


第 71 回誌上・ネットオークションカタログ 正誤表 （2018/12/10 現在）

〔1〕 P24 Lot.140 追記“磨きあり”
〔2〕 P28 Lot.195 下値価格 誤：￥8,000  正：￥10,000
〔3〕 P62 Lot.641 誤：AH1377（1957 年) 正：AH1374（1955 年)
〔4〕 P72 Lot.720 誤：片側の面に反対側のデザインも重ねて刻印 正：陰刻エラー

〔5〕 P83 Lot.796 オリジナルケース付

〔6〕 P84 Lot.799      画像間違い

                     
                          

       正：

〔7〕 P89 Lot.838 画像サイズ 正：26.00mm（誤：掲載サイズは 30mm）

〔8〕 Lot.829 誤：極美/未プルーフ 正：極美/未
〔9〕 P90 Lot.843 誤：1929、1932 年（2 枚） 正：1929、1931、1932 年

〔10〕 P91 Lot.854 下値価格 誤：￥264,000 正：￥250,000
〔11〕 Lot.855 下値価格 誤：￥53,000  正：￥50,000
〔12〕P96 Lot.891 下値価格 誤：￥924,000 正：￥900,000
〔13〕 Lot.893 下値価格 誤：￥330,000  正：￥300,000
〔14〕P107 Lot.1020 下値価格 誤：￥5,000  正：￥7,000
〔15〕 Lot.1021 下値価格 誤：￥6,000  正：￥7,000
〔16〕 Lot.1022 下値価格 誤：￥6,000  正：￥7,000
〔17〕P108 Lot.1025 下値価格 誤：￥9,000  正：￥10,000
〔18〕 Lot.1027 下値価格 誤：￥8,000  正：￥9,000
〔19〕 Lot.1029 誤：アントレリウス 正：アウレリウス帝

〔20〕 Lot.1030 下値価格 誤：￥30,000  正：￥40,000
〔21〕 Lot.1033 下値価格 誤：￥9,000  正：￥10,000
〔22〕 Lot.1035 下値価格 誤：￥7,000  正：￥10,000
〔23〕P109 LOT.1041 画像サイズ 正：8.00mm（誤：掲載サイズは 18mm）

〔24〕P111 LOT.1064 名称等間違い

正：ピディオンハベン 10 リロット及び 25 リロット銀貨 8 年号 8 種揃

Pydyon Haben 10 Lirot and 25 Lirot Silver 8-Coin Proof
発行数 (6) 誤：18,541 枚  正：49,192 枚

※(1)～(5)が 10 リロット、(6)～(8)が 25 リロットになります。

〔25〕P109 Lot.1036 下値価格 誤：￥6,000  正：￥8,000
〔26〕 Lot.1039 下値価格 誤：￥9,000  正：￥10,000
〔27〕P110 Lot.1051 下値価格 誤：￥30,000  正：￥40,000



1.	 	下見

	 	12月3日（月）〜12月12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、12月8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  12 月12 日（水）必着

	 	※	インターネットからの事前入札は、12月16日（日）の当該ロット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		12月16日（日）		11：00 〜		LOT.１より約10 秒ごとに順次締切いたします。

	 	（自動延長はありません。）

	 	https：//www.taiseicoins.com/index.php/module/Auction/action/AuctionTop

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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ご入札の手引き

オンラインショップ上部右側の「ログイン」、
もしくは左側の「マイページ」より
ログインまたは新規登録をおこなってください。

1
マイページへログインした状態で、オークショントップページ

（ https://www.taiseicoins.com/index.php/module/Auction/action/AuctionTop ）
「開催概要」→「入札・閲覧はこちら」ボタンより「オークション一覧」ページへお進みください。
「会員情報」タブよりオークション用パスワードを設定し、オークション会員登録をお願いいたします。

2

郵送・FAXによるご入札
　カタログに同梱されております「入札申込書」に

「ロット番号」「入札価格」等必要事項をご記入の上、
返信用封筒にてご郵送もしくは FAX（03-3590-7088）
にて弊社宛にご送付ください。

メールによるご入札
　「ロット番号」「入札価格」とともに、お客様のお名
前・ご住所・お電話番号・お客様番号を弊社オークショ
ン担当宛にメール（auction@taiseicoins.com）に
てお送りください。

インターネットによるご入札
弊社 HP（https://www.taiseicoins.com/）よりご入札いただくには、

　マイページ登録 と 　オークション会員登録 をおこなう必要がございます。（初回のみ）1 2

※デジタルカタログ（pdf）は、オークションページ　「デジタルカタログはこちら」からご覧いただけます。

ご入札後、「Current Bid（現在価格）」より以下の入札額には変更が出来ません。
（上記画面の場合、200,000円以下には変更できません。
第三者による価格の不当な吊り上げ等が無いことを保証し、

当オークションの公平性を保つためです。）

お客様の上限金額の落札入力による操作は取り消しが出来ません。
これを理由にした落札品の購入キャンセル等はお受けいたしかねます。

＜ 入札時のご注意 ＞

ネットからのご入札方法詳細に付きましては
https://www.taiseicoins.co.jp/auction/flow.html

をご確認ください。
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中 国 / China

【LOT.1からLOT.6】�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）

直 隷 省 　 C h i h l i 　 P r o v i n c e
1.� �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� ￥�3,000

湖 北 省　 H u p e h � P r o v i n c e
2.� �宣統元寶�七銭二分（1ドル）銀貨�年号なし（1909 年）Y131��Hsuan-Tung�Yuan-Pao�1�Dollar�Silver
� �27.00g��.900��39.00mm����� ��普� ￥�3,000

大 清帝国　 Q i n g � d y n a s t y
3.� �大清銅幣�5 文青銅貨（試鋳貨）宣統 3年（1911年）KM-Pn281��5�Cash�Copper�Pattern
� �25.00mm����� PCGS�MS62BN��極美 /未� ￥�250,000

新 彊 省　 X i n j i a n g � P r o v i n c e
4.� �新彊省�迪化銀圓造�1テール（1両）銀貨�民国 6 年（1917年）�Y45.1��1�Tael�Silver
� �34.74g����39.30mm����� PCGS�VF20��普� ￥�5,000

5.� �福建・広東・東三省　各種 3点揃��Fukien,�Kwangtung,�Tung-san�Sheng�Tsao�Each�type�3-Coin
� �【1】福建省�福建通宝二文鋳物黄銅貨�Y375�（2.94g�14.00mm）�普
� �【2】広東省�光緒元宝�一銭四分四厘（20 セント）銀貨�Y201�（5.50g�.800�23.50mm）�美�
� �【3】東三省�宣統元宝�一銭四分四厘（20 セント）銀貨�Y213a.6�（5.20g�.890�23.50mm）�美� ��3点揃� ￥�4,000

中華民国　 R O C
6.� �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

1 2

3

4

5 6
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥22,000

¥28,000

¥550,000

¥12,000

¥14,000



【LOT.7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� �Gold� �&� �Si lver

7.� �パンダ図��1オンス金貨�1982 年�Y43��Panda�1oz�Gold
� �31.10g��.999��32.00mm��15,971枚��� NGC�MS67��完全未使用� ￥�150,000

8.� �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��保証書なし� ��プルーフ� ￥�30,000

9.� �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��� ��プルーフ� ￥�10,000

10.� �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� ��プルーフ� ￥�10,000

11.� �パンダ救済記念��10 元銀貨�1985 年�KM114��Proof�� ��プルーフ� ￥�10,000

12.� �パンダ図��50 元（5オンス）銀貨�1988 年�KM188��Panda�50�Yuan�（5oz）�Silver�Proof
� �155.50g��.999��70.00mm��11,000 枚��保証書番号 661� ��プルーフ� ￥�10,000

７
8

9 10

12
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¥380,000

¥140,000

¥55,000

¥90,000

¥95,000

¥22,000



13.� �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12133� ��プルーフ� ￥�3,000

14.� �パンダ図��10 元銀貨�1989 年�KMA221��Proof
� 保証書番号12176� ��プルーフ� ￥�3,000

15.� �パンダ図��10 元銀貨�10 枚シート�1989 年�KMA221��10-Pieces�Original�Sheet� ��10 枚シート未使用� ￥�12,000

16.� �パンダ図��50 元（1/2オンス）金貨�1994 年�KM614��Panda�50�Yuan�（1/2oz）�Gold
� �15.55g��.999��27.00mm��16,788 枚��� ��未使用� ￥�150,000

17.� �パンダ図��50 元（1/2オンス）金貨�1994 年�KM614��� 未使用� ￥�150,000

18.� �パンダ図��50 元（1/2オンス）金貨�1995 年�KM718��Panda�50�Yuan�（1/2oz）�Gold
� �15.55g��.999��27.00mm��11,749 枚��� ��未使用� ￥�300,000

19.� �パンダ図��50 元（1/2オンス）金貨�1996 年�KM886��Panda�50�Yuan�（1/2oz）�Gold
� �15.55g��.999��27.00mm��13,849 枚��� ��未使用� ￥�130,000

20.� �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

21.� �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

13 14

16 17 18

2119 20

15
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥8,000

¥8,000

¥42,000

¥300,000

¥300,000

¥850,000

¥220,000

¥150,000

¥420,000



22.� �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

23.� �パンダ図��100 元（1オンス）金貨�2000 年�KM1307��Panda�100�Yuan�（1oz）�Gold
� �31.10g��.999��32.00mm��29,011枚��� ��未使用� ￥�150,000

24.� �パンダ図��500 元（1オンス）金貨�2001年�KM1371��Panda�500�Yuan�（1oz）�Gold
� �31.10g��.999��32.00mm����� ��未使用� ￥�150,000

25.� �パンダ図��10 元銀貨�2002 年�KM1365��Panda�10�Yuan�Silver
� �31.10g��.999��40.00mm����� ��未使用� ￥�3,000

26.� �パンダ図��200 元（1/2オンス）金貨�2002 年�KM1459��Panda�200�Yuan�（1/2oz）�Gold
� �15.55g��.999��27.00mm����� ��未使用� ￥�80,000

27.� �パンダ図��500 元（1オンス）金貨�2003 年�KM1474��Panda�500�Yuan�（1oz）�Gold
� �31.10g��.999��32.00mm��36,300 枚��� ��未使用� ￥�150,000

28.� �パンダ図��500 元（1オンス）金貨�2004 年�KM1537��Panda�500�Yuan�（1oz）�Gold
� �31.10g��.999��32.00mm��55,000 枚��� ��未使用� ￥�150,000

29.� �パンダ図��500 元�（1オンス）金貨�2005 年�KM1582��Panda�500�Yuan�（1oz）�Gold
� �31.10g��.999��32.00mm��50,300 枚��� ��未使用� ￥�150,000

30.� �パンダ図��10 元銀貨�2011年�KM1980��Panda�10�Yuan�Silver
� �31.10g��.999��40.00mm����� ��未使用� ￥�2,000

31.� �パンダ図��10 元銀貨�2012 年�KM1589��Panda�10�Yuan�Silver
� �31.10g��.999��40.00mm����� ��未使用� ￥�2,000

32.� �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� ￥�4,000

33.� �パンダ図��10 元銀貨�2016 年��Panda�10�Yuan�Silver
� �30.00g��.999��40.00mm����� PCGS�MS70��完全未使用� ￥�4,000

25
26

27

22

28 29

23 24
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¥190,000

¥160,000

¥160,000

¥5,000

¥140,000

¥160,000

¥180,000

¥170,000

¥3,000

¥3,000

¥4,000

¥4,000



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

35.� �パンダ図��10 元銀貨 2種揃�2016 年及び 2018 年��Panda�10�Yuan�Silver�2-Coin
� �30.00g��.999��40.00mm����保証書なし� ��2 種揃未使用� ￥�4,000

36.� �第 97 回��ANAシンシナティコインコンヴェンション記念��パンダ図��1オンス銀メダル��1988 年�KMXMB28
� �97th�ANA�Convention-Cincinati�Panda�1oz�Silver�Medal�Proof
� �34.60g��.900��40.00mm��1,600 枚��ケース付･保証書なし� ��プルーフ� ￥�2,000

記 念コイン � / ��Commemorative��Coinage

37.� �国際児童年記念��450 元金貨�1979 年�KM9��International�Year�of�the�Child�450�Yuan�Gold�Proof
� �17.17g��.900��27.00mm��12,000 枚��保証書番号1542� ��プルーフ� ￥�80,000

38.� �国際婦人年10周年記念��10 元銀貨�1985 年�KM126��10th�Anniverasry�-�International�Women's�Year�10�Yuan�Silver�Proof
� �16.81g��.925��36.00mm��4,000 枚��ケース･保証書なし� ��プルーフ� ￥�3,000

39.� �WWF25周年記念<ヤク図>��100 元金貨�1986 年�KM151��25th�Anniversary�of�WWF�Wild�Yak
� �11.31g��.917��23.00mm��3,000 枚��� ��プルーフ� ￥�68,000

40.� �国際平和年��5元銀貨�1986 年�KM148��International�Year�of�Peace�5�Yuan�Silver�Proof
� �27.00g��.900��38.60mm��1,350 枚��� ��プルーフ� ￥�20,000

41.� �珍稀動物保護記念�第 1次<金絲猴 >��100 元金貨�1988 年�KM214��Chinese�Rare�Animal�Protection�I�Golden�Monkey�100�Yuan�Gold�Proof
� �8.00g��.916��23.00mm��29,000 枚��保証書番号23487　� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ￥�30,000

42.� �珍稀動物保護記念�第 2次<華南虎>��100 元金貨�1989 年�KM255��Chinese�Rare�Animal�Protection�II�Chinese�Tiger�100�Yuan�Gold�Proof
� �8.00g��.916��23.00mm��14,000 枚��保証書番号 4179　� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ￥�30,000

43.� �珍稀動物保護記念�第 3次<羚牛>��100 元金貨�1992 年�KM456��Chinese�Rare�Animal�Protection�III�Mountain�Takin�100�Yuan�Gold�Proof
� �8.00g��.916��23.00mm��1,500 枚��保証書番号1592　� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ￥�40,000

35 36

37
38

39

40

41 42 43
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥4,000

¥5,000

¥8,000

¥140,000

¥20,000

¥68,000

¥65,000

¥40,000

¥44,000

¥85,000



44.� �東洋古代発明発見��5元銀貨 5種揃プルーフセット�1992 年�KM404 〜 408��Inventions�and�Discoveries�5�Yuan�Silver�5-Coin�Proof�Set
� �22.22g��.900��36.00mm��5,000 セット��保証書番号 456� ��5 種揃プルーフ� ￥�10,000

45.� �日中国交正常化 20周年��1/10 オンス金メダル�1992 年��Sino-Japanese�20th�Anniversary�1/10oz�Gold�Medal�Proof
� �3.11g��.999��18.00mm����保証書番号2059　� �NGC�PF69�ULTRA�CAMEO�プルーフ� ￥�15,000

46.� �東洋古代発明発見�第 2次��5元銀貨 5種揃プルーフセット�1993 年�KM488 〜 492��Inventions�and�Discoveries�II�5�Yuan�Silver�5-Coin�Proof�Set
� �22.22g��.900��36.00mm��5,000 セット��保証書番号�970、984、8574、8577、9075��ミニ算盤付� ��5 種揃プルーフ� ￥�10,000

47.� �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 991� ��4 種揃プルーフ� ￥�40,000

48.� �徐悲鴻�1�0 元銀貨 2種揃プルーフセット�1995 年�KM766 〜767��Xu�Beihong�10�Yuan�Silver�2-Coin�Proof�Set
� �24.975g��.925��36.00mm����保証書番号7525� ��2 種揃プルーフ� ￥�6,000

共通面

45

48

47

46

44

共通面

共通面
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¥20,000

¥20,000

¥22,000

¥120,000

¥40,000



49.� �第 1次三国志記念��10 元銀貨4 種完揃プルーフセット�1995 年�KM847〜 850��Romance�of�Three�Kingdoms�I�10�Yuan�Silver�4-Coin�Proof�Set
� �27.00g��.925��38.60mm��各 7,000 枚��保証書番号1822� ��4 種揃プルーフ� ￥�30,000

50.� �黄河文化記念��10 元銀貨4 種揃プルーフセット�1995 年�KM840 〜 843��Culture�of�the�Yellow�River�10�Yuan�Silver�4-Coin�Proof�Set
� �27.00g��.925��38.60mm��各 5,000 枚��保証書番号1544� ��4 種揃プルーフ� ￥�12,000

51.� �シルクロード�第 1次��5元銀貨4 種揃プルーフセット�1995 年�KM866 〜 869��Silk�Road�I�5�Yuan�Silver�4-Coin�Proof�Set
� �22.22g��.900��36.00mm����保証書番号1702� ��4 種揃プルーフ� ￥�8,000

52.� �観世音菩薩��10 元銀貨�2 枚揃�1996 年�KM936��Kuan�Yin�Goddess�of�Mercy�10�Yuan�Silver�2-Pieces
� �31.10g��.999��40.00mm��30,000 枚��各オリジナルパック入�保証書付� ��2 枚揃未使用� ￥�16,000

53.� �中国少数民族文化記念��10 元銀貨4 種揃プルーフセット�1997年�KM1053 〜1056��Culture�of�Chinese�Minority�Nationality�10�Yuan�
Silver�4-Coin�Proof�Set

� �31.10g��.999��40.00mm��28,000 セット��保証書番号1280� ��4 種揃プルーフ� ￥�19,000

49

50

51

52

共通面

共通面

共通面

共通面
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥55,000

¥28,000

¥15,000

¥18,000



54.� �迎春��10 元銀貨�10 枚オリジナルシート�1997年�KM1062��Celebrating�Spring�10�Yuan�Silver�10-Pieces�Original�Sheet
� �31.10g��.999��40.00mm��60,000 枚��オリジナルシート入�保証書番号22971〜22980� ��10 枚シートプルーフ� ￥�40,000

55.� �航海の女神（媽祖）��10 元銀貨�10 枚オリジナルシート�1997年��Goddess�of�Sea�Mazu�10�Yuan�Silver�10-Pieces�Original�Sheet
� �31.10g��.999��40.00mm��オリジナルシート入�保証書付� ��10 枚シート未使用� ￥�40,000

56.� �航海の女神（媽祖）��10 元銀貨�10 枚オリジナルシート�1998 年��Goddess�of�Sea�Mazu�10�Yuan�Silver�10-Pieces�Original�Sheet
� �31.10g��.999��40.00mm��オリジナルシート入�保証書番号22821〜22830� ��10 枚シート未使用� ￥�40,000

57.� �中国民俗系列��端午（ドラゴンボート）��10 元銀貨�2002 年�KM1438��Dragon�Boat�Festival�10�Yuan�Silver�Proof
� �31.10g��.999��40.00mm��40,000 枚��保証書番号38195� ��プルーフ� ￥�10,000

58.� �鄧小平生誕100周年��10 元銀貨�2004 年�KM1566��The�Centenary�of�the�Birth�of�Deng�Xiaoping�10�Yuan�Silver�Proof
� �31.10g��.999��40.00mm��80,000 枚��保証書番号13993� ��プルーフ� ￥�3,000

59.� �北京 2008 オリンピック競技大会記念��10 元カラー銀貨6 種揃プルーフセット�2007〜2008 年発行��KM1732〜1733、1843 〜1846
� �Beijing�OP�10�Yuan�Colorized�Silver�6-Coin�Proof�Set
� �31.10g��.999��40.00mm��各160,000 枚��� ��6 種揃プルーフ� ￥�9,000

54

55 56

57 58

59
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¥40,000

¥50,000

¥10,000

¥9,000

¥17,000



60.� �水滸伝�2 次��10 元カラー銀貨 2種揃プルーフセット�2010 年�KM1939 〜1940��Outlaws�of�the�Marsh�II�10�Yuan�Colorized�Silver�2-Coin�Proof�Set
� �31.10g��.999��40.00mm����� ��2 種揃プルーフ� ￥�6,000

61.� �世界遺産記念�<天地之中�嵩岳寺塔>��10 元銀貨�2011年�KM2007��World�Heritage�-�Historic�Monuments�Series�Dengfeng�in
� �"The�Center�of�Heaven�and�Earth"�10�Yuan�Silver�Proof
� �31.10g��.999��40.00mm��60,000 枚��保証書番号 58453� ��プルーフ� ￥�5,000

62.� �辛亥革命100周年��10 元銀貨�2011年�KM2002��Anniversary�of�The�100th�Xinhai�Revolution�10�Yuan�Silver�Proof
� �31.10g��.999��40.00mm��160,000 枚��保証書番号140142� ��プルーフ� ￥�3,000

63.� �水滸伝�3 次��10 元カラー銀貨 2種揃プルーフセット�2011年��Outlaws�of�the�Marsh�III�10�Yuan�Colorized�Silver�2-Coin�Proof�Set
� �31.10g��.999��40.00mm����� ��2 種揃プルーフ� ￥�6,000

64.� �パンダ金貨発行�30 周年記念��50 元（5オンス）銀貨�2012 年�KM2060��Panda�30th�Anniversary�50�Yuan�（5oz）�Silver�Proof
� �155.50g��.999��70.00mm��30,000 枚��� ��プルーフ� ￥�15,000

十二支干支 動 物コイン／ Lunar�Ser ies

65.� �十二支干支動物�子年鼠図��10 元銀貨�1984 年�KM93��Year�of�The�Ox�10�Yuan�Silver�Proof
� �15.00g��.850��33.00mm��10,000 枚��保証書番号 6431� ��プルーフ� ￥�3,000

66.� �十二支干支動物�丑年牛図��10 元銀貨�1985 年�KM119��Year�of�The�Ox�10�Yuan�Silver�Proof
� �15.00g��.900��33.00mm��22,000 枚��ケース付･保証書なし� ��プルーフ� ￥�3,000

60 61

62 63 64

65 66
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥8,000

¥5,000

¥6,000

¥11,000

¥20,000

¥26,000

¥12,000



67.� �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2061� ��プルーフ� ￥�10,000

68.� �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�Silver�Proof
� �31.10g��.999��32.00mm��20,000 枚��保証書番号19591� ��プルーフ� ￥�5,000

69.� �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�Silver�Proof
� �31.10g��.999��32.00mm��6,000 枚��ケース付･保証書なし� ��プルーフ� ￥�5,000

70.� �十二支干支動物�巳年蛇図��10 元銀貨�1989 年�KM231��Year�of�The�Snake�10�Yuan�Silver�Proof
� �15.00g��.900��33.00mm��15,000 枚��保証書番号3644� ��プルーフ� ￥�3,000

71.� �十二支干支動物�午年馬図��10 元銀貨�1990 年�KM282��Year�of�The�Horse�10�Yuan�Silver�Proof
� �15.00g��.900��33.00mm��15,000 枚��保証書番号10651� ��プルーフ� ￥�3,000

67

71

68 69

70
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¥40,000

¥18,000

¥30,000

¥12,000

¥12,000



72.� �十二支干支動物�巳年蛇図��200 元（扇形）金貨�2001年�KM1383��Year�of�The�Snake�200�Yuan�Fan�Shaped�Gold
� �15.55g��.999��28.00×19.00mm��6,600 枚��保証書番号1133� ��未使用� ￥�70,000

73.� �十二支干支動物�申年猿図��200 元（扇形）金貨�2004 年�KM1554��Year�of�The�Monkey�200�Yuan�Fan�Shaped�Gold
� �15.55g��.999��28.00×19.00mm��6,600 枚��保証書番号3061� ��未使用� ￥�88,000

74.� �十二支干支動物�酉年鶏図��200 元（扇形）金貨�2005 年�KM1607��Year�of�The�Rooster�200�Yuan�Fan�Shaped�Gold
� �15.55g��.999��28.00×19.00mm��6,600 枚��保証書番号 5149� ��未使用� ￥�88,000

75.� �十二支干支動物�酉年鶏図��200 元（扇形）金貨�2005 年�KM1607
� �保証書番号 4409� ��未使用� ￥�88,000

76.� �十二支干支動物�亥年猪図��200 元（扇形）金貨�2007年�KM1723��Year�of�The�Pig�200�Yuan�Fan�Shaped�Gold
� �15.55g��.999��28.00×19.00mm��6,600 枚��保証書番号 5569� ��未使用� ￥�88,000

