.00×165.00mm				 		未使用	 ￥		30,000

608.	 	藤原 200 円札		JNDA- 紙14A	 		極美	 ￥		20,000

609.	 	聖徳太子2次 100 円札		証紙付		昭和 19 年〜21年（1944 〜1946 年）		JNDA- 紙15A		100		Yen		2nd		Shotoku		with		Stamp		JNDA11-51
	 	93.00×163.00mm				 		極美	 ￥		2,000

598

599
601

603
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610.	 	和気 2次 10 円札		証紙付		エラー札		昭和 18 年〜21年（1943〜1946 年）		JNDA- 紙15B		10		Yen		2nd		Wake		with		Stamp		Mint		Error		JNDA11-52
	 	81.00×142.00mm			表・裏印刷エラー	 		極美	 ￥		5,000

611.	 	和気 2次 10 円札		証紙付		エラー札		JNDA- 紙15B		with		Stamp		Mint		Error		裏捺印印刷エラー	 美	 ￥		5,000

612.	 	和気 2次 10 円札		エラー札		JNDA- 紙15B		Mint		Error	 		美	 ￥		3,000

613.	 	和気 4次 10 円札		前期及び後期		3 枚揃		昭和 20 年〜21年（1945 〜1946 年）JNDA- 紙17B		10		Yen		4th		Wake		3-Pieces		JNDA11-59
	 	81.00×142.00mm			前期（証紙なし1枚・証紙付1枚）、後期（証紙付1枚）	 		3 枚揃美	 ￥		6,000

614.	 	菅原道真1次〜3次		5 円札		20 枚揃		5		Yen		Sugahara		1st 〜 3rd		20-Pieces
	 	【1次（7枚）		JNDA- 紙12D		昭和 5年〜21年】76.00×132.00mm		【2 次（3枚）		JNDA- 紙14B		昭和 17年〜21年】76.00×132.00mm
	 	【3 次（10 枚）		JNDA- 紙15C		昭和 18 年〜21年】76.00×132.00mm	 		20 枚揃	 ￥		8,000

615.	 	菅原道真 4次 5円札（赤番）		昭和 19 年〜21年（1944 〜1946 年）		JNDA- 紙16B		5		Yen		4th		Sugahara		JNDA11-56
	 	76.00×132.00mm			変色あり	 		極美	 ￥		3,000

616.	 	菅原道真 4次 5円札（赤番）		2 枚揃		JNDA- 紙16B		2-Pieces		95 番	 2 枚揃極美	 ￥		7,000

617.	 	聖徳太子3次 100 円札		昭和 20 年〜21年（1945 〜1946 年）		JNDA- 紙17A		100		Yen		3rd		Shotoku		JNDA11-58
	 	93.00×162.00mm			81番	 		極美 /未	 ￥		7,000

618.	 	聖徳太子3次 100 円札		後期		JNDA- 紙17A		Late		Variety	 		極美	 ￥		5,000

619.	 	聖徳太子3次 100 円札		後期		JNDA- 紙17A		Late		Variety	 		未使用	 ￥		30,000

620.	 	聖徳太子3次 100 円札		後期		証紙付		エラー札		JNDA- 紙17A		Late		Variety		with		Stamp		Mint		Error	 美	 ￥		5,000

621.	 	聖徳太子3次 100 円札		後期		証紙付		エラー札		JNDA- 紙17A		Late		Variety		with		Stamp		Mint		Error	 美	 ￥		5,000

622.	 	和気 4次 10 円札		前期		証紙付及び後期		2 枚揃		昭和 20 年〜21年（1945 年〜1946 年）		JNDA- 紙17B
	 	10		Yen		4th		Wake		Early		Variety		（with		Stamp）		and		Late		Variety		2-Pieces		JNDA11-59		
	 	81.00×142.00mm				 		2 枚揃美 / 極美	 ￥		6,000

623.	 	聖徳太子 4次 100 円札		裁断ズレエラー		昭和 21年（1946 年）		JNDA- 紙 21A		100		Yen		4th		Shotoku		Mint		Error		JNDA11-64
	 	93.00×162.00mm				 		未使用	 ￥		3,000

624.	 	彩文（紋様）5円札		印刷エラー		昭和 21年（1946 年）		JNDA- 紙 21C		5		Yen		Mon-yo		Mint		Error		JNDA11-66
	 	68.00×132.00mm				 		未使用	 ￥		5,000

625.	 	高橋 50 円札		10 枚揃		昭和 26 年（1951年）		JNDA- 紙 24		50		Yen		Takahashi		10-Pieces		JNDA11-73
	 	68.00×144.00mm				 		10 枚揃美〜極美	 ￥		10,000

626.	 	聖徳太子10000 円札		100 枚連番		昭和 33 年〜（1958 年〜）		JNDA- 紙 26A
	 	Shotoku		10000		Yen		100-Pieces		Sequence		Number		JNDA11-75
	 	84.00×174.00mm				 		100 枚未使用	 ￥		1,200,000

627.	 	日露戦争軍票		銀 20 銭札		明治 37年（1904 年）		JNDA- 軍 2D		Military		Notes		of		the		Russian-Japanese		War		20		Sen		JNDA13-6
	 						 		美	 ￥		5,000

628.	 	シベリア出兵軍票		金10 銭札		大正 7年（1918 年）		JNDA- 軍 4E		Military		Notes		of		the		Siberian		Expedition		10		Sen		JNDA13-19
	 	裂け目の補修あり	 		普 / 美	 ￥		5,000

611
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630.	 	サン･エルメンゴル司教		1ソブリンドール金貨		1977年		F1		Saint		Ermengol		1		Sobirana		d'or		Gold
	 	8.00g		.999		26.00mm			 		極美	 ￥		82,000

631.	 	ヴィクトリア女王像		1ソブリン金貨		1876 年（S）		KM7		Victoria		Young		Head		1		Sovereign		Gold
	 	7.98g		.917		22.00mm			 		美	 ￥		30,000

632.	 	ヴィクトリア女王像		1ソブリン金貨		1877年（M）		KM7	 		美	 ￥		30,000

633.	 	ヴィクトリア女王像		ジュビリーヘッド		1ソブリン金貨		1887年（M）		KM10		Victoria		Jubilee		Head		Gold		Sovereign
	 	7.98g		.917		22.00mm			 		PCGS		MS62		極美 /未	 ￥		75,000

634.	 	ヴィクトリア女王像		オールドヘッド		1ソブリン金貨		1894 年（M）		KM13		Victoria		Old		Head		1		Sovereign		Gold
	 	7.99g		.917		22.00mm			 		PCGS		MS62		極美 /未	 ￥		45,000

オルダニー 		/ 	 	Alderney

アンドラ 	 	 / 	 	 A n d o r r a

オーストラリア 	 	 / 	 	 A u s t r a l i a

629.	 	ミニ 50周年		1ポンド金貨		2009 年		KM84		Mini		Cooper		50th		Anniversary		1		Pounds		Gold		Proof
	 	1.24g		.999		13.92mm		5,000 枚		イギリスを象徴する車		保証書なし	 		プルーフ	 ￥		6,000

635.	 	ヴィクトリア女王像		オールドヘッド		1ソブリン金貨		1899 年（P）		KM13	 PCGS		MS62		極美 /未	 ￥		125,000

636.	 	エドワード 7世像		1ソブリン金貨		1906 年（M）		KM15		Edward		VII		1		Sovereign		Gold
	 	7.98g		.917		22.20mm			 		極美 /未	 ￥		32,000

637.	 	エドワード 7世像		1ソブリン金貨		1908 年（P）		KM15	 PCGS		MS63		極美 /未	 ￥		45,000

638.	 	ジョージ 5世像		1/2ソブリン金貨		1915 年（S）		KM28		George		V		1/2		Sovereign		Gold
	 	3.99g		.917		19.00mm			 		PCGS		MS65		完全未使用	 ￥		30,000

639.	 	ジョージ 5世像		1ソブリン金貨		1913 年（M）		KM29		George		V		1		Sovereign		Gold
	 	7.99g		.917		21.00mm			 		PCGS		MS64		未使用	 ￥		45,000

640.	 	ジョージ 5世像		1ソブリン金貨		1913 年（S）		KM29	 PCGS		MS63		極美 /未	 ￥		43,000

外  国  /  World  Coinage
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641.	 	ジョージ 5世像		1ソブリン金貨		1914 年（S）		KM29	 PCGS		MS65		未使用＋	 ￥		60,000

642.	 	ジョージ 5世像		1ソブリン金貨		1914 年（S）		KM29	 PCGS		MS64		未使用	 ￥		43,000

643.	 	ジョージ 5世像		1ソブリン金貨		1917年（P）		KM29	 PCGS		MS63		極美 /未	 ￥		43,000

644.	 	ジョージ 5世像		1ソブリン金貨		1918 年（P）		KM29	 PCGS		MS63		極美 /未	 ￥		43,000

645.	 	ジョージ 5世像		1ソブリン金貨		1926 年（P）		KM29	 PCGS		MS63		極美 /未	 ￥		156,000

646.	 	ジョージ 5世像（ヴィクトリア女王とメルボルン100 年記念）1フローリン銀貨		1935 年（M）		KM33		George		V		1		Florin		Silver
	 	11.31g		.925		28.50mm			 		極美 /未	 ￥		15,000

647.	 	コアラ図		200ドル金貨		1980 年		KM71		Koala		200		Dollars		Gold		10.00g		.917		24.00mm	 未使用	 ￥		36,000

648.	 	コアラ図		5ドル（1/20 オンス）プラチナ貨		1989 年		KM122		Koala		5		Dollars		（1/20oz）		Platinum		Proof
	 	1.57g		.9995		14.10mm			 		プルーフ	 ￥		4,000

649.	 	ワライカワセミ鳥図		150ドル（1キロ）銀貨		1991年		KM163		Kookaburra		150		Dollars		（1kg）		Silver		Proof
	 	1,000.10g		.999		100.00mm		1,000 枚			 		プルーフ	 ￥		50,000

641 642 643 644 645
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650.	 	ワライカワセミ鳥図		10ドル（10オンス）銀貨		1992 年		KM180		Kookaburra		10		Dollars		（10oz）		Silver		Proof
	 	311.07g		.999		75.00mm		2,500 枚			 		プルーフ	 ￥		30,000

651.	 	ワライカワセミ鳥図		2ドル（2オンス）銀貨		1992 年		KM227		Kookaburra		2		Dollars		（2oz）		Silver		Proof
	 	62.21g		.999		50.30mm		5,000 枚			 		プルーフ	 ￥		7,000

652.	 	ワライカワセミ鳥図		2ドル（2オンス）銀貨		1992 年		KM227	 プルーフ	 ￥		7,000

653.	 	ワライカワセミ鳥図		銀貨 4 種揃コレクションプルーフセット		1995 年		KMPS92		Kookaburra		4-Coin		Silver		Kiro		Collection		Proof		Set
	 	1、2、10、30ドル銀貨（1、2、10オンス、1キロ）		1,000 セット	 		4 種揃プルーフ	 ￥		80,000

654.	 	キタケバナウォンバット		10ドル銀貨		1998 年		KM397		Northern		Hairy-nosed		Wombat		10		Dollars		Silver		Proof
	 	20.00g		.925		34.00mm		24,000 枚			 		プルーフ	 ￥		2,000

650
651

653

− 64−



661.	 	十二支干支動物		寅年虎図		1ドル（1オンス）銀貨		金メッキ付		2010 年		KM1317a
	 	Year		of		the		Tiger		1		Dollar		（1oz）		Silver		Partial		Gilt		31.10g		.999		40.00mm	 NGC		MS69		完全未使用	 ￥		4,000

662.	 	十二支干支動物		子年鼠図		1ドル（1オンス）銀貨		金メッキ付		2008 年		KM1755b
	 	Year		of		the		Mouse		1		Dollar		（1oz）		Silver		Partial		Gilt		31.10g		.999		40.00mm	 NGC		MS69		完全未使用	 ￥		4,000

663.	 	十二支干支動物		子年鼠図		1ドル（1オンス）銀貨		金メッキ付		2008 年		KM1755b
	 	Year		of		the		Mouse		1		Dollar		（1oz）		Silver		Partial		Gilt		31.10g		.999		40.00mm	 NGC		MS69		完全未使用	 ￥		4,000

664.	 	蘭東インド会社ズイトドープ号の遺品		1ドル（1オンス）銀貨		2011年		Zuytdorp		Shipwreck		1		Dollar		（1oz）		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm		2,948 枚		Made		to		Orderコイン	 		プルーフ	 ￥		5,000

658.	 	2000 年シドニーオリンピック大会記念		5ドル銀貨16 種完揃プルーフセット		1998 〜2000 年
	 	The		Sydney		2000		Olympic		5		Dollars		Silver		16-Coin		Proof		Set		
	 	31.63g		.999		40.50mm		完集用ケース入		保証書なし		 		16 種完揃プルーフ	 ￥		25,000

659.	 	稀少鳥類		ヒクイドリ図		200ドル（1/2オンス）金貨		2004 年		KM732		Cassowary		bird		200		Dollars		（1/2oz）		Gold		Proof
	 	15.55g		.9999		30.00mm		2,500 枚			 		プルーフ	 ￥		70,000

660.	 	日豪交流年		1ドル（1オンス）カラー銀貨		2006 年		KM838		Australia-Japan		Year		of		Exchange		1		Dollar		（1oz）		Colorized		Silver
	 	31.10g		.999		40.60mm		カンガルー図	 		未使用	 ￥		3,000

655.	 	キタケバナウォンバット		10ドル銀貨ピエフォープルーフ		1998 年		KMP10
	 	Northern		Hairy-nosed		Wombat		10		Dollars		Silver		Piedfort		Proof		
	 	40.00g		.925		34.00mm		14,000 枚			 		ピエフォープルーフ	 ￥		5,000

656.	 	コアラ図		15ドル（1/10 オンス）プラチナ貨		1998 年		Koala		15		Dollars		（1/10oz）		Platinum		Proof
	 	3.137g		.9995		16.10mm			 		プルーフ	 ￥		8,000

657.	 	カンガルー図		1ドル銀貨		1999 年		KM398		Kangaroo		1		Dollar		Silver		Proof
	 	32.25g		.999		40.00mm		保証書なし	 		プルーフ	 ￥		5,000
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665.	 	十二支干支動物		辰年龍図		1ドル（1オンス）カラー銀貨（イエロー龍）		2012 年		KM1664.5
	 	Year		of		the		Dragon		1		Dollar		（1oz）		Colorized		Silver		31.10g		.999		40.00mm	 NGC		MS70		完全未使用	 ￥		4,000

666.	 	十二支干支動物		辰年龍図		1ドル（1オンス）カラー銀貨（イエロー龍）		2012 年		KM1664.5		
	 						 		NGC		MS70		完全未使用	 ￥		4,000

667.	 	ワライカワセミ鳥図		1ドル（1オンス）カラー銀貨		2012 年		KM1708		Kookaburra		1		Dollar		（1oz）		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.60mm			 		NGC		PF69		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		4,000

668.	 	ワライカワセミ鳥図		1ドル（1オンス）ウルトラハイレリーフ銀貨		2012 年		KM1829
	 	Kookaburra		1		Dollar		（1oz）		Ultra		High		Relief		Silver		Proof		
	 	31.10g		.999		33.00mm			 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		5,000

669.	 	十二支干支動物		巳年蛇図		1ドル（1オンス）銀貨		2013 年		KM1831		Year		of		the		Snake		1		Dollar		（1oz）		Silver
	 	31.10g		.999		40.60mm			 		NGC		MS70		EARLY		RELEASES		完全未使用	 ￥		4,000

670.	 	コアラ図		1ドル（1オンス）銀貨		2012 年		KM1840b		Koala		1		Dollar		（1oz）		Silver
	 	31.11g		.999		40.60mm			 		NGC		MS70		EARLY		RELEASES		完全未使用	 ￥		3,000

671.	 	コアラ図		1ドル（1オンス）銀貨		2012 年		KM1840b	 NGC		MS70		EARLY		RELEASES		完全未使用	 ￥		3,000

672.	 	ワライカワセミ鳥図		1ドル（1オンス）銀貨		2012 年		Kookaburra		1		Dollar		（1oz）		Silver
	 	31.10g		.999		40.00mm			 		NGC		MS70		完全未使用	 ￥		3,000

673.	 	ワライカワセミ鳥図		1ドル（1オンス）銀貨		2013 年		Kookaburra		1		Dollar		（1oz）		Silver
	 	31.10g		.999		40.60mm			 		NGC		MS70		完全未使用	 ￥		3,000

674.	 	ワライカワセミ鳥図		1ドル（1オンス）銀貨		2013 年	 NGC		MS70		完全未使用	 ￥		3,000

675.	 	英国ジョージ王子誕生記念		50 セント銀貨		2013 年		KM2146a		Birth		of		Prince		George		50		Cents		Silver		Proof
	 	18.24g		.999		31.51mm		10,000 枚			 		プルーフ	 ￥		4,000

676.	 	ワライカワセミ鳥図		1ドル（1オンス）銀貨		2014 年		Kookaburra		1		Dollar		（1oz）		Silver
	 	31.10g		.999		40.00mm			 		NGC		MS70		EARLY		RELEASES		完全未使用	 ￥		3,000

677.	 	ジョウゴグモ図		1ドル（1オンス）銀貨		2015 年		Funnel-Web		Spider		1		Dollar		（1oz）		Silver
	 	31.10g		.999		40.00mm			 		PCGS		MS69		完全未使用	 ￥		2,000

678.	 	ジョウゴグモ図		1ドル（1オンス）銀貨		2015 年	 PCGS		MS69		完全未使用	 ￥		2,000

679.	 	カンガルー図		1ドル（1オンス）銀貨		2016 年		Kangaroo		1		Dollar		（1oz）		Silver
	 	31.11g		.999		40.00mm			 		PCGS		MS70		完全未使用	 ￥		3,000

680.	 	カンガルー図		1ドル（1オンス）銀貨		2016 年	 PCGS		MS70		完全未使用	 ￥		3,000

681.	 	オナガイヌワシ図		1ドル（1オンス）銀貨		2016 年（P）		KM2219		Wedge-tailed		Eagle		1		Dollar		（1oz）		Silver
	 	31.14g		.999		40.60mm			 		NGC		MS69		未使用	 ￥		3,000
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682.	 	マリアツェルのマドンナ		100 シリング金貨		1936 年		KM2857		Madonna		of		Mariazell		100		Schilling		Gold		Prooflike
	 	23.52g		.900		33.20mm		12,000 枚			 		PCGS		PL62 極美＋プルーフライク	 ￥		220,000

683.	 	発見 350 年記念＜サンタマリア号＞		100ドル金貨		1975 年		KM18		350th		Anniversary-The		English		Ship		100		Dollars		Gold		Proof
	 	6.21g		.500		26.00mm		23,000 枚			 		プルーフ	 ￥		12,000

オーストリア 		/ 	 	Austr ia

バ ルバドス 		/ 	 	Barbados

ベリーズ 		/ 	 	Bel ize

ベ ルギー 		/ 	 	Belgium

684.	 	レオポルド 2世像		20フラン金貨		1875 年		KM37		Leopold		II		20		Francs		Gold
	 	6.45g		.900		21.20mm			 		未使用	 ￥		35,000

685.	 	レオポルド 2世像		20フラン金貨		1876 年		KM37		リムにダメージ有	 極美 /未	 ￥		30,000

686.	 	レオポルド 2世像		20フラン金貨		1877年		KM37	 極美 /未	 ￥		30,000

687.	 	レオポルド 2世像		20フラン金貨		1878 年		KM37	 極美	 ￥		29,000

688.	 	カール大帝		月桂冠像		50エキュ金貨		1991年		KM184		Laureate		Head		of		Charlemagne		50		Ecu		Gold		Proof
	 	15.56g		.999		29.00mm		4,000 枚			 		プルーフ	 ￥		70,000

689.	 	マヤ文明シリーズ		マヤ太陽神		100ドル金貨		1977年		KM53		Kinich		Ahau		100		Dollars		Gold		Proof
	 	6.21g		.500		7,859 枚			 		プルーフ	 ￥		12,000

バミューダ 		/ 	 	Bermuda

690.	 	魔の三角地帯＜カラベル船＞		3ドル（3角形）銀貨		1996 年		KM92		Bermuda		Triangle		3		Dollers		Silver		Proof
	 	20.75g		.925		35.00mm		5,000 枚			 		プルーフ	 ￥		2,000

691.	 	魔の三角地帯＜カラベル船＞		60ドル（3角形）金貨		1996 年		KM93		Bermuda		Triangle		60		Dollers		Gold		Proof
	 	31.49g		.999		35.00mm		1,500 枚			 		プルーフ	 ￥		130,000
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カナダ 		/ 	 	Canada

英 領バージン諸島 		/ 	 	Br ithsh	 	V irgin	 	 Is lands

ブルガリア 		/ 	 	Bulgar ia

692.	 	アテネオリンピック記念		10ドル銀貨 2種揃プルーフセット		2004 年		KM251、254		Athens		Olympics		10		Dollars		Silver		2-Coin		Proof		Set
	 	28.28g		.999		38.61mm		10,000 セット		保証書付	 		2 種揃プルーフ	 ￥		3,000

カンボジア 		/ 	 	Cambodia

693.	 	ブルガリア帝政確立及び治世 25周年記念		100レバ金貨（再鋳貨）		1912 年		KM34
	 	Declaration		of		Independence		100		Leva		Restrike		Gold		Proof		
	 	32.26g		.900		35.00mm		1,000 枚			 		PCGS		PR66+CAMプルーフ	 ￥		200,000

694.	 	日本・カンボジア友好 60周年記念		3000リエルカラー銀貨		2013 年		KM140
	 	60th		Anniversary		of		Friendship		between		Japan		and		Cambodia		3000		Riels		Colorized		Silver		Proof
	 	20.00g		.925		35.00mm		10,000 枚		日本造幣局製造	 		プルーフ	 ￥		3,000

695.	 	第 21回モントリオールオリンピック競技大会記念		銀貨 28 種完揃プルーフセット		1973 年〜76 年
	 	Montreal		Olympic		Series		I-VII		Silver		28-Coin		Complete		Proof		Set
	 	第 1次〜第 7次（5ドル2種と10ドル2種		計 4 種のケース入が 7セット）
	 	【5ドル銀貨（14 種）】24.30g		.925		38.00mm		【10ドル銀貨（14 種）】48.60g		.925		45.00mm	 		28 種揃プルーフ	 ￥		25,000
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698.	 	第 21回モントリオールオリンピック競技大会記念		100ドル金貨		1976 年		KM116		Montreal		Olympic		100		Dollars		Gold		Proof
	 	16.96g		.917		25.00mm			 		プルーフ	 ￥		62,000

699.	 	エリザベス女王在位 25周年記念		100ドル金貨		1977年		KM119		Elizabeth		II		Silver		Jubilee		100		Dollars		Gold		Proof
	 	16.97g		.917		27.00mm		ケース・保証書なし	 		プルーフ	 ￥		70,000

700.	 	リジャイナ市100周年記念		1ドル銀貨		1982 年		KM133		100th		Anniversary		Regina		1		Dollar		Silver		Proof
	 	23.33g		.500		36.00mm			 		PCGS		PR69DCAM		プルーフ	 ￥		3,000

701.	 	横断鉄道及びバンクーバー100周年記念		1ドル銀貨		1986 年		KM149		100th		Anniversary		Vancouver		1		Dollar		Silver		Proof
	 	23.33g		.500		36.00mm			 		PCGS		PR69DCAM		プルーフ	 ￥		3,000