77.� �十二支干支動物��10 元（扇形）銀貨�12 種完揃未使用�2000 〜2011年��
� Chinese�Lunar�Year�10�Yuan�Fan�Shaped�Silver�12�Years�Complete�Set
� �31.10g��.999��43.20×26.50mm��各 66,000 枚��各単品ケース入� 12 種完揃未使用� ￥�115,000

77

72 73

74 75 76
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥80,000

¥88,000

¥120,000



78.� �十二支干支動物�巳年蛇図��300 元（1キロ）銀貨�2013 年��Year�of�the�Snake�300�Yuan�（1Kg）�Silver�Proof
� �1,000.00g��.999��100.00mm��3,800 枚��保証書番号2535� ��プルーフ� ￥�170,000

79.� �中国紙幣各種�11枚セット��Various�11-Paper�Money
� �拾圓（8 枚）、伍圓（3枚�破れあり）� ��普〜極美� ￥�2,000

満州国／ Manchukuo

80.� �満州中央銀行�丙号券 5角札�15 枚揃�JNDA- 満紙17��Central�Bank�of�Manchukuo�5�Chiao�15-Pieces�JNDA15-13
� �64.00mm×118.00mm����� ��美� ￥�5,000

中国／ China

81.� �パンダ図��10 元銀貨�1998 年�KM1134��Panda�10�Yuan�Silver
� �31.10g��.999��40.00mm����� ��未使用� ￥�3,000

81

78

79 80
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¥4,000

¥5,000

¥9,000



日 本 ／ Japan

82.� �旧 5円金貨�明治 3年（1870 年）�有輪�JNDA- 近 3��Old�type�5�Yen�Gold�JNDA01-03
� �8.33g��.900��23.84mm��財務省プラスチックケース入�ID 番号2440�� ��美品 A� ￥�300,000

83.� �旧 2円金貨�明治 3年（1870 年）�JNDA- 近 4��Old�type�2�Yen�Gold�JNDA01-4
� �3.33g��.900��17.48mm��財務省プラスチックケース入�ID 番号 6832�� ��美品 A� ￥�100,000

84.� �新 20 円金貨�明治 30 年（1897年）�JNDA- 近 6��New�type�20�Yen�Gold�JNDA01-6
� �16.67g��.900��28.78mm��財務省プラスチックケース入�ID 番号15627�� ��美品 A� ￥�230,000

85.� �新 5円金貨�明治 30 年（1897年）�JNDA- 近 8��New�type�5�Yen�Gold�JNDA01-8
� �4.17g��.900��16.96mm��財務省プラスチックケース入�ID 番号29961� ��極美品� ￥�80,000

82 83

84 85
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥300,000

¥142,000

¥240,000

¥100,000



86.� �昭和天皇御在位60 年記念�100000 円金貨�昭和 62年（1987年）�JNDA05-3
� �The�60th�year�of�the�Emporor�on�the�throne�100000�Yen�Gold�with�Black�Case
� �20.00g��.999��30.00mm���大蔵省黒ケース入�� ��未使用� ￥�120,000

87.� �昭和天皇御在位60 年記念�金 ･銀 ･白銅貨 3点未使用セット�昭和 62年（1987年）�JNDA05-5
� �The�60th�year�of�the�Emporor�on�the�throne�Gold,�Silver�and�Cupro-nickel�3-Coin�Set�with�Black�Case
� �昭和 61年発行貨�【100000 円金貨�JNDA03-09】20.00g�.999�30.00mm��【10000 円銀貨�JNDA03-10】20.00g�.999�35.00mm
� �【500 円白銅貨�JNDA03-11】13.00g�30.00mm��大蔵省黒ケース入� ��3点未使用� ￥�150,000

88.� �天皇陛下御在位10 年記念�10000 円金貨�平成 11年（1999 年）�JNDA05-25
� �The�10th�year�of�the�Emperor�on�the�throne�10000�Yen�Gold�Proof
� �20.00g��.999��28.00mm��100,000 枚�� ��プルーフ� ￥�70,000

89.� �天皇陛下御在位10 年記念�金・白銅貨 2点プルーフセット�平成 11年（1999 年）�JNDA05-26
� �The�10th�year�of�the�Emperor�on�the�throne�Gold�and�Cupro-nickel�2-Coin�Proof�Set
� �【10000 円金貨】20.00g�.999�28.00mm��【500 円白銅貨】7.20g�26.50mm��� ��2 点プルーフ� ￥�72,000

90.� �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��100,000 枚�� ��プルーフ� ￥�70,000

86

88 89

90

87

− 16−

¥170,000

¥170,000

¥110,000

¥95,000

¥100,000



91.� �享保大判金�JNDA-古 4A�鋳造期間�享保10 年〜天保 8年（1725 〜1837年）��Kyoho�Oban�Kin�Gold�Rewrite�Ink�JNDA09-8
� �165.40g��金 676/ 銀 324��背極印 ｢久･石･竹｣��書改��珍品��日本貨幣商共同組合鑑定書付� ��極美� ￥�2,600,000

享保大判金は 112 年間の長期にわたり鋳造されたため、
第十二代後藤寿乗、 第十三代後藤延乗、第十四代後藤桂乗、第十五代後藤真乗、第十六代後藤方乗、

第十七代後藤典乗の墨書で発行されています。

古金銀 類 ／ Shogunate� �Gold� �＆��Si lver

91
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。



92.� �万延大判金＜のし目打＞＜元書＞�JNDA- 古 6A�鋳造期間�万延元年〜文久 2年（1860 〜1862 年）��Man-en�Oban�Kin�Gold�Original�
Ink�JNDA09-11

� �112.40g��金 344/ 銀 639/ 雑 17��背極印「吉・宇・き」��稀品�� ��美� ￥�1,750,000

江戸時代最後の大判金で＜たがね打＞と＜のし目打＞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。

92
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93.� �万延大判金＜のし目打＞�JNDA-古 6A���Privately�Overwritten�
� �背極印「吉・宇・き」��稀品��後書� ��美� ￥�1,400,000

93
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥1,400,000



94.� �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 ｢久･当｣��稀品�� ��極美 /未� ￥�1,400,000

95.� �元禄小判金（長元）�JNDA-古 9�鋳造期間�元禄 8 年〜宝永 7年（1695 〜1710 年）��Genroku�Koban�Kin�（Cho�Gen）�Gold�JNDA09-14
� �17.81g��金 564/ 銀 436��背極印「喜・甚」��稀品�� ��極美� ￥�1,700,000

96.� �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「山・長」� ��美 / 極美� ￥�460,000

97.� �元文小判金（真文小判金）＜佐渡鋳＞�JNDA-古 12�元文元年〜文政元年（1736 〜1818 年）��Gembun�Koban�Kin�Gold�JNDA09-19
� �13.00g��金 653/ 銀 347��裏刻印「筋･当」��ヒビ有�日本貨幣商協同組合鑑定書付� ��普� ￥�200,000

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。

元禄小判金は慶長小判金と区別するために
裏面左側に「元」の年代印が打たれており、

「元」の末画のハネが長い長元とハネの短い短元があります。

94
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¥1,400,000

¥1,700,000

¥460,000

¥260,000



98.� �元文小判金（真文小判金）�JNDA-古 12��背極印「セ・仁」� ��極美� ￥�170,000

99.� �天保小判金（保字小判金）＜献上大吉＞�JNDA-古 14�鋳造期間�天保 8 年〜安政 5年（1837〜1858 年）
� �Tempo�Koban�Kin�Gold�JNDA09-21
� �11.20g��金 568/ 銀 432��稀品�日本貨幣商協同組合鑑定書付� ��極美� ￥�1,000,000

100.� �天保小判金（保字小判金）＜献上大吉＞�JNDA-古 14�� ��美 / 極美� ￥�850,000

101.� �天保小判金（保字小判金）�JNDA-古 14��背極印「セ・生」� ��極美� ￥�150,000

102.� �安政小判金（正字小判金）�JNDA-古 15�鋳造期間�安政 6 年（1859 年）��Ansei�Koban�Kin�Gold�JNDA09-22
� �8.97g��金 570/ 銀 430��背極印「沙・東」�稀品� ��極美� ￥�600,000

103.� �安政小判金（正字小判金）�JNDA-古 15��裏刻印「沙・神」��日本貨幣商協同組合鑑定書付� ��美 / 極美� ￥�500,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥180,000

¥1,000,000

¥860,000

¥180,000

¥650,000

¥500,000



104.� �文政二分判金（草文二分判金）�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� ￥�50,000

105.� �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������� ��美� ￥�6,000

106.� �安政二分判金�JNDA-古 19� ��美� ￥�8,000

107.� �安政二分判金�JNDA-古 19��� ��極美� ￥�8,000

108.� �万延二分判金（ハネ分・明治型）�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� ��極美� ￥�55,000

109.� �万延二分判金（ハネ分）�JNDA-古 20������� ��美� ￥�52,000

110.� �明治二分判金（止め分）�5 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�（Tome-bu）�Gold�5-Pieces�JNDA09-29
� �3.00g��金 223/ 銀 777������� ��5 枚揃極美� ￥�15,000

111.� �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

112.� �元文一分判金（真文一分）�JNDA-古 26�元文元年〜文政元年（1736 〜1818 年）
� �Gembun�1�Bu-Ban-Kin�（Shinbun�1�bu）�Gold�JNDA09-37��3.25g��金 653/ 銀 347� ��美� ￥�6,000

113.� �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� ��美 / 極美� ￥�12,000

114.� �天保一分判金（保字一分）�JNDA-古 28����� ��極美� ￥�23,000

115.� �天保二朱判金（古二朱）�10 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�10-Pieces�JNDA09-43

� �1.62g��金 298/ 銀 702������� ��10 枚揃美 / 極美� ￥�25,000

116.� �天保二朱判金（古二朱）�2 枚揃�JNDA-古 32��2-Pieces��1.62g��金 298/ 銀 702������� ��2 枚揃極美 /未� ￥�7,000

117.� �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� ￥�22,000

118.� �文政一朱判金（角一朱）�JNDA-古 34� ��美� ￥�22,000

119.� �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

120.� �古南鐐二朱銀�JNDA-古 36�������� ��極美 /未� ￥�25,000

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

122.� �古南鐐二朱銀�JNDA-古 36�� ��美� ￥�12,000
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¥55,000

¥9,000

¥9,000

¥12,000

¥55,000

¥22,000

¥40,000

¥10,000

¥13,000

¥32,000

¥9,000

¥26,000

¥22,000

¥16,000

¥12,000

¥12,000



123.� �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� ���������極美� ￥�8,000

124.� �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�（Ko�1�Shu）�Silver�JNDA09-49��2.63g��銀 989/その他11������� ��極美� ￥�6,000

125.� �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

126.� �明治一朱銀（川常一朱）�6 枚揃�JNDA-古 43�鋳造期間�明治元年〜明治2年（1868 〜1869 年）
� �Meiji�1�Shu-Gin�（Kawatsune�1�Shu）�Silver�6-Pieces�JNDA09-55��1.88g��銀 880/その他120��Tx、Ut（2枚）、Xx、Ys、Yx
� �� ��6 枚揃極美〜未� ￥�9,000

127.� �文政丁銀�JNDA-古 51�鋳造期間�文政 3年〜天保 8年（1820 〜1837年）��Bunsei�Chogin�Silver�JNDA09-67
� �167.05g��銀 360/その他 640������� ��極美� ￥�55,000

128.� �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
� �177.50g��銀 261/その他 739������ ��美� ￥�40,000

129.� �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
� �157.90g��銀 135/その他 865������� ��美� ￥�25,000

130.� �安政丁銀�JNDA-古 53���172.10g�������� ��普 / 美� ￥�25,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥10,000

¥20,000

¥3,500

¥9,000

¥55,000

¥75,000

¥25,000

¥25,000



131.� �安政豆板銀（両面大黒）�JNDA-古 53��Ansei�Mameita-Gin�（Both�sides�Daikoku）�Silver�JNDA09-69
� �5.94g��銀 135/その他 865������ ��美� ￥�3,000

132.� �安政豆板銀（両面大黒）�JNDA-古 53���4.61g������ ��美� ￥�2,000

133.� �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
� �加工跡�日本貨幣商協同組合鑑定書付� ��美� ￥�15,000

134.� �改三分定銀�JNDA-古 44A��Aratame�3�Bu-Sada-Gin�（Counterstamp�Ansei�Trade�Dollar）�Silver�JNDA09-57
� �26.80 〜27.00g��銀 862〜 886��約 38.60mm��メキシコ8リアル貨に刻印�稀品� ��極美� ￥�780,000

135.� �宝永通宝（十文銭）＜直永＞�宝永 5年（1708 年）��Hoei-Tsuho������� ��美� ￥�20,000

136.� �秋田鍔銭（短・中・長尾）�文久 2年（1862 年）3種揃��Akita-Tsubasen�3-Pieces
� 蒔絵模様ケース入� ��3 種揃未使用� ￥�90,000

137.� �秋田鍔銭（短尾）�文久 2年（1862 年）������ ��美� ￥�9,000

138.� �秋田鍔銭（短尾）�文久 2年（1862 年）������ ��普 / 美� ￥�8,000

近代金・銀貨／Modern�Gold�&�Silver
旧 10 円金貨�JNDA- 近 2�/�Old�type�10�Yen�Gold�JNDA01-2�16.66g�.900�29.42mm

139.� �旧 10 円金貨�明治 4 年（1871年）��� ��未使用� ￥�730,000

140.� �旧 10 円金貨�明治 4 年（1871年）　磨きあり��� ��プルーフ状極美� ￥�600,000
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¥9,000

¥10,000

¥108,000

¥780,000

¥24,000

¥130,000

¥20,000

¥20,000

¥750,000

¥600,000



旧 5円金貨�JNDA- 近 3�/�Old�type�5�Yen�Gold�JNDA01-03�8.33g�.900�23.84mm

141.� �旧 5円金貨�明治 3年（1870 年）�明瞭ウロコ��� ��未使用+� ￥�420,000

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

旧 5円金貨（縮小）�JNDA- 近 3A�/�Old�type�5�Yen�Gold�Reduced�JNDA01-3A�8.33g�.900�21.82mm
143.� �旧 5円金貨（縮小）�明治 6 年（1873 年）��� ��完全未使用� ￥�250,000

144.� �旧 5円金貨（縮小）�明治 6 年（1873 年）��� ��未使用� ￥�235,000

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

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

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

旧1円金貨（縮小）�JNDA- 近 5A�/�Old�type�1�Yen�Gold�Reduced�JNDA01-5A�1.67g�.900�12.12mm
147.� �旧 1円金貨（縮小）�明治7年（1874 年）��� ��未使用� ￥�400,000

新20 円金貨�JNDA- 近 6�/�New�type�20�Yen�Gold�JNDA01-6�16.67g�.900�28.78mm

148.� �新 20 円金貨�明治 39 年（1906 年）��� ��極美 /未� ￥�350,000

149.� �新 20 円金貨�明治 44 年（1911年）���� NGC�MS65��完全未使用� ￥�250,000

150.� �新 20 円金貨�大正元年（1912 年）���財務省プラスチックケース入�ID 番号16887� ��極美品� ￥�540,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥65,000

¥55,000

¥400,000



151.� �新 20 円金貨�大正 6 年（1917年）��� ��完全未使用� ￥�230,000

152.� �新 20 円金貨�大正 6 年（1917年）��� ��未使用� ￥�200,000

153.� �新 20 円金貨�大正 6 年（1917年）��� ��未使用� ￥�200,000

154.� �新 20 円金貨�大正 7年（1918 年）���� NGC�MS66��完全未使用� ￥�260,000

155.� �新 20 円金貨�大正 7年（1918 年）���� NGC�MS66��完全未使用� ￥�260,000

156.� �新 20 円金貨�大正 7年（1918 年）��� ��未使用� ￥�200,000

157.� �新 20 円金貨�大正 9 年（1920 年）��� ��未使用� ￥�300,000

新10 円金貨�JNDA- 近 7�/�New�type�10�Yen�Gold�JNDA01-7�8.33g�.900�21.21mm

158.� �新 10 円金貨�明治 30 年（1897年）��� ��極美� ￥�70,000

159.� �新 10 円金貨�明治 33 年（1900 年）��� ��未使用� ￥�150,000

160.� �新 10 円金貨�明治 35 年（1902 年）��� ��未使用� ￥�140,000

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

162.� �新 10 円金貨�明治 36 年（1903 年）��� ��極美� ￥�65,000

163.� �新 10 円金貨�明治 40 年（1907年）���特年�稀品� ��完全未使用� ￥�340,000

164.� �新 10 円金貨�明治 40 年（1907年）���特年�稀品� ��極美 /未� ￥�240,000

165.� �新 10 円金貨�明治 41年（1908 年）��� ��未使用� ￥�80,000

166.� �新 10 円金貨�明治 42年（1909 年）���� NGC�MS64��未使用� ￥�85,000
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¥200,000

¥280,000

¥280,000

¥200,000

¥320,000

¥75,000

¥150,000

¥65,000

¥80,000



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

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

168.� �新 5円金貨�明治 31年（1898 年）��� ��未使用� ￥�90,000

169.� �新 5円金貨�明治 44 年（1911年）��� ��極美� ￥�60,000

旧1円銀貨�JNDA- 近 9�/�Old�type�1�Yen�Silver�JNDA01-9�26.96g�.900�38.58mm

170.� �旧 1円銀貨�明治 3年（1870 年）�正貝円���日本貨幣商協同組合鑑定書付� ��極美 /未� ￥�90,000

171.� �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 -� ￥�60,000

172.� �旧 1円銀貨�明治 3年（1870 年）��� ��未使用� ￥�50,000

173.� �旧 1円銀貨�明治 3年（1870 年）��� ��未使用 -� ￥�45,000

174.� �旧 1円銀貨�明治 3年（1870 年）��� ��極美 /未� ￥�32,000

175.� �旧 1円銀貨�明治 3年（1870 年）���トーン� ��極美 /未� ￥�32,000

176.� �旧 1円銀貨�明治 3年（1870 年）��� ��極美� ￥�27,000

新1円銀貨（大型）�JNDA- 近10�/�New�type�1�Yen�Silver�Large�Size�JNDA01-10�26.96g�.900�38.60mm

177.� �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� ��極美 /未� ￥�550,000

178.� �新 1円銀貨（大型）�明治7年（1874 年）�後期�浅彫��Late�Variety��日本貨幣商協同組合鑑定書付� ��未使用 -� ￥�480,000

179.� �新 1円銀貨（大型）�明治7年（1874 年）�後期�深彫��Late�Variety� ��美� ￥�230,000

180.� �新 1円銀貨（大型）�明治 8 年（1875 年）�深彫���珍品�日本貨幣商協同組合鑑定書付� ��極美� ￥�1,600,000

181.� �新 1円銀貨（大型）�明治 8 年（1875 年）�深彫��トーン�� PCGS�Genuine�Cleaning-XF�Details��美 / 極美� ￥�800,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥110,000

¥95,000

¥60,000

¥90,000

¥50,000

¥36,000

¥28,000

¥550,000

¥800,000



182.� �新 1円銀貨（大型）�明治11年（1878 年）�浅彫���トーン� ��極美� ￥�80,000

183.� �新 1円銀貨（大型）�明治13 年（1880 年）���トーン� ��極美� ￥�26,000

184.� �新 1円銀貨（大型）�明治13 年（1880 年）��トーン� ��美 / 極美� ￥�15,000

185.� �新 1円銀貨（大型）�左丸銀打�明治14 年（1881年）��Counterstamp�"Silver"�in�Japanese��トーン� ��極美 /未� ￥�30,000

186.� �新 1円銀貨（大型）�左丸銀打�明治14 年（1881年）��Counterstamp�"Silver"�in�Japanese��トーン� ��極美 /未� ￥�30,000

187.� �新 1円銀貨（大型）�左丸銀打�明治14 年（1881年）��Counterstamp�"Silver"�in�Japanese� ��極美 +� ￥�25,000

188.� �新 1円銀貨（大型）�右丸銀打�明治15 年（1882 年）��Counterstamp�"Silver"�in�Japanese� ��極美 +� ￥�25,000

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

190.� �新 1円銀貨（大型）�明治16 年（1883 年）���トーン� ��プルーフ状極美 /未� ￥�50,000

191.� �新 1円銀貨（大型）�明治16 年（1883 年）��� ��極美 +� ￥�25,000

192.� �新 1円銀貨（大型）�明治17年（1884 年）���トーン� ��美 / 極美� ￥�10,000

193.� �新 1円銀貨（大型）�明治18 年（1885 年）��� ��プルーフ状未使用� ￥�78,000

194.� �新 1円銀貨（大型）�明治18 年（1885 年）���トーン� ��極美 /未� ￥�22,000

195.� �新 1円銀貨（大型）�明治18 年（1885 年）�深彫���磨きあり�� NGC�UNC�DETAILS�POLISHED��美� ￥�10,000

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

197.� �新 1円銀貨（大型）�明治19 年（1886 年）�前期��Early�Variety� ��極美� ￥�10,000

198.� �新 1円銀貨（大型）�明治19 年（1886 年）�前期��Early�Variety��トーン� ��極美� ￥�10,000

199.� �新 1円銀貨（大型）�明治19 年（1886 年）�前期��Early�Variety� ��美� ￥�8,000
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200.� �新 1円銀貨（大型）�明治 20 年（1887年）���トーン� ��極美� ￥�20,000

201.� �新 1円銀貨（大型）�明治 20 年（1887年）��� ��美� ￥�13,000

202.� �新 1円銀貨（大型）�明治 20 年（1887年）���トーン� ��美� ￥�13,000

新1円銀貨（小型）�JNDA- 近10A�/�New�type�1�Yen�Silver�Small�Size�JNDA01-10A�26.96g�.900�38.10mm

203.� �新 1円銀貨（小型）�明治 20 年（1887年）��� ��美� ￥�12,000

204.� �新 1円銀貨（小型）�明治 22年（1889 年）��� ��美� ￥�5,000

205.� �新 1円銀貨（小型）�明治 23 年（1890 年）��� ��美� ￥�5,000

206.� �新 1円銀貨（小型）�明治 24 年（1891年）��� ��極美 /未� ￥�10,000

207.� �新 1円銀貨（小型）�明治 27年（1894 年）��� ��未使用� ￥�15,000

208.� �新 1円銀貨（小型）�明治 27年（1894 年）���トーン�日本貨幣商協同組合鑑定書付� ��極美 /未� ￥�12,000

209.� �新 1円銀貨（小型）�明治 28 年（1895 年）��� ��極美 /未� ￥�8,000

210.� �新 1円銀貨（小型）�明治 28 年（1895 年）���トーン� ��極美 /未� ￥�8,000

211.� �新 1円銀貨（小型）�左丸銀打�明治 29 年（1896 年）��Counterstamp�"Silver"�in�Japanese� ��極美 /未� ￥�8,000

212.� �新 1円銀貨（小型）�明治 29 年（1896 年）���トーン� ��極美 /未� ￥�8,000

213.� �新 1円銀貨（小型）�明治 30 年（1897年）��� ��未使用 -� ￥�9,000

214.� �新 1円銀貨（小型）�明治 30 年（1897年）���トーン� ��未使用� ￥�10,000

215.� �新 1円銀貨（小型）�明治 30 年（1897年）��� ��美� ￥�5,000

216.� �新 1円銀貨（小型）�明治 34 年（1901年）��� ��完全未使用� ￥�15,000

217.� �新 1円銀貨（小型）�明治 35 年（1902 年）���トーン� ��未使用� ￥�15,000

218.� �新 1円銀貨（小型）�明治 35 年（1902 年）��� ��極美 /未� ￥�8,000

219.� �新 1円銀貨（小型）�明治 35 年（1902 年）��� ��極美 /未� ￥�8,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。
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220.� �新 1円銀貨（小型）�明治 35 年（1902 年）��� ��極美 /未� ￥�8,000

221.� �新 1円銀貨（小型）�明治 35 年（1902 年）��� ��美 / 極美� ￥�7,000

222.� �新 1円銀貨（小型）�明治 35 年（1902 年）��� ��極美� ￥�6,000

223.� �新 1円銀貨（小型）�明治 36 年（1903 年）��� ��未使用� ￥�12,000

224.� �新 1円銀貨（小型）�明治 36 年（1903 年）��� ��未使用� ￥�12,000

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

226.� �新 1円銀貨（小型）�明治 37年（1904 年）���トーン� ��未使用� ￥�15,000

227.� �新 1円銀貨（小型）�明治 38 年（1905 年）��� ��完全未使用� ￥�20,000

228.� �新 1円銀貨（小型）�明治 38 年（1905 年）��� ��未使用� ￥�12,000

229.� �新 1円銀貨（小型）�明治 39 年（1906 年）��� ��美� ￥�4,000

230.� �新 1円銀貨（小型）�明治 41年（1908 年）��� ��極美 /未� ￥�22,000

231.� �新 1円銀貨（小型）�明治 41年（1908 年）��� ��極美 /未� ￥�22,000

232.� �新 1円銀貨（小型）�明治 45 年（1912 年）��� ��未使用� ￥�8,000

233.� �新 1円銀貨（小型）�大正 3年（1914 年）��� ��未使用� ￥�8,000

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

234.� �貿易銀�明治 8 年（1875 年）�JNDA- 近 12��日本貨幣商協同組合鑑定書付� ��プルーフ状未使用 -� ￥�185,000

235.� �貿易銀�明治 8 年（1875 年）�JNDA- 近 12��日本貨幣商協同組合鑑定書付� ��未使用 -� ￥�180,000

236.� �貿易銀�明治10 年（1877年）�JNDA- 近 12��トーン�日本貨幣商協同組合鑑定書付� ��極美� ￥�158,000

旭日竜大型 50 銭銀貨�JNDA- 近13�/�Rising�Sun�Dragon�50�Sen�Silver�Large�Size�JNDA01-13�12.50g�.800�31.51mm

237.� �旭日竜大型 50 銭銀貨�明治 3年（1870 年）��トーン� ��極美� ￥�5,000

238.� �旭日竜大型 50 銭銀貨�明治 4 年（1871年）��トーン� ��未使用� ￥�12,000

239.� �旭日竜大型 50 銭銀貨�明治 4 年（1871年）��トーン� ��極美� ￥�4,000

240.� �旭日竜大型 50 銭銀貨�明治 4 年（1871年）�ハネ本�傾打エラー��Mint�Error��傾打65度� ��普 / 美� ￥�6,000
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241.� �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� ￥�40,000

242.� �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

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

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

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

246.� �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

旭日竜小型 50 銭銀貨�JNDA- 近13A�/�Rising�Sun�Dragon�50�Sen�Silver�Small�Size�JNDA01-13A�12.50g�.800�31.00mm

247.� �旭日竜小型 50 銭銀貨�明治 4 年（1871年）�小竜���トーン�� PCGS�MS63��未使用 -� ￥�20,000

248.� �旭日竜小型 50 銭銀貨�明治 4 年（1871年）�小竜��� ��未使用� ￥�15,000

249.� �旭日竜小型 50 銭銀貨�明治 4 年（1871年）�小竜���トーン� ��極美� ￥�5,000

250.� �旭日竜小型 50 銭銀貨�明治 4 年（1871年）�小竜���トーン� ��極美� ￥�5,000

251.� �旭日竜小型 50 銭銀貨�明治 4 年（1871年）�小竜���トーン� ��美� ￥�3,000

252.� �旭日竜小型 50 銭銀貨�明治 4 年（1871年）�小竜���トーン� ��極美� ￥�5,000

253.� �旭日竜小型 50 銭銀貨�明治 4 年（1871年）�小竜��� ��プルーフ状未使用� ￥�25,000

254.� �旭日竜小型 50 銭銀貨�明治 4 年（1871年）�小竜��� ��完全未使用� ￥�35,000

255.� �旭日竜小型 50 銭銀貨�明治 4 年（1871年）�小竜��� ��未使用� ￥�15,000

256.� �旭日竜小型 50 銭銀貨�明治 4 年（1871年）�小竜���� NGC�MS63��未使用 -� ￥�17,000

257.� �旭日竜小型 50 銭銀貨�明治 4 年（1871年）�大竜��� ��極美 +� ￥�70,000

258.� �旭日竜小型 50 銭銀貨�明治 4 年（1871年）�大竜���トーン� ��極美� ￥�50,000

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

259.� �竜 50 銭銀貨�明治 6 年（1873 年）��� ��美 / 極美� ￥�3,000

260.� �竜 50 銭銀貨�明治 6 年（1873 年）�長年��� ��未使用� ￥�88,000

247 254 257

272268263260

− 31−

※ケース・紙幣は全て縮小図となります。
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261.� �竜 50 銭銀貨�明治18 年（1885 年）���稀年号�トーン� ��極美 /未� ￥�25,000

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

263.� �竜 50 銭銀貨�明治 30 年（1897年）�上切��� ��普� ￥�40,000

264.� �竜 50 銭銀貨�明治 31年（1898 年）�上切��3 枚揃��3-Pieces� ��3 枚揃美〜極美� ￥�5,000

265.� �竜 50 銭銀貨�明治 31年（1898 年）�下切��� ��極美� ￥�5,000

266.� �竜 50 銭銀貨�明治 31年（1898 年）�上切��� ��未使用� ￥�4,000

267.� �竜 50 銭銀貨�明治 31年（1898 年）�上切��トーン� ��未使用� ￥�4,000

268.� �竜 50 銭銀貨�明治 32年（1899 年）��� ��完全未使用� ￥�20,000

269.� �竜 50 銭銀貨�明治 32年（1899 年）��トーン� ��未使用� ￥�5,000

270.� �竜 50 銭銀貨�明治 33 年（1900 年）��� ��極美 /未� ￥�4,000

271.� �竜 50 銭銀貨�明治 34 年（1901年）��� ��極美� ￥�4,000

272.� �竜 50 銭銀貨�明治 35 年（1902 年）���稀年号�稀品� ��未使用� ￥�30,000

273.� �竜 50 銭銀貨�明治 35 年（1902 年）���稀年号�トーン� ��極美 /未� ￥�7,000

274.� �竜 50 銭銀貨�明治 36 年（1903 年）��� ��極美� ￥�4,000

275.� �竜 50 銭銀貨�明治 36 年（1903 年）��� ��極美� ￥�4,000

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

277.� �竜 50 銭銀貨�明治 38 年（1905 年）�下切��� ��未使用� ￥�6,000

278.� �竜 50 銭銀貨�明治 38 年（1905 年）�上切��� ��極美� ￥�3,000

279.� �竜 50 銭銀貨�明治 38 年（1905 年）�下切��� ��未使用� ￥�6,000

旭日50 銭銀貨�JNDA- 近15�/�Rising�Sun�50�Sen�Silver�JNDA01-15�10.13g�.800�27.27mm

280.� �旭日50 銭銀貨�明治 39 年（1906 年）��� ��未使用� ￥�8,000

281.� �旭日50 銭銀貨�明治 39 年（1906 年）��� ��極美 /未� ￥�5,000

282.� �旭日50 銭銀貨�明治 39 年（1906 年）���トーン� ��極美 /未� ￥�5,000

283.� �旭日50 銭銀貨�明治 39 年（1906 年）���トーン� ��美� ￥�2,000

284.� �旭日50 銭銀貨�明治 41年（1908 年）��� ��未使用� ￥�4,000

285.� �旭日50 銭銀貨�明治 42年（1909 年）��� ��未使用� ￥�4,000

286.� �旭日50 銭銀貨�明治 43 年（1910 年）���トーン� ��未使用� ￥�4,000

287.� �旭日50 銭銀貨�明治 43 年（1910 年）��� ��極美 /未� ￥�3,000

288.� �旭日50 銭銀貨�大正4 年（1915 年）��� ��未使用� ￥�10,000

289.� �旭日50 銭銀貨�大正 6 年（1917年）��� ��未使用� ￥�3,000

小型 50 銭銀貨�JNDA- 近17�/�Phoenix�50�Sen�Silver�JNDA01-17�4.95g�.720�23.50mm
290.� �小型 50 銭銀貨�大正11年（1922 年）��� ��完全未使用� ￥�4,000

291.� �小型 50 銭銀貨�大正12年（1923 年）��� ��完全未使用� ￥�3,000
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292.� �小型 50 銭銀貨�大正15 年（1926 年）��� ��完全未使用� ￥�3,000

293.� �小型 50 銭銀貨�昭和 5年（1930 年）��� ��完全未使用� ￥�3,000

294.� �小型 50 銭銀貨�昭和13 年（1938 年）���特年� ��完全未使用� ￥�15,000

295.� �小型 50 銭銀貨�昭和13 年（1938 年）���特年��トーン� ��未使用� ￥�10,000

296.� �小型 50 銭銀貨�昭和13 年（1938 年）���特年� ��極美 /未� ￥�7,000

旭日竜 20 銭銀貨�JNDA- 近 20�/�Rising�Sun�Dragon�20�Sen�Silver�JNDA01-20�5.00g�.800�24.00mm

297.� �旭日竜 20 銭銀貨�明治 3年（1870 年）��� ��完全未使用� ￥�12,000

298.� �旭日竜 20 銭銀貨�明治 3年（1870 年）��� ��未使用� ￥�7,000

299.� �旭日竜 20 銭銀貨�明治 3年（1870 年）��� ��極美 /未� ￥�4,000

300.� �旭日竜 20 銭銀貨�明治 3年（1870 年）�明瞭ウロコ���トーン� ��未使用� ￥�12,000

301.� �旭日竜 20 銭銀貨�明治 3年（1870 年）�明瞭ウロコ��� ��未使用� ￥�12,000

302.� �旭日竜 20 銭銀貨�明治 4 年（1871年）�欠銭��� ��未使用� ￥�20,000

竜 20 銭銀貨�JNDA- 近 21�/�Dragon�20�Sen�Silver�JNDA01-21�5.39g�.800�23.50mm

303.� �竜 20 銭銀貨�明治 6 年（1873 年）�欠日���トーン� ��極美 /未� ￥�45,000

304.� �竜 20 銭銀貨�明治 6 年（1873 年）�欠日���トーン� ��美� ￥�18,000

305.� �竜 20 銭銀貨�明治 8 年（1875 年）�後期��Late�Variety��トーン� ��極美� ￥�16,000

306.� �竜 20 銭銀貨�明治 9 年（1876 年）�前期�ハネ明��Early�Variety� ��極美 /未� ￥�10,000

307.� �竜 20 銭銀貨�明治 9 年（1876 年）�前期�ハネ明��Early�Variety� ��極美 /未� ￥�10,000

308.� �竜 20 銭銀貨�明治 9 年（1876 年）�後期��Late�Variety��日本貨幣商協同組合鑑定書付� ��完全未使用� ￥�15,000

309.� �竜 20 銭銀貨�明治 9 年（1876 年）�後期��Late�Variety� ��プルーフ状完全未使用� ￥�12,000

310.� �竜 20 銭銀貨�明治 21年（1888 年）���特年� ��未使用� ￥�60,000

311.� �竜 20 銭銀貨�明治 21年（1888 年）���特年�トーン� ��極美 /未� ￥�30,000

312.� �竜 20 銭銀貨�明治 24 年（1891年）���トーン� ��未使用� ￥�8,000

313.� �竜 20 銭銀貨�明治 24 年（1891年）��� ��極美 /未� ￥�5,000

314.� �竜 20 銭銀貨�明治 25 年（1892 年）���トーン� ��未使用� ￥�3,000

315.� �竜 20 銭銀貨�明治 31年（1898 年）��� ��未使用� ￥�3,000
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316.� �竜 20 銭銀貨�明治 33 年（1900 年）���トーン� ��美� ￥�3,000

317.� �竜 20 銭銀貨�明治 33 年（1900 年）���トーン� ��普� ￥�2,000

318.� �竜 20 銭銀貨�明治 34 年（1901年）���特年�トーン� ��未使用� ￥�100,000

旭日20 銭銀貨�JNDA- 近 22�/�Rising�Sun�20�Sen�Silver�JNDA01-22�4.05g�.800�20.30mm
319.� �旭日20 銭銀貨�明治 40 年（1907年）��� ��未使用� ￥�4,000

320.� �旭日20 銭銀貨�明治 40 年（1907年）��� ��未使用� ￥�4,000

321.� �旭日20 銭銀貨�明治 44 年（1911年）��� ��極美� ￥�18,000

322.� �旭日20 銭銀貨�6 年号 6 枚完揃��6-Pieces��Complete�Year
� �明治 39 年〜 44 年（1906 〜1911年）��紙ホルダー入� ��6 枚揃普〜美� ￥�10,000

323.� �旭日20 銭銀貨�並年�20 枚セット��20-Pieces� ��20 枚揃美〜極美� ￥�7,000

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

324.� �旭日竜10 銭銀貨�明治 3年（1870 年）���� PCGS�MS64��未使用+� ￥�18,000

325.� �旭日竜10 銭銀貨�明治 3年（1870 年）���トーン� ��未使用� ￥�6,000

326.� �旭日竜10 銭銀貨�明治 3年（1870 年）��� ��未使用� ￥�6,000

327.� �旭日竜10 銭銀貨�明治 3年（1870 年）���� NGC�UNC�DETAILS�BENT��極美 /未� ￥�5,000

328.� �旭日竜10 銭銀貨�明治 3年（1870 年）�明瞭ウロコ��� ��美� ￥�3,000

329.� �旭日竜10 銭銀貨�明治 3年（1870 年）��� ��未使用� ￥�6,000

竜10 銭銀貨�JNDA- 近 24�/�Dragon�10�Sen�Silver�2.70g�.800�17.57mm
330.� �竜 10 銭銀貨�明治 6 年（1873 年）��� ��完全未使用� ￥�8,000

331.� �竜 10 銭銀貨�明治 6 年（1873 年）��� ��完全未使用� ￥�8,000

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

333.� �竜 10 銭銀貨�明治 6 年（1873 年）��� ��美� ￥�3,000

334.� �竜 10 銭銀貨�明治7年（1874 年）���トーン� ��極美� ￥�40,000

335.� �竜 10 銭銀貨�明治7年（1874 年）���トーン� ��普 / 美� ￥�20,000

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

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

338.� �竜 10 銭銀貨�明治 8 年（1875 年）�後期��Late�Variety��トーン� ��完全未使用� ￥�6,000

339.� �竜 10 銭銀貨�明治 8 年（1875 年）�後期��Late�Variety� ��極美 /未� ￥�2,000

340.� �竜 10 銭銀貨�明治 8 年（1875 年）�後期��Late�Variety� ��未使用� ￥�3,000

341.� �竜 10 銭銀貨�明治 9 年（1876 年）��� ��未使用� ￥�3,000

342.� �竜 10 銭銀貨�明治 21年（1888 年）��� ��未使用� ￥�3,000

343.� �竜 10 銭銀貨�明治 21年（1888 年）��� ��未使用� ￥�3,000

344.� �竜 10 銭銀貨�明治 26 年（1893 年）��トーン� ��未使用� ￥�3,000

324 330 334 347329

− 34−

¥3,000

¥4,000

¥100,000

¥4,000

¥7,000

¥7,000

¥5,000

¥3,000

¥8,000

¥8,000

¥8,000

¥7,000

¥3,000

¥4,000

¥3,000

¥5,000



345.� �竜 10 銭銀貨�明治 29 年（1896 年）���トーン� ��未使用� ￥�3,000

346.� �竜 10 銭銀貨�明治 30 年（1897年）��� ��未使用� ￥�3,000

347.� �竜 10 銭銀貨�明治 34 年（1901年）���トーン� ��極美� ￥�30,000

348.� �竜 10 銭銀貨�明治 35 年（1902 年）���特年�トーン�日本貨幣商協同組合鑑定書付� ��未使用� ￥�60,000

349.� �竜 10 銭銀貨�明治 38 年（1905 年）���トーン� ��未使用� ￥�2,000

350.� �竜 10 銭銀貨�明治 38 年（1905 年）��� ��未使用� ￥�2,000

351.� �竜 10 銭銀貨�明治 39 年（1906 年）��� ��未使用� ￥�2,000

旭日10 銭銀貨�JNDA- 近 25�/�Rising�Sun�10�Sen�Silver�2.25g�.720�17.57mm
352.� �旭日10 銭銀貨�5 年号 5枚揃��5-Pieces��明治 41年（トーン）、45年、大正 3年、5年（トーン）、6年（トーン）� 5 枚揃極美〜未� ￥�6,000

10 銭白銅貨�JNDA- 近 27�/�10�Sen�Cupronickel�JNDA01-27�3.75g�22.17mm
353.� �10 銭白銅貨�穴ズレエラー�大正12年（1923 年）��Mint�Error� ��普� ￥�3,000

354.� �10 銭白銅貨�11年号11枚完揃�大正 9 年〜昭和 7年（1920 年〜1932 年）��11-Pieces��Complete�Year
� �大正 9 年〜15 年（1920 〜1926 年）、昭和 2年〜7年（1927〜1932 年）�紙ホルダー入� ��11枚揃未使用� ￥�7,000

稲10 銭アルミ貨�JNDA- 近 32�/�Rice�10�Sen�Aluminum�JNDA01-32�1.00g�22.00mm
355.� �稲 10 銭アルミ貨�昭和 21年（1946 年）��傾打エラー��Mint�Error� ��未使用� ￥�3,000

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

356.� �旭日竜 5銭銀貨�明治 3年（1870 年）�明瞭ウロコ���トーン� ��極美� ￥�45,000

357.� �旭日竜 5銭銀貨�明治 3年（1870 年）��� ��未使用� ￥�35,000

358.� �旭日竜 5銭銀貨�明治 3年（1870 年）��� ��未使用� ￥�35,000

359.� �旭日竜 5銭銀貨�明治 3年（1870 年）��� ��極美 /未� ￥�20,000

360.� �旭日竜 5銭銀貨�明治 3年（1870 年）���トーン� ��極美� ￥�15,000

361.� �旭日竜 5銭銀貨�明治 3年（1870 年）�欠日�傾打��Mint�Error� ��美� ￥�12,000

362.� �旭日竜 5銭銀貨�明治 3年（1870 年）��� ��美� ￥�10,000

363.� �旭日竜 5銭銀貨�明治 3年（1870 年）���本エラー����Mint�Error� ��美� ￥�10,000

364.� �旭日竜 5銭銀貨�明治 3年（1870 年）��� ��普 / 美� ￥�6,000

365.� �旭日竜 5銭銀貨�明治 4 年（1871年）��� ��極美� ￥�26,000

366.� �旭日竜 5銭銀貨�明治 4 年（1871年）��� ��美� ￥�17,000

旭日大字5銭銀貨�JNDA- 近 34�/�Rising�Sun�Large�Character�5�Sen�Silver�JNDA01-34�1.25g�.800�16.15mm
367.� �旭日大字5銭銀貨�明治 4 年（1871年）�後期��Late�Variety� ��未使用� ￥�15,000

368.� �旭日大字5銭銀貨�明治 4 年（1871年）�後期��Late�Variety� ��未使用� ￥�15,000

竜 5銭銀貨�JNDA- 近 35�/�Dragon�5�Sen�Silver�JNDA01-35�1.35g�.800�15.15mm
369.� �竜 5銭銀貨�明治 6 年（1873 年）�ハネ明���トーン� ��極美 /未� ￥�15,000

370.� �竜 5銭銀貨�明治 6 年（1873 年）�ハネ明��� ��極美� ￥�8,000

371.� �竜 5銭銀貨�明治 6 年（1873 年）�ハネ明��� ��美� ￥�6,000
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372.� �竜 5銭銀貨�明治 6 年（1873 年）��� ��未使用� ￥�4,000

373.� �竜 5銭銀貨�明治 6 年（1873 年）��� ��未使用� ￥�4,000

374.� �竜 5銭銀貨�明治7年（1874 年）��� ��未使用� ￥�20,000

375.� �竜 5銭銀貨�明治10 年（1877年）�半ハネ明��� ��未使用� ￥�6,000

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

376.� �菊 5銭白銅貨�陰打ちエラー�明治 25 年（1892 年）��Mint�Error��稀品�� PCGS�Mint�Error�XF40��美� ￥�650,000

377.� �菊 5銭白銅貨�9 年号 9 枚揃�明治 22年〜30 年（1889 〜1897年）��9-Pieces��紙ホルダー入� ��9 枚揃普〜美� ￥�8,000

稲 5銭白銅貨�JNDA- 近 37�/�Rice�5�Sen�Cupronickel�JNDA01-37�4.67g�20.60mm
378.� �稲 5銭白銅貨�明治 38 年（1905 年）��� ��極美 /未� ￥�3,000

小型 5銭白銅貨�JNDA- 近 39�/�5�Sen�Cupronickel�Small�Size�JNDA01-39�2.63g�19.09mm
379.� �小型 5銭白銅貨�穴ズレエラー�大正11年（1922 年）��Mint�Error� ��普� ￥�3,000

2 銭銅貨�JNDA- 近 45�/�2�Sen�Copper�JNDA01-45�14.26g�31.81mm
380.� �2 銭銅貨�明治 6 年（1873 年）���変色あり� ��未使用� ￥�40,000

381.� �2 銭銅貨�明治10 年（1877年）���変色あり� ��未使用� ￥�10,000

382.� �2 銭銅貨�明治13 年（1880 年）���変色あり� ��未使用� ￥�10,000

383.� �2 銭銅貨�明治15 年（1882 年）���変色あり� ��未使用� ￥�8,000

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

384.� �竜 1銭銅貨�明治13 年（1880 年）���変色あり� ��未使用� ￥�2,000

385.� �竜 1銭銅貨�明治 21年（1888 年）���� PCGS�Genuine�Quest�Color�UNC�Details��未使用� ￥�4,000

稲1銭青銅貨�JNDA- 近 47�/�Rice�1�Sen�Bronze�JNDA01-47�7.13g�27.87mm
386.� �稲 1銭青銅貨�明治 33 年（1900 年）��� ��未使用� ￥�5,000

桐1銭青銅貨�JNDA- 近 48�/�Paulownia�1�Sen�Bronze�JNDA01-48�3.75g�23.03mm
387.� �桐 1銭青銅貨�大ズレエラー�大正11年（1922 年）��Mint�Error��変色あり�� PCGS�Mint�Error�MS64BN��未使用� ￥�200,000

388.� �桐 1銭青銅貨�3 枚揃�昭和 4 年（1929 年）��3-Pieces���特年� ��3 枚揃完全未使用� ￥�15,000
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389.� �桐 1銭青銅貨�昭和 4 年（1929 年）���特年�変色あり� ��未使用� ￥�3,000

半銭銅貨�JNDA- 近 53�/�1/2�Sen�Copper�JNDA01-53�3.56g�22.20mm
390.� �半銭銅貨�明治 6 年（1873 年）���変色あり� ��未使用� ￥�15,000

391.� �半銭銅貨�明治 9 年（1876 年）���変色あり� ��未使用� ￥�8,000

392.� �半銭銅貨�明治10 年（1877年）�角ウロコ��� ��美� ￥�10,000

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

394.� �半銭銅貨�明治12年（1879 年）���変色あり� ��美� ￥�8,000

395.� �半銭銅貨�明治 21年（1888 年）���変色あり� ��未使用� ￥�23,000

1厘銅貨�JNDA- 近 55�/�1�Rin�Copper�JNDA01-55�0.91g�15.75mm
396.� �1厘銅貨�2 枚揃�明治 6 年及び明治16 年�JNDA- 近 55��2-Pieces��変色あり� ��2 枚揃極美〜未� ￥�2,000