696.	 	第 21回モントリオールオリンピック競技大会記念		銀貨 28 種完揃未使用セット		1973 〜76 年
	 	Montreal		Olympic		Series		I-VII		Silver		28-Coin		Complete		Set		保証書なし		完集用ケース入	 28 種揃未使用	 ￥		25,000

697.	 	1988 年カルガリーオリンピック大会記念		20ドル銀貨10 種揃プルーフセット		1985 〜 87年
	 	Calgary		1988		Olympic		Winter		Games		Silver		20		Dollars		10-Coin		Proof		Set		33.63g		.925		40.00mm
	 	第 1次〜 5次		KM145 〜148、KM150 〜151、KM155 〜156、KM159 〜160		（第 4次 2種の保証書なし）
	 	完集用ケース入	 		10 種揃プルーフ	 ￥		15,000

702.	 	国際平和年記念		100ドル金貨		1986 年		KM152		International		Year		of		Peace		100		Dollars		Gold		Proof
	 	16.97g		.917		27.00mm			 		プルーフ	 ￥		62,000

703.	 	メイプルリーフ		5ドル（1オンス）銀貨		1989 年		KM163		Maple		Leaf		5		Dollars		（1oz）		Silver		Proof
	 	31.10g		.9999		38.00mm			 		プルーフ	 ￥		4,000

704.	 	メイプルリーフ		5ドル（1オンス）銀貨		1989 年		KM163	 プルーフ	 ￥		4,000
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706.	 	初期動力飛行 50 年		第 1次		20ドル銀貨		金メッキ付 2種揃		1990 年
	 	Powered		Flight		In		Canada：The		First		50		Years		20		Dollars		Silver		Partial		Gilt		2-Coin		Proof		31.10g		.925		38.00mm
	 	①アンソン& ハーバード		20ドル銀貨		金メッキ付		1990 年		KM173
	 	②ランカスター		20ドル銀貨		金メッキ付		1990 年		KM172	 		2 種揃プルーフ	 ￥		6,000

707.	 	君主シリーズ		第 1次		ヴィクトリア女王肖像		15ドル銀貨		2008 年		KM803		Queen		Victoria		Portrait		15		Dollars		Silver		Prooflike
	 	30.00g		.925		36.15mm		10,000 枚		肖像艶消し	 		プルーフライク	 ￥		8,000

708.	 	日加修好 80周年記念		5ドル銀貨		2009 年		KM1036		80th		Anniversary		of		Canada		in		Japan		5		Dollars		Silver		Proof
	 	31.12g		.999		36.07mm		27,872 枚		オジロジカとメイプルの木図	 		PCGS		PR69DCAM		プルーフ	 ￥		4,000

709.	 	クリスタル･スノーフレーク		20ドル銀貨		エメラルドクリスタライズ付		2011年		KM1187
	 	Crystal		Snowflake		Emerald		Crystals		20		Dollars		Silver		Proof
	 	31.39g		.9999		38.00mm		15,000 枚			 		PCGS		PR68DCAM		プルーフ	 ￥		10,000

705.	 	メイプルリーフ発行10周年記念		プラチナ貨4 種揃プルーフセット		1989 年
	 	10th		Anniversary		of		Maple		Leaf		Issue		Platinum		4-Coin		Proof		Set
	 	【50ドル		KM167】31.16g		.9995		30.00mm		【20ドル		KM166】15.58g		.9995		25.00mm
	 	【10ドル		KM164】7.80g		.9995		20.00mm		【5ドル		KM164】3.13g		.9995		16.00mm
	 	1,995セット		ケース・保証書なし	 		4 種揃プルーフ	 ￥		170,000

710.	 	メイプルリーフ		5ドル（1オンス）銀貨		2011年		KM625		Maple		Leaf		5		Dollars		（1oz）		Silver
	 	31.10g		.9999		38.00mm			 		PCGS		MS69		完全未使用	 ￥		2,000

711.	 	メイプルリーフ		5ドル（1オンス）銀貨		2011年		KM625	 PCGS		MS69		完全未使用	 ￥		2,000

712.	 	メイプルリーフ		5ドル（1オンス）銀貨		2011年		KM625	 PCGS		MS69		完全未使用	 ￥		2,000

713.	 	メイプルリーフ		5ドル（1オンス）銀貨		ドラゴンのプリビーマーク入		2012 年		KM625		with		Dragon		Privy		Mark
	 						 		PCGS		SP		Gem		完全未使用	 ￥		4,000

714.	 	メイプルリーフ		5ドル（1オンス）銀貨		ドラゴンのプリビーマーク入		2012 年		KM625		with		Dragon		Privy		Mark
	 						 		PCGS		SP		Gem		完全未使用	 ￥		4,000

715.	 	メイプルリーフ		5ドル（1オンス）銀貨		2016 年		KM625	 PCGS		MS69		FIRST		STRIKE		完全未使用	 ￥		2,000

716.	 	十二支干支動物		辰年龍図		15ドル（花形）銀貨		2012 年		KM1186		Year		of		the		Dragon		15		Dollars		Scalloped		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		36.50mm			 		NGC		PF69		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		4,000
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ウェストミンスター寺院のカラーガラスを使用しています。

717.	 	ゴマアザラシ親子図		50ドル金･プラチナ2色貨		1997年		KM306		Seals		50		Dollars		Gold		and		Platinum		Bi-Metallic		Proof
	 	7.77g		金：.9999		プラチナ：.9995		22.05mm			 		プルーフ	 ￥		25,000

718.	 	ハローキティ30周年記念（歌舞伎「廿四孝」八重垣姫）		25ドル（1/4 オンス）カラー金貨		2004 年
	 	Hello		Kitty		30th		Anniversary<KABUKI>		25		Dollars		（1/4oz）		Colorized		Gold		Proof
	 	7.77g		.9999		20.10mm		2,000 枚			 		プルーフ	 ￥		40,000

K18 ホワイトゴールドは 75% のゴールドに 25% の他の金属（パラジウム・シルバー等）を加えた金属です。

719.	 	クリスチャン・リース・ラッセンのイルカ図		8ドルホワイトゴールド貨		2005 年
	 	Christian		Riese		Lassen		Dolphin		8		Dollars		White		Gold		Proof
	 	3.11g		.750		20.00mm		2,000 枚				保証書なし	 		プルーフ	 ￥		8,000

クック諸島 		/ 	 	Cook	 	 Is lands

720.	 	ゴルフの伝説		ジャック・ニクラウス		500ドル金貨		ゴルフ型木製ケース入		2006 年
	 	Jack		Nicklaus		The		Legends		of		Golf		500		Dollars		Gold		Proof
	 	113.00g		.99999		50.00mm		113 枚		稀品			 		プルーフ	 ￥		950,000

世界初のジャック・ニクラウス公式記念純金貨。1962 年のプロ転向後 2005 年に引退するまで、ツアー優勝通算 113 回
（PGA73 回・チャンピオンツアー 10 回・その他 30 回）、その偉業を讃えて発行されました。

優勝回数にちなみ、発行数は 113 枚、総重量 113g の純金（.99999）で、ニュージーランドミントにて鋳造されています。
コイン裏面にはジャック・ニクラウスの協力の下デザインされた、彼の肖像とプレースタイルが描かれました。

ハンドメイドで作られたゴルフボール型の木製コインケースと、本人の直筆サイン入保証書付。

721.	 	天国に繋がる窓シリーズ		ウェストミンスター寺院		10ドル銀貨		窓ガラス付		2011年		KM1259
	 	Windows		of		Heaven		Westminster		Abbey		10		Dollars		Silver		with		Real		Color		Window		Prooflike
	 	50.00g		.925		50.00mm		2,000 枚			 		プルーフライク	 ￥		20,000
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723.	 	イスラエル平和条約		1ポンド金貨		AH1400（1980 年）		KM509		Israel		Peace		Treaty		1		Pound		Gold		Proof
	 	8.00g		.875		24.00mm		500 枚			 		プルーフ	 ￥		35,000

722.	 	有田焼 400周年記念		有田焼磁器入		25ドル（5オンス）カラー銀貨		2016 年
	 	400th		Arita-ware		25		Dollars		（5oz）		Colorlized		Silver		Proof
	 	155.50g		.999		65.00mm		400 枚		＜色絵龍菊文＞	 		プルーフ	 ￥		10,000

724.	 	ミステリアス・プレイス		5ドル（1/25 オンス）金貨 7種揃プルーフセット		2006 年		KM266 〜272
	 	Mysterious		Places		5		Dollars		（1/25oz）		Gold		7-Coin		Proof		Set
	 	1.24g		.585		13.92mm		7,500 セット			 		7 種揃プルーフ	 ￥		35,000

725.	 	ウミガメ（タイマイ）		2ドル銀貨		2013 年		Hawksbill		Turtle-Taku		2		Dollars		Silver
	 	31.10g		.999		40.00mm			 		NGC		MS70		完全未使用	 ￥		3,000

726.	 	ウミガメ（タイマイ）		2ドル銀貨		2013 年	 NGC		MS70		完全未使用	 ￥		3,000

エジプト 		/ 	 	Egypt

フィジー諸島 		/ 	 	Fi j i

フランス 		/ 	 	France

727.	 	シャルル 5世像		フラン･ア･ピエ金貨		年号なし（1364 〜1380 年）		Fr284		Charles		V		Franc		a		pied		Gold
	 	3.82g		.999		28.50mm			 		NGC		MS62		極美 /未	 ￥		190,000

728.	 	ルイ･フィリップ 1世像		20フラン金貨		1840 年（A）		KM750.1		Louis		Phillippe		I		20		Francs		Gold
	 	6.45g		.900		21.00mm			 		普 / 美	 ￥		23,000
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729.	 	ナポレオン3世		無冠像		20フラン金貨		1859 年（A）		KM781.1		Napoleon		III		20		Francs		Gold
	 	6.45g		.900		21.00mm			 		極美 /未	 ￥		23,000

730.	 	ナポレオン3世		無冠像		50フラン金貨		1857年（A）		KM785.1		Napoleon		III		50		Francs		Gold
	 	16.12g		.900		28.00mm			 		PCGS		AU53		極美	 ￥		60,000

731.	 	ナポレオン3世		無冠像		100フラン金貨		1858 年（BB）		KM786.2		Napoleon		III		100		Francs		Gold
	 	32.25g		.900		35.00mm		1,928 枚			 		PCGS		AU50		美 / 極美	 ￥		120,000

732.	 	ナポレオン3世		月桂冠像		100フラン金貨		1862 年（A）		KM802.1		Napoleon		III		Laureate		Head		100		Francs		Gold
	 	32.25g		.900		35.00mm		6,650 枚			 		PCGS		AU53		極美	 ￥		130,000

733.	 	ナポレオン3世		月桂冠像		100フラン金貨		1864 年（A）		KM802.1		5,536 枚	 PCGS		AU50		美 / 極美	 ￥		125,000

734.	 	ナポレオン3世		月桂冠像		100フラン金貨		1864 年（A）		KM802.1	 PCGS		MS62		極美 /未	 ￥		140,000

735.	 	ナポレオン3世		月桂冠像		100フラン金貨		1868 年（A）		KM802.1		2,315 枚	 PCGS		AU55		極美	 ￥		130,000

736.	 	ナポレオン3世		月桂冠像		100フラン金貨		1868 年（A）		KM802.1	 PCGS		AU55		極美	 ￥		130,000

737.	 	ナポレオン3世		月桂冠像		100フラン金貨		1869 年（BB）		KM802.2		Napoleon		III		Laureate		Head		100		Francs		Gold
	 	32.25g		.900		35.00mm		14,000 枚			 		NGC		AU58		極美＋	 ￥		135,000

738.	 	ナポレオン3世		月桂冠像		100フラン金貨		1867年（BB）		KM802.2		2,807 枚	 PCGS		AU50		美 / 極美	 ￥		125,000

739.	 	ナポレオン3世		月桂冠像		50フラン金貨		1864 年（A）		KM804.1		Napoleon		III		Laureate		Head		50		Francs		Gold
	 	16.12g		.900		28.00mm		29,000 枚			 		PCGS		AU55		極美	 ￥		65,000

740.	 	ナポレオン3世		月桂冠像		50フラン金貨		1864 年（A）		KM804.1	 PCGS		AU55		極美	 ￥		65,000
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744.	 	マリアンヌ像		100フラン金貨		1935 年		KM880		Winged		Head		100		Francs		Gold
	 	6.55g		.900		21.20mm			 		PCGS		MS64		未使用	 ￥		150,000

745.	 	マーキュリー像		20 サンチーム金貨ピエフォープルーフ		1972 年		KMP448		Mercury		20		Centimes		Gold		Piedfort		Proof
	 	17.52g		.920		23.50mm		75 枚			 		PCGS		SP68		ピエフォープルーフ	 ￥		140,000

741.	 	ナポレオン3世		月桂冠像		50フラン金貨		1862 年（BB）		KM804.2		Napoleon		III		Laureate		Head		50		Francs		Gold
	 	16.12g		.900		28.00mm		7,310 枚			 		PCGS		AU53		極美	 ￥		65,000

フランスコイン史に、時代を超えて度々登場する有名なデザイン。

742.	 	ヘラクレス立像		5フラン銀貨		1873 年（A）		KM820.1		Hercules		5		Francs		Silver
	 	25.00g		.900		37.00mm			 		PCGS		MS64		未使用	 ￥		5,000

743.	 	エンゼル図		100フラン金貨		1907年（A）		KM858		Standing		Genius		100		Francs		Gold
	 	32.25g		.900		35.00mm		20,000 枚			 		PCGS		MS64		未使用	 ￥		150,000

746.	 	キュリー夫人追悼 50 年記念		100フラン銀貨		1984 年		KM955a		Marie		Curie		100		Francs		Silver		Proof
	 	15.00g		.999		31.00mm		1,000 枚			 		プルーフ	 ￥		6,000

747.	 	フランス革命200 年記念		100フランパラジウム貨4種揃プルーフセット		1986 〜 89 年
	 	French		Revolution		200			Years		100		Francs		Palladium		4-Coin		Proof		Set		17.00g		.900		31.00mm
	 	【1986 年		自由の女神像		KM960d】1,250 枚		【1987年		平等		KM962d】7,000 枚
	 	【1988 年		友愛		KM966d】7,000 枚		【1989 年		人権宣言		KM970】1,250 枚	 		4 種揃プルーフ	 ￥		150,000

748.	 	フランス革命200 年記念		100フランパラジウム貨4種揃プルーフセット		1986 〜 89 年	 4 種揃プルーフ	 ￥		150,000

749.	 	フランス革命200 年記念		100フランパラジウム貨4種揃プルーフセット		1986 〜 89 年	 4 種揃プルーフ	 ￥		150,000

750.	 	アルベールビル冬季オリンピック記念		100フラン銀貨 9 種完揃プルーフセット		1989 〜1991年
	 	Albertville		Olympics		100		Francs		Silver		9-Coin		Proof		Set		22.20g		.900		37.00mm
	 	1次〜 5次		KM971〜 972、KM980 〜 981、KM983〜 984、KM993〜 995		完集用ケース入	 9 種完揃プルーフ	 ￥		10,000
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755.	 	女神座像		1ピアストル銀貨		1906 年（A）		KM5a.1		1		Piastre		Silver
	 	27.00g		.900		39.00mm		トーン	 		PCGS		AU58		極美＋	 ￥		5,000

756.	 	レオポルド4世像		1ターレル銀貨（フェルアインスターレル）		1863 年（A）		KM15		Leopold		IV		1		Thaler		（Vereinsthaler）		Silver
	 	18.52g		.900		約 32.00mm		50,000 枚			 		PCGS		MS63		極美 /未	 ￥		38,000

仏領インドシナ 		/ 	 	French	 	 Indochina

ドイツ帝国 		/ 	 	German	 	Empire
アンハ ルト ･ デサウ 		/ 	 	Anhalt 	 	Dessau

751.	 	ルーブル美術館 200 年記念		第 1次		＜民衆を導く自由の女神＞		100フラン金貨		1993 年		KM1018.2a
	 	200th		Anniversary		of		Rouble		100		Francs		Gold		Proof		17.00g		.920		31.00mm		5,000 枚			 		プルーフ	 ￥		80,000

752.	 	ルーブル美術館 200 年記念		第 2 次		100フラン銀貨 3種揃プルーフセット		1993 年		
	 	200th		Anniversary		of		Rouble		100		Francs		Silver		3-Coin		Proof		Set
	 	22.20g		.900		37.00mm		ミロのヴィーナス、ナポレオン1世戴冠、マルガリータ王女	 3 種揃プルーフ	 ￥		6,000

753.	 	ヨーロッパ美術館の秘宝		第 3 次		10フラン/1.5ユーロ銀貨4 種揃プルーフセット		1997年		KM1292、1297〜 99
	 	Museum		Treasures		Series		III		10		Francs/1.5		Euro		Silver		4-Coin		Proof		Set		22.20g		.900		37.00mm		15,000 セット
	 	ドガの＜幼い踊り子＞、歌麿の＜鳥籠を持つ女＞、ディーラーの＜自画像＞、クリムトの＜接吻＞			4 種揃プルーフ	 ￥		8,000

754.	 	ツール・ド・フランス100周年記念		1.5 ユーロ銀貨4 種揃プルーフセット		2003 年
	 	Tour		de		France		100th		Anniversary		1.5		Euro		Silver		4-Coin		Proof		Set		22.20g		.900		37.00mm
	 	＜ツール・ド・フランス100周年＞KM1321、＜シャンゼリゼのフィニッシュ＞KM1322、
	 	＜マウンテン・ステージ＞KM1323、＜スプリント＞KM1324		各単品ケース入	 		4 種揃プルーフ	 ￥		8,000

757.	 	フリードリヒ1世金婚記念		5 マルク銀貨		1906 年		KM277		Friedrich		I		Wedding		Anniversary		5		Mark		Silver
	 	27.77g		.900		38.00mm		60,000 枚			 		NGC		AU		DETAILS		SURFACE		HAIRLINES		美 / 極美	 ￥		5,000

バーデン 		/ 	 	Baden

758.	 	マクシミリアン皇太子ご成婚記念		2ターレル銀貨		1842 年		KM812.2
	 	Marriage		of		Crown		Prince		of		Bavaria		and		Marie		2		Thaler		Silver		37.12g		.900		38.00mm	 極美	 ￥		40,000

バ バリア 		/ 	 	Bavar ia
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759.	 	十字架と盾の中の鷲図		1ターレル銀貨		1622 年（AE）		KM72.3		Eagle		in		Shield		at		center		of		Cross		1		Thaler		Silver
	 						 		NGC		XF		DETAILS（BENT）		美	 ￥		10,000

760.	 	フランコニア胸像		2ターレル銀貨		1861年		KM365		Frenconia		2		Thaler		（3-1/2		Gulden）		Silver
	 	37.10g		.900		41.00mm			 		美 / 極美	 ￥		15,000

フランクフルト 		/ 	 	Frank fur t

プ ロシア 		/ 	 	Prussia

761.	 	ヴィルヘルム1世像		10 マルク金貨		1872 年（A）		KM502		Wilhelm		I		10		Mark		Gold
	 	3.98g		.900		19.50mm			 		NGC		MS67		完全未使用	 ￥		30,000

762.	 	ヴィルヘルム1世像		10 マルク金貨		1872 年（A）		KM502	 NGC		MS65		完全未使用	 ￥		25,000

763.	 	ヴィルヘルム 2世像		5 マルク銀貨		1888 年（A）		KM513		Wilhelm		II		5		Mark		Silver
	 	27.77g		.900		38.30mm		56,204 枚			 		NGC		MS61		極美 /未	 ￥		110,000

764.	 	ヴィルヘルム 2世像		20 マルク金貨		1895 年（A）		KM521		Wilhelm		II		20		Mark		Gold
	 	7.96g		.900		22.40mm			 		極美	 ￥		38,000

765.	 	ヴィルヘルム 2世像		20 マルク金貨		1897年（A）		KM521	 極美	 ￥		38,000

766.	 	ヴィルヘルム 2世治世 25周年記念		3 マルク銀貨		1913 年（A）		KM535		Wilhelm		II		25		Years		of		the		Reign		3		Mark		Silver
	 	16.67g		.900		33.00mm		トーン	 		PCGS		MS64		未使用	 ￥		4,000

767.	 	マンスフェルド併合100 年		3 マルク銀貨		1915 年（A）		KM539		Centenary-Absorption		of		Mansfeld		3		Mark		Silver
	 	16.67g		.900		33.00mm		トーン	 		PCGS		MS66		未使用＋	 ￥		75,000
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ヴュルテンベルク 		/ 	 	Wur t temberg

ワイマール共和国 		/ 	 	Weimar	 	Republic

769.	 	リューベック解放		3 マルク銀貨		1926 年		KM48		Lubeck		3		Mark		Silver		Proof
	 	15.00g		.500		30.00mm			 		PCGS		PR65DCAM		プルーフ	 ￥		20,000

770.	 	かしの木図		5 マルク銀貨		1927年（A）		KM56		Oak		Tree		5		Mark		Silver		Proof
	 	25.00g		.500		36.00mm			 		プルーフ	 ￥		90,000

771.	 	フォーゲルワイデ追悼 700 年		3 マルク銀貨		1930 年		KM69		Vogelweide		3		Mark		Silver		Proof
	 	15.00g		.500		30.00mm			 		PCGS		PR64DCAM		プルーフ	 ￥		17,000

772.	 	マクデブルク再建 300周年記念		3 マルク銀貨		1931年（A）		KM72		300th		Anniversary-Magdeburg		Rebuilding		3		Mark		Silver
	 	15.00g		.500		30.00mm			 		極美	 ￥		20,000

768.	 	ヴィルヘルム 2世像		2 マルク銀貨		1904 年		KM631		Willhem		II		2		Mark		Silver
	 	11.11g		.900		28.00mm			 		NGC		MS62		極美 /未	 ￥		6,000

773.	 	通常貨（紋章鷲図 / 額面銘字）		5 マルク銀貨		1951年（J）		KM112.1		Large		Eagle		5		Mark		Silver		Proof
	 	11.20g		.625		29.00mm			 		NGC		PF62		極美 /未プルーフ	 ￥		8,000

774.	 	アイヘンドルフ追悼100 年		5 マルク銀貨		1957年		KM117		Centennial-Death		of		Eichendorff		5		Mark		Silver		Proof
	 	11.20g		.625		29.00mm		2,000 枚			 		NGC		PF68		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		80,000

西ドイツ 		/ 	 	West 	 	Germany
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778.	 	騎士図		デュカトン銀貨		1790 年		KM92.1		Armored		Knight		on		Horse		Ducaton		Silver
	 	32.78g		.941				 		PCGS		AU50		極美	 ￥		10,000

ジブラルタル 		/ 	 	Gibraltar

オランダ 		/ 	 	Netherlands

775.	 	イギリスポンド導入 250周年		100 ポンド金貨		1975 年		KM9
	 	250th		Anniversary		of		the		introduction		of		the		British		Pound		100		Pounds		Gold		Proof
	 	31.10g		.917		34.00mm		750 枚			 		NGC		PF63		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		120,000

776.	 	ピーター・ラビット100周年		1/5クラウンカラー金貨		2002 年		Peter		Rabbit		100		Years		1/5		Crown		Colorized		Gold		Proof
	 	6.22g		.9999		22.00mm		3,500 枚			 		プルーフ	 ￥		30,000