その他各種／Other�Variety

397.� �竜 1銭銅貨及び大型 5銭白銅貨�エラー貨 2種揃��Dragon�1�Sen�Copper�and�5�Sen�Cupronickel�Mint�Error�2-Pieces
� �【竜 1銭銅貨�明治 9 年（1876 年）�JNDA- 近 46】7.13g�27.87mm�傾打（300 度）�【大型 5銭白銅貨�大正 8 年（1919 年）�JNDA- 近 38】4.28g�

20.60mm�穴ズレエラー（小穴）� ��2 種揃� ￥�4,000

398.� �10 銭及び 5銭ニッケル貨�10 枚完揃�昭和 8 年〜昭和12年（1933 年〜1937年）�JNDA- 近 28/40
� �10�Sen�and�5�Sen�Nickel�10-Pieces��Complete�Year��JNDA01-28/40
� �【10 銭ニッケル貨�JNDA- 近 28】4.02g�22.00mm�昭和 8 年〜12年（1933〜1937年）
� �【5銭ニッケル貨�JNDA- 近 40】2.80g�19.00mm�昭和 8 年〜12年（1933〜1937年）�紙ホルダー入���10 枚揃未使用� ￥�3,000

399.� �菊 5 銭白銅貨及び稲 5 銭白銅貨�各 9 年号全揃アルバム 48 枚入�JNDA- 近 36･ 近 37��Chrysanthermum�5�Sen�and�Rice�5�Sen�
Cupronickel�48-Coin�Complete�Year�Album�JNDA01-36､ 37

� �【菊 5銭白銅貨�JNDA- 近 36】明治22年 4 枚、明治23 年 5 枚、明治24 年 3 枚、明治25年 2枚、明治26 年 4 枚、明治27年 3 枚、
明治 28 年 1枚、明治 29 年 2 枚、明治 30 年 3 枚�【稲 5銭白銅貨�JNDA- 近 37】明治 30 年 2 枚、明治 31年 4 枚、明治 32 年 2 枚、
明治33 年 2枚、明治34 年 3 枚、明治35年 3 枚、明治36 年 1枚、明治37年 2枚、明治38 年 2枚���48 枚揃普� ￥�12,000

400.� �現行菊 50 円ニッケル貨�12 枚揃�昭和 35 年（1960 年）�JNDA- 現 6��Chrysanthermum�50�Yen�Nickel�Holed�12-Pieces�JNDA02-6
� �5.00g����25.00mm����� ��12 枚揃美〜極美� ￥�3,000

401.� �現行菊 50 円ニッケル貨�穴ズレエラー�昭和 40 年（1965 年）�JNDA- 現 6��Mint�Error
� �� PCGS�Mint�Error�MS62��極美 /未� ￥�120,000

402.� �通常 50 円白銅貨�穴ズレエラー�昭和 43 年（1968 年）�JNDA- 現 7��50�Yen�Cupronickel�Mint�Error�JNDA02-7
� �4.00g����21.00mm����変色あり�� PCGS�Mint�Error�Genuine�Machine�Dmg-UNC�Details��極美� ￥�270,000
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403.� �通常 50 円白銅貨�穴ズレエラー�昭和 45 年（1970 年）�JNDA- 現 7��Mint�Error� PCGS�Mint�Error�MS63��未使用� ￥�220,000

404.� �通常 50 円白銅貨�穴ズレエラー�昭和 47年（1972 年）�JNDA- 現 7��Mint�Error� ��美� ￥�60,000

405.� �5 円黄銅貨（楷書体）�穴ズレエラー�昭和 24 年（1949 年）�JNDA- 現 11��5�Yen�Brass�（Kaisho�Lettered）�Mint�Error�JNDA02-11
� �3.75g����22.00mm����� PCGS�Mint�Error�AU55��極美� ￥�270,000

406.� �5 円黄銅貨（楷書体）�穴ズレエラー�昭和 24 年（1949 年）�JNDA- 現 11��Mint�Error
� �� PCGS�Mint�Error�Genuine�Strk�Rmvd-AU�Details��美 / 極美� ￥�180,000

407.� �5 円黄銅貨（楷書体）�穴ズレエラー�昭和 24 年（1949 年）�JNDA- 現 11��Mint�Error� ��美� ￥�80,000

408.� �5 円黄銅貨（楷書体）�穴ズレエラー�昭和 25 年（1950 年）�JNDA- 現 11��Mint�Error� PCGS�Mint�Error�XF45��美 / 極美� ￥�130,000

409.� �近代コインアルバム（種類別、銀及び白銅貨他）�76 枚入セット��Modern��Coin�Album�Silver�and�Cupro-nickel�76-Coin�Set
� �変色あり�（1）�旧 1円銀貨�明治 3年�極美�（2）�旭日竜10 銭銀貨�明治 3年�美�（3）�旭日竜大型 50 銭銀貨�明治 4 年�美�（4）�旭日竜 20 銭銀

貨�明治 4 年�美�（5）�旭日竜 5銭銀貨�明治 3年�極美�（6）�旭日竜小型 50 銭銀貨�明治 4 年�極美�（7）�旭日大字5銭銀貨�明治 4 年後期�美�
（8）�竜 5銭銀貨�明治10 年�普�（9）�2 銭銅貨�明治16 年�普�（10）�1厘銅貨�明治7年�美�（11）�竜 1銭銅貨�明治16 年�普�（12）�半銭銅貨�明
治15 年�普�（13）�竜 50 銭銀貨�明治 31年�普�（14）�竜 20 銭銀貨�明治 27年�普�（15）�竜 10 銭銀貨�明治 38 年�普�（16）�新1円銀貨（大型）�
明治18 年�美�（17）�新1円銀貨（小型）�明治 38 年�美�（18）�菊 5銭白銅貨�明治 22年�普�（19）�稲 5銭白銅貨�明治 31年�普�（20）�稲 1銭青
銅貨�明治 31年�普�（21）�旭日20 銭銀貨�明治 43 年�普�（22）�旭日50 銭銀貨�明治 41年�普�（23）�旭日10 銭銀貨�大正 2年�普�（24）�5厘青
銅貨�大正 7年�普�（25）�桐 1銭青銅貨�昭和10 年�普�（26）�大型 5銭白銅貨�大正 8 年�未�（27）�10 銭白銅貨�大正10 年�普�（28）�小型 5銭
白銅貨�大正12年�普�（29）�小型 50 銭銀貨�昭和11年�普�（30）�10 銭ニッケル貨�昭和10 年�普�（31）�5 銭ニッケル貨�昭和12年�普�（32）�カ
ラス1銭黄銅貨�昭和13 年�普�（33）�10 銭アルミ青銅貨�昭和14 年�普�（34）�5 銭アルミ青銅貨�昭和13 年�普�（35）�カラス1銭アルミ貨�昭
和14 年�普�（36）�菊 10 銭アルミ貨�昭和16 年�普�（37）�5 銭アルミ貨�昭和17年�美�（38）�富士1銭アルミ貨�昭和18 年�極美�（39）�10 銭錫
貨�昭和19 年�未�（40）�穴アキ5銭錫貨�昭和19 年�普�（41）�1銭錫�昭和19 年�普�（42）�稲 10 銭アルミ貨�昭和 20 年�美�（43）�鳩 5銭錫貨�
昭和 21年�美�（44）�大型 50 銭黄銅貨�昭和 21年�美�（45）�小型 50 銭黄銅貨�昭和 23 年�極美�（46）�穴ナシ5円黄銅貨�昭和 23 年�普�（47）�
1円黄銅貨�昭和 24 年�普�（48）�5円黄銅貨（楷書体）�昭和 32年�普�（49）�10 円青銅貨（ギザあり）�昭和 26 年�普�（50）�菊穴ナシ50 円ニッ
ケル貨�昭和 30 年�普�（51）�1円アルミ貨�昭和 30 年�普�（52）�鳳凰100 円銀貨�昭和 32年�極美�（53）�稲 100 円銀貨�昭和 40 年�極美�（54）�
菊 50 円ニッケル貨�昭和 38 年�美�（55）�10 円青銅貨（ギザなし）�昭和 34 年�普�（56）�5円黄銅貨（ゴシック体）�昭和 36 年�未�（57）�桜 100
円白銅貨�昭和 63 年�未�（58）�50 円白銅貨�昭和 60 年�未�（59）�500 円白銅貨�昭和 57年�未�（60）�東京オリンピック�100 円銀貨�昭和 39
年�未�（61）�東京オリンピック�1000 円銀貨�昭和 39 年�未�（62）�日本万国博覧会�100 円白銅貨�昭和 45 年�未�（63）�札幌オリンピック�100
円白銅貨�昭和 47年�未�（64）�沖縄海洋博覧会�100 円白銅貨�昭和 50年�未�（65）�昭和天皇御在位 50年�100 円白銅貨�昭和 51年�未�（66）�
つくば国際科学技術博覧会�500 円白銅貨�昭和 60 年�未�（67）�内閣制度創設 100 年�500 円白銅貨�昭和 60 年�未�（68）�昭和天皇御在位
60 年�500 円白銅貨�昭和 61年�未�（69）�青函トンネル開通記念�500 円白銅貨�昭和 63 年�未�（70）�瀬戸大橋開通記念�500 円白銅貨�昭和
63 年�未�（71）�国際花と緑の博覧会�5000 円銀貨�平成 2年�未�（72）�裁判所制度 100 年記念�5000 円銀貨�平成 2年�未�（73）�議会開設
100 年記念�5000 円銀貨�平成 2年�未�（74）�天皇陛下御即位記念�500 円白銅貨�平成 2年�未�（75）�沖縄復帰20 年記念�500 円白銅貨�平
成 4 年�未�（76）�皇太子殿下御成婚記念�500 円白銅貨�平成 5年�未� ��近代コインアルバム付銀貨他 76 枚揃� ￥�57,000
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¥60,000

¥85,000



410.� �昭和コインアルバム（種類別、銀及び白銅貨、現行貨他）�208 枚入セット��Showa��Coin�Album�Silver�and�Cupro-nickel�208-Coin�Set
� �変色あり�1ページﾞ�*11枚�（1）�東京オリンピック100 円銀貨�昭和 39 年�（2）�東京オリンピック1000 円銀貨�昭和 39 年�（3）�日本万国博

覧会100 円白銅貨�昭和 45 年�（4）�札幌オリンピック100 円白銅貨�昭和 47年�（5）�沖縄海洋博覧会100 円白銅貨�昭和 50 年�（6）�昭和天
皇御在位 50 年 100 円白銅貨�昭和 51年�（7）�つくば国際科学技術博覧会 500 円白銅貨�昭和 60 年�（8）�内閣制度創設 100 年 500 円白
銅貨�昭和 60 年�（9）�昭和天皇御在位60 年 500 円白銅貨�昭和 61年�（10）�青函トンネル開通記念 500 円白銅貨�昭和 63 年�（11）�瀬戸大
橋開通記念 500 円白銅貨�昭和 63 年�

� �2 ページ〜 8ページ�* 現行貨 197 枚�（12）〜（47）�1円アルミ貨枚�昭和 30 年〜平成 2年�（48）〜（49）�穴ナシ5円黄銅貨�昭和 23 年〜
24 年�（50）〜（56）�5円黄銅貨（楷書体）�昭和 24 年〜33 年�（57）〜（89）�5円黄銅貨（ゴシック体）�昭和 34 年〜平成 2年�（90）〜（96）�
10 円青銅貨（ギザあり）�昭和 26 年〜33 年�（97）〜（129）�10 円青銅貨（ギザなし）�昭和 34 年〜平成 2年�（130）〜（133）�菊穴ナシ50
円ニッケル貨�昭和 30 年〜33 年�（134）〜（141）�菊 50 円ニッケル貨�昭和 34 年〜 41年�（142〜165）�50 円白銅貨�昭和 42 年〜平成 2
年�（166 〜167）�鳳凰100 円銀貨�昭和 32年〜33 年�（168）〜（174）�稲 100 円銀貨�昭和 34 年〜 41年�（175）〜（198）�桜 100 円白銅
貨�昭和 42年〜平成 2年�（199）〜（208）�500 円白銅貨�昭和 57年〜平成 2年�昭和 62 年銘は全てプルーフ貨�銅貨等変色あり

� � ��昭和コインアルバム付銀貨他 208 枚揃��美〜未使用� ￥�16,000

411.� �平成コインアルバム（種類別、銀及び白銅貨、現行貨他）�171枚入セット��Heisei��Coin�Album�Silver�and�Cupro-nickel�171-Coin�Set
� �1ページ�*11枚�（1）�国際花と緑の博覧会�5000 円銀貨�平成 2年�（2）�裁判所制度100 年記念�5000 円銀貨�平成 2年�（3）�議会開設 100

年記念�5000 円銀貨�平成 2年�（4）�天皇陛下御即位記念�500 円白銅貨�平成 2年�（5）�沖縄復帰20 年記念�500 円白銅貨�平成 4 年�（6）�
皇太子殿下御成婚記念�500 円白銅貨�平成 5年�（7）�皇太子殿下御成婚記念�5000 円銀貨�平成 5年�（8）�関西国際空港開港記念�500 円
白銅貨�平成 6 年�（9 〜11）�第 12回アジア競技大会記念�500 円白銅貨（走る・泳ぐ・跳ぶ）�平成 6 年�

� �2 ページ�*7 枚�（12）〜（14）�長野オリンピック�1次〜 3次�5000 円銀貨�平成 9 年〜10 年�（15）〜（17）�長野オリンピック�1次〜 3次�
500 円白銅貨�平成 9 年〜10 年�（18）�天皇陛下御在位10 年�500 円白銅貨�平成 11年�

� �3 ページ�*3 枚�（19）〜（21）�2002FIFAワールドカップ TM記念�500 円ニッケル貨 3種�平成 14 年�
� �4 ページ〜 8ページ�* 現行貨 150 枚（全てプルーフ貨）�（22）〜（46）�1円アルミ貨�平成元年〜25年�（47）〜（71）�5円黄銅貨（ゴシック体）�

平成元年〜25年�（72）〜（96）�10 円青銅貨（ギザなし）�平成元年〜25年�（97）〜（121）�50 円白銅貨�平成元年〜25年�（122）〜（146）�
桜 100 円白銅貨�平成元年〜25年�（147）〜（157）�500 円白銅貨�平成元年〜11年�（158）〜（171）�500 円ニッケル黄銅貨�平成 12年〜
25 年� ��平成コインアルバム付銀貨他171枚揃� ￥�60,000

412.� �平成コインアルバム（種類別、銀及び白銅貨、現行貨他）�172 枚入セット��Heisei��Coin�Album�Silver�and�Cupro-nickel�172-Coin�Set
� �変色あり�
� �1ページ�*9 枚�（1）�国際花と緑の博覧会�5000 円銀貨�平成 2年�（2）�議会開設 100 年記念�5000 円銀貨�平成 2年�（3）�天皇陛下御即位

記念�500 円白銅貨�平成 2年�（4）�沖縄復帰20 年記念�500 円白銅貨�平成 4 年�（5）�皇太子殿下御成婚記念�500 円白銅貨�平成 5年�（6）�
関西国際空港開港記念�500 円白銅貨�平成 6 年�（7）〜（9）�第 12回アジア競技大会記念�500 円白銅貨（走る・泳ぐ・跳ぶ）�平成 6 年�

� �2 ページ�*7 枚�（10）〜（12）長野オリンピック�1次〜3次�5000 円銀貨�平成 9 年〜10 年�（13）〜（15）長野オリンピック�1次〜3次�
500 円白銅貨�平成 9 年〜10 年�（16）�天皇陛下御在位10 年�500 円白銅貨�平成 11年�

� �3 ページ�*4 枚�（17）〜（19）�2002FIFAワールドカップ TM記念�500 円ニッケル貨 3種�平成 14 年�（20）�2005 年日本国際博覧会記念�
500 円ニッケル黄銅貨�平成 17年

� �4 ページ�*2 枚�（21）�南極地域観測 50 年�500 円ニッケル黄銅貨�平成 19 年�（22）�日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100 年�
500 円ニッケル黄銅貨�平成 20 年�

� �5ページ〜9ページ�*現行貨150枚�（23）〜（47）�1円アルミ貨�平成元年〜25年�（48）〜（72）�5円黄銅貨（ゴシック体）�平成元年〜25年�（73）
〜（97）�10 円青銅貨（ギザなし）�平成元年〜25年�（98）〜（122）�50 円白銅貨�平成元年〜25年�（123）〜（147）�桜 100 円白銅貨�平成
元年〜25年�（148）〜（158）�500 円白銅貨�平成元年〜11年�（159）〜（172）�500 円ニッケル黄銅貨�平成 12年〜25 年

� � ��平成コインアルバム付銀貨他172 枚揃� ￥�51,000

413.� �平成コインアルバムⅡ（種類別、白銅貨及びクラッド貨、現行貨他）�86 枚入セット��Heisei��Coin�Album�Cupro-nickel�and�Clad�86-Coin�Set
� �1ページ�*25 枚�（1）〜（25）�地方自治法施行 60 年記念�500 円バイカラークラッド貨（北海道〜滋賀県）�平成 20 年〜平成 28 年�
� �2 ページ�*22 枚�（26）〜（47）�地方自治法施行 60 年記念�500 円バイカラークラッド貨（京都府〜沖縄県）�平成 20 年〜平成 28 年�
� �3 ページ�なし
� �4 ページ�*9 枚�（48）〜（56）�新幹線鉄道開業 50 年記念�100 円クラッド貨（東海道・山陰・東北・上越・北陸・山形・秋田・九州・北海道）�

平成 27年〜平成 28 年�
� �5 ページ�*30 枚（現行貨全てプルーフ貨）�（57）〜（61）�1円アルミ貨�平成 26 年〜30 年�（62）〜（66）�5円黄銅貨（ゴシック体）�平成 26

年〜30 年�（67）〜（71）�10 円青銅貨（ギザなし）�平成 26 年〜30 年�（72）〜（76）�50 円白銅貨�平成 26 年〜30 年�（77）〜（81）�桜 100
円白銅貨�平成 26 年〜30 年�（82）〜（86）�500 円ニッケル黄銅貨�平成 26 年〜30 年

� � ��平成コインアルバム付白銅貨他 86 枚揃� ￥�29,000

411 413

− 39−

※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥22,000

¥40,000



414.� �平成コインアルバムⅡ（種類別、白銅貨及びクラッド貨、現行貨他）�86 枚入セット��Heisei��Coin�Album�Cupro-nickel�and�Clad�86-Coin�Set
� �1ページ�*25 枚�（1）〜（25）�地方自治法施行 60 年記念�500 円バイカラークラッド貨（北海道〜滋賀県）�平成 20 年〜平成 28 年�
� �2 ページ�*22 枚�（26）〜（47）�地方自治法施行 60 年記念�500 円バイカラークラッド貨（京都府〜沖縄県）�平成 20 年〜平成 28 年�
� �3 ページ�なし�
� �4 ページ�*9 枚�（48）〜（56）�新幹線鉄道開業 50 年記念�100 円クラッド貨（東海道・山陰・東北・上越・北陸・山形・秋田・九州・北海道）�

平成 27年〜平成 28 年�
� �5 ページ�*30 枚（現行貨）�（57）〜（61）�1円アルミ貨�平成 26 年〜30 年�（62）〜（66）�5円黄銅貨（ゴシック体）�平成 26 年〜30 年�（67）

〜（71）�10 円青銅貨（ギザなし）�平成 26 年〜30 年�（72）〜（76）�50 円白銅貨�平成 26 年〜30 年�（77）〜（81）�桜 100 円白銅貨�平成
26 年〜30 年�（82）〜（86）�500 円ニッケル黄銅貨�平成 26 年〜30 年�

� � 平成コインアルバム付白銅貨他 86 枚揃� ￥�28,000

記念貨／Commemorative�Coinage

415.� �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����薄いトーン�� PCGS�MS67��完全未使用� ￥�8,000

416.� �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�MS67��完全未使用� ￥�8,000

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

418.� �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

419.� �日本万国博覧会記念�100 円白銅貨（海外向け）�昭和 45 年（1970 年）�JNDA05-1��Japan�World�Exposition�100�Yen�Cupro-nickel
� �9.00g����28.00mm��7,000 枚��海外向けケース入り� ��未使用� ￥�10,000

420.� �昭和天皇御在位60 年記念�100000 円金貨�昭和 62年（1987年）�JNDA05-2��
� �The�60th�year�of�Emperor�on�the�throne�100000�Yen�Gold�Proof��20.00g��.999��30.00mm���� ��プルーフ� ￥�110,000

421.� �昭和天皇御在位60 年記念�100000 円金貨�昭和 62年（1987年）�JNDA05-2��� ��プルーフ� ￥�110,000

422.� �昭和天皇御在位60 年記念�100000 円金貨�昭和 62年（1987年）�JNDA05-2��� ��プルーフ� ￥�110,000

423.� �昭和天皇御在位60 年記念�100000 円金貨�昭和 62年（1987年）�JNDA03-9��� ��未使用� ￥�110,000

424.� �国際花と緑の博覧会記念�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����ケース入�※ケースに難あり� ��未使用� ￥�6,000
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¥28,000

¥11,000

¥9,000

¥8,000

¥8,000

¥14,000

¥130,000

¥130,000

¥120,000

¥150,000



425.� �議会開設・裁判所制度100周年記念�5000 円銀貨 2種セット�平成 2年（1990 年）�JNDA05-8
� �Judicial�System�Centennial/�The�Diet�Centennial�5000�Yen�Silver�2-Coin�set
� �15.00g��.925��30.00mm��ケース入� ��2 種未使用� ￥�11,000

426.� �議会開設・裁判所制度100周年記念�5000 円銀貨 2種セット�平成 2年（1990 年）�JNDA05-8��
� �ケース入�※ケースに難あり� ��2 種未使用� ￥�11,000

427.� �天皇陛下御即位記念�100000 円金貨�平成 3年（1991年）�JNDA05-9��The�Enthronment�of�the�Emperor�100000�Yen�Gold�Proof
� �30.00g��.999��33.00mm��ケース入�※ケースに難あり� ��プルーフ� ￥�130,000

428.� �天皇陛下御即位記念�100000 円金貨�平成 3年（1991年）�JNDA05-9��
� �ケース入�※ケースに難あり� ��プルーフ� ￥�130,000

429.� �沖縄復帰20周年記念�500 円白銅貨�平成 4 年（1992 年）�JNDA05-11
� The�20th�Anniversary�of�the�reversion�of�Okinawa�to�Japan�500�Yen�Cupro-nickel
� �13.00g��30.00mm��47,000 枚��� ��プルーフ� ￥�2,000

430.� �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
� � ��3点プルーフ� ￥�75,000

431.� �皇太子殿下御成婚記念�銀・白銅貨 2点プルーフセット�平成 5年（1993 年）�JNDA05-13
� The�Wedding�of�His�Imperial�Highness�The�Crown�Prince�Silver�and�Cupro-nickel�2-Coin�Proof�Set
� �【5000 円銀貨】15.00g�.999�30.00mm�【500 円白銅貨】7.20g�26.50mm� ��2 点プルーフ� ￥�6,000

432.� �長野オリンピック冬季競技大会記念（第1次）�10000 円金貨�平成 9 年（1997年）�JNDA05-16
� Nagano�Olympic�Series�I�10000�Yen�Gold�Proof
� �15.60g��.999��26.00mm��22,000 枚��� ��プルーフ� ￥�60,000

433.� �長野オリンピック冬季競技大会記念（第1次）�金・銀･白銅貨 3点プルーフセット�平成 9 年（1997年）�JNDA05-17
� Nagano�Olympic�Series�I�Gold,�Silver�and�Copper-nickel�3-Coin�Proof�Set
� �【10000 円金貨】15.60g�.999�26.00mm�【5000 円銀貨】15.00g�.925�30.00mm�【500 円白銅貨】7.20g�26.50mm
� � ��3点プルーフ� ￥�66,000

434.� �長野オリンピック冬季競技大会記念（第1次）�銀 ･白銅貨 2点プルーフセット�平成 9 年（1997年）�JNDA05-18
� Nagano�Olympic�Series�I�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