777.	 	ピーター・ラビット		1/5クラウンカラー金貨		2003 年		Peter		Rabbit		1/5		Crown		Colorized		Gold		Proof
	 	6.22g		.9999		22.00mm		3,500 枚			 		プルーフ	 ￥		30,000

779.	 	ジョージ 3世像		6 ペンス銀貨		1787年		KM606.1		George		III		6		Pence		Silver
	 	3.01g		.925		21.20mm		トーン	 		PCGS		MS62		極美 /未	 ￥		10,000

780.	 	ジョージ 3世像		1ギニー金貨		1792 年		KM609		George		III		1		Guinea		Gold		8.35g		.917		24.50mm	 美	 ￥		50,000

781.	 	ジョージ 3世像		1ギニー金貨		1798 年		KM609	 PCGS		AU55		極美	 ￥		140,000

782.	 	ジョージ 3世像		1ギニー金貨		1798 年		KM609		ごく軽度のヘアライン	 極美 /未	 ￥		110,000

783.	 	ジョージ 3世像		1ギニー金貨		1799 年		KM609	 	極美＋	 ￥		200,000

784.	 	ジョージ 3世像 /		ブリタニア座像		2ペンス銅貨		車輪銭		1797年		KM619		George		III	/	Britannia		2		Pence		Copper
	 	57.70g		41.00mm			 		普	 ￥		5,000

英国 		/ 	 	Great 	 	Br itain
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785.	 	ジョージ 3世像		1クラウン銀貨		1818 年（LVIII）		KM675		George		III		1		Crown		Silver
	 	28.27g		.925		37.90mm			 		NGC		FINE		DETAILS-CLEANED		稍劣	 ￥		4,000

786.	 	ジョージ4世像		1クラウン銀貨		1821年		KM680.1		George		IV		1		Crown		Silver
	 	28.27g		.925		37.90mm		トーン	 		NGC		AU		DETAILS-CLEANED		美 / 極美	 ￥		30,000

787.	 	ジョージ4世像		1ソブリン金貨		1821年		KM682		George		IV		1		Sovereign		Gold
	 	7.98g		.917		22.00mm			 		PCGS		MS62		極美 /未	 ￥		275,000

788.	 	ジョージ4世像		1シリング銀貨		1825 年		KM687		George		IV		1		Shilling		Silver
	 	5.66g		.925		23.50mm		トーン	 		PCGS		MS62		極美 /未	 ￥		50,000

789.	 	ヴィクトリア像 /ブリタニア座像		1ファージング銅貨		1845 年		KM725		Victoria/Britannia		Seated		1		Farthing		Copper
	 	22.00mm			 		NGC		MS62		BN		極美 /未	 ￥		19,000

790.	 	ヴィクトリア像 /ブリタニア座像		1ファージング銅貨		1857年		KM725	 NGC		MS63		BN		未使用−	 ￥		23,000

791.	 	ヴィクトリア女王像		ヤングヘッド		1シリング銀貨		No		WWタイプ		1839 年		KM734.1
	 	Victoria		Young		Head		1		Shilling		Silver		No		WW		type			5.65g		.925		24.00mm	 PCGS		AU53		極美＋	 ￥		17,000

792.	 	ヴィクトリア女王像		ヤングヘッド		1シリング銀貨		1878 年		KM734.2		Victoria		Young		Head		1		Shilling		Silver
	 	5.65g		.925		24.00mm			 		NGC		MS65		未使用	 ￥		44,000

793.	 	ヴィクトリア女王像		ヤングヘッド/ 楯図		1ソブリン金貨		1862 年		KM736.1		Victoria		Young		Head		1		Sovereign		Gold
	 	7.98g		.917		22.00mm			 		PCGS		MS62		極美 /未	 ￥		125,000

794.	 	ヴィクトリア女王像		ヤングヘッド/ 楯図		1ソブリン金貨		1848 年		KM736.1	 美 / 極美	 ￥		30,000

795.	 	ヴィクトリア女王像		ヤングヘッド/ 楯図		1ソブリン金貨		1869 年		KM736.2		Victoria		Young		Head		1		Sovereign		Gold
	 	7.98g		.917		22.00mm			 		PCGS		MS62		極美 /未	 ￥		85,000

796.	 	ヴィクトリア女王像		ヤングヘッド/ 楯図		1ソブリン金貨		1871年		KM736.2	 PCGS		MS63		極美 /未	 ￥		59,000
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797.	 	ヴィクトリア女王像		ヤングヘッド		1クラウン銀貨		1847年		KM741		Victoria		Young		Head		1		Crown		Silver
	 	28.27g		.925		38.10mm			 		PCGS		MS62		極美 /未	 ￥		200,000

798.	 	ヴィクトリア女王像		ゴシックタイプ		1クラウン銀貨		1847年		S3883		KM744		Victoria		Gothic		1		Crown		Silver		Proof
	 	28.27g		.925		39.10mm		トーン	 		PCGS		PR62		極美 /未プルーフ	 ￥		350,000

799.	 	ヴィクトリア女王像		ゴシックタイプ		1フローリン銀貨		1859 年		KM746.1		Victoria		Gothic		1		Florin		Silver
	 	11.31g		.925		30.00mm			 		未使用	 ￥		30,000

800.	 	ヴィクトリア像 /ブリタニア座像		1/2ペニー青銅貨		4 ベリータイプ		1860 年		KM748.2
	 	Victoria/Britannia		Seated		1/2		Penny		Bronze		Four		Berries		in		wreath
	 	5.70g		25.00mm			 		NGC		AU53		BN		極美	 ￥		32,000

801.	 	ヴィクトリア像 /ブリタニア座像		1ペニー青銅貨		1862 年		KM749.2		Victoria/Britannia		Seated		1		Penny		Bronze
	 	9.40g		31.00mm			 		NGC		MS62		BN		極美 /未	 ￥		14,000

802.	 	ヴィクトリア像 /ブリタニア座像		1/2ペニー青銅貨		1885 年		KM754		Victoria/Britannia		Seated		1/2		Penny		Bronze
	 	5.70g		25.00mm			 		NGC		MS63		BN		極美 /未	 ￥		27,000

803.	 	ヴィクトリア像 /ブリタニア座像		1ペニー青銅貨		1893 年		KM755		Victoria/Britannia		Seated		1		Penny		Bronze
	 	8.80g		31.00mm			 		NGC		MS64		RB		未使用	 ￥		17,000

804.	 	ヴィクトリア女王像		ジュビリーヘッド		2 ポンド金貨		1887年		KM768		Victoria		Jubilee		Head		2		Pounds		Gold
	 	15.97g		.917		28.00mm		91,000 枚			 		PCGS		MS62		極美 /未	 ￥		150,000

805.	 	ヴィクトリア女王像		ジュビリーヘッド		2 ポンド金貨		1887年		KM768	 PCGS		MS63		極美 /未	 ￥		150,000

806.	 	ヴィクトリア女王像		ジュビリーヘッド		5ポンド金貨		1887年		KM769		Victoria		Jubilee		Head		5		Pounds		Gold
	 	39.94g		.917		36.00mm		54,000 枚			 		PCGS		AU58		極美＋	 ￥		165,000
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807.	 	エドワード 7世像		1ソブリン金貨		1907年		KM805		Edward		VII		1		Sovereign		Gold
	 	7.98g		.917		22.20mm			 		極美 /未	 ￥		32,000

808.	 	ジョージ 5世像		1ソブリン金貨		1912 年		KM820		George		V		1		Sovereign		Gold
	 	7.98g		.917		22.20mm			 		極美 /未	 ￥		32,000

809.	 	ジョージ 5世像		1ソブリン金貨		1914 年		KM820	 未使用	 ￥		34,000

810.	 	ジョージ 5世像		1ソブリン金貨		1916 年		KM820	 PCGS		MS65		未使用＋	 ￥		145,000

811.	 	ジョージ 5世像		2 ポンド金貨		1911年		KM821		George		V		2		Pounds		Gold		Proof
	 	15.98g		.917		28.40mm			 		NGC		PF67		CAMEO		プルーフ	 ￥		700,000

812.	 	ブリタニア立像		貿易銀		1ドル銀貨		1930 年（B）		KMT5		Standing		Britannia		Silver		Trade		Dollar
	 	26.96g		.900		39.00mm			 		PCGS		MS63		極美 /未	 ￥		8,000

813.	 	ジョージ 5世治世 25周年記念		1クラウン銀貨		1935 年		KM842		George		V		Silver		Jubilee		1		Crown		Silver
	 	28.28g		.500		38.61mm			 		NGC		MS64		未使用−	 ￥		5,000

814.	 	ジョージ6世像		1クラウン銀貨		1937年		KM34		George		VI		1		Crown		Silver
	 	28.28g		.925		38.40mm		トーン			 		PCGS		MS64		未使用	 ￥		40,000

オーストラリア 		/ 	 	Austral ia
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815.	 	ニューヨーク・英国博覧会記念		1クラウン白銅貨		1960 年		KM909
	 	British		Exhibition		in		New		York		1		Crown		Copper-Nickel		Prooflike
	 	28.28g		38.61mm		70,000 枚			 		NGC		PL67		プルーフライク	 ￥		5,000

816.	 	ニューヨーク・英国博覧会記念		1クラウン白銅貨		1960 年		KM909	 NGC		PL67		プルーフライク	 ￥		5,000

817.	 	ニューヨーク・英国博覧会記念		1クラウン白銅貨		1960 年		KM909	 NGC		PL66		プルーフライク	 ￥		4,000

818.	 	エリザベス皇太后生誕 80周年		25 ペンス銀貨		1980 年		KM921a		
	 	80th		Birthday		of		Queen		Mother		25		Pence		Silver		Proof
	 	28.28g		.925		38.61mm			 		NGC		PF69		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		3,000

819.	 	エリザベス 2世女王像		ソブリン金貨4種完揃プルーフセット		1985 年		KMPS48
	 	Elizabeth		II		Sovereign		Gold		4-Coin		Proof		Set
	 	【1/2ソブリン金貨】3.99g		.917		19.30mm		【1ソブリン金貨】7.98g		.917		22.05mm		【2ポンド金貨】15.98g		.917		28.40mm
	 	【5ポンド金貨】39.94g		.917		36.02mm		12,500 セット	 		4 種完揃プルーフ	 ￥		250,000

英国 		/ 	 	Great 	 	Br itain

820.	 	ソブリン金貨発行 500周年記念		5ポンド金貨		1989 年		KM958
	 	500th		Anniversary		of		the		Gold		Sovereign		5		Pounds		Gold		Proof
	 	39.94g		.917		36.02mm		5,000 枚			 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		200,000

821.	 	皇太后生誕 90周年		5 ポンド銀貨		1990 年		KM962a		90th		Birthday		of		Queen		Mother		5		Pounds		Silver		Proof
	 	28.28g		.925		38.61mm			 		NGC		PF69		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		3,000

822.	 	紋章図		1ポンド銀貨		プルーフ及びピエフォープルーフ2種揃		1983 年		1		Pounds		Silver		Proof		and		Piedfort		2-Coin
	 	①紋章図		1ポンド銀貨		1983 年		KM933a		プルーフ		（9.50g		.925		22.50mm		50,000 枚）
	 	②紋章図		1ポンド銀貨ピエフォープルーフ		1983 年		KMP3		（19.00g		.925		22.50mm		10,000 枚）	 		2 種揃	 ￥		10,000
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823.	 	欧州サッカー選手権大会記念		2 ポンド銀貨		1996 年		KM973a		European		Championship		of		Football		2		Pounds		Silver		Proof
	 	15.98g		.925		28.40mm		25,163 枚			 		プルーフ	 ￥		2,000

824.	 	十進法化 25周年記念		通常銀貨 7 種揃プルーフセット		1996 年		KMPS101
	 	Celebrate		the		25th		Anniversary		of		Decimalisation		Silver		7-Coin		Proof		Set
	 	1ペニー、2、5、10、20、50 ペンス、1ポンド銀貨		15,000 セット	 		7 種揃プルーフ	 ￥		8,000

825.	 	エリザベス 2世女王・フィリップ殿下金婚式記念		5ポンド銀貨		1997年		KM977a
	 	Queen		Elizabeth		II		and		Prince		Philip-Golden		Wedding		Anniversary		5		Pounds		Silver		Proof
	 	28.28g		.925		38.61mm			 		プルーフ	 ￥		3,000

826.	 	ダイアナ妃追悼記念		5ポンド金貨		1999 年		KM997b		In		Memory		of		Diana-Princess		of		Wales		5		Pounds		Gold		Proof
	 	39.94g		.917		38.61mm		7,500 枚			 		PCGS		PR69DCAM		プルーフ	 ￥		220,000

827.	 	ダイアナ妃追悼記念		5ポンド銀貨		1999 年		KM997a		In		Memory		of		Diana-Princess		of		Wales		5		Pounds		Silver		Proof
	 	28.28g		.925		38.61mm		49,545 枚			 		プルーフ	 ￥		3,000

828.	 	ダイアナ妃追悼記念		5ポンド銀貨		1999 年		KM997a	 プルーフ	 ￥		3,000

829.	 	ダイアナ妃追悼記念		5ポンド銀貨		1999 年		KM997a				ヘアラインあり	 		プルーフ	 ￥		2,000

830.	 	ラグビー・ワールドカップ記念		2 ポンドホログラム銀貨ピエフォープルーフ		金メッキ付		1999 年		KM999c
	 	Rugby		World		Cup		2		Pounds		Hologram		Silver		Partial		Gilt		Piedfort		Proof
	 	24.00g		.925		28.40mm		10,000 枚			 		ピエフォープルーフ	 ￥		5,000

831.	 	エリザベス 2世女王像		5ポンド金貨		2008 年		KM1003		Elizabeth		II		5		Pounds		Gold		Proof
	 	39.94g		.917		36.02mm		1,750 枚			 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		180,000

832.	 	皇太后生誕100周年記念		5ポンド金貨		2000 年		KM1007b		Centennial-Birth		of		Queen		Mother		5		Pounds		Gold		Proof
	 	39.94g		.9167		38.61mm		3,000 枚			 		PCGS		PR68DCAM		プルーフ	 ￥		180,000

833.	 	ライオンとブリタニア図		100 ポンド金貨		2001年		KM1023		Britannia		and		the		Lion		100		Pounds		Gold
	 	34.05g		.917		32.70mm		900 枚			 		NGC		MS70		DPL		完全未使用	 ￥		180,000

834.	 	エリザベス 2世女王即位 50周年記念		5ポンド銀貨		2002 年		KM1024a		Elizabeth		II		Golden		Jubilee		5		Pounds		Silver		Proof
	 	28.28g		.925		38.60mm			 		PCGS		PR69DCAM		プルーフ	 ￥		3,000
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835.	 	エリザベス 2世女王即位 50周年記念＜紋章図＞		5ポンド金貨		2002 年		KM1028
	 	Elizabeth		II		Golden		Jubilee		5		Pounds		Gold		Proof
	 	39.94g		.917		38.61mm		3,000 枚			 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		180,000

836.	 	エリザベス 2世女王戴冠 50周年記念		5ポンド銀貨		2003 年		KM1038a		Elizabeth		II		Golden		Jubilee		5		Pounds		Silver		Proof
	 	28.28g		.925		38.60mm			 		PCGS		PR69DCAM		プルーフ	 ￥		3,000

837.	 	エリザベス 2世女王戴冠 50周年記念		5ポンド銀貨		2003 年		KM1038a	 PCGS		PR69DCAM		プルーフ	 ￥		3,000

838.	 	ブリタニア像		100 ポンド金貨		2003 年		KM1043		Britannia		100		Pounds		Gold
	 	34.05g		.917		32.70mm			 		NGC		MS64		未使用	 ￥		150,000

839.	 	エリザベス1世女王即位450周年記念		5ポンド銀貨		2008 年		KM1104a
	 	Elizabeth		I		450th		Anniversary		of		Accession		5		Pounds		Silver		Proof
	 	28.28g		.925		38.60mm		7,446 枚			 		NGC		PF69		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		3,000

840.	 	ブリタニア像		2 ポンド銀貨		2009 年		Britannia		2		Pounds		Silver		Proof
	 	32.54g		.958		40.00mm		5,000 枚			 		PCGS		PR69DCAM		プルーフ	 ￥		3,000

841.	 	ロンドンオリンピック		カウントダウン3		＜水泳＞		5ポンドカラー銀貨		2009 年		KM1121a
	 	London		Olympics-Countdown3		＜ Swimming＞		5		Pounds		Colorized		Silver		Proof
	 	28.28g		.925		38.61mm		30,000 枚			 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		3,000

842.	 	ロンドンオリンピック		カウントダウン1＜サイクリスト＞		5ポンドカラー銀貨		2011年		KM1202a
	 	London		Olympics-Countdown1		＜Cyclists ＞		5		Pounds		Colorized		Silver		Proof
	 	28.28g		.925		38.61mm			 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		3,000

843.	 	ロンドンオリンピック		ハイヤーシリーズ＜ジュピター＞		100 ポンド金貨		2011年		KM1220
	 	London		Olympics		＜ Jupiter＞		100		Pounds		Gold		Proof		34.05g		.9167		32.69mm	 プルーフ	 ￥		150,000

844.	 	ブリタニア像		2 ポンド銀貨		2012 年		KM1029		Britannia		2		Pounds		Silver
	 	32.54g		.958		40.00mm			 		NGC		MS69		完全未使用	 ￥		3,000

845.	 	ブリタニア像		2 ポンド銀貨		2013 年		KM1029	 NGC		MS69		完全未使用	 ￥		3,000
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849.	 	ブリタニア像		金貨 6 種完揃プルーフセット		2014 年		Britannia		Gold		6-Coin		Proof		Set		品位全て.9999
	 	【100ポンド】31.21g		32.69mm		【50ポンド】15.60g		27.00mm		【25ポンド】7.80g		22.00mm
	 	【10ポンド】3.13g		16.50mm		【1ポンド】1.58g		12.00mm		【50 ペンス】0.80g		8.00mm
	 	250 セット		ケース付・保証書なし		一部 NGC入（全て	ULTRA		CAMEO）	 		6 種完揃プルーフ	 ￥		250,000

846.	 	ブリタニア像		2 ポンド銀貨		2011年		KM1230		Britannia		2		Pounds		Silver
	 	32.54g		.958		40.00mm			 		NGC		MS69		完全未使用	 ￥		3,000

847.	 	十二支干支動物		午年馬図		2 ポンド銀貨		2014 年		Year		of		the		Horse		2		Pounds		Silver		Prooflike
	 	31.21g		.999		38.61mm			 		NGC		MS69PL		EARLY		RELEASES		プルーフライク	 ￥		3,000

848.	 	十二支干支動物		午年馬図		2 ポンド銀貨		2014 年	 NGC		MS69PL		EARLY		RELEASES		プルーフライク	 ￥		3,000

850.	 	シャーロット王女ご誕生		5ポンド銀貨		2015 年		KM1300		Royal		Birth		Princess		Charlotte		5		Pounds		Silver		Proof
	 	28.28g		.925		38.61mm			 		PCGS		PR69DCAM		プルーフ	 ￥		3,000

851.	 	ブリタニア像		2 ポンド銀貨		2016 年		Britannia		2		Pounds		Silver
	 	31.21g		.999		38.61mm			 		PCGS		MS69		完全未使用	 ￥		3,000

852.	 	ブリタニア像		2 ポンド銀貨		2016 年	 PCGS		MS69		完全未使用	 ￥		3,000

853.	 	ピーター・ラビット150周年記念		25ポンド（1/4 オンス）金貨		2016 年
	 	150th		Anniversary		of		Peter		Rabbit		25		Pounds		（1/4oz）		Gold		Proof
	 	7.80g		.9999		22.00mm		500 枚			 		プルーフ	 ￥		45,000

854.	 	2004アテネオリンピック		第 1次〜3次		10 ユーロ銀貨 6 種揃プルーフセット		2003 年
	 	Olympic		Games		of		2004		in		Athens		10		Euro		Silver		6-Coin		Proof		Set		34.00g		.925		40.00mm
	 	【第 1次】ランニング・円盤投げ		KM190 〜191		【第 2次】槍投げ・走り幅跳び		KM193〜194
	 	【第 3次】リレー・馬術		KM196 〜197		贈呈用ケース入	 		6 種揃プルーフ	 ￥		9,000

855.	 	2004アテネオリンピック		第 4 次〜 6 次		10 ユーロ銀貨 6 種揃プルーフセット		2003 〜2004 年
	 	Olympic		Games		of		2004		in		Athens		10		Euro		Silver		6-Coin		Proof		Set		34.00g		.925		40.00mm
	 	【2003 年		第 4 次】新体操・水泳		KM199 〜200		【2004 年		第 5 次】重量挙げ・レスリング		KM202〜203
	 	【2004 年		第 6 次】ハンドボール・サッカー		KM205 〜206		贈呈用ケース入	 		6 種揃プルーフ	 ￥		9,000

ギリシャ 		/ 	 	Greece
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856.	 	エリザベス 2世女王第1次ご来訪記念		1000ドル金貨		1975 年		KM38		Elizabeth		II		Royal		Visit		1000		Dollars		Gold
	 	15.97g		.917		28.40mm		5,000 枚		ケース・保証書なし	 		未使用	 ￥		58,000

857.	 	十二支干支動物		辰年龍図		1000ドル金貨		1976 年		KM40		Year		of		the		Dragon		1000		Dollars		Gold		Proof
	 	15.97g		.917		28.40mm		6,911枚			 		NGC		PF67		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		65,000

香 港 		/ 	 	Hong	 	Kong

ハンガリー 		/ 	 	Hungary

アイスランド 		/ 	 	 Iceland

858.	 	フランツ･ヨーゼフ立像		10コロナ金貨		1900 年（KB）		KM485		Franz		Joseph		I		Standing		10		Corona		Gold
	 	3.39g		.900		19.00mm			 		美	 ￥		12,000

859.	 	フランツ・ヨーゼフ統治 40周年記念		5コロナ銀貨		1907年（KB）		KM489
	 	Franz		Joseph		I		40th		Anniversary		of		Colonation		5		Korona		Silver
	 	24.00g		.900		36.00mm			 		PCGS		MS63		極美 /未	 ￥		16,000

860.	 	新世界発見1000 年		リーフ・エリクソン		1000 クローナ銀貨		2000 年		KM37		Leif		Ericson		Millennium		1000		Kroner		Silver		Proof
	 	26.73g		.900		38.10mm			 		NGC		PF69		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		3,000

ムガル帝国（インド）		/ 	 	Mughal 	 	Empire - India

ポルトガル 領インド 		/ 	 	Por tuguese	 	 India

861.	 	アウラングゼーブ		モハール金貨		AH1089（1678 年）		KM315.11		Aurangzeb		Mohur		Gold
	 	10.08 〜11.00g		.999		約 21.00mm			 		極美	 ￥		50,000

863.	 	ヴィクトリア女王像		1モハール金貨		1885 年（C）		KM496		Victoria		1		Mohur		Gold
	 	11.66g		.917		25.90mm		15,000 枚			 		PCGS		MS62		極美 /未	 ￥		500,000

864.	 	ジョージ 5世像		1ソブリン金貨		1918 年（I）		KM525A		George		V		1		Sovereign		Gold
	 	7.99g		.917		21.00mm			 		未使用	 ￥		50,000

862.	 	女神頭像		1ルピア銀貨		1912 年		KM18		Liberty		Head		1		Rupia		Silver		11.66g		.917		30.00mm	 NGC		VF35		普	 ￥		3,000