435.� �長野オリンピック冬季競技大会記念（第 2次）�10000 円金貨�平成 9 年（1997年）�JNDA05-19
� Nagano�Olympic�Series�II�10000�Yen�Gold�Proof
� �15.60g��.999��26.00mm��22,000 枚��� ��プルーフ� ￥�60,000

436.� �長野オリンピック冬季競技大会記念（第 2次）�金・銀･白銅貨 3点プルーフセット�平成 9 年（1997年）�JNDA05-20
� Nagano�Olympic�Series�II�Gold,�Silver�and�Copper-nickel�3-Coin�Proof�Set
� �【10000 円金貨】15.60g�.999�26.00mm�【5000 円銀貨】15.00g�.925�30.00mm�【500 円白銅貨】7.20g�26.50mm
� � ��3点プルーフ� ￥�66,000

437.� �長野オリンピック冬季競技大会記念（第 2次）�銀 ･白銅貨 2点プルーフセット�平成 9 年（1997年）�JNDA05-21
� Nagano�Olympic�Series�II�Silver�and�Copper�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
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438.� �長野オリンピック冬季競技大会記念（第 3次）�10000 円金貨�平成 10 年（1998 年）�JNDA05-22
� Nagano�Olympic�Series�III�10000�Yen�Gold�Proof
� �15.60g��.999��26.00mm��22,000 枚��� ��プルーフ� ￥�60,000

439.� �長野オリンピック冬季競技大会記念（第 3次）�金・銀･白銅貨 3点プルーフセット�平成 10 年（1998 年）�JNDA05-23
� Nagano�Olympic�Series�III�Gold,�Silver�and�Copper-nickel�3-Coin�Proof�Set
� �【10000 円金貨】15.60g�.999�26.00mm�【5000 円銀貨】15.00g�.925�30.00mm�【500 円白銅貨】7.20g�26.50mm
� � ��3点プルーフ� ￥�66,000

440.� �長野オリンピック冬季競技大会記念（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

441.� �天皇陛下御在位10 年記念�10000 円金貨�平成 11年（1999 年）�JNDA05-25
� The�10th�year�of�the�Emperor�on�the�throne�10000�Yen�Gold�Proof
� �20.00g��.999��28.00mm��100,000 枚��� ��プルーフ� ￥�70,000

442.� �天皇陛下御在位10 年記念�10000 円金貨�平成 11年（1999 年）�JNDA05-25��� ��プルーフ� ￥�70,000

443.� �天皇陛下御在位10 年記念�10000 円金貨�平成 11年（1999 年）�JNDA05-25��� ��プルーフ� ￥�70,000

444.� �天皇陛下御在位10 年記念�金・白銅貨 2点プルーフセット�平成 11年（1999 年）�JNDA05-26
� The�10th�year�of�the�Emperor�on�the�throne�Gold�and�Cupro-nickel�2-Coin�Proof�Set
� �【10000 円金貨】20.00g�.999�28.00mm�【500 円白銅貨】7.20g�26.50mm� ��2 点プルーフ� ￥�72,000

445.� �天皇陛下御在位10 年記念�金・白銅貨 2点プルーフセット�平成 11年（1999 年）�JNDA05-26��� ��2 点プルーフ� ￥�72,000

446.� �天皇陛下御在位10 年記念�金・白銅貨 2点プルーフセット�平成 11年（1999 年）�JNDA05-26��� ��2 点プルーフ� ￥�72 ,000

447.� �天皇陛下御在位10 年記念�金・白銅貨 2点プルーフセット�平成 11年（1999 年）�JNDA05-26��� ��2 点プルーフ� ￥�72,000

448.� �2002FIFAワールドカップ ™ 記念�10000 円金貨�平成 14 年（2002 年）�JNDA05-27
� 2002FIFA�World�Cup™�Commemorative�10000�Yen�Gold�Proof
� �15.60g��.999��26.00mm��50,000 枚��� ��プルーフ� ￥�60,000

449.� �2002FIFAワールドカップ ™ 記念�10000 円金貨�平成 14 年（2002 年）�JNDA05-27��� ��プルーフ� ￥�60,000

450.� �2002FIFAワールドカップ ™ 記念�金・銀貨 2点プルーフセット�平成 14 年（2002 年）��JNDA05-28
� 2002FIFA�World�Cup™�Commemorative�Gold�and�Silver�2-Coin�Proof�Set
� �【10000 円金貨】15.60g�.999�26.00mm�【1000 円銀貨】31.10g�.999�40.00mm� ��2 点プルーフ� ￥�65,000
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451.� �2002FIFAワールドカップ ™ 記念�1000 円銀貨�平成 14 年（2002 年）�JNDA05-29
� 2002FIFA�World�Cup™�Commemorative�1000�Yen�Silver�Proof
� �31.10g��.999��40.00mm��50,000 枚��� ��プルーフ� ￥�6,000

452.� �2002FIFAワールドカップ ™ 記念�1000 円銀貨�平成 14 年（2002 年）�JNDA05-29��� ��プルーフ� ￥�6,000

453.� �2002FIFAワールドカップ ™ 記念�1000 円銀貨�平成 14 年（2002 年）�JNDA05-29��ケース・保証書なし� ��プルーフ� ￥�4,000

454.� �2002FIFAワールドカップ ™ 記念�1000 円銀貨�平成 14 年（2002 年）�JNDA05-29��� ��プルーフ� ￥�6,000

455.� �2002FIFAワールドカップ ™ 記念�1000 円銀貨�平成 14 年（2002 年）�JNDA05-29��� ��プルーフ� ￥�6,000

456.� �2002FIFAワールドカップ ™ 記念�1000 円銀貨�平成 14 年（2002 年）�JNDA05-29��� ��プルーフ� ￥�6,000

457.� �2002FIFAワールドカップ ™ 記念�1000 円銀貨�平成 14 年（2002 年）�JNDA05-29��� ��プルーフ� ￥�6,000

458.� �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� ￥�20,000

459.� �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� ￥�20,000

460.� �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� ￥�20,000

461.� �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�Anivesary�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

462.� �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

463.� �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

464.� �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

465.� �日本国際博覧会記念（愛知万博）�10000 円金貨�平成 16 年（2004 年）�JNDA05-33
� The�EXPO�2005�AICHI�JAPAN�Commemorative�10000�Yen�Gold�Proof
� �15.60g��.999��26.00mm��35,000 枚��� ��プルーフ� ￥�60,000

466.� �日本国際博覧会記念（愛知万博）��10000 円金貨��平成 16 年（2004 年）��JNDA05-33��� プルーフ� ￥�60,000

467.� �日本国際博覧会記念（愛知万博）�金 ･銀貨 2点プルーフセット�平成 16 年（2004 年）��JNDA05-34
� The�EXPO�2005�AICHI�JAPAN�Commemorative�Gold�and�Silver�2-Coin�Proof�Set
� �【10000 円金貨】15.60g�.999�26.00mm�【1000 円銀貨】31.10g�.999�40.00mm� ��2 点プルーフ� ￥�65,000
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468.� �日本国際博覧会記念（愛知万博）�金 ･銀貨 2点プルーフセット�平成 16 年（2004 年）�JNDA05-34��� ��2 点プルーフ� ￥�65,000

469.� �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�JAPAN�Commemorative�1000�Yen�Colorized�Silver�Proof
� �31.10g��.999��40.00mm��35,000 枚��ケース・保証書なし� ��プルーフ� ￥�4,000

470.� �国際連合加盟 50周年�1000 円カラー銀貨�平成 18 年（2006 年）�JNDA05-37
� 50th�Anniversary�of�Japan's�Accession�to�the�UN�1000�Yen�Colorized�Silver�Proof
� �31.10g��.999��40.00mm��70,000 枚��� ��プルーフ� ￥�12,000

471.� �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� ￥�12,000

472.� �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� ￥�12,000

473.� �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� ￥�12,000

474.� �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� ￥�12,000

475.� �ユニバーサル技能五輪国際大会記念�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

476.� �ユニバーサル技能五輪国際大会記念�1000 円カラー銀貨�平成 19 年（2007年）�JNDA05-38��� ��プルーフ� ￥�4,000

477.� �ユニバーサル技能五輪国際大会記念�1000 円カラー銀貨�平成 19 年（2007年）�JNDA05-38��� ��プルーフ� ￥�4,000

478.� �ユニバーサル技能五輪国際大会記念�1000 円カラー銀貨�平成 19 年（2007年）�JNDA05-38��� ��プルーフ� ￥�4,000

479.� �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�Emperor�Enthronment�10000�Yen�Gold�Proof
� �20.00g��.999��28.00mm��100,000 枚��� ��プルーフ� ￥�70,000

480.� �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�Emperors�Enthronement�2-Coin�Proof�Set
� �【10000 円金貨】20.00g�.999�28.00mm�50,000 枚�【500 円黄銅貨】7.20g�26.50mm�50,000 枚� ��2 点プルーフ� ￥�78,000

481.� �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
� 67th�Annual�Meetings�of�the�IMF�and�the�World�Bank�Group�1000�Yen�Rainbow�Colorized�Silver�Proof
� �31.10g��.999��40.00mm��50,000 枚��� ��プルーフ� ￥�8,000

482.� �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
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紙幣類 �/��Paper�Money

483.� �明治通宝1円札�明治 5年〜32年（1872〜1899 年）�JNDA- 紙1C��Meiji�Tsuho�1�Yen�JNDA11-6
� �112.00×72.00mm����� ��美� ￥�10,000

484.� �明治通宝�1円・20 銭・10 銭�3 種揃��Meiji�Tsuho�1�Yen・20�Sen・10�Sen�3-Paper�Money
� �1円�JNDA- 紙1C、20 銭�JNDA- 紙1E、10 銭�JNDA- 紙1F� ��3 種揃美〜極美� ￥�15,000

485.� �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����� ��極美 +� ￥�550,000

486.� �神功皇后 5円札�JNDA- 紙 4A��� ��美 / 極美� ￥�400,000

487.� �神功皇后1円札�表裏完全剥離エラー�明治14 年〜32年（1881〜1899 年）�JNDA- 紙 4B��Revised�1�Yen�Jinko�Mint�Error�JNDA11-19
� �77.00×131.00mm����� ��普 / 美� ￥�50,000

488.� �神功皇后1円札�JNDA- 紙 4B��� ��普� ￥�15,000

489.� �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� ￥�13,000
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490.� �大蔵卿 20 銭札�JNDA- 紙 4D��� ��未使用� ￥�50,000

491.� �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� ￥�30,000

492.� �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� ￥�480,000

493.� �大黒1円札�明治18 年（1885 年）�JNDA- 紙 5B��1�Yen�Daikoku�JNDA11-25��
� 78.00×135.00mm����� ��美 / 極美� ￥�60,000

494.� �大黒1円札�JNDA- 紙 5B��� ��普� ￥�15,000
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495.� �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����� ��完全未使用� ￥�40,000

496.� �漢数字1円札�JNDA- 紙 6C��143号�� ��美 / 極美� ￥�12,000

497.� �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����� ��未使用� ￥�800,000

498.� �裏紫 100 円札（アラビア記号）�JNDA- 紙 7A��� ��極美 /未� ￥�550,000

499.� �裏紫 100 円札（アラビア記号）�JNDA- 紙 7A��� ��普 / 美� ￥�230,000

500.� �裏猪10 円札�後期（アラビア）�明治 32年〜昭和14 年（1899 〜1939 年）�JNDA- 紙 7B��10�Yen�Ura�Inoshishi�Late�Variety�JNDA11-31
� �95.00×159.00mm����� ��美� ￥�55,000

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

502.� �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����� ��美� ￥�40,000

503.� �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� ￥�120,000

504.� �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����� ��美� ￥�120,000

505.� �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� ��美� ￥�8,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥40,000

¥15,000

¥50,000

¥40,000

¥121,000

¥8,000



506.� �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� ￥�5,000

507.� �大正小額紙幣 50 銭札�大正 6 年〜12年（1917〜1923 年）�JNDA- 紙10A��50�Sen�Taisho�JNDA11-38�
� ��65.00×103.00mm����� ��未使用� ￥�2,000

508.� �大正小額紙幣 50・20・10 銭札�3 枚揃�大正 6 年〜12年（1917〜1923 年）��50・20・10�Sen�Taisho�3-Paper�Money
� �50 銭�JNDA- 紙10A�大正 6 年〜12年�65.00×103.00mm、�20 銭�JNDA- 紙10B�大正 6 年〜 8 年�58.00×92.00mm、
� 10 銭�JNDA- 紙10C�大正 6 年〜11年�54.00×86.00mm� ��3 枚揃極美 /未� ￥�4,000

509.� �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

510.� �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����� ��普� ￥�70,000

511.� �和気 1次 10 円札�エラー札�昭和 5年〜21年（1930 〜1946 年）�JNDA- 紙12C��10�Yen�1st�Wake�Mint�Error�JNDA11-46
� �81.00×142.00mm��裏に表一部印刷あり� ��美 / 極美� ￥�5,000

512.� �聖徳太子1次 100 円札�2 連番1組�昭和 5〜21年（1930 〜1946 年）�JNDA- 紙12A��100�Yen�1st�Shotoku�2-Pieces�JNDA11-44
� �93.00×162.00mm����� ��2 枚揃未使用� ￥�10,000

513.� �タテ書き20 円札�昭和 6 年〜21年（1931〜1946 年）�JNDA- 紙12B��20�Yen�Fujiwara�JNDA11-45��
� 87.00×152.00mm������� ��美� ￥�9,000

514.� �タテ書き20 円札�JNDA- 紙12B��� ��美� ￥�9,000

515.� �タテ書き20 円札�JNDA- 紙12B��� ��普 / 美� ￥�5,000

516.� �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� ￥�100,000

517.� �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� ￥�20,000

518.� �菅原道真 2次 5円札�エラー札�昭和17年〜21年（1942〜1946 年）�JNDA- 紙14B��5�Yen�2nd�Sugahara�Mint�Error�JNDA11-50
� �76.00×132.00mm����表印刷ズレエラー� ��普� ￥�2,000
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¥2,000

¥6,000

¥71,000

¥6,000

¥14,000

¥5,000

¥130,000

¥22,000

¥2,000



519.� �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� ￥�10,000

520.� �和気 3次 10 円札�エラー札�昭和19 年〜21年（1945 〜1946 年）�JNDA- 紙16A��10�Yen�3rd�Wake�Mint�Error�JNDA11-55
� �81.00×142.00mm����裏面印刷ズレ� ��美� ￥�3,000

521.� �和気 3次 10 円札�エラー札�JNDA- 紙16A��Mint�Error��表印刷ズレエラー�� ��美� ￥�2,000

522.� �菅原道真 4次 5円札（赤番）�2 枚揃�昭和19 年〜21年（1944 〜1946 年）��JNDA- 紙16B
� 5�Yen�4th�Sugahara�2-Pieces�JNDA11-56��76.00×132.00mm����95 番� ��2 枚揃極美� ￥�8,000

523.� �菅原道真 4次 5円札（赤番）�JNDA- 紙16B��96 組�� ��極美� ￥�4,000

524.� �菅原道真 4次 5円札（赤番）�JNDA- 紙16B��� ��普 / 美� ￥�3,000

525.� �中央武内1円札�前期�10 枚揃�昭和19 年（1944 年）�JNDA- 紙16C��1�Yen�Revised�Chuo�Takenouchi�10-Pieces�JNDA11-57
� �70.00×122.00mm����� ��10 枚揃未使用� ￥�6,000

526.� �和気 4次 10 円札�前期�証紙付�昭和 20 年〜21年（1945 〜1946 年）�JNDA- 紙17B
� 10�Yen�4th�Wake�Early�Variety�with�stamp�JNDA11-59��81.00×142.00mm
� ������ ��極美� ￥�5,000

527.� �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 〜1946 年）�JNDA- 紙17B
� Early�and�Late�Variety�2-Pieces� ��2 枚揃美 / 極美� ￥�7,000

528.� �和気 4次 10 円札�前期 2枚及び後期1枚�計 3 枚揃�昭和 20 年〜21年（1945 〜1946 年）�JNDA- 紙17B
� Early�and�Late�Variety�3-Pieces��前期（証紙なし1枚・証紙付1枚）後期（証紙付1枚）� ��3 枚揃美� ￥�10,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥3,000

¥3,000

¥3,000

¥8,000

¥5,000



529.� �聖徳太子3次 100 円札�後期�昭和 20 年〜21年（1945 〜1946 年）�JNDA- 紙17A
� 100�Yen�3rd�Shotoku�Late�Variety�JNDA11-58��93.00×162.00mm����� ��極美� ￥�6,000

530.� �聖徳太子3次 100 円札�証紙付�2 枚揃�JNDA- 紙17A��2-Pieces��with�Stamp� ��2 枚揃美� ￥�6,000

531.� �議事堂 10 円札�10 枚揃�昭和 21年（1946 年）�JNDA- 紙 21B��10�Yen�4th�Gijido�10-Pieces�JNDA11-65��
� �76.00×140.00mm����� ��10 枚揃完全未使用� ￥�6,000

532.� �彩文（紋様）5円札�昭和 21年（1946 年）�30 枚揃�JNDA- 紙 21C��5�Yen�Mon-yo�30-Pieces�JNDA11-66��
� �68.00×132.00mm��滝野川�19 枚・酒匂�1枚含む� ��30 枚揃美〜極美� ￥�5,000

533.� �彩文（紋様）5円札�印刷ズレエラー�昭和 21年（1946 年）�JNDA- 紙 21C��Mint�Error� ��極美� ￥�2,000

534.� �聖徳太子1000 円札�昭和 25 年（1950 年）�JNDA- 紙 23A��1000�Yen�Shotoku�JNDA11-71��
� �76.00×164.00mm��アルファベット1桁� ��未使用� ￥�13,000

535.� �高橋 50 円札�6 枚揃�昭和 26 年（1951年）�JNDA- 紙 24��50�Yen�Takahashi�6-Pieces�JNDA11-73��
� �68.00×144.00mm����� ��6 枚揃極美〜未使用� ￥�8,000

536.� �伊藤博文 1000 円札�100 枚連番�昭和 38 年〜（1963 年〜）�JNDA- 紙 27
� 1000�Yen�Ito�Hirobumi�100-Pieces�Sequence�Number�JNDA11-77��76.00×164.00mm��シミあり
� �� ��100 枚揃未使用� ￥�120,000

537.� �岩倉旧 500 円札�10 枚揃連番�昭和 26 年（1951年）�JNDA- 紙 23B��500�Yen�Iwakura�Kyu�10-Pieces�Sequence�Number�JNDA11-72
� �76.00×156.00mm����BE522341C〜 BE522350C� ��10 枚揃未使用� ￥�6,000

538.� �野口英世1000 円札（珍番 / 褐色 2桁）�平成 23 年（2011年）�JNDA11-85��1000�Yen�Noguchi�JNDA11-85
� �76.00×150.00mm����FS700000X� ��未使用� ￥�3,000

539.� �野口英世1000 円札（珍番 / 褐色 2桁）�平成 23 年（2011年）�JNDA11-85��SU700000Y�� ��未使用� ￥�3,000

540.� �野口英世1000 円札（珍番 / 褐色 2桁）�平成 23 年（2011年）�JNDA11-85��JE700000W�� ��未使用� ￥�3,000
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¥7,000

¥6,000

¥5,000

¥4,000

¥13,000

¥10,000

¥130,000

¥26,000

¥6,000

¥4,000

¥4,000



541.� �日露戦争軍票�銀 1円札�明治 37年（1904 年）�JNDA- 軍 2B��Military�Notes�of�the�Russian-Japanese�War�1�Yen�JNDA13-4
� �130.00×92.00mm����� ��極美� ￥�35,000

542.� �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
� �109.00×76.00mm����� ��美� ￥�12,000

543.� �日華事変軍票�甲号 5円札�昭和12年（1937年）�JNDA- 軍 5A��Military�Notes�of�the�China�Japanese�Incident�Kogo�5�Yen�JNDA13-21
� �137.00×87.00mm����� PMG�25�Very�Fine��普 / 美� ￥�30,000

544.� �日華事変軍票�甲号1円札�昭和12年（1937年）�JNDA- 軍 5B��Military�Notes�of�the�China�Japanese�Incident�Kogo�1�Yen�JNDA13-22
� �130.00×80.00mm����� ��極美 /未� ￥�19,000

545.� �日華事変軍票�各種紙幣�11枚揃��Military�Notes�of�the�China�Japanese�Incident�Each�type�11-Pieces��破れあり
� �� ��11枚揃美〜未� ￥�2,000

546.� �在日米軍軍票�A・B10 円券及び B5円券�3 枚揃��Occupied�U.S�Army�Note�A�and�B10�Yen�and�B5�Yen�3�Pieces�
� �� 3 枚揃美 / 極美� ￥�7,000

MEMO
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥40,000

¥14,000

¥36,000

¥26,000

¥4,000

¥9,000



外 国 /  World Coinage

アフガニスタン � / � Afghanistan
547.� �8グラム金貨�SH1339（1960 年）�KM952��8g�Gold�Proof��8.00g��.900��22.00mm��200 枚��� ��プルーフ� ¥�73,000

アンドラ � / � Andorra
548.� �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�Sobirana�dor�Gold
� �8.00g��.999��26.00mm����� ��極美� ¥�85,000

549.� �サン･エルメンゴル司教�1クラウンコイン型銀メダル�1977年��Saint�Ermengol�1�Crown�Silver�Medal
� �25.00g����40.00mm����� ��美� ¥�7,000

550.� �ジョアン司教�1ソブリンドール金貨�1978 年�F2��Catalan�legend�Sobirana�dor��8.00g��.918��22.00mm����� ��未使用� ¥�41,000

551.� �ジョアン司教�1ソブリンドール金貨�1979 年�F2��Catalan�legend�Sobirana�dor��8.00g��.918��22.00mm����� ��未使用� ¥�41,000

552.� �野生動物�カモシカ図�50ディナール金貨�1991年�KM68��Wildlife�Chamois�50�Diners�Gold�Proof
� �15.55g��.999��27.00mm��2,500 枚��� ��プルーフ� ¥�71,000

553.� �野生動物�熊図�50 ディナール金貨�1992 年�KM77��Wildlife�Bears�50�Diners�Gold�Proof
� �15.55g��.9999��27.00mm��2,500 枚��� ��プルーフ� ¥�71,000

554.� �新憲法制定�50ディナール金銀 2色貨�1994 年�KM104��1st�Anniversary-Andorran�Constitution�50�Diners�Bi-Metallic�Gold�and�Silver�
� �159.11g（金 3.6g�銀 155.51g）��金 .917�銀 .925��65.00mm��5,000 枚��� ��未使用� ¥�12,000

555.� �白鳥図�25ディナール�金 ･プラチナ（1/5オンス）2色貨�1997年�KM139��The�Swan�25�Diners�（1/5oz）Bi-Metallic�Gold�and�Platinum�Proof
� �5.669g��金 .9999�プラチナ.9995��22.00mm��10,000 枚��� ��プルーフ� ¥�20,000

アルゼンチン � / � Argentina
556.� �太陽の顔�8レアル銀貨�1832 年（RAP）�KM20��Radiant�Sun�with�Face�8�Reales��27.06g��.896��38.40mm���トーン���美� ¥�15,000
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¥7,000

¥41,000

¥41,000

¥71,000

¥71,000

¥26,000

¥40,000

¥44,000



オーストラリア � / � Austral ia
557.� �ヴィクトリア女王像�ヤングタイプ�1ソブリン金貨�1885 年（M）�KM6��Victoria�Young�1�Sovereign�Gold
� �7.98g��.917��22.00mm��� PCGS�MS60��極美 +� ¥�32,000

558.� �ヴィクトリア女王像�ヤングタイプ�1ソブリン金貨�1886 年（M）�KM7������� PCGS�MS62��極美 /未� ¥�50,000

559.� �ヴィクトリア女王像�オールドタイプ�1ソブリン金貨�1900 年（M）�KM13��Victoria�Old�1�Sovereign�Gold
� �7.99g��.917��22.00mm����� ��極美� ¥�30,000

560.� �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����� PCGS�MS62��極美 /未� ¥�40,000

561.� �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� ¥�35,000

562.� �ジョージ 5世像�1ソブリン金貨�1914 年（S）�KM29��George�V�1�Sovereign�Gold
� �7.98g��.917��22.20mm����� PCGS�MS64��未使用� ¥�45,000

563.� �ナゲット金貨4 種揃プルーフセット�1987年�KMPS52��Nugget�Gold�4-Coin�Proof�Set
� �15ドル（1/10 オンス）KM95、25ドル（1/4 オンス）�KM96、50ドル（1/2オンス）KM97、100ドル（1オンス）�KM98�
� ケースあり･保証書なし� ��4 種揃プルーフ� ¥�250,000

564.� �コアラ図�プラチナ貨5種完揃プルーフセット�1989 年�KM122〜126��Koala�Platinum�5-Coin�Proof�Set
� �5、15、25、50、100ドルプラチナ貨（1/20、1/10、1/4、1/2、1オンス�品位�.9995）��2,400 セット���5 種揃プルーフ� ¥�180,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥42,000

¥50,000

¥38,000

¥40,000

¥260,000

¥220,000



565.� �ワライカワセミ鳥図�10ドル（2オンス）銀貨�1991年�KM161��Kookaburra�10�Dollars�（2oz）�Silver�Proof
� �62.21g��.999��50.30mm��5,000 枚��� ��プルーフ� ¥�5,000

566.� �十二支干支動物�子年鼠図�100ドル（1オンス）金貨�1996 年�KM300��Year�of�the�Rat�100�Dollars�（1oz）�Gold�Proof
� �31.10g��.999��32.00mm����3 種用ケース入（2個抜け）�保証書なし� ��プルーフ� ¥�160,000

567.� �十二支干支動物�卯年兎図�25ドル（1/4 オンス）金貨�1999 年�KM427��Year�of�the�Rabbit�25�Dollars�（1/4oz）�Gold�Proof
� �7.81g��.9999��20.10mm��3,000 枚��保証書番号128� ��プルーフ� ¥�32,000

568.� �ミレニアム記念�1ドル銀貨4 種揃セット�2000 年��Millenium�Silver�4-Coin�Set
� �31.10g��.999��40.40mm����地球図�カラー�KM514�プルーフライク、カワセミ図�KM416�未使用、十二支龍図�KM424�未使用、
� �カンガルー図�KM490.1�未使用�※カワセミのみ31.77g�1,000 セット� ��4 種揃� ¥�5,000

569.� �21世紀発行貨�1ドル銀貨4 種揃プルーフセット�2001年��21st�Century�Issue�Silver�4-Coin�Proof�Set
� �31.10g��.999��40.60mm����地球図�カラー、カワセミ図�KM691.1、十二支蛇図�KM536、カンガルー図�KM590�
� �※カンガルーのみ 40.00mm� ��4 種揃プルーフ� ¥�8,000

570.� �ミレニアム記念�20ドルカラー金銀 2色貨�2001年�KM595��Millenium�20�Dollars�Bi-Metallic�Colorized�Gold�and�Silver�Prooflike
� �14.03g��外周金：.9999�中心銀：.999��32.00mm��7,500 枚��� ��プルーフライク� ¥�25,000

571.� �連邦 100 年記念�20ドル金・銀 2色貨�2001年�KM597��
� �Centennial�of�the�Commonwealth�of�Australia�20�Dollars�Bi-Metallic�Gold�and�Silver�Prooflike
� �19.63g��外周金：.9999�中心銀：.999��32.00mm��7,500 枚��� ��プルーフライク� ¥�35,000
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566
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568

569

570

571

追加画像あり
（外国銭画像 1030）
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¥8,000

¥170,000

¥42,000

¥15,000

¥10,000

¥25,000



572.� �ワライカワセミ鳥図�30ドル（1キロ）銀貨�2001年�KM624��Kookaburra�30�Dollars�（1kg）�Silver
� �1,002.50g��.999��101.00mm��1,000 枚��ロイヤルベビープリビーマーク入（純金張り）� NGC�MS62��極美 /未� ¥�50,000

573.� �クロコダイル図�5ドル（1/25 オンス）金貨�2006 年�KM950��Salt�water�Crocodile�5�Dollars�（1/25oz）�Gold�Proof
� �1.24g��.9999��14.10mm��4,812 枚��� ��プルーフ� ¥�5,000

574.� �十二支干支動物�子年鼠図�1ドル銀貨�金メッキ付�2008 年�KM1755b��Year�of�the�Rat�1�Dollar�Partial�Gilt�Silver
� �31.10g��.999��40.00mm����� NGC�MS69��完全未使用� ¥�5,000

575.� �十二支干支動物�子年鼠図�1ドル銀貨�金メッキ付�2008 年�KM1755b��� NGC�MS69��完全未使用� ¥�5,000

576.� �十二支干支動物�寅年虎図�1ドル銀貨�金メッキ付�2010 年�KM1317a��Year�of�the�Tiger�1�Dollar�Partial�Gilt�Silver
� �31.10g��.999��40.00mm����� NGC�MS69��完全未使用� ¥�5,000

577.� �十二支干支動物�寅年虎図�1ドル銀貨�金メッキ付�2010 年�KM1317a��� NGC�MS69��完全未使用� ¥�5,000

578.� �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� ¥�5,000

579.� �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� ¥�6,000

580.� �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��Proof
� �� NGC�PF70�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�6,000

581.� �カンガルー図�1ドル（1オンス）ウルトラハイリリーフ銀貨�2012 年�KM1830��Kookaburra�1�Dollar�（1oz）�Ultra�High�Relief�Silver�Proof
� �� NGC�PF70�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�7,000

582.� �ジュゴン図�1ドル（1オンス）カラー銀貨�2012 年��Dugong�1�Dollar�（1oz）�Colorized�Silver�Proof
� �31.10g��.999��40.60mm����� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�4,000

583.� �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�MS69��完全未使用� ¥�3,000

584.� �ワライカワセミ鳥図�1ドル（1オンス）銀貨�2013 年�KM1985��Kookaburra�1�Dollar�（1oz）�Silver
� �31.10g��.999��40.60mm����� NGC�MS70��完全未使用� ¥�4,000

585.� �ワライカワセミ鳥図�1ドル（1オンス）銀貨�2013 年�KM1985������� NGC�MS70��完全未使用� ¥�4,000

586.� �ワライカワセミ鳥図�1ドル（1オンス）銀貨�2013 年�KM1985������� NGC�MS70��完全未使用� ¥�4,000

587.� �オペラハウス図�1ドル（1オンス）カラー銀貨�2013 年�KM1918��Opera�House�1�Dollar�（1oz）�Colorized�Silver�Proof
� �31.11g��.999��40.60mm����� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�4,000

588.� �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�MS69��完全未使用� ¥�3,000

572

573

587
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥72,000

¥9,000

¥5,000

¥6,000

¥10,000

¥5,000

¥4,000

¥7,000

¥3,000



オーストリア諸国 � / � Austr ian�States
ザルツブルク � / � Salzburg
594.� �マキシミリアン･ガンドルフ像�10ダカット金貨�1668 年�KM204��Maximilian�Gandolph�10�Ducats�Gold
� �35.51g��.986��45.00mm����珍品�� NGC�AU53��極美� ¥�4,500,000

589.� �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� ¥�3,000

590.� �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� ¥�3,000

591.� �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� ¥�4,000

592.� �ヴィクトリア女王�巻物を持つ女性像�金メダル�1885 年��Victoria�Woman�standing�holding�a�Scroll�Gold�Medal�Proof
� �12.80g��� NGC�PF62��極美 /未プルーフ� ¥�169,000

593.� �ヴィクトリア女王�メルボルン国際展示博覧会�金メダル�1888 年��Victoria�Melbourne�International�Exhibition�Gold�Medal
� �46.10g��.900��約 39.00mm��� NGC�PF63�CAMEO��極美 /未プルーフ� ¥�507,000

592 593

［150%拡大図］

594
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オーストリア帝国 � / � Austr ian�Empire
595.� �レオポルド1世像�2ターレル銀貨�1686 〜 96 年�KM1338�DAV3252��Leopold�I�2�Thaler�Silver
� �57.02g��� NGC�MS62��極美 /未� ¥�80,000

596.� �マリア･テレジア�ターラー銀貨（再鋳貨）�1780 年�KM1866.2��Maria�Theresa�1�Thaler�Restrike�Silver
� �28.06g��.833��約 41.00mm����� ��未使用� ¥�2,000

597.� �フランツ･ヨーゼフとエリーザベトご成婚記念�1グルデン銀貨�1854 年（A）�KMXM1��Royal�Wedding�1�Gulden�Silver
� �12.99g��.900��約 30.00mm����� NGC�UNC�DETAILS�CLEANED��極美� ¥�5,000

598.� �第 3 回ドイツ射撃祭記念�1ターレル銀貨�1868 年�KMXM8��Shooting�Festival�1�Thaler�Silver
� �16.88g��.900��33.10mm��トーン�� PCGS�MS63��極美 /未� ¥�45,000

599.� �フランツ・ヨーゼフ像�1ターレル銀貨�1857年�KM2244��Franz�Joseph�I�1�Thaler�Silver
� �18.51g��.900��33.10mm����� PCGS�MS63��極美 /未� ¥�17,000

600.� �フランツ・ヨーゼフ像�10コロナ金貨（再鋳貨）�1912 年�KM2816��Franz�Joseph�I�10�Corona�Restrike�Gold
� �3.38g��.900��19.00mm����� NGC�MS67��完全未使用� ¥�12,000

601.� �聖ゲオルギオス像�10ダカット金メダル�年号なし（18 世紀）�Huszar25��St.�George�riding�on�Horse�10�Ducats�Gold�Medal
� �34.68g��約 39.50mm��稀品�� PCGS�AU58��極美 +� ¥�1,690,000

595
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598 599
600

601
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥220,000

¥3,000

¥15,000

¥55,000

¥18,000

¥19,000



602.� �フェルディナント1世�マリア･アナ像�青銅メダル�1836 年�Hauser19��Ferdinand�I�Maria�Anna�Bronze�Medal
� �47.00mm��トーン�� PCGS�SP62BN��極美 /未スペシメン� ¥�23,000

603.� �フランツ･ヨーゼフ1世�シラー記念碑�銀メダル�1876 年��Franz�Joseph�I�Schiller�Memorial�Silver�Medal
� �44.18g��54.30mm��トーン�� PCGS�SP62��極美 /未スペシメン� ¥�34,000

バルバドス � / � Barbados
604.� �国際児童年記念�200ドル金貨�1979 年�KM29a��Year�of�the�Child�200�Dollars�Gold�Proof
� �10.10g��.900��26.00mm����� ��プルーフ� ¥�37,000

ビルマ � / � Burma
605.� �孔雀図�1チャット銀貨�SC1214（1852 年）KM10��Peacock�1�Kyat�Silver��1.66g��.917��31.00mm����� ��美 / 極美� ¥�5,000

ベルギー � / � Bergium
606.� �レオポルド 2世像�5フラン銀貨�1872 年�KM24��Leopold�II�5�Francs�Silver��25.00g��.900��37.30mm����� ��美� ¥�2,000

607.� �アルベルト1世像�20フラン金貨�1914 年�KM78��Albert�I�20�Francs�Gold��6.45g��.900��21.00mm����� ��未使用� ¥�31,000

バーミューダ � / � Bermuda
608.� �冬夏オリンピック記念�5ドル（5オンス）銀貨�1992 年�KM79��Olympic�5�Dollars�（5oz）�Silver�Proof
� �155.60g��.999��65.00mm��1,000 枚��� ��プルーフ� ¥�8,000
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¥34,000

¥34,000

¥40,000

¥11,000

¥3,000

¥31,000

¥16,000



ブラジル � / � Brazi l
609.� �紋章図�20000レイス金貨�1726 年（M）�KM117��Crowned�Shield�20000�Reis�Gold��53.78g��.917��37.80mm�������極美� ¥�784,000

610.� �ジョアン5世像�12800レイス金貨�1732 年（M）�KM139��Joan�V�12800�Reis�Gold
� �28.68g��.917��37.59mm����ミナス鋳�ロープリムタイプ� ��極美 /未� ¥�717,000

611.� �ペドロ2世像�20000レイス金貨�1867年�KM468��Pedro�II�20000�Reis�Gold
� �17.92g��.917��30.30mm����� PCGS�AU55��極美� ¥�70,000

612.� �ブラジル発見 400周年�4000レイス銀貨�1900 年�KM502.1��Anniversary�Of�Discovery�4000�Reis�Silver
� �51.00g��.917��50.50mm��6,850 枚��トーン� ��極美� ¥�40,000

ブルガリア � / � Bulgar ia
613.� �ブルガリア帝政確立及び治世 25周年記念�20レバ再鋳金貨�1912 年�KM33��Declaration�of�Independence�20�Leva�Restrike�Gold�Proof
� �6.45g��.900��21.00mm��2,950 枚��� ��プルーフ� ¥�30,000

ブータン � / � Bhutan
614.� �ジグミ･ワンチュク即位40周年記念�プラチナ貨 3種プルーフセット（各NGC）�1966 年�KMPS3
� �40th�Anniversary�-�Accession�of�Jigme�Wandgchuk�Platinum�3-Coin�Proof�Set
� �【1セルタム�KM33a】9.84g�.950�22.10mm�72 枚�NGC�PF68�ULTRA�CAMEO�【2セルタム�KM34a】19.67g�.950�28.30mm�72 枚
� �NGC�PF67�ULTRA�CAMEO�【5セルタム�KM35a】49.18g�.950�36.00mm�598 枚� NGC�PF66�ULTRA�CAMEO��3 種揃プルーフ� ¥�450,000

609 610 611

612

614

1967 年から 68 年にかけて
ブルガリアのソフィア造幣局にて

製造されたリストライクで、
オリジナルのものより遥かに希少。

記録上の製造枚数はわずか 2,950 枚。
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥720,000

¥80,000

¥85,000

¥42,000

¥450,000



カナダ � / � Canada
615.� �カルガリーオリンピック�100ドル金貨�（エッジ刻印）�1987年�KM158��Calgary�Olympics�100�Dollars�Gold�（Letter�Edge）�Proof
� �13.34g��.583��27.00mm����ケース・保証書なし� ��プルーフ� ¥�36,000

616.� �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� ¥�3,500

617.� �メイプルリーフ�5ドル（1オンス）銀貨（RCMPカナダ騎馬警察プリビーマーク入）�1998 年�KM187
� �Maple�Leaf�5�Dollars�Silver�with�R.C.M.P.�Privy�Mark��31.10g��.9999��38.00mm� NGC�SP68��完全未使用� ¥�5,000

618.� �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� ¥�3,000

619.� �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� ¥�3,000

620.� �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� ¥�6,000

621.� �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��
� �� PCGS�SP�Gem��完全未使用� ¥�6,000

622.� �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� ¥�3,000

623.� �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� ¥�3,000

624.� �十二支干支動物�辰年龍図�15ドル銀貨�2012 年�KM1183��Year�of�the�Dragon�15�Dollars�Silver�Proof
� �31.10g��.999��36.50mm����� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�5,000

625.� �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� ¥�5,000

626.� �メイプルリーフ�5ドル銀貨（猿のプリビーマーク入）�2016 年��Maple�Leaf�5�Dollars�Silver�with�Monkey�Privy�Mark
� �31.10g��.9999��38.00mm����� PCGS�SP69��完全未使用� ¥�5,000

627.� �メイプルリーフ�5ドル銀貨（猿のプリビーマーク入）�2016 年��� PCGS�SP69��完全未使用� ¥�5,000

628.� �メイプルリーフ発行10周年記念�5ドルプラチナ･金･銀貨 3種プルーフセット�1989 年�KMPS13
� �10th�Anniversary�of�Maple�Leaf�Issue�Gold,�Silver�and�Platinum�3-Coin�Proof�Set
� �【プラチナ貨�KM164】3.12g�.9995�16.00mm�【金貨�KM135】3.12g�.9999�16.00mm�【銀貨�KM163】31.39g�.9999�38.00mm�
� �9,979 セット� 3 種揃プルーフ� ¥�30,000

629.� �メイプルリーフ発行15周年�ホログラム銀貨5種揃未使用セット�2003 年�KM508、617〜 620��15th�Anniversary�of�Maple�Leaf�Issue�
Hologram�Silver�5-Coin�Set

� �5ドル（1オンス）�31.39g�38.00mm、4ドル（1/2オンス）�15.55g�34.00mm、3ドル（1/4 オンス）�7.96g�27.00mm、2ドル（1/10 オンス）�
3.23g�20.00g、1ドル（1/20 オンス）�1.63g�16.00mm�品位全て.9999� ��5 種揃未使用� ¥�8,000
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¥5,000
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セイロン � / � Ceylon
630.� �ジョージ4世像�1リックスドル銀貨�1821年�KM84��George�IV�1�Rix�Dollar�Silver
� �.892��約 27.00mm��トーン�� PCGS�AU55��極美� ¥�40,000

631.� �仏教 2500 年記念�5ルピー銀貨�1957年�KM126��2500�Years�of�Buddhism�5�Rupees�Silver
� �28.27g��.925��39.00mm����� ��極美� ¥�3,000

632.� �仏教 2500 年記念�5ルピー銀貨�1957年�KM126��Proof� ��プルーフ� ¥�5,000

チリ � / � Chile
633.� �女神立像�8 エスクード金貨�1850 年�KM105��Standing�Liberty�8�Escudos�Gold��27.00g��.875��35.50mm����� ��極美� ¥�90,000

コロンビア � / � Colombia
634.� �カルロス 3世像�8 エスクード金貨�1772 年（NR�VJ）�KM50.1���Carlos�III�8�Esucudos�Gold
� �27.06g��.875��37.80mm����� ��普 / 美� ¥�140,000

クック諸島 � / � Cook� Is lands
635.� �パンダ図�50ドル金貨�1992 年��Panda�50�Dollars�Gold��7.78g��.583��25.00mm����� ��プルーフ� ¥�26,000

636.� �ミッフィー誕生 50周年�100ドル（1オンス）金貨�2005 年��Miffy�50th�Anniversary�100�Dollars�（1oz）Colorized�Gold�Proof
� �31.10g��.9999��32.10mm��500 枚��� ��プルーフ� ¥�140,000

637.� �オーストラリアの植物シリーズ�1ドルカラー銀貨5種揃プルーフセット�1999 年��Australian�Flora�Series�Colorized�Silver�5-Coin�Proof�Set
� �31.10g��.999��40.60mm����� ��5 種揃プルーフ� ¥�6,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥46,000

¥8,000

¥13,000

¥170,000

¥150,000

¥26,000

¥170,000

¥10,000



638.� �ハローキティ40周年�ショコラ�ハローキティ�チョコレートの香り付き公式プルーフ貨幣プレミアムセット�ジュエリー付��Hello�Kitty�40th�
Anniversary�Gold�and�Silver�2-Coin�Proof�Set�with�Jewelry

� �100ドルカラー金貨：15.50g�.9999�33.00mm�800 枚、5ドルカラー長方形銀貨�31.10g�.999�27.00mm×47.00mm�5,000 枚、
� �ラベルピン：.999 金メッキスターリングシルバー（ダイヤモンド付）、チョコブローチ：エポキシ樹脂�.999 金めっき真鍮�
� チョコレートの香り付（金・銀貨）� �2 種プルーフ� ¥�73,000

デンマーク � / � Denmark
639.� �フレデリック8世像�10 クローネ金貨�1908 年�KM809��Frederik�VIII�10�Kroner�Gold
� �4.48g��.900��18.00mm��308,000 枚��� NGC�MS65��完全未使用� ¥�30,000

エジプト � / � Egypt
640.� �文字と花図�100 キルシュ金貨�AH1255//1（1839-43 年）�KM235.1��A�letter�and�figure�of�flower�100�Qirsh�Gold
� �8.54g��.875��22.00mm����� NGC�AU53��極美� ¥�35,000

641.� �革命 3周年及び 5周年記念�戦馬車図�5ポンド金貨�AH1374（1955 年）�KM388
� �3rd�and�5th�Anniversaries�of�Revolution�5�Pounds�Gold��37.20g��.875��37.20mm� NGC�MS61��極美 /未� ¥�247,000

642.� �革命 3周年及び 5周年記念�戦馬車図�5ポンド金貨�AH1377（1957年）�KM388������� ��極美 /未� ¥�247,000

643.� �平和条約�10ポンド金貨�AH1400（1980 年）�KM519��Peace�Treaty�10�Pounds�Gold
� �40.00g��.875��37.00mm��950 枚��� ��未使用� ¥�190,000

644.� �クレオパトラ像�50ポンド金貨�1993 年�KM756��Cleopatra�50�Pounds�Gold�Proof
� �8.42g��.900��24.00mm����� ��プルーフ� ¥�51,000

フランス / エジプト � / � France�and�Egypt
645.� �ヤシの木に繋がれたワニ図�銀メダル�AN�VII（1799 年）�Lec10��Crocodile�chained�to�a�Palm�Tree�Silver�Medal
� �28.08g����34.00mm����� PCGS�MS61��極美 /未� ¥�101,000
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¥120,000

¥32,000

¥38,000

¥260,000

¥252,000

¥200,000

¥65,000



エセキボ 諸島 � / � Essequibo� Is lands
646.� �ジョージ 3世像�1スティバー銅貨�1813 年�KM10��George�III�1�Stiver�Copper�Proof
� �18.75g����33.00mm����トーン�� PCGS�PR64BN��プルーフ� ¥�90,000

エルサルバドル � / � El �Salvador
647.� �サンサルバドル発見 400周年記念�1コロン銀貨�年号なし（1925 年）�KM131��400th�Anniversary-San�Salvador�1�Colon�Silver
� �25.00g��.900��37.00mm��2,000 枚��ケース・保証書なし� ��未使用� ¥�8,000

フォークランド 諸島 � / � Falk land� Is lands
648.� �自足100 年記念<超大型帆船図>�25ポンド銀貨�1985 年�KM20��100th�Anniversay�of�Self�Sufficiency�25�Pounds�Silver�Proof
� �150.00g��.925��65.00mm��20,000 枚��� ��プルーフ� ¥�8,000

649.� �1/64クラウン金貨4種揃�2006 年〜2009 年��1/64�Crown�Gold�4-Coin�Set��0.50g��.9999��11.00mm� 4 種揃プルーフ� ¥�20,000

フィンランド � / � Finland
650.� �ニコライ2世文字図�5 ペニア銅貨�4 年号揃�KM15��Nicholas�II�5�Pennia�Copper�4-Pieces
� �6.50g��25.00mm��1897、1898、1899、1917年�変色あり� ��4 年号揃� ¥�4,000

651.� �双頭の鷲図�20 マルカ金貨�1913 年（S）�KM9.2��Nicholas�II�20�Markkaa�Gold
� �6.45g��.900��21.30mm����� NGC�MS65��完全未使用� ¥�50,000

フランス � / � France
652.� �フランソワ1世�紋章図�1エキュドール金貨�年号なし（1515 〜1547年）�FR-345��Francois�I�Figure�of�crest�1�Ecu�D'or�Gold
� �3.40g����27.00mm����� NGC�MS61��極美 /未� ¥�70,000

653.� �ルイ14世とマリア･テレサ像�銀製ジュトン（代用貨幣）�1660 年��Louis�XIV�and�Maria�Theresa�Silver�Juton
� �7.57g����28.00mm����トーン� ��未使用� ¥�12,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥95,000

¥19,000

¥15,000

¥20,000

¥4,000

¥70,000

¥73,000

¥36,000



654.� �ルイ16世�2 ルイ･ドール金貨�1786 年（A）�KM592.1��Louis�XVI�2�Louis�D'or�Gold
� �15.29g��.917��29.10mm����� ��普 / 美� ¥�79,000