英領 東インド会社 		/ 	 	East 	 	 India	 	Company

英 領インド 		/ 	 	Br it ish	 	 India
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867.	 	キャットシリーズ		マンクスキャット		1/5クラウン（1/5オンス）金貨		1988 年		KM237		Manx		Cat		1/5		Crown		（1/5oz）		Gold
	 	6.22g		.9999		22.00mm		6,750 枚			 		未使用	 ￥		25,000

868.	 	キャットシリーズ		ペルシャ猫		1/2クラウン（1/2オンス）金貨		1989 年		KM255		Persian		Cat		1/2		Crown		（1/2oz）		Gold
	 	15.55g		.9999		30.00mm			 		未使用	 ￥		62,000

869.	 	ブラックペニー切手150周年記念		1クラウン金貨		1990 年		KM267b		150th		Anniversary		of		Penny		Black		1		Crown		Gold		Proof
	 	31.10g		.999		38.50mm		1,000 枚			 		NGC		GEM		PROOF		プルーフ	 ￥		150,000

870.	 	バッキンガム宮殿		1/64クラウン金貨		2010 年		KM1472		Buckingham		Palace		1/64		Crown		Gold
	 	0.50g		.9999		11.00mm			 		プルーフ	 ￥		5,000

871.	 	キャットシリーズ		スノーシュー		1クラウン（1オンス）銀貨		2014 年		Snowshoe		Cat		1		Crown		（1oz）		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		38.61mm			 		NGC		PF69		ULTRA		CAMEO		EARLY		RELEASES		プルーフ	 ￥		3,000

マン島 		/ 	 	 Is le 	 	of 	 	Man

インドネシア 		/ 	 	 Indonesia

865.	 	独立 25周年記念＜神仏像＞		750ルピア銀貨		1970 年		KM26		25th		Anniversary		of		Independence		750		Rupiah		Silver		Proof
	 	30.00g		.999		45.00mm		4,950 枚		トーン	 		プルーフ	 ￥		3,000

866.	 	独立 25周年記念＜仏像図＞		5000ルピア金貨		1970 年		KM29		25th		Anniversary		of		Independence		5000		Rupiah		Gold		Proof
	 	12.34g		.900		29.00mm		2,150 枚		ケース・保証書なし	 		プルーフ	 ￥		45,000

イタリア 		/ 	 	 I taly

872.	 	エマヌエーレ2世像		20リレ金貨		1865 年		KM10.1		Emanuele		II		20		Lire		Gold
	 	6.45g		.900		21.30mm			 		美 / 極美	 ￥		28,000

873.	 	トスカニー		フランチェスコ3世		3ゼッチーニ金貨		1753 年		C11a		Toscana		Francesco		III		3		Zecchini		Gold
	 	10.46g		.999			簡易ケース付	 		極美	 ￥		100,000
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874.	 	エマヌエーレ3世像		ファシスト政権1周年記念		100リレ金貨		マットタイプ		1923 年		KM65
	 	Emanuele		III		1st		Anniversery		of		Fascist		Government		100		Lire		Gold		Matte		
	 	32.26g		.900		35.00mm		20,000 枚			 		PCGS		MS63		Matte		極美 /未	 ￥		240,000

875.	 	第一次世界大戦終戦10周年記念		エマヌエーレ3世像		20リレ銀貨		1928 年（R）		KM70
	 	10th		Anniversary-End		of		WWI		Emanuele		III		20		Lire		Silver
	 	20.00g		.600		35.00mm			 		PCGS		AU58		極美＋	 ￥		30,000

876.	 	第一次世界大戦終戦10周年記念		エマヌエーレ3世像		20リレ銀貨		1928 年（R）		KM70	 NGC		AU58		極美＋	 ￥		30,000

877.	 	各種銀貨		3点揃		Various		Commemorative		Silver		3-Pieces		Proof
	 	①ピサ大学創立650周年記念		5000リレ銀貨		1993 年		KM170		（18.00g		.835		32.00mm		8,500 枚）		②共和国 50周年記念		10000リ

レ銀貨		1996 年		KM179		（22.00g		.835		34.00mm		7,900 枚）		③サッカーワールドカップ＜フランス大会＞		10000リレ銀貨		1998 年		
KM192		（22.00g		.835		34.00mm		7,000 枚）	 		3点揃プルーフ	 ￥		8,000

878.	 	リレからユーロへ		1リレ銀貨 6 種完揃未使用セット		1999 年〜2001年		From		Lire		to		the		Euro		1		Lire		Silver		6-Coin		Set
	 	【1リレ銀貨		1999 年〜2000 年】14.60g		.835		31.10mm		【1リレ銀貨（大）		2001年】11.00g		.835		29.00mm
	 	【1リレ銀貨（小）		2001年】6.00g		.835		24.00mm		贈呈用ケース入	 		6 種完揃未使用	 ￥		8,000

879.	 	トリノオリンピック		第 2 次		銀貨 2種揃プルーフセット		2005 年		KM257、261		Torino		Olympic		Series		II		Silver		2-Coin		Proof		Set
	 	【5ユーロ銀貨		クロスカントリー		KM257】18.00g.925		32.00mm		【10ユーロ銀貨		アイスホッケー		KM261】22.00g		.925		34.00mm
	 		 2 種揃プルーフ	 ￥		2,000

880.	 	トリノ冬季オリンピック競技大会		銀貨 6 種揃プルーフセット		2005 年		Torino		Olympic		Winter		Games		Silver		6-Coin		Proof		Set
	 	【5ユーロ銀貨		KM256、257、266】18.00g.925		32.00mm		【10ユーロ銀貨		KM260 〜262】22.00g		.925		34.00mm
	 		 6 種揃プルーフ	 ￥		6,000
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ジャマイカ 		/ 	 	Jamaica

881.	 	エリザベス 2世女王戴冠 25年		25ドル銀貨		1978 年		KM76		25th		Anniversary		of		Coronation		25		Dollars		Silver		Proof
	 	136.08g		.925				 		プルーフ	 ￥		6,000

モンバサ 		/ 	 	Mombasa

882.	 	秤図		1ルピー銀貨		1888 年（H）		KM5		Figure		of		scales		1		Rupee		Silver
	 	11.66g		.917		30.40mm		94,000 枚			 		NGC		XF		Details-Cleaned		美	 ￥		3,000

ラオス 		/ 	 	Laos

883.	 	日本・ラオス外交関係樹立60周年記念		50000 キープカラー銀貨		2015 年
	 	60th		Anniversary		of		Laos-Japan		Diplomatic		Relations		50000		Kip		Colorized		Silver		Proof
	 	20.00g		.925		35.00mm		10,000 枚		日本造幣局製造	 		プルーフ	 ￥		3,000

リベリア 		/ 	 	L iber ia
884.	 	トルバート大統領		10ドル金貨		年号なし（1972 年）		KM26		Inarguration		of		President		Tolbert		10		Dollars		Gold		Proof
	 	16.72g		.900				 		プルーフ	 ￥		68,000

885.	 	共和国130周年記念		100ドル金貨		1977年		KM36		130th		Anniversary		of		the		Republic		100		Dollars		Gold		Proof
	 	10.93g		.900		26.10mm		4,250 枚		＜ロバーツ大統領像＞	 		プルーフ	 ￥		39,000

英領 海 峡植 民 地（マレーシア）		/ 	 	Straits 	 	Set t lements（Malaysia）

886.	 	エドワード 7世像		1ドル銀貨		1904 年（B）		KM25		Edward		VII		1		Dollar		Silver
	 	26.95g		.900		37.00mm		トーン	 		NGC		AU58		極美＋	 ￥		6,000

マレーシア 		/ 	 	Malaysia

887.	 	第 3 次 5ヵ年計画記念		200リンギット金貨		1976 年		KM18		3rd		Malaysian		5-Year		Plan		200		Ringgit		Gold		Proof
	 	7.30g		.900		25.00mm		887 枚			 		プルーフ	 ￥		26,000

マーシャル諸島 		/ 	 	Marshal l 	 	 Is lands

888.	 	独立記念		金貨 3種揃		1986 年		KMPS1		Compact		of		Free		Association		Gold		3-Coin		Proof
	 	【20ドル		KM3】3.11g		.999		16.00mm		【50ドル		KM4】7.77g		.999		20.10mm		【200ドル		KM5】31.10g		.999		30.00mm
	 	各 5,000 枚	 		3 種揃プルーフ	 ￥		195,000

887886
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モナコ 		/ 	 	Monaco

889.	 	自由の帽子図		1ペソ銀貨（再鋳貨）		1898 年（Mo		AM）		KM409.2		Radiant		Cap		1		Peso		Restrike		Silver
	 	27.07g		.903		39.00mm			 		PCGS		MS65		未使用＋	 ￥		5,000

890.	 	メキシコオリンピック記念		25 ペソ銀貨（1型〜3型）		3 種揃		1968 年		KM479.1〜 479.3
	 	Mexico		Olympic		25		Pesos		Silver		Type		I 〜 III		3-Coin		22.50g		.720		38.00mm		 3 種揃未使用	 ￥		3,000

891.	 	メキシコオリンピック記念		25 ペソ銀貨（3型）		2 枚揃		1968 年		KM479.3
	 	Mexico		Olympic		25		Pesos		Silver		Type		III		2-Pieces		紙ホルダー入		ケース・保証書なし	 2 枚揃未使用	 ￥		2,000

892.	 	コロンブス以前文明		第 1次＜ティゾクの石図＞		10000 ペソ（5オンス）銀貨		1992 年		KM557
	 	Pieora		De		Tizoc		10000		Pesos		（5oz）		Silver		Proof
	 	155.52g		.999		64.00mm		3,300 枚		ケース・保証書なし	 		プルーフ	 ￥		7,000

893.	 	コロンブス以前文明		第 3 次＜城のピラミッド＞		10 新ペソ（5オンス）銀貨		1994 年		KM576
	 	Piramide		del		Castillo		10		Nuevos		Pesos		（5oz）		Silver		Proof		155.70g		.999		65.00mm		5,000 枚	 プルーフ	 ￥		8,000

894.	 	リベルタード		1オンス銀貨		2015 年		KM639		
	 	Libertard		1oz		Silver		31.10g		.999		40.00mm			 		PCGS		MS70		完全未使用	 ￥		4,000

895.	 	リベルタード		1オンス銀貨		2015 年		KM639	 PCGS		MS70		完全未使用	 ￥		4,000

896.	 	レーニエ 3世皇太子像		5フラン試作銀貨		片面打ち（表面）		1970 年		Rainier		III		Prince		5		Francs		Uniface		Silver		Proof
	 						 		PCGS		SP66+		（Proto		#1		Uniface）		プルーフ	 ￥		300,000

897.	 	レーニエ 3世在位 25年		50フラン試鋳金貨		1974 年		KME67
	 	Rainier		III		25th		Anniversary		of		the		Reign		50		Francs		Gold		Essai		Proof
	 	51.00g		.900		1,000 枚			 		PCGS		SP69		プルーフ	 ￥		250,000

メキシコ 		/ 	 	Mexico
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898.	 	レーニエ 3世像		2フラン試鋳金貨		ピエフォープルーフ		1982 年		Gad-151		Rainier		III		2		Francs		Gold		Essai		Piedfort		Proof
	 	30.90g		.900		26.50mm			 		PCGS		SP67		ピエフォープルーフ	 ￥		240,000

899.	 	レーニエ 3世在位 25年		50フラン銀貨ピエフォープルーフ		1974 年		Gad-162
	 	25th		Anniversary		of		the		Reign		of		Rainier		III		50		Francs		Silver		Piedfort		Proof
	 	60.00g		.900		41.00mm		170 枚			 		PCGS		SP67		ピエフォープルーフ	 ￥		80,000

900.	 	アルベルト王子世襲		100フラン試鋳金貨		1982 年		Gad-163		Heir		Apparent		Prince		Albert		100		Francs		Gold		Essai		Proof
	 	25.54g		.900		30.00mm			 		PCGS		SP69（Essai）		プルーフ	 ￥		175,000

905.	 	馬上の騎士像		14グルデン金貨		1760 年		KM104		Armored		Knight		on		Horse		14		Gulden		Gold
	 	9.93g		.917		ユトレヒト州発行	 		極美	 ￥		50,000

906.	 	ウィルヘルミナ成年像		10 グルデン金貨		1917年		KM149		Wilhelmina		I		10		Gulden		Gold
	 	6.72g		.900		22.50mm			 		未使用	 ￥		23,000

903.	 	日本・ミャンマー外交関係樹立60周年記念		5000 チャットカラー銀貨		2014 年
	 	60th		Anniversary		of		Japan		and		Myanmar		Diplomatic		Relations		5000		Kyats		Colorized		Silver		Proof
	 	20.00g		.925		35.00mm		10,000 枚		製造：日本造幣局	 		プルーフ	 ￥		3,000

901.	 	十二支干支動物		丑年牛図		500トゥグリク（1オンス）銀貨		金メッキ付		1997年		KM127
	 	Year		of		the		Ox		500		Tugrik		（1oz）		Silver		Proof		Partial		Gilt		31.10g		.999		38.00mm		3,000 枚	 プルーフ	 ￥		3,000

902.	 	十二支干支動物		寅年虎図		500トゥグリク（1オンス）銀貨		金メッキ付		1998 年		KM173a
	 	Year		of		the		Tiger		500		Tugrik		（1oz）		Silver		Proof		Partial		Gilt		31.10g		.999		38.00mm		3,000 枚	 プルーフ	 ￥		3,000

モンゴル 		/ 	 	Mongolia

ミャンマー 		/ 	 	Myanmar

ネ パール 		/ 	 	Nepal

904.	 	雪豹		1/2アサルフィ（1/2オンス）金貨		1988 年		KM1039		Snow		Leopard		1/2		Asarfi		（1/2oz）		Gold
	 	15.55g		.9999				 		未使用	 ￥		62,000

オランダ 		/ 	 	Netherlands
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907.	 	アオラキ /クック山		1ドルカラー銀貨		2007年		KM232		Aoraki/Mount		Cook		1		Dollar		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm		70,000 枚		製造：日本造幣局	 		プルーフ	 ￥		4,000

908.	 	アオラキ /クック山		1ドルカラー銀貨		2007年		KM232	 プルーフ	 ￥		4,000

909.	 	1ドル及び 2ドル貨発行20 年記念		通常銀貨5種揃プルーフセット		2011年		KMPS65		Silver		Currency		5-Coin		Proof		Set
	 	【10 セント】4.37g		.999		20.50mm		【20 セント】5.30g		.999		21.75mm		【50 セント】6.59g		.999		24.75mm
	 	【1ドル】10.73g		.999		23.00mm		【2ドル】14.12g		.999		26.50mm		1,200 セット	 		5 種揃プルーフ	 ￥		10,000

ニュージーランド 		/ 	 	New		Zealand

910.	 	国宝シリーズ		第 1次		キーウィとコーファイの花		1ドル銀貨		2012 年		KM350		Kiwi		and		Kowhai		Flowers		1		Dollar		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm		5,000 枚			 		NGC		PF69		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		3,000

911.	 	マオリ芸術		第 3 次＜コル＞		1ドル銀貨		2013 年		KM373		Maori		Art-Koru		1		Dollar		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.00mm		2,000 枚			 		プルーフ	 ￥		4,000

ニウエ 		/ 	 	Niue

912.	 	ウェストミンスター寺院		1ドル楕円形銀貨		2010 年		Westminster		Abbey		London		1		Dollar		Silver		Proof
	 	28.28g		.925		30.00×50.00mm		5,000 枚			 		プルーフ	 ￥		3,000

913.	 	サンリオ50周年記念		キキララ（リトルツインスターズ）		5ドルカラー金貨		2010 年
	 	Sanrio		50th		Anniversary		Little		Twin		Stars		5		Dollars		Colorized		Gold		Proof
	 	2.50g		.9999		14.00×26.70mm		2.5g インゴット型ペンダント	 		プルーフ	 ￥		12,000

908 909

910 911
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914.	 	ミッキーマウス＜蒸気船ウィリー＞		2ドル（1オンス）銀貨		2014 年
	 	Mickey		Mouse		Steamboat		Willie		2		Dollars		（1oz）		Silver		Proof		31.10g		.999		40.06mm		10,000 枚
	 	世界初のディズニー記念貨		ケース・保証書付	 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		7,000

915.	 	ミッキーマウス＜ミッキーの巨人退治＞		2ドル（1オンス）カラー銀貨		2016 年（初日発行）
	 	Mickey		Mouse		Brave		Little		Tailor		2		Dollars		（1oz）		Colorized		Silver		Proof		（First		Day		Issue）
	 	31.10g		.999		40.00mm		10,000 枚		ケース・保証書付	 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		8,000

916.	 	ミッキーマウス＜プレーン・クレイジー＞		2ドル（1オンス）カラー銀貨		2016 年（初日発行）
	 	Mickey		Mouse		Plane		Crazy		2		Dollars		（1oz）		Colorized		Silver		Proof		（First		Day		Issue）
	 	31.10g		.999		40.00mm		10,000 枚		ケース・保証書付	 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		8,000

917.	 	ミッキーマウス＜バンドコンサート＞		2ドル（1オンス）カラー銀貨		2016 年（初日発行）
	 	Mickey		Mouse		Mickey-The		Band		Concert		2		Dollars		（1oz）		Colorized		Silver		Proof		（First		Day		Issue）
	 	31.10g		.999		40.00mm		10,000 枚		ケース・保証書付	 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		8,000

918.	 	ミッキーマウス＜ミッキーのつむじ風＞		2ドル（1オンス）カラー銀貨		2017年（初日発行）
	 	Mickey		Mouse		Little		Whirlwind		2		Dollars		（1oz）		Colorized		Silver		Proof		（First		Day		Issue）
	 	31.10g		.999		40.00mm		10,000 枚		ケース・保証書付	 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		8,000

919.	 	ミッキーマウス＜ミッキー・ファンタジア＞		2ドル（1オンス）カラー銀貨		2017年（初日発行）
	 	Mickey		Mouse		Mickey-Fantasia		2		Dollars		（1oz）		Colorized		Silver		Proof		（First		Day		Issue）
	 	31.10g		.999		40.00mm		10,000 枚		ケース・保証書付	 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		8,000

920.	 	ミッキーマウス＜クリスマス・キャロル＞		2ドル（1オンス）カラー銀貨		2017年（初日発行）
	 	Mickey		Mouse		Mickey-Christmas		Carol		2		Dollars		（1oz）		Colorized		Silver		Proof		（First		Day		Issue）
	 	31.10g		.999		40.00mm		10,000 枚		ケース・保証書付	 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		8,000

921.	 	ミッキーマウス＜ミッキーのダンスパーティー＞		2ドル（1オンス）カラー銀貨		2017年（初日発行）
	 	Mickey		Mouse		Mickey-Delayed		Data		2		Dollars		（1oz）		Colorized		Silver		Proof		（First		Day		Issue）
	 	31.10g		.999		40.00mm		10,000 枚		ケース・保証書付	 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		8,000

922.	 	ミッキーマウス＜ギャロッピン・ガウチョ＞		2ドル（1オンス）カラー銀貨		2017年（初日発行）
	 	Mickey		Mouse		Mickey-Gallopin		Gaucho		2		Dollars		（1oz）		Colorized		Silver		Proof		（First		Day		Issue）
	 	31.10g		.999		40.00mm		10,000 枚		ケース・保証書付	 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		8,000

923.	 	アフリカライオン		2ドル（1オンス）銀貨		2017年		African		Lion		2		Dollars		（1oz）		Silver
	 	31.10g		.999		39.00mm			 		PCGS		MS69		First		Strike		完全未使用	 ￥		3,000

924.	 	アフリカライオン		2ドル（1オンス）銀貨		2017年	 PCGS		MS69		First		Strike		完全未使用	 ￥		3,000
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926.	 	各種銀貨		2 種揃		1976 年		Various		Silver		2-Coin		Proof
	 	【シモン・ボリバール		20バルボア銀貨		KM31】129.59g		.925		61.00mm
	 	【ロレンツォ		2-1/2センテシモ白銅貨		KM34.1】10.00mm	 		2 種揃プルーフ	 ￥		7,000

927.	 	旗と剣を持つバルボア像		20バルボア銀貨		1977年		KM44		Balboa		have		a		flag		and		a		sword		20		Balboas		Silver		Proof
	 	129.59g		.925		61.00mm			 		プルーフ	 ￥		6,000

928.	 	20 バルボア銀貨入他		9 種揃プルーフセット		1979 年		KMPS22		20		Balboas		Silver		and		Copper		Eachtype		9-Coin		Proof		Set
	 	保証書なし	 		9 種揃プルーフ	 ￥		7,000

929.	 	リヒトホーフェン追悼 75周年		25バルボア（5オンス）銀貨		1988 年		KMX14
	 	Richthofen		Mourning		75			Years		25		Balboas		（5oz）		Silver		Proof
	 	155.50g		.999		65.00mm		20,000 枚		メダル型	 		プルーフ	 ￥		8,000

925.	 	オスカル2世像		20 クローネ金貨		1902 年		KM355		Oscar		II		20		Kroner		Gold
	 	8.96g		.900		約 21.00mm		50,400 枚		単年発行	 		PCGS		MS65未使用	 ￥		55,000

ノルウェー 		/ 	 	Norway

パナマ 		/ 	 	Panama

930.	 	ホーンビル図		100 キナ金貨		1977年		KM9		Papuan		hornbill		100		Kina		Gold		Proof
	 	9.57g		.900		28.00mm		3,460 枚			 		プルーフ	 ￥		35,000

パプ アニューギニア 		/ 	 	Papua	 	New		Guinea

930

926

925

927

928 929

− 94−



937.	 	ジュネーブ州		通常貨		1ピストル金貨		1755 年		KM77		Geneva		1		Pistole		Gold
	 	7.64g		.900				 		美	 ￥		80,000

938.	 	チューリッヒ州		都市景観図		1/2ターレル銀貨		1736 年		KM146		Zurich		City		View		1/2		Thaler		Silver
	 						 		PCGS		VF25普	 ￥		10,000

931.	 	女神座像		1ソル銀貨		1916 年（FG）		KM196.27		Seated		Liberty		1		Sole		Silver
	 	25.00g		.900		37.00mm			 		PCGS		MS65		未使用＋	 ￥		5,000

ペルー 		/ 	 	Peru

ポルトガル 		/ 	 	Por tugal

932.	 	大航海史シリーズ		第 7 次		シナ海の旅		200エスクード銀貨4種揃プルーフセット		1996 年		KM689a 〜 692a
	 	The		Golden		Era		of		Portuguese		Discovery		Series		VII		200		Escudos		Silver		4-Coin		Proof		Set
	 	26.50g		.925		36.00mm		10,000 セット			 		4 種揃プルーフ	 ￥		6,000

933.	 	大航海史シリーズ		第 8 次		ポルトガルと伝導		200エスクード銀貨4種揃プルーフセット		1997年		KM697a 〜700a
	 	The		Golden		Era		of		Portuguese		Discovery		Series		VIII		200		Escudos		Silver		4-Coin		Proof		Set
	 	26.50g		.925		36.00mm		25,000 セット			 		4 種揃プルーフ	 ￥		6,000

934.	 	大航海史シリーズ		第 10 次		ブラジル探検		200エスクード銀貨4種揃プルーフセット		1999 年		KM716a 〜719a
	 	The		Golden		Era		of		Portuguese		Discovery		Series		X		200		Escudos		Silver		4-Coin		Proof		Set
	 	26.50g		.925		36.00mm		10,000 セット			 		4 種揃プルーフ	 ￥		6,000

935.	 	アルフォンソ12世像		25 ペセタ金貨		1877年		KM673		Alfonso		XII		25		Pesetas		Gold
	 	8.06g		.900		24.00mm			 		極美 /未	 ￥		50,000

936.	 	アルフォンソ13世		少年像		5 ペセタ銀貨		1898 年（SG-V）		KM707		Alfonso		XIII		Child		Head		5		Pesetas		Silver
	 	25.00g		.900		37.40mm		トーン	 		PCGS		MS62		極美 /未	 ￥		4,000

スペイン 		/ 	 	Spain

スイス 		/ 	 	Switzer land
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939.	 	スイス連邦射撃祭記念貨		ゾロトゥルン州		5フラン銀貨		1855 年		KMS3		Shooting		Festival		Solothurn		5		Francs		Silver
	 	25.00g		.835		37.30mm		3,000 枚			 		NGC		AU		Details		（Tooled/Rim		Filing）		美 / 極美	 ￥		100,000

940.	 	スイス連邦現代射撃祭記念貨		トゥールガウ州		50フラン銀貨		1993 年		KMXS42		Shooting		Festival		Turgau		50		Francs		Silver		Proof
	 	25.00g		.900		37.00mm		2,200 枚			 		プルーフ	 ￥		5,000

941.	 	スイス連邦現代射撃祭記念貨		ヴァレー州		500フラン金貨		2015 年		Shooting		Festival		Valais		500		Francs		Gold		Proof
	 	15.55g		.999		33.00mm		200 枚			 		PCGS		PR70DCAM		プルーフ	 ￥		100,000

942.	 	女神頭像		5フラン銀貨		1907年（B）		KM34		Laureate		Head		5		Francs		Silver
	 	25.00g		.900		37.00mm		エッジにアタリあり	 		PCGS		Genuine		（RimDmg-XF		Details）		美	 ￥		5,000

中部シャム  チェンマイ地区に広く流通した正式共通通貨で、各時代夫々固有の刻印が通常 2 個打たれています。

943.	 	ラーマ4世		1バーツ弾丸銀貨		年号なし（1851年）		C137.1		Rama		IV		1		Baht		Bullet		Coin		Silver
	 	約 15.08g		14.00mm	 		美	 ￥		3,000

シャム（タイ）		/ 	 	Siam（Thailand）

チベット 		/ 	 	T ibet

944.	 	1タンカ低品位銀貨		5 枚揃		Y-E13.3		1		Tangka		Silver		5-Pieces		4.00 〜 4.85g	 5 枚揃美〜極美	 ￥		7,000

945.	 	十二支干支動物		巳年蛇図		5ドル銀貨		2013 年		Year		of		the		Snake		5		Dollars		Silver
	 	31.10g		.999		38.60mm			 		PCGS		MS69		完全未使用	 ￥		3,000

946.	 	十二支干支動物		巳年蛇図		5ドル銀貨		2013 年	 PCGS		MS70		完全未使用	 ￥		4,000

947.	 	十二支干支動物		巳年蛇図		5ドル銀貨		2013 年	 PCGS		MS70		完全未使用	 ￥		4,000

948.	 	十二支干支動物		午年馬図		5ドル銀貨		2014 年		Year		of		the		Horse		5		Dollars		Silver
	 	31.10g		.999		38.60mm			 		NGC		MS70		FIRST		RELEASES		完全未使用	 ￥		3,000

トケラウ 		/ 	 	Tokelau
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ツバル 		/ 	 	Tuvalu

950.	 	アブドゥルアズィーズ		100 クルシュ金貨		AH1277//1（1861年）		KM696		Abdulaziz		100		Kurush		Gold
	 	7.21g		.917		22.00mm			 		美	 ￥		35,000

951.	 	アブドゥルアズィーズ		100 クルシュ金貨		AH1277//1（1861年）		KM696	 美	 ￥		35,000

トルコ 		/ 	 	Turkey

949.	 	FAO（国連食糧農業機構）		小型金貨 2種揃		1980 年		KMPS14		FAO		Gold		2-Coin		Proof
	 	【10パアンガ		KM64】0.40g		.917		10.00mm		2,000 枚		【20パアンガ		KM65】.917		14.00mm		2,000 枚
	 	 		2 種揃プルーフ	 ￥		5,000

トンガ 		/ 	 	Tonga

952.	 	第二次世界大戦		日本の九七中戦車図（TYPE		97		CHI-HA）		1ドル（1オンス）カラー銀貨		2010 年		KM145
	 	WW		II		Tanks（TYPE		97		CHI-HA）		1		Dollar		（1oz）		Colorized		Silver		Proof
	 	31.14g		.999		40.60mm			 		NGC		PF69		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		4,000

953.	 	野生生物		シベリアンタイガー		1ドル（1オンス）カラー銀貨		2012 年		KM205
	 	Wildlife		Siberian		Tiger		1		Dollar		（1oz）		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.60mm			 		NGC		PF69		ULTRA		CAMEO		EARLY		RELEASES		プルーフ	 ￥		4,000

954.	 	野生生物		シベリアンタイガー		1ドル（1オンス）カラー銀貨		2012 年		KM205		
	 						 		NGC		PF69		ULTRA		CAMEO		EARLY		RELEASES		プルーフ	 ￥		4,000

955.	 	セント・ジョージとドラゴン		1ドル（1オンス）カラー銀貨		2012 年		KM209
	 	St.		George		and		the		Dragon		1		Dollar		（1oz）		Colorized		Silver		Proof
	 	31.10g		.999		40.60mm			 		NGC		PF69		ULTRA		CAMEO		EARLY		RELEASES		プルーフ	 ￥		4,000

ウガンダ 		/ 	 	Uganda

956.	 	パウロ 6世ご来訪記念		銀貨 6 種揃プルーフセット		1969 年		KMPS6		Visit		of		Pope		Paul		VI		Silver		6-Coin		Proof		Set		品位全て.999
	 	【30 シリング		KM13】60.00g		60.00mm		【25シリング		KM12】50.00g		55.00mm		【20 シリング		KM11】40.00g		50.00mm
	 	【10 シリング		KM10】20.00g		40.00mm		【5シリング		KM9】10.00g		30.00mm		【2シリング		KM8】4.00g		23.00mm
	 	6,070 セット		ケース・保証書付	 		6 種揃プルーフ	 ￥		7,000
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ソビエト連 邦 		/ 	 	Soviet 	 	Union

957.	 	第 22回モスクワオリンピック競技大会記念		第 1次		銀貨 6 種完揃プルーフセット		1977年		Y145 〜150
	 	Moscow		Olympics		Series		I		Silver		6-Coin		Proof		Set
	 	【5ルーブル（4 種）】16.67g		.900		32.80mm		【10ルーブル（2種）】33.30g		.900		38.90mm
	 	保証書なし	 		6 種揃プルーフ	 ￥		5,000

958.	 	第 22回モスクワオリンピック競技大会記念＜シンボルマーク＞		100ルーブル金貨		1977年		YA163
	 	Moscow		Olympics		Logo		100		Roubles		Gold		Proof		17.28g		.900		30.00mm		ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥		74,000

959.	 	第 22回モスクワオリンピック競技大会記念＜メインスタジアム＞		100ルーブル金貨		1978 年		Y151
	 	Moscow		Olympics		Lenin		Stadium		100		Roubles		Gold		17.28g		.900		30.00mm		変色・指紋あり		ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥		74,000

960.	 	第 22回モスクワオリンピック競技大会記念＜ボート競技場＞		100ルーブル金貨		1978 年		Y162
	 	Moscow		Olympics		Waterside		Grandstand		100		Roubles		Gold		Proof		17.28g		.900		30.00mm		ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥		74,000

961.	 	第 22回モスクワオリンピック競技大会記念＜自転車競技場＞		100ルーブル金貨		1979 年		Y173
	 	Moscow		Olympics		Velodrome		Building		100		Roubles		Gold		Proof		17.28g		.900		30.00mm		変色あり		ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥		74,000

962.	 	第 22回モスクワオリンピック競技大会記念＜競技場＞		100ルーブル金貨		1979 年		Y174
	 	Moscow		Olympics		Druzhba		Sports		Hall		100		Roubles		Gold		Proof		17.28g		.900		30.00mm		ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥		74,000

963.	 	第 22回モスクワオリンピック競技大会記念＜聖火＞		100ルーブル金貨		1980 年		Y186
	 	Moscow		Olympics		Torch		100		Roubles		Gold		Proof		17.28g		.900		30.00mm		変色あり		ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥		74,000

964.	 	第 22回モスクワオリンピック競技大会記念		銀貨 28 種完揃未使用セット		1977〜 80 年
	 	Moscow		Olympics		Series		I-V		Silver		28-Coin		Complete		Set
	 	5ルーブル銀貨14 種と10ルーブル銀貨14 種		完集用ケース入		保証書なし		変色あり
	 		 		28 種完揃未使用	 ￥		35,000

965.	 	ロシア文化・古代ロシア記念碑シリーズ		3ルーブル銀貨 8 種揃		Russian		Historical		Series		3		Roubles		Silver		8-Piece		Proof
	 	34.56g		.900		39.00mm		①ロシア1000 年記念		第 1次		ウラジーミル1世コイン図		1988 年		Y211		②ロシア1000 年記念		第 1次		聖ソ

フィア大聖堂		1988 年		Y210		③ロシア統一 500 年		第 2 次		クレムリン宮殿		1989 年		Y222		④ロシア統一 500 年		第 2 次		ロシア古代貨
幣図		1989 年		Y223		⑤ロシア1000 年記念		第 3 次		ピョートル大帝の艦隊		1990 年		Y248		⑥ロシア1000 年記念		第 3 次		バベルの要
塞		1990 年		Y249		⑦ロシア1000 年		第 4 次		ボリショイ劇場		1991年		Y274		⑧ロシア1000 年		第 4 次		モスクワ凱旋門		1991年		Y275

	 	一部ケース・保証書なし	 		8 種揃プルーフ	 ￥		8,000

966.	 	バレリーナ		5ルーブルパラジウム貨		1991年		Y268		Ballerina		5		Roubles		Palladium		7.87g		.999		25.00mm	 未使用	 ￥		20,000

967.	 	記念 3ルーブル銀貨		4 種揃		Commemorative		3		Roubles		Silver		4-Pieces		Proof
	 	34.56g		.900		39.00mmソビエト連邦		①ロシア領アメリカ発見 250 年記念		第 1次		1990 年		Y242、ロシア		②ロシア1000 年		第 5 次		

科学アカデミー		1992 年		Y350		③バジリウス大寺院		1993 年		Y456		④モスクワ850 年記念＜モスクワの古代建築＞		1997年		Y552
	 			 		4 種揃プルーフ	 ￥		6,000
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ロシア共和国 		/ 	 	Russia

968.	 	ロシア1000 年記念		3ルーブル銀貨		6 種揃		Commemorative		3		Roubles		Silver		6-Pieces		Proof
	 	34.56g		.900		39.00mm①ロシア1000 年		第 5 次		セント・トリニティ寺院		1992 年		Y349		②ロシア1000 年		第 5 次		科学アカデミー		

1992 年		Y350		③ロシア1000 年		第 7 次		画家		ヴァシリー・スリコフ		1994 年		Y528		④ロシア1000 年		第 7 次		画家		A・A・イワノフ		
1994 年		Y529		⑤ロシア1000 年		第 8 次		城塞		1995 年		Y468		⑥ロシア1000 年		第 8 次		変容教会		1995 年		Y469

	 ケース・保証書なし	 		6 種揃プルーフ	 ￥		6,000

969.	 	バレリーナ＜眠れる森の美女＞		100ルーブル（1キロ）銀貨		1995 年		Y434
	 	Ballerina		Sleeping		Beauty		100		Roubles		（1Kg）		Silver		Proof		1,000.00g		.900		100.00mm		1,000 枚	 プルーフ	 ￥		80,000

970.	 	星座シリーズ		射手座		25ルーブル金貨		2002 年		Y765		Sagittarius		25		Rubles		Gold
	 	3.20g		.999		16.00mm		10,000 枚			 		未使用	 ￥		13,000

971.	 	ワールド･カップ･サッカー記念		100ルーブル（1キロ）銀貨		2002 年		Y789		World		Cup		Soccer		100		Roubles		（1kg）		Silver		Proof
	 	1,112.70g		.900		100.00mm		500 枚			 		プルーフ	 ￥		80,000

971
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978.	 	女神頭像		モルガンタイプ		1ドル銀貨		1884 年（O）		KM110		Morgan		Dollar		Silver
	 	26.73g		.900		38.00mm			 		PCGS		MS65		完全未使用	 ￥		8,000

979.	 	女神頭像		モルガンタイプ		1ドル銀貨		1887年		KM110	 極美 /未	 ￥		3,000

980.	 	女神頭像		モルガンタイプ		1ドル銀貨		1901年（O）		KM110	 NNC		MS64（DMPL）		プルーフライク	 ￥		8,000

981.	 	女神頭像		モルガンタイプ		1ドル銀貨		1921年		KM110	 極美	 ￥		2,000

972.	 	女神頭像		20ドル金貨		1904 年		KM74.3		Liberty		Head		20		Dollars		Gold
	 	33.43g		.900		34.00mm			 		NGC		MS64		未使用	 ￥		140,000

973.	 	女神頭像		20ドル金貨		1904 年		KM74.3	 NGC		MS64		未使用	 ￥		140,000

974.	 	女神頭像		20ドル金貨		1904 年		KM74.3	 PCGS		MS64		未使用	 ￥		140,000

975.	 	女神頭像		20ドル金貨		1904 年		KM74.3	 PCGS		MS64		未使用	 ￥		140,000

976.	 	インディアン頭像		3ドル金貨		1878 年		KM84		Indian		Head		3		Dollars		Gold
	 	5.02g		.900		20.50mm		82,324 枚			 		PCGS		MS62		極美 /未	 ￥		190,000

977.	 	女神頭像		5ドル金貨		1900 年		KM101		Coronet		Head		5		Dollars		Gold
	 	8.35g		.900		21.60mm			 		PCGS		MS64		未使用	 ￥		38,000

アメリカ合 衆国 		/ 	 	United	 	States

982.	 	女神立像		20ドル金貨（モットーなし）		1908 年		KM127		Saint-Gaudens		20		Dollars		Gold		（No		Motto）
	 	33.43g		.900		34.00mm			 		NGC		MS64		極美 /未	 ￥		135,000

983.	 	女神立像		20ドル金貨（モットーなし）		1908 年		KM127	 PCGS		MS64		未使用	 ￥		140,000
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987.	 	女神立像		20ドル金貨		1924 年		KM131		Saint		Gaudens		20		Dollars		Gold
	 	33.43g		.900		34.00mm			 		PCGS		MS66		完全未使用	 ￥		150,000

988.	 	女神立像		20ドル金貨		1926 年		KM131	 NGC		MS65		完全未使用	 ￥		145,000

989.	 	女神立像		20ドル金貨		1927年		KM131	 PCGS		MS65		完全未使用	 ￥		145,000

984.	 	インディアン頭像		2.5ドル金貨		1928 年		KM128		Indian		Head		2.5		Dollars		Gold		4.18g		.900		18.00mm	 極美＋	 ￥		17,000

985.	 	インディアン頭像		5ドル金貨		1910 年		KM129		Indian		Head		5		Dollars		Gold		8.35g		.900		21.60mm	 美	 ￥		33,000

986.	 	インディアン頭像		10ドル金貨（モットーあり）		1926 年		KM130		Indian		Head		10		Dollars		Gold		（with		Motto）
	 	16.71g		.900		27.00mm		洗いあり	 		極美	 ￥		67,000

990.	 	女神頭像		ピースタイプ		1ドル銀貨		1922 年		KM150		Peace		Dollar		Silver		26.73g		.900		38.00mm	 美	 ￥		2,000

991.	 	女神頭像		ピースタイプ		1ドル銀貨		1923 年		KM150		トーン	 PCGS		MS64		未使用	 ￥		6,000

992.	 	女神頭像		ピースタイプ		1ドル銀貨		1925 年		KM150	 NNC		MS66		完全未使用	 ￥		10,000

993.	 	女神頭像		ピースタイプ		1ドル銀貨		1924 年		KM150	 PCGS		MS63		極美 /未	 ￥		4,000

994.	 	イーグル1ドル銀貨		6 年号 6 種揃		American		Eagle		1		Dollar		Silver		6-Pieces
	 	31.10g		.999		40.60mm		1986 〜 88 年、90、92、95 年		一部変色あり	 		6 年号揃未使用	 ￥		9,000

995.	 	イーグル		1ドル銀貨		2004 年		KM273		American		Eagle		1		Dollar		Silver
	 	31.10g		.999		40.60mm			 		NGC		MS69		完全未使用	 ￥		3,000

996.	 	イーグル		1ドル銀貨		2004 年		KM273	 NGC		MS69		完全未使用	 ￥		3,000

997.	 	イーグル		1ドル銀貨		2010 年		KM273	 PCGS		MS69		完全未使用	 ￥		4,000

998.	 	イーグル銀貨発行25周年		1ドル銀貨		2011年		KM273		25th		Anniversary	 NGC		MS70		完全未使用	 ￥		5,000

999.	 	イーグル		1ドル銀貨		2012 年（W）		KM273	 NGC		MS70		完全未使用	 ￥		4,000

1000.	 	イーグル		1ドル銀貨		2012 年（W）		KM273	 NGC		MS70		完全未使用	 ￥		4,000
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1001.	 	イーグル		1ドル銀貨		2013 年（S）		KM273	 NGC		MS69		完全未使用	 ￥		3,000

1002.	 	イーグル		1ドル銀貨		2013 年（W）		KM273	 NGC		MS69		FIRST		RELEASES		完全未使用	 ￥		3,000

1003.	 	イーグル		1ドル銀貨		2014 年（W）		KM273	 NGC		MS70		完全未使用	 ￥		4,000

1004.	 	イーグル		1ドル銀貨		2014 年（W）		KM273	 NGC		MS70		完全未使用	 ￥		4,000

1005.	 	イーグル		1ドル銀貨		2014 年（S）		KM273	 PCGS		MS69		完全未使用	 ￥		3,000

1006.	 	イーグル		1ドル銀貨		2014 年（S）		KM273	 PCGS		MS69		完全未使用	 ￥		3,000

1007.	 	イーグル銀貨発行 30周年		1ドル銀貨		2016 年		30th		Anniversary	 PCGS		MS70		完全未使用	 ￥		4,000

1008.	 	イーグル銀貨発行 30周年		1ドル銀貨		2016 年		30th		Anniversary	 PCGS		MS70		完全未使用	 ￥		4,000

1009.	 	イーグル		1ドル銀貨		2017年		KM273	 NGC		MS70		完全未使用	 ￥		4,000

1010.	 	イーグル		1ドル銀貨		2017年		KM273	 PCGS		MS70		First		Strike		完全未使用	 ￥		4,000

1011.	 	イーグル		1ドル銀貨		2017年		KM273	 PCGS		MS70		First		Strike		完全未使用	 ￥		4,000

1012.	 	イーグル		1ドル銀貨		2017年		KM273	 PCGS		MS69		First		Strike		完全未使用	 ￥		3,000

1013.	 	イーグル		1ドル銀貨		2017年		KM273	 PCGS		MS69		First		Strike		完全未使用	 ￥		3,000

1014.	 	バッファロー図		50ドル（1オンス）金貨		2006 年（W）		Buffalo		50		Dollars		Gold		Proof
	 	31.10g		.9999		32.70mm			 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		130,000

1015.	 	バッファロー図		50ドル（1オンス）金貨		2010 年（W）		49,263 枚	 NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		プルーフ	 ￥		130,000

1016.	 	イーグル		100ドル（1オンス）プラチナ貨		2011年（W）		KM518		American		Eagle		100		Dollars		（1oz）		Platinum		Proof
	 	31.11g		.9995		32.70mm		10,299 枚			 		NGC		PF70		ULTRA		CAMEO		EARLY		RELEASES		プルーフ	 ￥		80,000

1017.	 	自由の女神発行225 年記念		100ドル（1オンス）ハイレリーフ金貨		2017年（W）
	 	American		Liberty		High		Relief		225th		Anniversary		100		Dollars		Gold		Proof
	 	31.10g		.9999		30.61mm			 		PCGS		PR70DCAM		FIRST		STRIKE		プルーフ	 ￥		150,000

1018.	 	ロサンゼルス・オリンピック競技大会記念		金・銀貨 3種揃プルーフ		1983 〜 84 年		KM209 〜211
	 	Los		Angeles		Olympics		Gold		and		Silver		3-Coin		Proof
	 	【10ドル金貨		聖火ランナー図		1984 年（W）		KM211】16.71g		.900		27.00mm
	 	【1ドル銀貨		1983 年		KM209、1984 年		KM210】		26.73g		.900		38.00mm		
	 	各単品ケース		金貨保証書なし	 		3 種揃プルーフ	 ￥		64,000

1019.	 	憲法制定 200周年記念		金・銀貨 2種揃プルーフセット		1987年
	 	The		U.S.		Constitution		200th		Anniversary		Gold		and		Silver		2-Coin		Proof		Set
	 	【5ドル金貨		KM221】8.35g		.900		21.59mm		【1ドル銀貨		KM220】26.73g		.900		38.10mm	 		2 種揃プルーフ	 ￥		31,000
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1020.	 	ソウルオリンピック協賛		金・銀貨 2種プルーフセット		1988 年		KM222〜223
	 	Seoul		Olympics		Commemorative		Gold		and		Silver		2-Coin		Proof		Set
	 	【5ドル金貨		KM223】8.35g		.900		21.59mm		【1ドル銀貨		KM222】26.73g		.900		38.10mm	 		2 種揃プルーフ	 ￥		31,000

1021.	 	第 26 回アトランタ・オリンピック競技大会記念		1ドル銀貨 8 種揃プルーフセット		1995 〜 6 年
	 	Atlanta		Olympics		Games		1		Dollar		Silver		8-Coin		Proof		Set
	 	26.73g		.900		38.10mm		KM259､ 260、263、264、272、A272、268、269		贈呈用ケース入	 		8 種揃プルーフ	 ￥		15,000

1022.	 	各種記念1ドル銀貨		3 種揃		Various		1		Dollar		Silver		3-Coin		Proof
	 	26.73g		.900		38.10mm		①ジャッキーロビンソン50周年記念		1997年		KM279		②白頭ワシ図		2008 年		KM439
	 	③点字開発者		ルイ・ブライユ生誕 200周年記念		2009 年		KM455	 		3 種揃プルーフ	 ￥		6,000

1023.	 	アメリカ合衆国史		銀貨 25 種揃アルバム		The		History		of		the		United		States		Silver		25-Coin		Album
	 	①自由の女神座像		1/4ドル銀貨		1857年		②自由の女神座像		1/2ダイム（5セント）銀貨		1871年		③バーバー1/4ドル銀貨		1894 年		④