655.� �笏を壊すヘラクレス図�2ソル銅貨試鋳貨�1792 年��Hercules�Kneeling�breaking�Royal�Scepter�2�Sols�Bronze�Essai
� �トーン�青銅ケース付（銀裏地）�� NGC�PF66BN��プルーフ� ¥�113,000

656.� �ナポレオン1世像�40フラン金貨�AN12A（1803 〜 4 年）�KM652��Napoleon�I�40�Francs�Gold
� �12.90g��.900��26.10mm����� NGC�XF�DETAILS�OBV�SCRATCHED��美� ¥�50,000

657.� �ナポレオン1世像�40フラン金貨�AN13A（1804 〜 5年）�KM664.1��Napoleon�I�40�Francs�Gold
� �12.90g��.900��26.10mm����� NGC�XF�DETAILS�SURFACE�HAIRLINES��美� ¥�50,000

658.� �セレス像�5フラン銀貨�1849 年（A）�KM761.1��Ceres�5�Francs�Silver��25.00g��.900��37.70mm��トーン� ��極美� ¥�5,000

659.� �ナポレオン3世�無冠像�5フラン試鋳銀貨�1853 年�KMPnA90��Napoleon�III�5�Francs�Silver
� �24.76g��37.00mm��稀品�トーン�� NGC�PF62��極美 /未プルーフ� ¥�900,000

660.� �ナポレオン3世�無冠像�100フラン金貨�1856 年（A）�KM786.1��Napoleon�III�100�Francs�Gold
� �32.25g��.900��35.00mm��57,000 枚��� ��極美� ¥�129,000

661.� �ナポレオン3世�月桂冠像�20フラン金貨�1868 年（A）�KM801.1��Napoleon�III�Laureate�Head�20�Francs�Gold
� �6.45g��.900��21.20mm����� NGC�AU58��極美 +� ¥�26,000

662.� �ナポレオン3世�月桂冠像�20フラン金貨�1866 年（BB）�KM801.2��Napoleon�III�Laureate�Head�20�Francs�Gold
� �6.45g��.900��21.00mm����� NGC�AU55��極美� ¥�23,000

654 655

656

658

659

661

662

James Watt Junior コレクションからの一枚。
当コレクションは 2002 年に市場に放出されるまで

銀張りの銅製シェル（当ロットに付属）の中で大切に保存されていました。
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¥126,000

¥75,000

¥70,000

¥12,000

¥900,000

¥180,000

¥35,000

¥35,000



663.� �ナポレオン3世�月桂冠像�20フラン金貨�1868 年（BB）�KM801.2��� NGC�AU58��極美 +� ¥�26,000

664.� �ナポレオン3世�月桂冠像�20フラン金貨�1869 年（BB）�KM801.2��� NGC�AU55��極美� ¥�26,000

665.� �ナポレオン3世�月桂冠像�100フラン金貨�1869 年（A）�KM802.1��Napoleon�III�Laureate�Head�100�Francs�Gold
� �32.25g��.900��35.00mm��29,000 枚� 美� ¥�120,000

666.� �ナポレオン3世�月桂冠像�100フラン金貨�1869 年（A）�KM802.1� 美� ¥�120,000

667.� �エンゼル図�20フラン金貨�1875 年（A）�KM825��Standing�Genius�writing�the�Constitution�20�Francs�Gold
� �6.45g��.900��21.00mm����� PCGS�Genuine�Cleaned-AU�Detail��極美� ¥�23,000

668.� �エンゼル図�100フラン金貨�1881年（A）�KM832��Standing�Genius�writing�the�Constitution�100�Frankcs�Gold
� �32.25g��.900��35.00mm��22,000 枚��� ��極美� ¥�130,000

669.� �ルースター図�20フラン金貨�1908 年�KM857��Rooster�20�Francs�Gold
� �6.45g��.900��21.00mm����� NGC�MS65��完全未使用� ¥�28,000

670.� �ルースター図�20フラン金貨�1914 年�KM857� �NGC�MS65��完全未使用� ¥�28,000

671.� �ヘラクレス立像�10フランピエフォー金貨�1971年�KMP436��Hercules�10�Francs�Gold�Piedfort
� �84.60g��.920��37.00mm��250 枚��� PCGS�SP66��ピエフォープルーフ� ¥�750,000

672.� �種を蒔く婦人像�5フランピエフォー金貨�1978 年�KMP615��Seed�Sower�5�Francs�Gold�Piedfort
� �39.12g��.920��29.10mm��143 枚��� NGC�PF67��ピエフォープルーフ� ¥�250,000

673.� �エッフェル塔 100 年記念�5フランプラチナ貨�1989 年�KM968c��Eiffel�Tower�5�Francs�Platinum�Proof
� �16.00g��.999��28.85mm��3,000 枚��� ��プルーフ� ¥�43,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥32,000

¥32,000

¥140,000

¥140,000

¥34,000

¥150,000

¥36,000

¥32,000

¥300,000

¥55,000



674.� �星の王子さま�10フランカラー銀貨�2000 年�KM1263��Little�Prince�10�Francs�Colorized�Silver�Proof
� �22.00g��.900��37.00mm��10,000 枚��� ��プルーフ� ¥�3,000

675.� �モナリザ展示 500 年記念�20ユーロ金貨�2003 年�KM1354��Mona�Lisa�500�Years�Anniversary�20�Euro�Gold�Proof
� �17.00g��.920��31.00mm��1,000 枚��� ��プルーフ� ¥�65,000

676.� �ヴォーバン追悼�300 周年�10ユーロ金貨�2007年�KM1463��Vauban�300th�Anniversary�of�Death�10�Euro�Gold�Proof
� �8.45g��.920��22.00mm��3,000 枚��� ��プルーフ� ¥�35,000

677.� �カンヌ国際映画祭 60周年�10ユーロ金貨�2007年��60th�Anniversary�of�Cannes�Festival�10�Euro�Gold�Proof
� �8.45g��.920��22.00mm��500 枚��� ��プルーフ� ¥�40,000

678.� �ルーブル美術館 200 年記念�第 2次�100フラン銀貨 3種揃プルーフット�1993 年��200th�Anniversary�of�Rouble�100�Francs�Silver�3-Coin�Proof�Set
� �22.20g��.900��37.00mm����� ��3 種揃プルーフ� ¥�6,000

679.� �ナポレオン皇帝即位 200 年記念�1.5ユーロ銀貨4 種揃プルーフセット�2003 〜2005 年��200th�Anniversary�of�Emperor�Napoleon�
� �1.5�Euro�Silver�4-Coin�Proof�Set��22.20g��.900��37.00mm����� ��4 種揃プルーフ� ¥�10,000

680.� �星の王子さま�金貨 3種プルーフセット�2007年��The�Little�Prince�Gold�3-Coin�Proof�Set
� �【50ユーロ<王子さまのうまれた星 >】31.10g�.999�37.00mm�【20ユーロ<草のうえの王子さま><王子さまときつね>】17.00g�.920�

31.00mm�各2,000 枚� ��3 種揃プルーフ� ¥�300,000
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¥5,000

¥80,000

¥9,000

¥14,000

¥320,000



仏領インドシナ � / � Franch� Indo-China
681.� �女神座像�1ピアストル銀貨�1903 年�KM5a.1��1�Piastre�Silver��27.00g��.900��39.00mm����� ��普� ¥�2,000

682.� �女神座像�50 セント銀貨�1936 年�KM4a.2��50�Cent�Silver��13.50g��.900��29.00mm��トーン� ��未使用� ¥�2,000

ドイツ帝国 � / � German�Empire�
バ バリア � / � Bavar ia
683.� �南部ドイツ通貨同盟記念�2ターレル銀貨�1837年�KM792��Monetary�Union�of�Six�South�German�States�2�Thaler�Silver
� �37.12g��.900��38.00mm��トーン� ��極美� ¥�20,000

ハンブルク � / � Humburg
684.� �ハンブルク都市景観図�1000 周年記念�銀メダル�1803 年��City�View�the�1000th�Anniversary�of�Hamburg�Silver�Medal
� �19.29g��39.50mm��トーン�� PCGS�SP63��極美 /未スペシメン� ¥�51,000

685.� �10 ダカットメダル型金貨�1828 年��10�Ducats�Gold�Medal
� �34.60g��41.35mm����� PCGS�SP63+��プルーフ状スペシメン� ¥�788,000

686.� �紋章図�20 マルク金貨�1876 年�KM602��Helmeted�Arms�20�Mark�Gold
� �7.96g��.900��22.50mm����� NGC�MS64��未使用� ¥�40,000

687.� �紋章図�20 マルク金貨�1899 年�KM618��Helmeted�arms�with�Lions�20�Mark�Gold
� �7.96g��.900��22.50mm����� ��極美� ¥�40,000

688.� �オットー･フォン･ビスマルク像�100 マルク金メダル�1895 年��Otto�von�Bismarck�100�Mark�Gold�Medal
� �36.52g��42.70mm����� PCGS�SP65��未使用スペシメン� ¥�619,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥3,000

¥5,000

¥34,000

¥52,000

¥61,000

¥55,000



プロシア � / � Prussia
689.� �フリードリヒ・ウィルヘルム1世像�8ダカット金貨�1721年�KM200�Fr2351��Wilhelm�I�8�Ducats�Gold
� �27.87g��.986��38.00mm��珍品�� PCGS�MS63��極美 /未� ¥�5,060,000

690.� �ウィルヘルム4世像�2ターレル銀貨�1845 年（A）�KM440.2��Wilhelm�IV�2�Thaler�Silver
� 37.12g��.900��40.90mm����トーン� ��美� ¥�3,000

691.� �フリードリヒ・ウィルヘルム1世像�10 マルク金貨�1872 年（A）�KM502��Wilhelm�I�10�Mark�Gold
� �3.98g��.900��19.50mm����� NGC�MS65��完全未使用� ¥�35,000

692.� �フリードリヒ・ウィルヘルム1世像�10 マルク金貨�1872 年（A）�KM502��� NGC�MS67��完全未使用� ¥�40,000

693.� �フリードリヒ・ウィルヘルム1世像�10 マルク金貨�1872 年（A）�KM502��� ��美� ¥�21,000

694.� �ウィルヘルム1世�20 マルク金貨�1886 年（A）�KM505��Wilhelm�I�20�Mark�Gold��7.97g��.900��22.40mm����� ��美� ¥�37,000

695.� �フリードリヒ3世像�10 マルク金貨�1888 年�KM514��Friedrich�III�10�Mark�Gold��3.98g��.900��19.50mm����� ��美� ¥�22,000

696.� �ウィルヘルム 2世�20 マルク金貨�1898 年（A）�KM521��Wilhelm�II�20�Mark�Gold��7.97g��.900��22.40mm����極美 /未� ¥�37,000

697.� �ウィルヘルム 2世像�20 マルク金貨�1902 年（A）�KM521��� ��極美� ¥�37,000

698.� �ウィルヘルム 2世像�20 マルク金貨�1905 年（A）�KM521��� ��極美 /未� ¥�37,000

［150%拡大図］
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¥12,000

¥22,000

¥46,000

¥23,000



バイエルン（ライン同盟 ）� / � Bayern�（Rheinbund）
704.� �カール ･テオドール像�10ダカットメダル型金貨�1810 年��Carl�von�Dalberg�Rhenish�Confed�10�Ducats�Gold�Medal�
� �36.39g��.986��42.00mm��珍品�� PCGS�SP62��プルーフ状極美 /未スペシメン� ¥�3,940,000

699.� �ウィルヘルム 2世像�20 マルク金貨�1906 年（A）�KM521��� ��極美� ¥�34,000

700.� �ウィルヘルム 2世像�20 マルク金貨�1910 年（A）�KM521��� ��普� ¥�33,000

701.� �建国 200 年記念�5マルク銀貨�1901年�KM526��200th�Anniversary�of�the�Kingdom�of�Prussia�5�Mark�Silver
� �27.77g��.900��38.10mm����� ��極美 /未� ¥�10,000

702.� �ウィルヘルム 2世像 /ヴィクトリア女王像�銀メダル�1894 年��Wilhelm�II/Victoria�Silver�Medal
� �18.15g��33.30mm����� PCGS�SP64��プルーフ状スペシメン� ¥�34,000

ザクセン・アルバータイン � / � S a x o n y − A l b e r t i n e
703.� �アルベルト王・王妃像��銀メダル��1894 年��Albertine�Albert�Silver�Medall
� �19.11g��33.30mm��トーン�� PCGS�SP64��未使用スペシメン� ¥�28,000

702 703
701

［150%拡大図］

［原寸大］

704
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥16,000

¥38,000

¥28,000



ヴュルテンブルク � / � Wur t temberg
705.� �ウィルヘルム 2世像�20 マルク金貨�1897年�KM634��Wilhelm�II�20�Mark�Gold
� �7.96g��.900��22.50mm����� NGC�MS64��未使用� ¥�35,000

ドイツ軍東部総司令 部 � / � G e r m a n � M i l i t a r y � C o m m a n d e r
706.� �ドイツ軍東部総司令部発行貨（ロシア西部）�鉄貨 3種揃�1916 年��Russia）Military�Coinage�1・2・3�Kopeks�Iron�3�pieces
� �【1カペイク�Jミント�KM21】22.00mm�変色あり�美 / 極美�【2カペイク�Jミント�KM22】24.00mm�変色あり�美�【3カペイク�Aミント�

KM23】27.50mm�錆あり��美 / 極美� 3 種揃� ¥�3,000

ワイマール共和国 � / � W e i m a r � R e p u b l i c
707.� �グラフ・ツェッペリン世界飛行記念�3マルク銀貨�1930 年（A）�KM67��Graff�Zeppelin�3�Mark�Silver
� �15.00g��.500��30.00mm����� ��極美� ¥�6,000

708.� �ゲーテ追悼100 年�5 マルク銀貨�1932 年�KM77��Centennial�-�Death�of�Goethe�5�Mark�Silver�Proof
� �25.00g��.500��36.00mm����� PCGS�PR63��極美 /未プルーフ� ¥�338,000

東ドイツ � E a s t � G e r m a n y
709.� �ベートーベン生誕 200 年�10 マルク銀貨�1970 年�KM27.1��200th�Anniversary�-�Birth�of�Beethoven�10�Mark�Silver
� �17.00g��.625��31.00mm��100,000 枚��� ��未使用� ¥�2,000

ジブラルタル � / � G i b r a l t a r
710.� �チャールズ成婚10周年記念<ダイアナ妃像 >�1クラウン金貨�1991年�KM85b��10th�Wedding�Anniversary�1�Crown�Gold
� �6.22g��.999��22.00mm����� ��プルーフ� ¥�32,000

英国 � / � G r e a t � B r i t a i n
711.� �エリザベス1世像�3 ペンス銀貨�1567年�S2566��Elizabeth�I�3�Pence�Silver��トーン�� PCGS�XF45��美� ¥�34,000

712.� �エリザベス1世像�1シリング銀貨�年号なし（1561〜1566 年）��Elizabeth�I�1�Shilling�Silver
� �6.27g��30.00mm��トーン��稀品� PCGS�AU53��極美� ¥�507,000
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710 711
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ここまで肖像が綺麗に残っているものは希少です。
キャビネットの中で大切に保管されていたことを

うかがわせる英国らしいグレーと
深いブルー・トーンが上品にかかっています。
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45,000

¥6,000

¥10,000

¥338,000

¥5,000

¥37,000

¥36,000



713.� �エリザベス1世像�6 ペンス銀貨�1572 年�BHM3549��Elizabeth�I�Pence�Silver��トーン�� PCGS�AU53��極美� ¥�62,000

714.� �エリザベス1世像�1/4エンジェル金貨�年号なし（1584 〜1586 年）�S2533��Elizabeth�I�Quarter�Angel�Gold
� �稀品��������� NGC�AU53��極美� ¥�394,000

715.� �エリザベス1世�大天使ミカエル像�1エンジェル金貨�年号なし（1587〜1589 年）�S2531��Elizabeth�I�Quarter�Angel�Gold
� �5.22g��約 29.50mm��稀品� NGC�MS62��極美 /未� ¥�676,000

716.� �エリザベス1世像�1ポンド金貨�年号なし（1594 〜1596 年）�S2534��Elizabeth�I�Old�1�Pound�Gold
� �11.15g��.979��38.00mm��珍品�� PCGS�AU53��極美� ¥�2,300,000

714
715

［150%拡大図］

713

716
［原寸大］
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥67,000



717.� �ウィリアムとメアリー像�1クラウン銀貨�1691年�KM478��William�and�Mary�1�Crown�Silver
� �29.80g��38.60mm��トーン�� PCGS�AU50��美 / 極美� ¥�282,000

718.� �ジョージ 2世像�2ギニー金貨�1739 年�KM578��George�II�2�Guineas�Gold
� �16.70g��.917��31.80mm����� PCGS�AU55��極美� ¥�422,000

719.� �ジョージ 3世像�3シリング銀貨トークン�1812 年�KMTn5��George�III�3�Shilling�Silver�Token
� �14.60g��.925��34.90mm��トーン� ��極美� ¥�8,000

720.� �ジョージ 3世像�3シリング銀貨�ミントエラー�年号なし（1812 年〜1816 年）��George�III�3�Shilling�Silver�Mint�Error�（Full�Brockage�Reverse）
� �トーン��陰刻エラー� PCGS�Genuince�Damage�-�UNC�Details�Mint�Error��極美 /未� ¥�135,000

721.� �ヴィクトリア像 /ブリタニア坐像�1ファージング銅貨�1839 年�KM725��Victoria/Britannia�1�Farthing�Copper�Proof
� �22.00mm����� PCGS�PR64��プルーフ� ¥�73,000

722.� �ヴィクトリア女王像�ゴシックタイプ�1フローリン銀貨�1849 年�KM745��Victoria�Gothic�1�Florin�Silver
� �11.31g��.925��27.90mm��トーン�� NGC�MS62��極美 /未� ¥�51,000

723.� �ヴィクトリア女王像�ゴシックタイプ�1フローリン銀貨�1849 年�KM745��トーン�� PCGS�MS62��極美 /未� ¥�45,000

724.� �ヴィクトリア女王像�ヤングタイプ/ 楯図�1/2ソブリン金貨�1856 年�KM735.1��Victoria�Young�1/2�Sovereign�Gold
� �3.99g��.917��19.20mm����� ��稍劣 / 普� ¥�23,000
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¥440,000

¥13,000

¥135,000

¥135,000

¥65,000

¥71,000

¥23,000



725.� �ヴィクトリア女王像�5セント銅試鋳貨�1857年��Victoria�5�Cent�Pattern�Proof��トーン�� PCGS�PR65RB��プルーフ� ¥�282,000

726.� �ヴィクトリア女王像�/�ブリタニア坐像�1ペニー銅貨�試鋳再鋳貨�1860 年��Victoria�/�Britannia�1�Penny�Restrike�Copper�Pattern�Proof
� �トーン�� PCGS�PR64+BN��未使用 -� ¥�113,000

727.� �ヴィクトリア女王�月桂冠像�1ペニー青銅貨�試鋳再鋳貨�1860 年��Victoria�Laureate�1�Penny�Restrike�Bronze�Pattern�Proof
� �� PCGS�PR65+��プルーフ� ¥�169,000

728.� �ヴィクトリア女王像�ヤングタイプ/ 楯図�1/2ソブリン金貨�1885 年�KM735.1��Victoria�Young�1/2�Sovereign�Gold
� �3.99g��.917��19.10mm����� ��普� ¥�23,000

729.� �ヴィクトリア女王像�ヤングタイプ/ 楯図�1/2ソブリン金貨�1877年�KM735.2��Victoria�Young�1/2�Sovereign�Gold
� �3.99g��.917��19.10mm����� ��普� ¥�21,000

730.� �ヴィクトリア女王像�1ソブリン金貨�1866 年�KM736.2��Victoria�Young�1�Sovereign�Gold
� �7.98g��.917��21.93mm����� PCGS�AU53��未使用� ¥�50,000

731.� �ヴィクトリア女王像�1ソブリン金貨�1869 年�KM736.2���� NGC�MS64��未使用+� ¥�180,000

732.� �ヴィクトリア女王像�1ファージング銅貨�エラー貨�年号なし（1860 〜1895 年）�KM747.1��Victoria�1�Farthing�Bronze�Mint�Error
� �2.70g��トーン�� PCGS�AU55BN��極美� ¥�23,000

733.� �ヴィクトリア女王像�ヤングタイプ�1/3ファージング�1866 年�KM750��Victoria�Young�1/3�Farthing�Bronze�Proof
� �トーン�� NGC�PF66BN��未使用+プルーフ� ¥�90,000

734.� �ヴィクトリア女王像�1/3ファージング白銅試鋳貨�1868 年�KMPnK115��Victoria�1/3�Farthing�Copper-Nickel�Pattern�Proof
� �� PCGS�PR64��未使用 - プルーフ� ¥�90,000

725 726

727 729 730

731 732

733

734

− 73−

※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥301,000

¥187,000

¥170,000

¥28,000

¥46,000

¥62,000

¥201,000

¥50,000

¥90,000



735.� �ヴィクトリア女王像�ヤングタイプ�1/2クラウン銀貨�1874 年�KM756��Victoria�Young�1/2�Crown�Silver
� �14.13g��0.925��32.30mm����� NGC�MS64��未使用� ¥�90,000

736.� �ヴィクトリア女王像�ジュビリータイプ�1クラウン銀貨�1887年�KM765��Victoria�Jubilee�1�Crown�Silver�Proof
� �28.27g��.925��38.61mm��トーン�� NGC�PF62��極美 /未プルーフ� ¥�203,000

737.� �ヴィクトリア女王像�ジュビリータイプ�1クラウン銀貨�1889 年�KM765��トーン�� PCGS�MS64��未使用� ¥�62,000

738.� �ヴィクトリア女王像�ジュビリータイプ�1クラウン銀貨�1889 年�KM765��トーン� ��極美� ¥�4,000

739.� �ヴィクトリア女王像�ジュビリータイプ�1/2ソブリン金貨�1892 年�KM766��Victoria�Jubilee�1/2�Soverign�Gold
� �3.99g��.917��19.30mm����� ��普� ¥�23,000

740.� �ヴィクトリア女王像�ジュビリータイプ�2ポンド金貨�1887年�KM768��Victoria�Jubilee�2�Pounds�Gold
� �15.97g��.917��28.00mm��91,000 枚��� NGC�MS64��未使用� ¥�203,000

741.� �ヴィクトリア女王像�ジュビリータイプ�2ポンド金貨�1887年�KM768��� PCGS�Genuine�Cleaned-UNC�Detail��極美� ¥�90,000

742.� �ヴィクトリア女王像�1シリング銀貨�1893 年�KM780��Victoria�1�Shilling�Silver�Proof
� �5.65g��.925��23.50mm��トーン�� PCGS�PR67CAM��完全未使用プルーフ� ¥�225,000

743.� �ヴィクトリア女王像�オールドタイプ�6�ペンス銀貨�1893 年�KM779��Victoria�Old�6�Pence�Silver
� �2.83g��.925��19.50mm��トーン�� NGC�MS66��完全未使用� ¥�18,000
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¥95,000

¥8,000

¥23,000

¥91,000

¥225,000

¥18,000



744.� �ヴィクトリア女王像�オールドタイプ�1フローリン銀貨�1893 年�KM781��Victoria�Old�1�Florin�Silver�Proof
� �11.31g��.925��28.30mm��トーン�� PCGS�PR66+CAM��完全未使用プルーフ� ¥�282,000

745.� �ヴィクトリア女王像�オールドタイプ�1クラウン銀貨�1893 年�LVI�KM783��Victoria�Old�1�Crown�Silver�Proof
� �28.27g��.925��38.70mm��稀品�トーン�� PCGS�PR67��完全未使用プルーフ� ¥�1,350,000

746.� �ヴィクトリア女王像�オールドタイプ�1クラウン銀貨�1897年�KM783��� NGC�MS64��未使用 -� ¥�90,000

747.� �ヴィクトリア女王像�オールドタイプ�1/2ソブリン金貨�1901年�KM784��Victoria�Old�1/2�Soverign�Gold
� �3.99g��.917��19.30mm����� NGC�MS64��未使用 -� ¥�34,000