バーバーダイム（10 セント）銀貨		1898 年		⑤バーバー1/2ドル銀貨		1899 年		⑥スタンディング・リバティ		1/4ドル銀貨		1929 年		⑦ピー
ス1ドル銀貨		1923 年		⑧マーキュリー		10 セント銀貨		1944 年		⑨ワシントンカバー		1/2ドル銀貨		1951年		⑩アイゼンハワー		1ドル銀
貨		1976 年		⑪ジョージ・ワシントン		1/2ドル銀貨		1982 年		プルーフ		⑫第 23回ロサンゼルス・オリンピック競技大会記念		1ドル銀貨		
1983 年		プルーフ		⑬第 23回ロサンゼルス・オリンピック競技大会記念		1ドル銀貨		1984 年		プルーフ		⑭自由の女神100周年記念		1ド
ル銀貨		1986 年		⑮憲法制定 200周年記念		1ドル銀貨		1987年		⑯第 24 回ソウルオリンピック協賛記念		1ドル銀貨		1988 年		プルーフ		
⑰議会 200 年記念		1ドル銀貨		1989 年		プルーフ		⑱アイゼンハワー生誕100周年記念		1ドル銀貨		1990 年		プルーフ		⑲ブッカー・T・
ワシントン		1/2ドル銀貨		1946 年		⑳朝鮮戦争参加記念		1ドル銀貨		1991年		プルーフ		 21米サービス機構（USO）50周年記念		1ドル銀
貨		1991年		プルーフ		 22コロンブス新大陸発見 500 年記念		1ドル銀貨		1992 年		プルーフ		 23ジェームズ・マディソン（権利の章典 200
周年記念）		1ドル銀貨		1993 年		プルーフ		 24ジェームズ・マディソン（権利の章典 200周年記念）		1/2ドル銀貨		1993 年		プルーフ		 25ワー
ルドカップサッカー記念		1ドル銀貨		1994 年		アルバム破損あり	 		25 種揃	 ￥		17,000

1024.	 	カラカウア1世像		10 セント銀貨		1883 年		KM3		Kalakaua		I		10		Cents		Silver		2.50g		.900		18.00mm		トーン	 美	 ￥		5,000

ハワイ 		/ 	 	Hawaii

トンキン（ ベトナム）		/ 	 	Tonkin-Vietnam

西 アフリカ 		/ 	 	West 	 	Afr ica

1025.	 	1/600ピアストル錫貨		1905 年		KM1		1/600		Piastre		Zinc		2.10g		25.20mm	 NGC		MS61		極美 /未	 ￥		8,000

1026.	 	通貨同盟 20周年記念		5000フラン銀貨		1982 年		KM11		20th		Anniversary		of		Monetary		Union		5000		Francs		Silver
	 	24.95g		.900		37.00mm		トーン	 		PCGS		MS66		完全未使用	 ￥		4,000
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1029.	 	弓と矢を持つダリク王		金・銀貨 2種揃		King		of		Daric		Daric		Gold		and		Siglos		Silver		2-Coin
	 	①弓と槍を持つダリク王 / 陰刻		ダリク金貨		400-336BC		8.29g		NGC		Ch		F		普
	 	②弓と槍を持つダリク王		シグロス銀貨		500BC 頃		NGC		VG		稍劣	 2 種揃	 ￥		120,000

古代コイン 		/ 	 	Ancient	 	Coins
アケメネス朝 	 リディア 		/ 	 	Achaemenid	 	Empire	 	Lydia

ユーゴスラビ ア 		/ 	 	Yugoslavia

トランシルヴァニア 		/ 	 	Transylvania

1027.	 	サラエボ冬季オリンピック競技大会		銀貨 15 種揃プルーフセット		1982〜 4 年		
	 	14th		Winter		Olympic		Games		Sarajevo		Silver		15-Coin		Proof		Set
	 	【100ディナール銀貨		KM90、98、99、105、106（5種）】13.00g		.925		30.00mm
	 	【250ディナール銀貨		KM91、100、101、107、108（5種）】		17.00g		.925		34.00mm
	 	【500ディナール銀貨		KM92、102、103、109、110（5種）】23.00g		.925		38.00mm		
	 	完集用ケース入	 		15 種揃プルーフ	 ￥		10,000

1028.	 	マリア･テレジア像		2デュカット金貨		1765 年		KM631		Maria		Theresia		2		Ducat		Gold
	 	7.00g		.980		約 24.00mm			 		PCGS		MS61		極美 /未	 ￥		160,000

ガリア・マッサリア（マルセイユ）		/ 	 	Gaul 	 	Massal ia

1030.	 	アポロ 4世像		Obol 銀貨		C410-380BC		Apollo		IV		Obol		Silver
	 	0.80g		4 つのスポークを持つ車輪	 		NGC		Ch		AU		極美＋	 ￥		25,000

テッサリア - ラリッサ 		/ 	 	Thessaly-Lar issa

1031.	 	ドラクマ銀貨		4 世紀 BC		Denarius		Silver		約 6.00g	 NGC		Ch		XF		極美＋	 ￥		60,000

1033.	 	スタテル金貨		54BC		Coson		Stater		Gold		8.44g		.999
	 	トラキアのスキタイ人、コソン王発行の金貨。カエサル暗殺によって身の危険を感じ、ローマを逃れたブルータスを支援する目的で

造られたという説があります。	
	 	 NGC		Ch		AU		極美 /未	 ￥		100,000

1032.	 	正逆の双子座図		ドラクマ銀貨		紀元前 4世紀頃		Gemini		Drachm		Silver
	 	約 5.00g		ケース・保証書付	 		NGC		XF		極美	 ￥		20,000

モエシア 	 	 イストロス 		/ 	 	Moesia/ Istrus

スキタイ（ トラキア）		/ 	 	Scy thian-Thracia

1033 10361031 1032 1034 1035

1027

1028

1030

1029

− 104−



1038.	 	ポルシア帝		デナリウス銀貨		BC125		Porcia		Denarius		Silver		3.73g	 普 / 美	 ￥		14,000

1039.	 	ヴェスパシアヌス /セレス坐像		デナリウス銀貨		AD69-79			Vespasianus/Ceres		Seated		Denarius		Silver		
	 	約 3.08g					 		美	 ￥		17,000

1040.	 	トライアヌス		デナリウス銀貨		AD98-117		Trajan		Denalius		Silver		3.33g	 NGC		MS★		未使用	 ￥		60,000

1041.	 	ハドリアヌス		デナリウス銀貨		AD117-138		Hadrian		Denarius		Silver		3.25g	 NGC		MS		極美 /未	 ￥		45,000

1042.	 	ファウスティナ･シニア		デナリウス銀貨		AD138-140/1		Faustina		Sr.		Denarius		Silver		
	 	3.32g					 		NGC		Ch		MS		極美 /未	 ￥		60,000

1043.	 	アウレリアヌス		合金貨（BI）		AD270-275		Aurelian（BI）		3.36g	 NGC		MS		極美 /未	 ￥		25,000

1036.	 	アレクサンダー大王＜アモンの角 / アテナ女神座像＞1ドラクマ銀貨		294-287BC		Alexander		1		Drachm		Silver
	 	4.26g		19.00mm		簡易ケース付	 		美	 ￥		15,000

マケドニア王国 		/ 	 	K ingdom		of 	 	Macedom

ローマ領マケドニア 		/ 	 	Macedonunderrome

古代ローマ帝国 		/ 	 	Roman	 	Empire

古代ギリシャ 		/ 	 	Ancient	 	Greece
セレウコス朝 		/ 	 	Selecuid-K ingdom

1034.	 	アンティオコス 2世		テトラドラクマ銀貨		261-246BC		Antiochus		II		Tetradrachm		Silver
	 	ケース・保証書付	 		NGC		Ch		F		普 / 美	 ￥		50,000

1035.	 	アンティオコス 3世		テトラドラクマ銀貨		222-187BC		Seleucid-Kingdom		Antiochus		III		Tetradrachm		Silver
	 	16.78g					 		NGC		VF		普 / 美	 ￥		50,000

1037.	 	アンフィポリス		テトラドラクマ（4ドラクマ）銀貨		C167-148BC		Amphipolis		Tetradrachm		Silver
	 						 		NGC		XF		美 / 極美	 ￥		45,000

共和制ローマ 		/ 	 	Roman	 	Republic

1044.	 	月桂冠を被ったユピテル神		銀貨		C211-208BC		Vikutoriatus		obv		Jupiter		Silver		3.09g	 NGC		Ch		AU		極美＋	 ￥		25,000

1045.	 	ダイアナ・ルシフェラ女神		デナリウス銀貨		42BC		Colodius		M.f.		Denarius		Silver		
	 	3.64g					 		NGC		Ch		VF		美	 ￥		22,000

1046.	 	マルクス･アントニウス /オクタヴィアヌス		デナリウス銀貨		41BC		Marcus		Antonius/Octavianus		Denarius		Silver
	 	3.68g				簡易ケース付	 		美	 ￥		80,000

1047.	 		象 / 四種の神器		デナリウス銀貨		49BC			Elephant/Four		sacred		treasures		Denarius		Silver		
	 	3.79g				簡易ケース付	 		美	 ￥		60,000

1042 1043 1044 1046 10471045
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東ローマ帝国 		/ 	 	Eastern	 	Roman	 	Empire

ビザ ンティン帝国 		/ 	 	Byzantine	 	Empire

1048.	 	レオ1世		ソリダス金貨		AD457-474		Leo		I		Solidus		Gold		4.48g		.999		約 19.00mm	 NGC		Ch		MS		未使用	 ￥		130,000

1049.	 	ジャスティン1世		ソリダス金貨		AD518-527		Justin		I		Solidus		Gold		4.38g	 NGC		MS		極美 /未	 ￥		85,000

1050.	 	ユスティニアヌス1世像		ソリダス金貨		AD527-565		Justinian		I		Solidus		Gold		4.51g	 NGC		MS		極美 /未	 ￥		85,000

1051.	 	ジャスティン2世		ソリダス金貨		AD565-578		Justin		II		Solidus		Gold	 極美	 ￥		30,000

1052.	 	フォカス		ソリダス金貨		AD602-610		Phocas		Solidus		Gold		4.49g	 NGC		MS		極美 /未	 ￥		65,000

1053.	 	コンスタンティン4世像		1ソリデュス金貨		AD668-685		Constantine		IV		1		Soldius		Gold		
	 	4.48g					 		NGC		MS		極美 /未	 ￥		200,000

1054.	 	ティベリオス 3世像		1ソリデュス金貨		AD698-705		Tiderius		III		1		Soldius		Gold		4.45g	 NGC		MS		極美 /未	 ￥		120,000

各国 	 	 金・銀 貨セットその 他 	 	 /
Var ious	 	Countr ies 	 	Gold, 	 	Si lver 	 	Coin	 	Set 	 	etc .
バミューダ /Bermuda

1055.	 	通常銀貨他 6 種揃プルーフセット		1970 年		KMPS1		6-Coin		Proof		Set
	 	10,000 セット		保証書なし・一部変色あり	 	 ￥		2,000

英領バージン諸島 		/ 	 	Br it ish	 	V irgin	 	 Is lands

1056.	 	通常貨 6 種揃プルーフセット		1974 年		KMPS2		6-Coin		Proof		Set	 	 ￥		2,000

フランス 		/ 	 	France

1057.	 	各種記念銀及び白銅貨		4点揃		Various		Commemorative		Silver		and		Copper-Nickel		4-Pieces
	 	①エミール・ゾラ生誕100周年記念		100フラン銀貨		1985 年		KM957		未使用		（15.00g		.900		31.00mm）		②ローラン・ギャロス生誕

100周年記念		10フラン銀貨		1988 年		KM965b		プルーフ		（12.00g		.950		26.00mm		10,000 枚）		③共和国創建 200周年記念		1フラン
銀貨		1992 年		KM1005		プルーフ		（15.55g		.900		28.00mm		30,000 枚）		④フランス貨幣 2000 年史		第 2 次		5フラン白銅貨 3種未使用
セット		2000 年		（10.00g		29.00mm		ジャン2世最初のフラン金貨		KM1962、アンリ3世最初のフラン金貨		KM1963、ルイ13世のルイ
金貨		KM1964）	 		4 点揃	 ￥		5,000

1048

1052 1053 1054

1049 1050 1051

1056
1060

1055

− 106−



英国 		/ 	 	Great 	 	Br itain

1058.	 	各種記念 2ポンド貨		4点揃		2		Pounds		Silver		and		Blass		4-Coin
	 	①第 13回英連邦競技大会記念		2 ポンド銀貨		1986 年		KM947a		未使用		（15.98g		.500		28.40mm）		②国連 50周年記念		2 ポンド銀

貨ピエフォープルーフ		1995 年		KMP22		（31.96g		.925		28.40mm		10,000 枚）		③第 13回英連邦競技大会記念		2 ポンドニッケル黄銅貨		
1986 年		KM947		未使用		（15.98g		28.40mm）		④英国銀行 300周年記念		2 ポンド黄銅貨		年号なし（1994 年）KM968		未使用		（15.98g		
28.40mm）	 		4 点揃	 ￥		5,000

1059.	 	各種記念 5ポンド白銅貨ブリスターパック入		4点揃		Commemorative		5		Pounds		Copper-Nickel		4-Pieces
	 	28.28g		38.61mm		①エリザベス 2世女王生誕 70周年記念		5ポンド白銅貨		1996 年		KM974		②エリザベス 2世女王・フィリップ殿下

金婚式記念		5ポンド白銅貨		1997年		KM977		③エリザベス 2世女王戴冠 60周年記念		5ポンド白銅貨		2013 年		KM1242		④ヴィクトリ
ア王朝終焉100周年記念		5ポンド白銅貨		2001年		KM1015

	 		 		4 点揃未使用	 ￥		3,000

イタリア 		/ 	 	 I taly

1060.	 	エンニオ･モリコーネ記念貨入通常貨		銀貨他11種未使用セット		1996 年		KMMS33
	 	11-Coin		Mint		Set		with		Eugenio		Montale		Silver		Coin		45,000 セット	 	 ￥		3,000

1061.	 	ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ生誕 400 年記念貨入通常貨		銀貨他12 種未使用セット		1998 年		KMMS35
	 	12-Coin		Mint		Set		with		Gian		Lorenzo		Bernini		400th		Birthday		Silver		Coin		55,200 セット	 	 ￥		3,000

1062.	 	ヴィットーリオ・アルフィエーリ生誕 250 年記念貨入通常貨		銀貨他12 種未使用セット		1999 年		KMMS37
	 	12-Coin		Mint		Set		with		Vittorio		Alfieri		250th		Birthday		Silver		Coin		51,800 セット	 	 ￥		3,000

1063.	 	ジョルダーノ・ブルーノ追悼 400 年記念貨入通常貨		銀貨他12 種未使用セット		2000 年		KMMS38
	 	12-Coin		Mint		Set		with		400th		Mourning		of		Giordano		Bruno		Silver		Coin		50,000 セット	 	 ￥		4,000

アメリカ合 衆国 		/ 	 	United	 	States

1064.	 	各種記念貨及び通常貨セット		7点揃		Various		Set		and		Coin		7-Pieces
	 	①アイゼンハワー		1ドル銀貨		1971年		KM203a		（24.59g		.400		38.10mm）		ブリスターパック入メダル付		未使用		②建国 200 周年記念

＜月と独立の鐘＞白銅張銅貨 3種未使用セット		1976 年		③通常貨 6 種プルーフセット		1980 年		④ロサンゼルス・オリンピック競技大
会記念		円盤投図		1ドル銀貨		1983 年		KM209		（26.73g		.900		38.00mm）		未使用		⑤自由の女神100周年記念		銀・白銅貨 2種プルー
フセット		1986 年		1ドル銀貨		KM214（26.73g		.900		38.10mm）		50 セント白銅貨		KM212		（11.34g		30.60mm）		⑥植物庭園175 年記
念＜バラ図＞		1ドル銀貨		1997年		KM278		（26.73g		.900		38.10mm）		プルーフ		⑦議会 200 周年記念		銀・白銅貨 2種未使用セット		
1989 年		1ドル銀貨		KM225		（26.73g		.900		38.10mm）		50 セント白銅貨		KM224		（11.34g		30.60mm）

	 	 		7点揃	 ￥		6,000

各国 		/ 	 	Var ious	 	Countr ies

1065.	 	2001年銘	ユーロ・プログラム	ユーロ導入12カ国揃原稿コイン79 枚・紙幣 12枚セット
	 	Euro		Program		2001		Eurozone		12		Countries		79-Coin		&		12-Banknote		Set
	 	①オーストリア		10 グロシェンから10シリングまでコイン5種類、20シリング紙幣		②ベルギー		50 サンチームから50フランまで 5種

類、100フラン紙幣		③フィンランド		10 ぺニアから10マルカまで 5種類、20マルカ紙幣		④フランス		5サンチームから20フランまで
9 種類、20フラン紙幣		⑤ドイツ		1ペニヒから5マルクまで 8 種類、5マルク紙幣		⑥ギリシャ		1ドラクマから100ドラクマまで7種
類、200ドラクマ紙幣		⑦アイルランド		1ペニーから1ポンドまで7種類、5ポンド紙幣		⑧イタリア		5リラから1000リラまで 8 種類、
1000リラ紙幣		⑨ルクセンブルク		1フランから50フランまで4種類、100フラン紙幣		⑩オランダ		5セントから5ギルダーまで 6 種類、
10ギルダー紙幣		⑪ポルトガル		1エスクードから200エスクードまで7種類、500エスクード紙幣		⑫スペイン		1ペセタから500 ペセタ
まで 8 種類、1000 ペセタ紙幣

	 収集アルバム入		ユーロ・プログラム説明書付	 12 カ国揃	 ￥		10,000

1065

− 107−

※ケース・紙幣は全て縮小図となります。



1066.	 	ペニー・ブラック1クラウン銀貨及びトゥペニー・ブルー5ポンドチタニウム		2 種揃プルーフセット
	 	Penny		Black		1		Crown		and		Tuppenny		Blue		5		Pounds		2-Coin		Proof		Set
	 	①マン島		ブラックペニー切手150周年記念		1クラウン銀貨		1990 年		KM267a		（28.28g		.925		38.50mm）
	 	②ジブラルタル		ペニーブルー切手160周年記念		5ポンドチタニウム貨		2000 年		KM885		（10.00g		約 36.00mm）
	 	 		2 種揃プルーフ	 ￥		5,000

1067.	 	6カ国各種銀貨		6点揃		6-Countries		Silver		6-Coin
	 	①アメリカ合衆国		女神頭像		モルガンタイプ		1ドル銀貨		1921年		KM110		（26.73g		.900		38.00mm）		美		②メキシコ		ワシ図		5 ペソ銀貨		

1948 年		KM465		（30.00g		.900		40.00mm）		未使用		③ペルー		女神座像		1ソル銀貨		1934 年		KM218		（25.00g		.500		37.00mm）		美		
④英国		ジョージ 5世治世 25周年記念		1クラウン銀貨		1935 年		KM842		（28.28g		.500		38.61mm）		極美		⑤オランダ		ウィルヘルミナ女
王		2-1/2グルデン銀貨		1931年		KM165		（25.00g		.720		38.00mm）		極美 /未		⑥南アフリカ		ケープタウン入植 300 年記念		5シリング銀
貨		1952 年		KM41		（28.28g		.500		38.61mm）		未使用

	 ケース入	 		6点揃	 ￥		8,000

1068.	 	3ヵ国プルーフセット		3点揃		3-Countries		Proof		Set		3-Pieces
	 	①英領バージン諸島		通常貨 6 種揃プルーフセット		1973 年		KMPS1
	 	②ジャマイカ		記念貨及び通常貨 8 種揃プルーフセット		1974 年		KMPS11
	 	③ガンビア		銀貨及び通常貨 7種揃プルーフセット		1966/1970 年		KMPS2		変色あり	 		3点揃	 ￥		8,000

1069.	 	2ヵ国プルーフセット		2 点揃		2-Countries		Proof		Set		2-Pieces
	 	①サモア		通常貨		7 種銀貨プルーフセット		1974 年		KMPS2		保証書なし
	 	②ベリーズ		新貨幣発行記念		通常貨銀貨 8 種揃プルーフセット		1974 年		KMPS2	 		2 点揃	 ￥		8,000

1070.	 	夏季・冬季オリンピック記念		銀・白銅貨		22 種揃アルバム		Olympic		Games		Silver		22-Coin		Album
	 	①日本		東京オリンピック記念		1000 円銀貨		昭和 39 年（1964 年）		②メキシコ		第 19 回メキシコオリンピック記念		25 ペソ銀貨（第 3型）		

1968 年		③西ドイツ		ミュンヘンオリンピック		第 1次		10 マルク銀貨		1972 年		④カナダ		第 21回モントリオール・オリンピック競技大
会		第 2 次		カヌー		5ドル銀貨		1974 年		⑤カナダ		第 21回モントリオール・オリンピック競技大会		第 4 次		女子槍投		5ドル銀貨		1975
年		⑥カナダ		第 21回モントリオール・オリンピック競技大会		第 3 次		球競ラクロス		10ドル銀貨		1974 年		⑦ソビエト連邦		モスクワオ
リンピック記念		第 3 次		バスケットボール		10ルーブル銀貨		1979 年		⑧ソビエト連邦		モスクワオリンピック記念		第 2 次		短距離走者		5
ルーブル銀貨		1978 年		⑨アメリカ		第 23 回ロサンゼルス・オリンピック競技大会記念		1ドル銀貨		1984 年		⑩韓国		ソウルオリンピック
競技大会		第 1次		ホドリ		5000ウォン銀貨		1986 年		プルーフ		⑪韓国		ソウルオリンピック競技大会		第 2 次		スタジアム		5000ウォン銀
貨		1987年		プルーフ⑫韓国		ソウルオリンピック競技大会		第 1次		飛込み		10000ウォン銀貨		1987年		プルーフ（キズあり）		⑬スペイン		
バルセロナオリンピック競技大会		第 1次		サッカー		2000 ペセタ銀貨		1990 年（キズあり）		⑭アメリカ		アトランタオリンピック競技大会		
第 4 次		走高跳		1ドル銀貨		1996 年		プルーフ		⑮オーストリア		第 12回冬季オリンピック競技大会		第 3 次		スキーヤー		100 シリング銀
貨		1976 年		⑯ユーゴスラビア		サラエボオリンピック競技大会		スキージャンプ		500 ディナール銀貨		1983 年		プルーフ（キズあり）		⑰
ユーゴスラビア		サラエボオリンピック競技大会		サラエボの景色		250 ディナール銀貨		1982 年		プルーフ（キズあり）		⑱ユーゴスラビア		
サラエボオリンピック競技大会		アイスホッケー		100 ディナール銀貨		1982 年		プルーフ		⑲カナダ		カルガリーオリンピック競技大会		第
4 次		フィギュアスケート		20ドル銀貨		1987年		プルーフ（キズあり）		⑳フランス		アルベールビルオリンピック競技大会		第 2 次		ボブス
レー		100フラン銀貨		1990 年		プルーフ（キズあり）		 21ノルウェー		リレハンメルオリンピック競技大会		スキージャンプ		100 クローナ銀
貨		1992 年		プルーフ（キズあり）		 22フランス		クーベルタン男爵		20フラントリメタル貨		1994 年	 		22 種揃	 ￥		17,000

1071.	 	ヴィクトリア王朝終焉100 年		3カ国 3点揃		2001年		Centennial-End		of		the		Victoria		Dynasty		3-Countries		3-Coin
	 	①フォークランド		ヴィクトリア王朝終焉100 年記念		50 ペンス白銅貨		2001年		（29.10g		38.60mm）		②トリスタン･ダ･クーニャ		50 ペ

ンス白銅貨		2001年		KM13		（29.60g		38.70mm）		③ジブラルタル		1クラウン白銅貨		2001年		KM914		（28.28g		38.60mm）
	 	 		3点揃未使用	 ￥		2,000
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各種メダル 		/ 	 	Medal
日本 		/ 	 	 Japan

1072.	 	天正菱大判金型		純銀メダル		2 点揃		Tensho-Hishi		Oban		Kin		Replica		Silver		Medal		2-Pieces
	 	30.98g 及び 23.25g		品位共に .999		ケース・保証書なし	 		2 点揃未使用	 ￥		2,000

1073.	 	明治 3年（1870 年）銘		旧 1円銀貨型銀メダル		Old		type		1		Yen		Silver		M3（1870）		Replica		Silver		Medal
	 	B.H.Mayers 製	 		未使用	 ￥		3,000

1074.	 	明治大帝100 年記念		明治天皇肖像		純銀メダル		昭和 41年（1966 年）		Centennial		of		Meiji		Emperor		Silver		Medal
	 	89.00g		.998		60.00mm			発売元：財団法人		皇学館後援会	 		未使用	 ￥		6,000

1075.	 	アポロ11号		月面着陸記念		純銀メダル		昭和 44 年（1969 年）		Apollo		11		Moon		Landing		Silver		Medal
	 	35.46g		.999				 		未使用	 ￥		2,000

1076.	 	第 6 回アジア競技大会記念		純銀メダル		昭和 45 年（1970 年）		Sixth		Asian		Games		Silver		Medal
	 	80.34g		.999			製造：三井金属工業株式会社		保証書なし	 		未使用	 ￥		4,000

1077.	 	第 11回札幌オリンピック冬季大会記念		純銀メダル		昭和 47年（1972 年）
	 	11th		Olympic		Winter		Games		Sapporo		1972		Silver		Medal
	 	104.00g		.999			製造：大蔵省造幣局		デザイン：北村西望		保証書なし	 		未使用	 ￥		4,000

1078.	 	第 11回札幌オリンピック冬季大会記念		純銀メダル		昭和 47年（1972 年）	 		未使用	 ￥		4,000

1079.	 	天皇在位 50 年祝典記念		純金メダル		昭和 51年（1976 年）		The		50th			Year		of		Emperor		on		the		throne		Gold		Medal		Proof
	 	10.20g		.999			保証書なし		金さびあり	 		プルーフ	 ￥		40,000
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1080.	 	新日本銀行券発行記念		純銀メダル		昭和 59 年（1984 年）		New		Bank		of		Japan		Publication		Silver		Medal
	 	120.00g		.999		55.00mm		銀いぶし仕上げ		保証書なし	 		未使用	 ￥		5,000

1081.	 	桜の通り抜け＜一葉＞		純銀メダル		平成 8 年（1996 年）		Cherry		Blossom		Viewing		Silver		Medal
	 	120.00g		.999		55.00mm			 		未使用	 ￥		6,000

1082.	 	花のまわりみち＜楊貴妃＞		純銀メダル		平成 8 年（1996 年）		The		circumference		of		the		flower		rises		Silver		Medal
	 	120.00g		.999		55.00mm			 		未使用	 ￥		6,000

1083.	 	昭和天皇の御代		純銀製純金仕上げメダル12枚コレクション		平成 8 年（1996 年）		Emperor		Hirohito		Silver		Gilt		12-Medal		Collection
	 	約 39.00g		.9999		44.00mm		①「国土緑化全国植樹祭行幸」		②「戦後の復興地方御巡幸」		③「御在位六十年記念式典」		④「御即位大

礼紫宸殿の御儀」		⑤「御在位五十年記念式典」		⑥「御前会議終戦の御聖断」		⑦「両陛下米国御訪問」		⑧「両陛下欧州御訪問」		⑨「皇
太子殿下立太子礼」		⑩「東京オリンピック開会の御宣言」		⑪「御登極朝見の御儀」		⑫「生物学御研究御著書の出版」

	 	 		12 枚未使用	 ￥		12,000

1084.	 	桜の通り抜け＜市原虎の尾＞		純銀メダル		平成 9 年（1997年）		Cherry		Blossom		Viewing		Silver		Medal
	 	120.00g		.999		55.00mm			 		未使用	 ￥		6,000

1085.	 	花のまわりみち＜紅華＞		純銀メダル		平成 9 年（1997年）		The		circumference		of		the		flower		rises		Silver		Medal
	 	120.00g		.999		55.00mm			 		未使用	 ￥		6,000

1086.	 	桜の通り抜け＜福禄寿＞		純銀メダル		平成 10 年（1998 年）		Cherry		Blossom		Viewing		Silver		Medal
	 	120.00g		.999		55.00mm			 		未使用	 ￥		6,000
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1087.	 	花のまわりみち＜普賢象＞		純銀メダル		平成 10 年（1998 年）		The		circumference		of		the		flower		rises		Silver		Medal
	 	120.00g		.999		55.00mm			 		未使用	 ￥		6,000

1088.	 	桜の通り抜け＜鬱金 /うさぎ＞		純銀メダル		平成 11年（1999 年）		Cherry		Blossom		Viewing		Silver		Medal
	 	120.00g		.999		55.00mm			 		未使用	 ￥		6,000

1089.	 	桜の通り抜け＜楊貴妃 /たつのおとしご＞		純銀メダル		平成 12 年（2000 年）		Cherry		Blossom		Viewing		Silver		Medal
	 	120.00g		.999		55.00mm			 		未使用	 ￥		6,000

1090.	 	敬宮愛子内親王殿下御誕生記念		純銀メダル		平成 13 年（2001年）
	 	Birth		of		Her		Imperial		Highness		Toshinomiya		Princess		Aiko		Silver		Medal		160.00g		.999		60.00mm	 未使用	 ￥		7,000

1091.	 	敬宮愛子内親王殿下御誕生記念		純銀メダル		平成 13 年（2001年）	 未使用	 ￥		7,000

1092.	 	桜の通り抜け＜蘭蘭 /2002と午＞		純銀メダル		平成 14 年（2002 年）		Cherry		Blossom		Viewing		Silver		Medal
	 	120.00g		.999		55.00mm			 		未使用	 ￥		6,000

1093.	 	2002FIFAワールドカップ ™ 記念貨幣発行記念		純銀メダル（一部金メッキ）		平成 14 年（2002 年）
	 	The		2002		FIFA		World		Cup™		Silver		Medal		130.00g		.999		55.00mm	 未使用	 ￥		8,000
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1094.	 	2005 年日本国際博覧会・中部国際空港開港記念貨幣発行記念純銀メダル		2 種揃未使用セット		平成 17年（2005 年）
	 	EXPO		2005		Aichi		and		The		Opening		of		Chubu		Airport		2-Silver		Medal		Set
	 	【日本国際博覧会】160.00g		.999		60.00mm		銀いぶし仕上げ、一部金メッキ、カラー印刷
	 	【中部国際空港開港記念】160.00g		.999		60.00mm		銀いぶし仕上げ	 		2 種揃未使用	 ￥		15,000

1095.	 	国宝章牌＜法隆寺＞		純銀メダル		平成 19 年（2007年）		National		Treasure		Horyuji		temple		Silver		Medal
	 	155.00g		.999		60.00mm		銀いぶし仕上げ		保証書なし	 		未使用	 ￥		8,000

1096.	 	ユニバーサル技能五輪記念		純銀メダル		平成 19 年（2007年）		International		Skills		Festival		Colorized		Silver		Medal
	 	160.00g		.999		60.00mm		銀いぶし仕上げ	 		未使用	 ￥		10,000

1097.	 	日蘭通商 400周年記念		純銀メダル		平成 21年（2009 年）
	 	400th		Anniversary		of		Trade		Relations		between		Japan		and		the		Netherlands		Silver		Medal
	 	160.00g		.999		60.00mm		銀いぶし仕上げ	 		未使用	 ￥		10,000

1098.	 	伊達政宗肖像		純銀メダル		平成 25 年（2013 年）		Masamune		Date		Silver		Medal
	 	160.00g		.999		60.00mm		銀いぶし仕上げ	 		未使用	 ￥		10,000

1099.	 	記念貨幣発行 50周年記念		純銀メダル		平成 26 年（2014 年）		50th		Anniversary		of		the		First		Commemorative		Coin		Silver		Medal
	 	160.00g		.999		60.00mm		銀いぶし仕上げ	 		未使用	 ￥		8,000
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1100.	 	新幹線鉄道開業 50周年記念		純銀メダル		平成 26 年（2014 年）		50th		Anniversary		of		Sinkansen		Silver		Medal
	 	160.00g		.999		60.00mm		表面：銀いぶし仕上げ/ 裏面：カラー印刷	 		未使用	 ￥		10,000

1101.	 	桜の通り抜け＜一葉＞		純銀メダル		平成 27年（2015 年）		Cherry		Blossom		Viewing		Silver		Medal
	 	135.00g		.999		55.00mm		表面：銀いぶし仕上げ/ 裏面：カラー印刷	 		未使用	 ￥		8,000

1102.	 	世界文化遺産		明治日本の産業革命遺産		銀メダル3点プルーフセット		平成 28 年（2016 年）
	 	World		Cultural		Heritage		Meiji		Industrial		Revolution		3-Silver		Medal		Proof		Set
	 	約 20.00g		.925		35.00mm		カラーメダル2枚、ホログラムメダル1枚	 		3点プルーフ	 ￥		4,000

1103.	 	地方自治法施行 60周年記念貨幣全47都道府県発行記念		純銀メダル		平成 28 年（2016 年）
	 	Commemoration		of		The		60th		Anniversary		of		Enforcement		of		the		Local		Autonomy		Law		Commemorative		Coin		Issue		Silver		Medal
	 	160.00g		.999		60.00mm		表面：銀いぶし仕上げ/ 裏面：潜像加工技術	 		未使用	 ￥		8,000

1104.	 	春日大社		純銀メダル		平成 28 年（2016 年）		Kasugataisha		Silver		Medal
	 	160.00g		.999		60.00mm		銀いぶし仕上げ	 		未使用	 ￥		8,000

1105.	 	桜の通り抜け＜牡丹＞		純銀メダル		平成 28 年（2016 年）		Cherry		Blossom		Viewing		Silver		Medal
	 	135.00g		.999		55.00mm		銀いぶし仕上げ/ 裏面：カラー印刷	 		未使用	 ￥		8,000

1106.	 	元離宮二条城		純銀メダル		平成 29 年（2017年）		Nijyojyo		Silver		Medal
	 	160.00g		.999		60.00mm		銀いぶし仕上げ	 		未使用	 ￥		8,000

1107.	 	第 8 回アジア冬季競技大会記念		純銀メダル		平成 29 年（2017年）		Sapporo		Asian		Winter		Games		Silver		Medal
	 	160.00g		.999		60.00mm		表面：銀いぶし仕上げ/ 裏面：カラー印刷	 		未使用	 ￥		8,000

1108.	 	桜の通り抜け＜鬱金＞		純銀メダル		平成 29 年（2017年）		Cherry		Blossom		Viewing		Silver		Medal
	 	135.00g		.999		55.00mm		表面：銀いぶし仕上げ/ 裏面：カラー印刷	 		未使用	 ￥		8,000

1109.	 	桜の通り抜け＜大提灯＞		純銀メダル		平成 30 年（2018 年）		Cherry		Blossom		Viewing		Silver		Medal
	 	135.00g		.999		55.00mm		表面：銀いぶし仕上げ/ 裏面：カラー印刷	 		未使用	 ￥		8,000

英国 		/ 	 	Great 	 	Br itain

1110.	 	ウィンストン･チャーチル像		銀メダル		1965 年		Winstin		Churchil		Silver		Medal
	 	81.20g		トーン		変色あり	 		プルーフライク	 ￥		5,000

1111.	 	エリザベス 2世女王日本訪問記念		純銀メダル		1975 年		Elizabeth		II		Visit		to		Japan		Silver		Medal
	 	61.14g		.999			保証書なし	 		未使用	 ￥		3,000
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韓国 		/ 	 	South	 	Korea

1112.	 	米韓友好条約100周年		5 オンス銀メダル		1987年		Centenary		of		the		American-Korean		Treaty		of		Amity		5oz		Silver		Medal
	 	155.5175g		.999		65.00mm		1,000 枚			 		プルーフ	 ￥		20,000

1113.	 	米韓友好条約100周年		5 オンス銀メダル		1987年	 		プルーフ	 ￥		20,000

シンガポール 		/ 	 	Singapore

1114.	 	国際コインショーSICC		ラッフルズ		12オンス銀メダル		1987年		XMB33		SICC		Sramford		Raffles		12oz		Silver		Medal
	 	373.60g		.999		88.00mm		188 枚		保証書なし	 		プルーフライク	 ￥		25,000

1115.	 	国際コインショーSICC		ラッフルズ		12オンス銀メダル		1987年		XMB33	 		プルーフライク	 ￥		25,000

スイス 		/ 	 	Switzer land

1116.	 	ルツェルン州		ライオン座像		1オンス銀メダル		1988 年		KMXMB25		Luzern		Male		Lion		Left		1oz		Silver		Medal		Proof
	 	31.33g		.9999		31.90mm		＜嘆きのライオン＞	 		PCGS		PR63DCAM		プルーフ	 ￥		3,000

アメリカ合 衆国 		/ 	 	United	 	States

1117.	 	ミッキーズ・ラック＜夜空の星を指差すミッキー＞		1/4 オンス金メダル		1987年		Mickeys		Luck		1/4oz		Gold		Medal		Proof
	 	7.77g		.999		50,000 枚			 		プルーフ	 ￥		40,000

1112
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各国 		/ 	 	Var ious	 	Countr ies

1118.	 	オリンピック冬季大会歴代公式記念純銀メダル		10 種揃セット		Olympic		Winter		Games		Silver		Medal		10-Pieces
	 	16.40g		.999		約 23.00mm		第 1回（1924 年）		フランス		シャモニー・モンブラン、第 2回（1928 年）		スイス		サンモリッツ、第 3回（1932

年）		アメリカ		レーク・プラシッド、第 4回（1936 年）		ドイツ		ガルミッシュバルテンキルヘン、第 5回（1948 年）		スイス		サンモリッツ、
第 6回（1952 年）		ノルウェー		オスロ、第 7回（1956 年）		イタリア		コルチナ･ダンベッツォ、第 8回（1960 年）		アメリカ		スクォー・バ
レー、第 9回（1964 年）		オーストリア		インスブルック、第10 回（1968 年）		フランス		グルノーブル		開催各国オリンピック委員会公認（承
認番号JOC		71-P-04）	 		10 種揃未使用	 ￥		6,000

紙幣 		/ 	 	Paper	 	Money
朝 鮮 		/ 	 	Korea

1119.	 	朝鮮銀行紙幣		8 枚揃		Bank		of		Korea		8-Peper		Money
	 	昭和 12 年（1937年）支払金票 50 銭・10 銭票、500ウォン1枚、100ウォン3枚、10ウォン1枚、50 銭 1枚
	 	 		8 枚揃美〜未使用	 ￥		10,000

各国 		/ 	 	Var ious	 	Countr ies

1120.	 	各国紙幣各種		20 枚揃		20-Paper		Money
	 	インドネシア、オーストラリア、フィリピン、ブラジル他	 		20 枚揃	 ￥		5,000

1120
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。



　1.	 	株式会社泰星オークション（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、特に記述された品を除き、

すべて真正品であることを保証します。

	 	○	第三者の評価会社（PCGS、NGC、ANACS、ICG、PMG、WBGを含みますがこれらに限定しません）が評価した落札品の状

態を根拠に当社は責任を負いません。

	 	口頭または書面を問わず、カタログおよび状態報告書等にて、当社が解説するロットの詳細（作者名、制作地、制作日、年

数、寸法、素材、帰属、真性、来歴、状態または推定落札価格等）は、あくまでも当社の意見を示したものであり、決定的

な事実の陳述として依拠できる情報ではありません。カタログおよびウェブサイトに掲載される図版はあくまで参考資料と

してご利用いただくことを目的とするものであり、出品商品の色彩・色調を正確に表すものではありません。その描写が実

物と異なることを理由に、または、カタログおよびウェブサイトの図版で明らかに認識できる消印、中心線、余白、目打ち線、

その他の特質を理由に、これらロットを拒否することはできません。推定落札価格は、ロットの実際の落札額またはその他

の目的におけるロットの価値を正確に表した情報として依拠できるものではありません。

	 	その年数または性質を理由に完璧な状態と特定できない出品商品も数多くあり、カタログまたは状態報告書の解説・説明に

損傷および／または複製に関する参照事項が記載される場合があります。こうした情報は当社が参照情報として提供するも

のであり、当該記載がない場合に出品商品に欠陥または修復がないこと、または特定の欠陥に関する記載がある場合に出品

商品にその他の欠陥がないことを暗示するものではありません。

	 	同条項に定める事項を除き、詐欺行為がない場合に限り、出品者または当社、それぞれの社員または代理人は、ロットの作者名、

制作地、制作日、年数、帰属、真性または来歴に関する記述の正確性、その他記載事項の誤り、またはロットの欠陥または

瑕疵に対する一切の責任を負わないものとします。すべての利害関係者が当該事項に対して独自の判断を行使し、これに依

拠するものとします。
　2.	 	それぞれの競売品に記載されている価格は、競売に応じ得る最低価格です。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。

　3.	 	当社のカタログまたはウェブサイトで入手可能なフォームを提出して、お客様が当社に事前入札を依頼された場合、当社は

合理的な努力を尽くして当該入札を実施するものとします。ただし、オークション毎に定められた時間前までに当社が当該

依頼を受領することを条件とします。委託入札は、売却時のその他の業務との兼ね合いで実施されるものであり、オークショ

ンの状況によってはお客様の希望通りに入札を履行できない恐れもあります。事前入札は、所定の条件で買受希望者に提供

される無償サービスです。事前入札を履行できなかった場合における責任について当社は一切負うことはできません。

　4.	 	それぞれの競売品において最高入札者を落札者とします。尚、競売に参加している全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.	 	当社は、お客様の便宜を考慮して、リアルタイムで入札状況を確認し、入札することが出来るインターネット入札サービス

を提供させていただいております。インターネット入札は https://auctions.taiseicoins.com/ にて登録することでご利用いただ

けます。その際ログイン情報としてお客様の ｢氏名｣ ｢住所｣ ｢電話番号｣ ｢メールアドレス｣ ｢パスワード｣ 等を登録させてい

ただきます。ここで登録された個人情報はオークションシステムへのログインや商品発送、商品のご案内及び販促の目的に

のみ利用させていただきます。尚、登録の情報について、明らかな誤記等合理的であると認められる範囲内において当該情

報を修正する場合がございます。

	 	この情報は日本、米国または欧州のデータ保護法）に則り適切に管理されます。該当する保護法についての情報は当社ホー

ムページに記載された情報をご覧ください。

	 	次の各号に起因する障害または不履行を含む（これらに限定されません）、オンライン入札の障害または不履行について当社

は一切の責任を負いません。	（1）	何らかの理由による一方当事者のインターネット接続の切断、（2）	オンライン入札ソフト

ウェアの故障または不具合および／または、（3）お客様のインターネット接続、コンピュータまたはシステムの故障または

不具合。

	 	当オンライン ･サービスは、オークション実施時におけるその他の業務との兼ね合いで実施される無料サービスであるため、

オンライン入札の不履行または当該活動に関連する障害または不作為について、当社は一切の責任を負いません。

	 	当規約のいずれかの条項が明示的にデータ保護法を矛盾する場合、データ保護法の矛盾する条項がその効力を上回るものと

します。
　6.	 	落札者は、落札価格に対して10％の手数料と手数料にかかる消費税及び送料を加算の上、当社にお支払下さい。落札品に対

するお支払いは、日本通貨を持って行うものとし、落札通知書の到着日から7営業日以内に当社に支払うものと致します。

競売に関する規程ならびに条件
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	 	当社は全てのロットに例外なく、落札者が全額決済されるまでは商品の引き渡しはしないものと致します。

	 	いずれかのロットにつき、お客様がオークション実施後の60日以内に出品者と個別の売買契約を締結した場合、当社は、出

品者の排他的な代理人として、本規約に基づき適用される入札者手数料をお客様に請求し、出品者との契約条件に基づく手

数料を出品者に請求する権利を有するものとします。

　7.	 	落札者が支払い期間内に全額決済されない時は、現行金利を上乗せして再度ご請求致します。再請求後もお支払が無い場合は、

売買契約を解除し、今後当該落札者に対して一切のお取引に応じないものと致します。尚、お客様都合でのやむを得ぬキャ

ンセルにつきましては売買契約キャンセル料として合理的な費用（落札決定額の 10%、経費、損害賠償金、弁護士費用、売

却等に関連するあらゆる種類の費用および手数料を含みます）を申し受けます。

	 	また、その他当社が適切とみなす措置を講じます。

　8.	 	落札決定により出品者と落札者の間で売買契約が成立致します。従って下見の有無にかかわらず返品は認められません。こ

れは事前入札による落札者も同様となります。

	 	但し、1の条項における真贋の鑑定に不測の理由が生じた時は、落札者本人に限り例外が認められます。その場合、落札商品

受領後1週間以内に、納品時と完全に同じ状態である事を条件に、当社へご返送ください。商品確認後、受領済みの売買代金、

手数料を落札者に返還致します。但し、当社はそれ以外に一切の義務は生じないものとし、利息、損害賠償金の支払いは致

しません。尚、返品にかかわる送料等の経費は落札者の負担とします。

	 	下記の事項を理由とした返品には応じられません。

	 	○	PCGS 社／NGC社などの他社による樹脂ケース入りコイン全般の評価結果

	 	○	「返品不可」などの特記事項のある品物

	 	○	規定期限を経過したのちに支払いのあった場合

	 	○	出品者への清算が完了した後

	 	○	当社が同意しかねるほど、返品理由に正当性を欠く場合

　9.	 	本競売に参加する方は、この競売に関する規程ならびに条件を全てご了承されましてから競売開始前に、予め登録を行って

ください。過去に当社とのお取引がない方、面識のない方、その他競売人が必要と認めた場合、競売以前にご本人確認のた

め身分証明書、資産証明書の提示、または50万円を上限とする入札保証金を要求する場合がございます。落札されなかった

場合、保証金は全てご返却致します。

	 	当社が取得させて頂きます個人情報は、当社の「個人情報保護規程」に基づき適切に管理させて頂きます。また、当社の判

断により、理由を述べることなく、登録希望者の登録や競売会場への入場を拒否する場合がございます。

10.	 	引渡し前の落札品は当社の運送保険を付保するものとします。尚、保管中に自然災害またはお客様のご登録された情報の瑕

疵に由来する事由による紛失・破損・滅失等の場合は免責とし、当社は一切の責任を負わないものとします。

11.	 	落札品の引渡しにおいて、お客様ご指定の住所へ配送をご希望される場合、送料を別途ご請求致します。当社より落札者へ

落札品を配送する際は当社の運送保険を付保するものとしますが自然災害の事由による紛失・破損・滅失等の場合は免責とし、

当社は一切の責任を負わないものとします。

12.	 	海外からの送金、支払いの場合は関税、直接税、銀行への振込手数料は落札者が負担するものとします。国・地域によって

は発送が難しい場合がございますので、その場合、予め当社にご相談いただくか、落札後に当社よりご案内させていただき、

発送方法及び料金等についてご相談させていただきます。その際は通常とは異なる費用が発生する場合がございますが、予

めご了承ください。

	 	また、発送先の国情勢などによっては発送をお断りさせていただくことがございます。

	 	入札者は、自らの責任で、最終納品先に落札品を輸入する際の輸入関税を確認するものとします。当社は、当該租税を回避

することを目的とした梱包品の返却を一切受け付けません。特定の収集品の輸入を禁止する税関の輸入規制を確認すること

も入札者の責任となります。当社は、こうした状況下における落札品の返却を一切受諾いたしません。当社は、税関にて落

札品が押収または破棄された場合の責任を負いません。	

	 	入札者が請求書に記載される住所以外への落札品の配送を希望する場合、これは当社の裁量に基づいて実行されるものとし

ます。

13.	 	競売に関する規程ならびに条件に関する事項は、すべて日本国法を適用するものとし、本規約に定めのない事項についても

日本国法を適用するものと致します。

14.	 	郵便、ファックスあるいはメールにて入札される方は、当社及び泰星コイン株式会社の顧客リストにご登録させていただき

ます。

15.	 	取得させていただきました個人情報は、｢個人情報保護規程｣ に基づき適切に管理させていただきます。詳しくは当社ホーム

ページをご覧ください。（https://www.taiseicoins.co.jp/auction/policy/）
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LOT.NO 落札価格 LOT.NO 落札価格 LOT.NO 落札価格 LOT.NO 落札価格 LOT.NO 落札価格 LOT.NO 落札価格 LOT.NO 落札価格 LOT.NO 落札価格
1 ¥46,000 71 ¥31,000 141 - 211 ¥10,000 281 ¥110,000 351 ¥3,500 421 ¥6,000 491 ¥100,000
2 ¥4,000 72 ¥17,000 142 - 212 ¥27,000 282 ¥90,000 352 ¥3,000 422 ¥6,000 492 ¥36,000
3 ¥8,000 73 ¥13,000 143 - 213 ¥20,000 283 ¥128,000 353 ¥70,000 423 - 493 -
4 ¥15,000 74 ¥11,000 144 ¥192,000 214 - 284 ¥71,000 354 ¥70,000 424 - 494 ¥4,000
5 ¥5,000 75 ¥12,000 145 ¥242,000 215 - 285 ¥2,800,000 355 ¥23,000 425 ¥6,000 495 -
6 ¥6,000 76 ¥7,000 146 - 216 ¥826,000 286 ¥46,000 356 ¥60,000 426 ¥8,000 496 -
7 ¥3,500 77 ¥35,000 147 ¥171,000 217 ¥726,000 287 ¥36,000 357 ¥20,000 427 ¥7,000 497 ¥31,000
8 ¥4,500 78 ¥16,000 148 ¥162,000 218 ¥601,000 288 - 358 ¥85,000 428 ¥50,000 498 ¥4,500
9 ¥6,000 79 ¥29,000 149 - 219 - 289 ¥182,000 359 ¥12,000 429 - 499 ¥4,500
10 ¥9,000 80 ¥11,000 150 ¥138,000 220 - 290 ¥980,000 360 ¥31,000 430 ¥6,000 500 -
11 ¥4,000 81 ¥10,000 151 ¥141,000 221 ¥351,000 291 ¥890,000 361 ¥3,000 431 - 501 ¥30,000
12 ¥11,000 82 ¥9,000 152 ¥135,000 222 ¥201,000 292 ¥55,000 362 ¥2,000 432 ¥6,000 502 ¥9,000
13 ¥8,000 83 ¥22,000 153 - 223 ¥362,000 293 ¥17,000 363 ¥4,500 433 ¥5,000 503 ¥7,000
14 ¥4,000 84 ¥11,000 154 ¥100,000 224 ¥380,000 294 ¥17,000 364 ¥3,000 434 ¥2,000 504 ¥7,000
15 ¥7,000 85 ¥10,000 155 ¥100,000 225 ¥362,000 295 ¥18,000 365 ¥5,000 435 ¥5,000 505 ¥7,000
16 ¥22,000 86 ¥10,000 156 ¥501,000 226 ¥352,000 296 ¥66,000 366 ¥20,000 436 - 506 ¥7,000
17 ¥21,000 87 ¥151,000 157 ¥60,000 227 ¥250,000 297 ¥40,000 367 ¥10,000 437 ¥3,500 507 ¥7,000
18 ¥51,000 88 ¥9,000 158 ¥60,000 228 ¥251,000 298 ¥130,000 368 ¥12,000 438 ¥3,000 508 ¥7,000
19 ¥41,000 89 ¥9,000 159 - 229 ¥240,000 299 ¥113,000 369 ¥7,000 439 ¥8,000 509 ¥7,000
20 ¥47,000 90 ¥9,000 160 - 230 ¥180,000 300 ¥42,000 370 ¥5,000 440 ¥23,000 510 ¥7,000
21 ¥36,000 91 ¥15,000 161 ¥14,000 231 ¥224,000 301 - 371 - 441 - 511 ¥8,000
22 ¥43,000 92 ¥9,000 162 ¥14,000 232 ¥330,000 302 ¥26,000 372 - 442 ¥11,000 512 ¥16,000
23 ¥43,000 93 ¥22,000 163 ¥44,000 233 ¥451,000 303 ¥26,000 373 ¥8,000 443 ¥4,500 513 ¥8,000
24 ¥8,000 94 ¥8,000 164 ¥45,000 234 ¥917,000 304 ¥17,000 374 - 444 ¥5,000 514 ¥7,000
25 ¥26,000 95 ¥9,000 165 ¥49,000 235 ¥98,000 305 ¥32,000 375 ¥22,000 445 ¥6,000 515 ¥7,001
26 ¥7,000 96 ¥18,000 166 ¥100,000 236 ¥107,000 306 ¥29,000 376 ¥11,000 446 ¥33,000 516 ¥7,000
27 ¥23,000 97 ¥6,000 167 ¥61,000 237 ¥182,000 307 ¥20,000 377 ¥3,000 447 - 517 ¥15,000
28 ¥11,000 98 ¥6,000 168 ¥182,000 238 - 308 ¥9,000 378 - 448 - 518 ¥7,000
29 ¥19,000 99 ¥70,000 169 ¥90,000 239 ¥45,000 309 ¥25,000 379 ¥3,000 449 ¥10,000 519 ¥10,000
30 ¥6,000 100 ¥42,000 170 - 240 ¥49,000 310 ¥28,000 380 ¥3,000 450 ¥8,000 520 ¥5,000
31 ¥3,000 101 ¥42,000 171 ¥44,000 241 ¥36,000 311 - 381 - 451 ¥25,000 521 ¥7,000
32 ¥3,000 102 ¥90,000 172 ¥36,000 242 ¥36,000 312 ¥5,000 382 - 452 - 522 ¥9,000
33 ¥48,000 103 ¥87,000 173 ¥12,000 243 ¥36,000 313 ¥12,000 383 - 453 ¥15,000 523 ¥86,000
34 ¥137,000 104 ¥6,000 174 ¥12,000 244 ¥64,000 314 ¥13,000 384 - 454 ¥10,000 524 ¥88,000
35 ¥42,000 105 ¥6,000 175 ¥12,000 245 ¥450,000 315 ¥8,000 385 ¥9,000 455 - 525 ¥7,000
36 ¥56,000 106 ¥24,000 176 ¥14,000 246 - 316 ¥28,000 386 ¥12,000 456 ¥3,000 526 ¥6,000
37 ¥71,000 107 ¥25,000 177 ¥14,000 247 - 317 ¥9,000 387 ¥461,000 457 - 527 ¥6,000
38 ¥71,000 108 ¥24,000 178 - 248 ¥300,000 318 ¥31,000 388 ¥9,000 458 ¥8,000 528 ¥6,000
39 ¥106,000 109 ¥55,000 179 - 249 - 319 ¥28,000 389 ¥11,000 459 - 529 ¥3,000
40 ¥106,000 110 ¥53,000 180 - 250 - 320 ¥14,000 390 - 460 - 530 ¥9,000
41 ¥10,000 111 ¥3,500 181 ¥70,000 251 - 321 ¥28,000 391 出品取消 461 ¥13,000 531 ¥9,000
42 ¥8,000 112 ¥21,000 182 - 252 ¥270,000 322 ¥14,000 392 - 462 ¥8,000 532 ¥16,000
43 ¥201,000 113 ¥18,000 183 ¥26,000 253 ¥201,000 323 ¥7,000 393 ¥11,000 463 ¥6,000 533 ¥15,000
44 ¥156,000 114 ¥18,000 184 ¥35,000 254 ¥180,000 324 ¥15,000 394 - 464 - 534 ¥5,000
45 ¥160,000 115 ¥52,000 185 ¥35,000 255 - 325 ¥11,000 395 ¥2,000 465 - 535 ¥5,000
46 ¥221,000 116 ¥51,000 186 ¥11,000 256 ¥161,000 326 ¥9,000 396 ¥11,000 466 ¥9,000 536 -
47 ¥140,000 117 ¥6,000 187 - 257 - 327 ¥31,000 397 - 467 ¥3,500 537 -
48 ¥451,000 118 ¥27,000 188 - 258 - 328 ¥26,000 398 - 468 ¥29,000 538 -
49 ¥168,000 119 ¥27,000 189 - 259 ¥65,000 329 ¥90,000 399 ¥25,000 469 ¥5,000 539 -
50 ¥81,000 120 ¥26,000 190 - 260 ¥80,000 330 ¥202,000 400 ¥16,000 470 ¥10,000 540 ¥9,000
51 ¥3,500 121 ¥55,000 191 - 261 - 331 ¥185,000 401 ¥18,000 471 ¥13,000 541 -
52 ¥3,000 122 ¥54,000 192 - 262 - 332 - 402 - 472 ¥11,000 542 ¥9,000
53 ¥2,000 123 ¥5,000 193 - 263 ¥118,000 333 ¥8,000 403 - 473 ¥7,000 543 ¥9,000
54 ¥4,500 124 ¥20,000 194 ¥3,000 264 ¥300,000 334 出品取消 404 ¥10,000 474 ¥17,000 544 ¥9,000
55 ¥3,000 125 ¥20,000 195 ¥9,000 265 - 335 ¥30,000 405 ¥9,000 475 ¥16,000 545 ¥4,000
56 ¥3,000 126 ¥20,000 196 ¥43,000 266 - 336 ¥10,000 406 - 476 ¥5,000 546 ¥4,500
57 ¥4,000 127 ¥54,000 197 ¥46,000 267 ¥116,000 337 ¥8,000 407 ¥14,000 477 - 547 ¥4,500
58 ¥4,000 128 ¥52,000 198 ¥36,000 268 ¥117,000 338 出品取消 408 ¥69,000 478 ¥13,000 548 ¥4,500
59 ¥4,000 129 ¥162,000 199 ¥19,000 269 ¥116,000 339 - 409 - 479 - 549 ¥4,000
60 ¥13,000 130 ¥292,000 200 ¥13,000 270 ¥115,000 340 - 410 - 480 ¥10,000 550 ¥96,000
61 ¥2,500 131 ¥473,000 201 ¥79,000 271 ¥115,000 341 ¥5,000 411 ¥5,000 481 - 551 ¥96,000
62 ¥3,500 132 - 202 ¥76,000 272 ¥115,000 342 ¥7,000 412 - 482 ¥6,000 552 ¥98,000
63 ¥3,000 133 - 203 ¥27,000 273 ¥115,000 343 ¥6,000 413 ¥3,000 483 ¥43,000 553 ¥98,000
64 ¥2,500 134 - 204 - 274 ¥72,000 344 ¥60,000 414 - 484 ¥5,000 554 -
65 ¥2,500 135 ¥2,200,000 205 - 275 ¥73,000 345 ¥76,000 415 - 485 - 555 ¥8,000
66 ¥45,000 136 - 206 ¥8,000 276 ¥73,000 346 ¥66,000 416 ¥6,000 486 - 556 ¥8,000
67 ¥23,000 137 ¥1,060,000 207 ¥7,000 277 ¥95,000 347 - 417 ¥9,000 487 ¥6,000 557 ¥9,000
68 ¥92,000 138 - 208 ¥33,000 278 - 348 ¥15,000 418 ¥4,000 488 - 558 ¥13,000
69 ¥5,000 139 - 209 - 279 - 349 ¥12,000 419 - 489 - 559 ¥4,000
70 ¥24,000 140 - 210 - 280 - 350 ¥3,000 420 - 490 - 560 ¥6,000
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LOT.NO 落札価格 LOT.NO 落札価格 LOT.NO 落札価格 LOT.NO 落札価格 LOT.NO 落札価格 LOT.NO 落札価格 LOT.NO 落札価格 LOT.NO 落札価格
561 - 631 ¥41,000 701 ¥4,000 771 ¥24,000 841 ¥8,000 911 ¥4,500 981 ¥3,500 1051 ¥47,000
562 ¥81,000 632 ¥37,000 702 ¥72,000 772 ¥20,000 842 ¥10,000 912 ¥7,000 982 ¥158,000 1052 -
563 ¥36,000 633 - 703 ¥4,000 773 ¥16,000 843 ¥160,000 913 ¥20,000 983 ¥175,000 1053 -
564 - 634 ¥45,000 704 ¥4,000 774 ¥110,000 844 ¥3,500 914 ¥7,000 984 ¥29,000 1054 -
565 ¥20,000 635 - 705 ¥300,000 775 ¥151,000 845 ¥5,000 915 - 985 ¥45,000 1055 ¥4,500
566 ¥481,000 636 ¥35,000 706 - 776 ¥42,000 846 ¥4,000 916 - 986 ¥69,000 1056 ¥4,500
567 ¥190,000 637 - 707 ¥13,000 777 ¥41,000 847 ¥4,500 917 - 987 ¥171,000 1057 ¥5,000
568 ¥70,000 638 ¥30,000 708 ¥4,000 778 ¥53,000 848 - 918 - 988 ¥161,000 1058 ¥5,000
569 ¥40,000 639 ¥45,000 709 ¥11,000 779 ¥19,000 849 ¥750,000 919 ¥8,000 989 ¥163,000 1059 ¥3,000
570 - 640 - 710 ¥4,000 780 ¥81,000 850 ¥6,000 920 ¥8,000 990 ¥3,500 1060 ¥19,000
571 - 641 ¥60,000 711 ¥3,500 781 - 851 ¥3,500 921 ¥8,000 991 ¥8,000 1061 ¥6,000
572 - 642 ¥43,000 712 ¥3,500 782 ¥116,000 852 ¥3,500 922 - 992 ¥16,000 1062 ¥7,000
573 ¥16,000 643 - 713 ¥4,500 783 - 853 ¥62,000 923 ¥3,000 993 ¥6,000 1063 ¥7,000
574 ¥8,000 644 - 714 ¥5,000 784 ¥9,000 854 ¥14,000 924 ¥3,000 994 ¥13,000 1064 ¥6,000
575 - 645 - 715 ¥3,000 785 ¥5,000 855 ¥14,000 925 ¥58,000 995 ¥3,500 1065 ¥20,000
576 - 646 ¥19,000 716 ¥6,000 786 ¥40,000 856 ¥70,000 926 ¥7,000 996 ¥4,000 1066 ¥9,000
577 - 647 ¥46,000 717 ¥36,000 787 - 857 ¥81,000 927 ¥7,000 997 ¥4,500 1067 ¥16,000
578 ¥61,000 648 ¥9,000 718 ¥45,000 788 - 858 ¥18,000 928 ¥10,000 998 ¥5,000 1068 ¥9,000
579 ¥300,000 649 ¥63,000 719 ¥30,000 789 ¥19,000 859 - 929 ¥10,000 999 ¥4,500 1069 ¥8,000
580 - 650 ¥30,000 720 - 790 - 860 ¥6,000 930 ¥44,000 1000 ¥4,000 1070 ¥21,000
581 ¥152,000 651 ¥8,000 721 ¥20,000 791 ¥23,000 861 ¥109,000 931 ¥7,000 1001 ¥3,500 1071 ¥13,000
582 - 652 ¥8,000 722 ¥20,000 792 ¥45,000 862 ¥6,000 932 ¥6,000 1002 ¥4,500 1072 ¥6,000
583 - 653 ¥99,000 723 ¥39,000 793 - 863 - 933 ¥9,000 1003 ¥4,500 1073 ¥3,500
584 - 654 ¥2,500 724 ¥36,000 794 ¥46,000 864 - 934 ¥8,000 1004 ¥5,000 1074 -
585 ¥75,000 655 ¥6,000 725 ¥4,500 795 - 865 ¥46,000 935 ¥50,000 1005 ¥3,500 1075 ¥2,000
586 ¥45,000 656 ¥18,000 726 ¥5,000 796 ¥90,000 866 ¥216,000 936 ¥11,000 1006 ¥3,500 1076 ¥5,000
587 - 657 ¥5,000 727 - 797 ¥771,000 867 ¥36,000 937 ¥107,000 1007 ¥5,000 1077 ¥7,000
588 - 658 ¥32,000 728 ¥27,000 798 ¥543,000 868 ¥82,000 938 ¥13,000 1008 ¥4,000 1078 ¥5,000
589 - 659 ¥86,000 729 ¥34,000 799 ¥51,000 869 ¥176,000 939 ¥100,000 1009 ¥4,000 1079 ¥48,000
590 ¥7,000 660 ¥4,000 730 ¥67,000 800 - 870 ¥8,000 940 ¥10,000 1010 ¥6,000 1080 ¥6,000
591 ¥4,500 661 ¥7,000 731 ¥155,000 801 ¥21,000 871 ¥8,000 941 ¥168,000 1011 ¥4,500 1081 ¥9,000
592 - 662 ¥7,000 732 ¥154,000 802 ¥27,000 872 - 942 ¥9,000 1012 ¥3,500 1082 ¥11,000
593 - 663 ¥4,000 733 ¥156,000 803 - 873 ¥214,000 943 ¥5,000 1013 ¥3,500 1083 ¥20,000
594 - 664 ¥5,000 734 ¥213,000 804 - 874 ¥308,000 944 - 1014 ¥181,000 1084 ¥8,000
595 - 665 ¥10,000 735 ¥173,000 805 ¥150,000 875 ¥30,000 945 ¥4,000 1015 ¥173,000 1085 ¥8,000
596 ¥3,000 666 ¥9,000 736 ¥156,000 806 ¥225,000 876 - 946 ¥4,000 1016 ¥127,000 1086 ¥10,000
597 ¥184,000 667 ¥8,000 737 ¥156,000 807 ¥35,000 877 ¥10,000 947 - 1017 ¥202,000 1087 ¥8,000
598 ¥90,000 668 ¥9,000 738 ¥156,000 808 ¥36,000 878 ¥16,000 948 ¥3,000 1018 ¥71,000 1088 ¥10,000
599 - 669 ¥6,000 739 ¥68,000 809 ¥42,000 879 ¥2,000 949 ¥6,000 1019 ¥38,000 1089 ¥10,000
600 - 670 ¥6,000 740 ¥68,000 810 - 880 ¥10,000 950 ¥45,000 1020 ¥40,000 1090 ¥9,000
601 ¥96,000 671 ¥3,000 741 ¥73,000 811 - 881 ¥8,000 951 ¥45,000 1021 ¥19,000 1091 ¥10,000
602 - 672 ¥4,500 742 ¥8,000 812 ¥32,000 882 ¥7,000 952 ¥6,000 1022 ¥6,000 1092 ¥9,000
603 ¥19,000 673 ¥4,500 743 ¥226,000 813 ¥19,000 883 ¥3,500 953 ¥5,000 1023 ¥20,000 1093 -
604 - 674 ¥4,000 744 - 814 ¥40,000 884 ¥76,000 954 ¥4,000 1024 ¥16,000 1094 ¥16,000
605 ¥8,000 675 - 745 ¥140,000 815 ¥13,000 885 ¥46,000 955 ¥5,000 1025 ¥8,000 1095 ¥13,000
606 ¥130,000 676 ¥4,000 746 ¥7,000 816 ¥19,000 886 ¥17,000 956 ¥16,000 1026 ¥7,000 1096 ¥11,000
607 ¥30,000 677 ¥2,500 747 ¥301,000 817 ¥5,000 887 ¥32,000 957 ¥7,000 1027 ¥25,000 1097 ¥11,000
608 ¥20,000 678 ¥3,000 748 ¥300,000 818 ¥8,000 888 ¥211,000 958 ¥75,000 1028 ¥185,000 1098 ¥11,000
609 ¥2,000 679 ¥3,500 749 ¥301,000 819 ¥288,000 889 ¥14,000 959 ¥76,000 1029 ¥151,000 1099 ¥9,000
610 ¥9,000 680 ¥3,500 750 ¥12,000 820 ¥351,000 890 ¥3,000 960 ¥76,000 1030 - 1100 ¥11,000
611 ¥5,000 681 ¥3,500 751 ¥83,000 821 ¥4,000 891 ¥5,000 961 ¥74,000 1031 - 1101 ¥17,000
612 ¥3,000 682 ¥220,000 752 ¥6,000 822 ¥13,000 892 ¥13,000 962 ¥76,000 1032 ¥20,000 1102 ¥7,000
613 ¥6,000 683 ¥16,000 753 ¥16,000 823 - 893 ¥15,000 963 ¥75,000 1033 ¥146,000 1103 ¥10,000
614 - 684 - 754 ¥8,000 824 ¥21,000 894 ¥4,500 964 ¥37,000 1034 - 1104 ¥12,000
615 ¥3,500 685 ¥30,000 755 ¥14,000 825 ¥3,000 895 ¥4,000 965 ¥13,000 1035 - 1105 ¥20,000
616 - 686 - 756 - 826 ¥587,000 896 - 966 ¥38,000 1036 ¥18,000 1106 ¥20,000
617 ¥7,000 687 ¥29,000 757 ¥13,000 827 ¥4,000 897 ¥321,000 967 ¥9,000 1037 - 1107 ¥10,000
618 ¥5,000 688 ¥75,000 758 - 828 ¥4,500 898 - 968 ¥18,000 1038 ¥14,000 1108 ¥16,000
619 - 689 ¥15,000 759 ¥14,000 829 ¥2,500 899 ¥80,000 969 ¥85,000 1039 ¥17,000 1109 ¥19,000
620 ¥5,000 690 ¥2,000 760 ¥22,000 830 ¥9,000 900 - 970 ¥17,000 1040 ¥62,000 1110 ¥7,000
621 ¥5,000 691 ¥156,000 761 ¥31,000 831 ¥191,000 901 ¥7,000 971 ¥81,000 1041 ¥49,000 1111 ¥5,000
622 ¥6,000 692 ¥6,000 762 ¥25,000 832 ¥196,000 902 ¥7,000 972 ¥146,000 1042 - 1112 ¥20,000
623 ¥3,500 693 ¥200,000 763 - 833 ¥221,000 903 ¥3,500 973 ¥148,000 1043 - 1113 ¥20,000
624 ¥6,000 694 ¥3,000 764 - 834 ¥7,000 904 ¥83,000 974 ¥146,000 1044 ¥30,000 1114 -
625 ¥10,000 695 ¥46,000 765 - 835 ¥261,000 905 ¥108,000 975 ¥152,000 1045 - 1115 -
626 - 696 ¥46,000 766 ¥7,000 836 ¥6,000 906 ¥39,000 976 ¥190,000 1046 - 1116 ¥5,000
627 ¥11,000 697 ¥18,000 767 ¥94,000 837 ¥6,000 907 - 977 ¥50,000 1047 ¥64,000 1117 ¥44,000
628 ¥13,000 698 ¥83,000 768 ¥7,000 838 ¥172,000 908 - 978 ¥12,000 1048 ¥130,000 1118 ¥15,000
629 ¥19,000 699 ¥77,000 769 ¥46,000 839 ¥7,000 909 - 979 ¥6,000 1049 ¥85,000 1119 ¥11,000
630 - 700 - 770 - 840 ¥11,000 910 ¥3,500 980 ¥18,000 1050 - 1120 ¥10,000