748.� �ヴィクトリア女王像�オールドタイプ�1ソブリン金貨�1893 年�KM785��Victoria�Old�1�Sovereign�Gold
� �7.98g��.917��22.00mm��稀品��� NGC�PF64�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�563,000

749.� �ヴィクトリア女王像�オールドタイプ�1ソブリン金貨�1900 年�KM785��� NGC�MS62��極美 /未� ¥�40,000

750.� �ヴィクトリア女王像�オールドタイプ�2ポンド金貨�1893 年�KM786��Victoria�Old�2�Pounds�Gold
� �15.97g��.917��27.80mm��52,000 枚��� PCGS�MS63��未使用 -� ¥�225,000

751.� �ヴィクトリア女王像�オールドタイプ�5ポンド金貨�1893 年�KM787��Victoria�Old�5�Pounds�Gold
� �39.94g��.917��36.00mm��20,000 枚��稀品� PCGS�MS62��極美 /未� ¥�642,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥282,000

¥34,000

¥100,000

¥235,000

¥642,000



752.� �ヴィクトリア女王像�オールドタイプ�4 種マウンディ銀貨セット�（各 PCGS）�1893 年�KM775 〜 KM778��
� �Victoria�Old�Maundy�Silver�4-Coin�Prooflike�Set
� �【4 ペンス�KM778】1.88g�.925�17.68mm�11,000 枚�PCGS�PL66�【3ペンス�KM777】1.41g�.925�16.00mm�8,976 枚�PCGS�PL65�【2ペンス�

KM776】0.94g�.925�13.45mm�14,000 枚�PCGS�PL65�【1ペンス�KM775】0.47g�.925�11.10mm�22,000 枚��PCGS�PL66��トーン
� � ��4 種完全未使用プルーフライク� ¥�40,000

753.� �エドワード 7世像�1クラウン銀貨�1902 年�マットプルーフ�KM803��Edward�VII�1�Crown�Silver�Matte�Proof
� �28.28g��.925��38.61mm��15,000 枚��� NGC�PF65�MATTE��マットプルーフ� ¥�113,000

754.� �エドワード 7世像�1クラウン銀貨�1902 年�マットプルーフ�KM803��
� �トーン�� PCGS�PR64��極美 /未マットプルーフ� ¥�50,000

755.� �エドワード 7世像�5ポンド金貨�1902 年�マットプルーフ�KM807��Edward�VII�5�Pounds�Gold�Matte�Proof
� �39.94g��.917��36.00mm��8,066 枚��� ��極美 /未マットプルーフ� ¥�250,000

756.� �ジョージ 5世像�ダブルフローリン銀貨�試鋳貨�1911年�ESC3678��George�V�Double�Florin�Silver�Patern�Proof
� �22.65g����36.00mm��トーン�� PCGS�PR62��極美 /未プルーフ� ¥�338,000

757.� �ジョージ 5世像�1ソブリン金貨�1911年�KM820��George�V�1�Sovereign�Gold
� �7.99g��.917��22.00mm����� NGC�MS63��極美 /未� ¥�30,000

758.� �ジョージ 5世像�1ソブリン金貨�1925 年�KM820��� NGC�MS65��完全未使用� ¥�32,000

759.� �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����� ��極美� ¥�3,000
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¥40,000

¥60,000

¥311,000

¥360,000

¥40,000

¥34,000

¥3,000



760.� �ジョージ6世像�5ポンド金貨�1937年�KM858��George�V�5�Pounds�Gold�Proof
� �39.94g��.917����5,500 枚��稀品� NGC�PF62 ★�CAMEO��極美 /未プルーフ� ¥�672,000

761.� �エリザベス 2世女王像�5ポンド金貨�1980 年�KM923��Elizabeth�II�5�Pounds�Gold
� �39.34g��.917��36.02mm��8,000 枚��� NGC�PF68�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�224,000

762.� �エリザベス 2世女王像�5ポンド金貨�1980 年�KM923��� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�230,000

763.� �エリザベス 2世女王像�5ポンド金貨�1984 年�KM923��� NGC�PF68�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�213,000

764.� �バラ図�20 ペンス（7角形）銀貨ピエフォープルーフ�1982 年�KMP2��Crowned�rose�20�Pence�Silver�Piedfort�Proof
� �10.00g��.925��21.40mm��25,000 枚��� ��ピエフォープルーフ� ¥�3,000

765.� �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��� ��プルーフ� ¥�2,000

766.� �皇太后生誕 90 年記念�5ポンド金貨�1990 年�KM962b��90th�Birthday�of�Queen�Mother�5�Pounds�Gold�Proof
� �39.94g��.916��38.61mm����� PCGS�PR65DCAM��プルーフ� ¥�200,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥672,000

¥260,000

¥6,000

¥8,000

¥220,000



767.� �エキュ銀貨（スリーグレーセス図）�25エキュ銀貨�ピエフォープルーフ�1992 年�KMXP3��Three�Graces�25�Ecu�Silver�Piedfort�Proof
� �46.00g��.925��38.00mm����� ��ピエフォープルーフ� ¥�10,000

768.� �通常�新 2ポンド 2色金貨�1997年�KM976b��New�circulating��2�Pounds�Gold�Proof
� �15.98g��.917��28.35mm��2,500 枚��� ��プルーフ� ¥�58,000

769.� �ブリタニア像�2ポンド銀貨�1999 年�KM1000��Britannia�2�Pounds�Silver
� �32.54g��.958��40.00mm����� ��未使用� ¥�3,000

770.� �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��テレフォンカード付� ��プルーフ� ¥�3,000

771.� �ヴィクトリア女王没後100 年�5ポンド金貨�2001年�KM1015b��Centennial�-�Death�of�Queen�Victoria�5�Pounds�Gold�Proof
� �39.94g��.917��38.61mm��1,000 枚��� NGC�PF67�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�224,000

772.� �ブリタニア像�10ポンド金貨（兜をかぶるブリタニア）�2003 年�KM1040��Britannia�10�Pounds�Gold�Proof
� �3.41g��.9167��16.50mm��4,250 枚��� ��プルーフ� ¥�13,000

773.� �ブリタニア立像�2ポンド（1oz）銀貨�2013 年�KM1029��Britannia�2�Pounds�（1oz）�Silver
� �32.54g��.958��40.00mm����� NGC�MS69��完全未使用� ¥�4,000

774.� �ブリタニア立像�2ポンド（1oz）銀貨�2013 年�KM1029��� NGC�MS69��完全未使用� ¥�4,000

775.� �十二支干支動物�午年馬図�2ポンド（1oz）銀貨�2014 年��Year�of�the�Horse�2�Pounds�（1oz）Silver�Prooflike
� �31.21g��.999��38.61mm����� NGC�MS69�PL��プルーフライク� ¥�4,000

776.� �十二支干支動物�午年馬図�2ポンド（1oz）銀貨�2014 年��� NGC�MS69�PL��プルーフライク� ¥�4,000

777.� �シャーロット王女ご生誕記念�1ソブリン金貨�2015 年��The�Royal�Birth�Celebration�1�Sovereign�Gold
� �7.98g��.9167��22.05mm��750 枚��2015 年 5月2日（誕生日）鋳造� ��未使用� ¥�50,000
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¥14,000

¥65,000

¥4,000

¥11,000

¥224,000

¥20,000

¥5,000

¥4,000



778.� �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��Peter�Rabbit�the�150th�Anniversary�25�Pounds�（1/4oz）Gold�Proof
� �7.80g��.9999��22.00mm��500 枚��� ��プルーフ� ¥�35,000

779.� �ソブリン金貨 200周年記念�5ポンド金貨�2017年��The�200th�Anniversary�of�The�Sovereugn�5�Pounds�Gold�Proof
� �39.94g��.9167��36.02mm��1,000 枚��� NGC�PF70�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�390,000

780.� �エドワード 7世像�金 ･銀貨 13 種完揃マットプルーフセット�1902 年�KMPS15��Edward�VII�13-Coin�Matte�Proof�Set
� �品位：銀 .925、金貨 917/ 銀【1ペニー�KM795】0.47g�11.10mm�【2ペンス�KM796】0.94g�13.45mm�【3ペンス�KM797.1】1.41g�16.20mm�
� �【4 ペンス�KM798】1.88g�17.68mm�【6 ペンス�KM799】3.01g�19.17mm�【1シリング�KM800】5.65g�23.30mm�【1フローリン�KM801】

11.31g�28.40mm�【1/2 クラウン�KM802】14.13g�31.90mm�【1クラウン�KM803】28.27g�37.80mm､ 金【1/2ソブリン�KM804】3.99g�
19.10mm�【1ソブリン�KM805】7.98g�21.93mm�【2ポンド�KM806】15.97g�28.50mm�【5ポンド�KM807】39.94g�36.00mm�8,066 セット�
オリジナルケース付� ��13 種完揃マットプルーフ� ¥�835,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥58,000



781.� �エリザベス女王戴冠記念�記念貨及び通常貨10 種完揃プルーフセット�1953 年�KMPS25��Coronation�of�Queen�Elizabeth�II�10-Coin�Proof�Set
� �1ファージング、1/2、1ペニー青銅貨、3ペンスニッケル黄銅貨、6 ペンス、1（2 種）、2シリング、1/2クラウン白銅貨及び戴冠記念

1クラウン白銅貨�40,000 セット�一部変色あり・保証書なし� ��10 種完揃プルーフ� ¥�8,000

782.� �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�（各 NGC）�1980 年�KMPS37��Elizabeth�II�Gold�Sovereign�4-Coin�Proof�Set
� �【1/2ソブリン�KM922】3.99g�19.30mm�【1ソブリン�KM919】7.98g�22.05mm�【2ポンド�KM923】15.98g�28.40mm�【5ポンド�KM924】

39.94g�36.02mm�10,000 セット�オリジナルケース付�� 全てNGC�PF69�ULTRA�CAMEO��4 種完揃プルーフ� ¥�359,000

783.� �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�Gold�Sovereign�3-Coin�Proof�Set
� �【1/2ソブリン】3.99g�.917�19.30mm�【1ソブリン】7.98g�.917�22.05mm�【2 ポンド】15.98g�.917�28.40mm�【5 ポンド】39.94g�.917�

36.02mm�12,500 セット�オリジナルケース付� ��4 種完揃プルーフ� ¥�336,000
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¥26,000

336,000



784.� �アン女王像�戴冠式勲章�銀メダル�1702 年�Eimer390��Anne�Coronation�Silver�Medal
� �15.53g��トーン�� PCGS�AU53��極美� ¥�23,000

785.� �アン女王像�戴冠式勲章�金メダル�1702 年�Eimer390��18.62g��オリジナルレター入������� PCGS�AU53��極美 -� ¥�676,000

786.� �ジョージ 3世像�戴冠記念金メダル�1761年�BHM22��George�III�Coronation�Gold�Medal
� �23.38g��33.50mm��稀品��� NGC�MS61��極美 /未� ¥�1,010,000

787.� �ジョージ 3世像�ケンブリッジ大学�金メダル�1807年�Eimer728��George�III�University�of�Cambridge�Gold�Medal
� �103.24g��52.92mm��珍品�� PCGS�SP62��極美 /未スペシメン� ¥�2,250,000

788.� �ヴィクトリア像�ブリタニア戴冠式勲章�金メダル�1838 年��Victoria�Coronation�Gold�Medal
� �18.62g��������� PCGS�Genuine�Mount�Removed-UNC�Detail��極美 /未スペシメン� ¥�225,000

784

785

786 788

レスターの議会議員とその子孫により
保管されていた一品。

1911 年に書かれたと見られる
当家に伝わる手紙（当ロットに付属）と共に

保管されていました。
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥26,000

¥1,010,000

¥240,000



789.� �ヴィクトリア女王像�戴冠式勲章�銀メダル�1838 年��Victoria�Coronation�Silver�Medal
� �トーン�� PCGS�SP62��極美 /未スペシメン� ¥�282,000

790.� �ヴィクトリア女王像�戴冠式勲章�銀メダル�1838 年��Victoria�Coronation�Silver�Medal
� �36.00mm��トーン�� PCGS�SP55��極美スペシメン� ¥�28,000

791.� �ヴィクトリア女王像�軍事ボランティア 21周年記念�ハイレリーフ銀メダル�1881年�Eimer1682��Victoria�21st�Anniversary�of�Military�
Volunteer�Movement�Silver�Medal

� �86.68g��オリジナルケース付�� PCGS�SP62��極美 /未スペシメン� ¥�113,000

792.� �ヴィクトリア女王像�青銅メダル�1856 年�Eimer1511��Victoria�Local�Prize�for�Success�in�Art�awarded�Bronze�Medal
� �84.19g��55.00mm��オリジナルケース付�� PCGS�SP66��未使用スペシメン� ¥�45,000

789

790

791

792
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¥113,000

¥45,000



793.� �ヴィクトリア女王像�青銅メダル�1856 年�Eimer1511��
� �90.52g��55.00mm��オリジナルケース付�� PCGS�SP64��未使用スペシメン� ¥�34,000

794.� �ヴィクトリア女王像�ジュビリータイプ�戴冠式記念�銀メダル�年号なし（1887年）�BHM3219�Eimer�1733b
� �Victoria�Jubilee�Commemoration�enthroned�Silver�Medal
� �トーン��オリジナルケース付�� PCGS�SP63��極美 /未スペシメン� ¥�225,000

795.� �ヴィクトリア女王像�銅メダル�1897年�BHM3549��Victoria�Bronze�Medal�Plain�Edge
� �32.07g��プレーンエッジ�� PCGS�SP64BN��未使用スペシメン� ¥�17,000

796.� �ヴィクトリア女王像�銀メダル�1897年��Victoria�Silver�Medal
� �� PCGS�SP61��マット極美 /未スペシメン� ¥�6,000

797.� �ヴィクトリア女王像�治世 60 年記念�銀メダル�1897年��Victoria�Diamond�Jubilee�Silver�Medal
� �トーン�� PCGS�SP58��極美スペシメン� ¥�2,500

793

794

795

796 797

L.C. ワイオンの作
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥36,000

¥225,000

¥17,000

¥11,000

¥7,000



798.� �エドワード 7世像�銀メダル�1902 年��Edward�VII�Silver�Medal��12.80g��31.00mm����� ��極美� ¥�5,000

799.� �エドワード 8世像�戴冠勲章�銀メッキ銅メダル�1937年��Edward�VIII�Silver�Plated�Copper�Medal
� �18.39g��36.00mm��オリジナルケース付�� PCGS�SP64��マット未使用スペシメン� ¥�12,000

800.� �エドワード 8世像�戴冠式勲章�金メダル�1937年��Edward�VIII�Coronation�Gold�Medal�Matte�Proof
� �17.09g��31.50mm����� PCGS�PR65��マットプルーフ� ¥�422,000

801.� �エリザベス 2世像�戴冠勲章�銀メダル�1953 年�Eimer2084a��Elizabeth�II�Coronation�Silver�Medal
� �175.32g��75.00mm����� PCGS�SP64��マット未使用スペシメン� ¥�28,000

ギリシャ � / � Greece
802.� �ゲオルク1世像�20ドラクマイ金貨�1884 年（A）�KM56��George�I�20�Drachmai�Gold
� �6.45g��.900��22.00mm����� ��極美� ¥�34,000

香 港 � / � Hong�Kong
803.� �ヴィクトリア女王像�1ドル銀貨�1867年�KM10��Victoria�1�Dollar�Silver
� �26.85g��.900��38.60mm��トーン� ��極美� ¥�30,000

798 799
800

801

802 803
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¥5,000

¥18,000

¥422,000

¥38,000

¥44,000

¥140,000



804.� �十二支干支動物�午年馬図�1000ドル金貨�1978 年�KM44��Year�of�the�Horse�1000�Dollars�Gold�Proof
� �15.97g��.917��28.40mm��10,000 枚��� ��プルーフ� ¥�58,000

805.� �十二支干支動物�子年鼠図�1000ドル金貨�1984 年�KM52��Year�of�The�Rat�1000�Dollars�Gold
� �15.97g��.917��28.40mm��20,000 枚��保証書あり� ��未使用� ¥�71,000

806.� �十二支干支動物�寅年虎図�1000ドル金貨�1986 年�KM54��Year�of�The�Tiger�1000�Dollars�Gold
� �15.97g��.917��28.40mm��20,000 枚��保証書あり� ��未使用� ¥�71,000

807.� �エリザベス 2世女王ご来訪記念�1000ドル金貨�1986 年�KM57��Royal�Visit�of�Queen�Elizabeth�II�1000�Dollars�Gold�Proof
� �15.97g��.917��28.40mm��12,000 枚��� ��プルーフ� ¥�58,000

英領インド � / � Br it ish� India
808.� �ヴィクトリア女王像�10ルピー金貨�再鋳貨�1879 年（b）�KM495��Victoria�10�Rupee�Restrike�Gold�Proof
� �7.77g��.917��22.00mm����珍品�� PCGS�PR65��プルーフ� ¥�1,130,000

英領 東インド会社 � / � East � India�Company
809.� �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� ¥�550,000

イラン � / � Iran
810.� �モハメット・リザ�2-1/2 パーレビ金貨�SH1340（1961年）�KM1163��Muhammad�reza�Shah�2-1/2�Pahlavi�Gold
� �20.34g��.900��30.00mm��2,788 枚��� ��極美 /未� ¥�80,000

811.� �モハメット・リザ�2-1/2 パーレビ金貨�SH1340（1961年）�KM1163��� ��極美 /未� ¥�80,000

809808

807804

810 811
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥65,000

¥70,000

¥1,130,000

¥81,000

¥85,000



マン島 � / � Is le �of �Man
812.� �エンゼル図�20エンゼル（20オンス）金貨�1988 年�KM201��Archangel�20�Angel�（20oz）Gold�Proof
� �678.67g��.917��75.20mm��100 枚��� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�3,000,000

813.� �キャットシリーズ�ニューヨークの野良猫�1/5クラウン金貨�1990 年�KM279.2��Cat�Series�New�York�Alley�Cat�1/5�Crown�（1/5oz）�Gold
� �6.22g��.9999��22.00mm����� ��未使用� ¥�32,000

814.� �キャットシリーズ�ノルウェージャンキャット�1/5クラウン金貨�1991年�KM296��Cat�Series�Norwegian�Cat�1/5�Crown�（1/5oz）�Gold
� �6.22g��.9999��22.00mm����� ��未使用� ¥�32,000

815.� �ヴァイキング帆船図�1/4ノーブル（1/4 オンス）ホログラムプラチナ貨�1996 年�KM717��1/4�Noble�（1/4oz）�Hologram�Platinum�Proof
� �7.778g��.9995��22.00mm��10,000 枚��� ��プルーフ� ¥�20,000

816.� �キャットシリーズ�ロングヘアースモークキャット�1/5クラウン金貨�1997年�KM772��Cat�Series�Long�Haired�Smoke�Cat�1/5�Crown�（1/5oz）�Gold
� �6.22g��.9999��22.00mm����� ��未使用� ¥�34,000

817.� �キャットシリーズ�サイベリアン�1クラウン銀貨（1オンス）�2013 年��Cat�Series�Siberian�Cat�1�Crown�（1oz）�Silver�Proof
� �31.10g��.999��38.61mm����� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�3,000

818.� �キャットシリーズ�サイベリアン�1クラウン銀貨（1オンス）�2013 年��� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�3,000

クック諸島 � / � Cook� Is lands
819.� �新幹線鉄道開業 50周年記念貨発行記念�25ドルカラー銀貨�2015 年��50th�Anniversary�of�the�Shinkansen�25�Dollars�Colored�Silver�Proof
� �155.5g��.999��65.00mm��2,015 枚��� ��プルーフ� ¥�12,000

812

813 814

815

816

817

819
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¥3,200,000

¥38,000

¥34,000

¥40,000

¥34,000

¥6,000

¥4,000

¥24,000



イタリア帝国 � / � Ital ian�Empire
ナポリ � / � Napoli
820.� �ジョアシム･ミュラ像�20リレ金貨�1813 年�KM264��Joachim�Murat�20�Lire�Gold
� �6.45g��.900��20.50mm����� PCGS�AU55��極美� ¥�200,000

サルディニア � / � Sardinia
821.� �カルロ･アルベルト像�100リレ金貨�1832 年�KM133.1��Carlo�Alberto�100�Rile�Gold
� �32.25g��.900��34.00mm����� ��美� ¥�120,000

ルッカ � / � Lucca
822.� �1スクドドール金貨��1�Scudo�D'or�Gold��Aミント� ��普� ¥�96,000

パルマ � / � Parma
823.� �マリ･ルイズ像�20リレ金貨�1815 年�C31��Marie�Louise�20�Lire�Gold
� �6.45g��.900��21.00mm����� PCGS�AU55��極美� ¥�150,000

824.� �マリ･ルイズ像�40リレ金貨�1815 年�C32��Marie�Louise�40�Lire�Gold
� �12.90g��.900��26.20mm����� PCGS�AU55��極美� ¥�80,000

825.� �マリ･ルイズ像�40リレ金貨�1815 年�C32���� NGC�AU58��極美 +� ¥�90,000

トスカニー � / � Tuscany
826.� �レオポルド 2世�女神座像�ルスポーネ金貨�1825 年（A）��Leopold�II�Ruspone�Gold
� �10.41g��.998��27.50mm����� ��極美 /未� ¥�146,000

イタリア � / � Italy
827.� �エマヌエーレ2世像�5リレ銀貨�1876 年（R）�KM8.4��Vittorio�Emanuele�II�5�Lire�Silver
� �25.00g��.900��37.00mm����� ��美� ¥�3,000

828.� �エマヌエーレ2世像�20リレ金貨�1875 年（R）�KM10.2��Vittorio�Emanuele�II�20�Lire�Gold
� �6.45g��.900��21.30mm��51,000 枚��� ��極美� ¥�25,000

829.� �エマヌエーレ2世像�20リレ金貨�1876 年（R）�KM10.2��� ��極美� ¥�25,000

820
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥210,000

¥130,000

¥280,000

¥80,000

¥100,000

¥146,000

¥8,000

¥28,000

¥28,000



830.� �エマヌエーレ3世像�豊穣の女神�100リレ金貨�1912 年 R�KM50��Emanuele�III�Female�with�plow�100Lire�Gold
� �32.26g��.900��35.00mm��4,946 枚��稀品� PCGS�MS63��極美 /未� ¥�706,000

831.� �エマヌエーレ3世像�豊穣の女神�100リレ金貨�1912 年 R�KM50��稀品� NGC�MS62��極美 /未� ¥�535,000

832.� �エマヌエーレ3世治世 25周年及び第1次世界大戦参戦10 年記念�100リレ金貨�1925 年（R）�KM66��Vittorio�Emanuele�III�100�Lire�Gold��Matte�Proof
� �32.26g��.900��35.00mm��5,000 枚��稀品� NGC�PF62�MATTE��極美 /未マットプルーフ� ¥�829,000

833.� �エマヌエーレ3世像�50リレ金貨�1931年（R�X）KM71��Emanuele�III�50�Lire�Gold
� �4.40g��.900��21.00mm��19,750 枚��� NGC�MS63��未使用 -� ¥�56,000

834.� �エマヌエーレ3世像�50リレ金貨�1932 年（R�X）KM71��12,000 枚��� NGC�MS64+��未使用+� ¥�56,000

835.� �エマヌエーレ3世像�100リレ金貨�1931年（R�IX）KM72��Emanuele�III�100�Lire�Gold
� �8.80g��.900��25.00mm��34,000 枚��� NGC�MS62��極美 /未� ¥�80,000

836.� �エマヌエーレ3世像�100リレ金貨�1933 年（R�XI）KM72��6,464 枚��� NGC�MS64��未使用� ¥�100,000

830 831
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833

834 835 836
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¥837,000

¥650,000

¥829,000

¥70,000

¥80,000

¥120,000



837.� �プッチーニと蝶々婦人�5ユーロ及び10ユーロ銀貨 2種プルーフセット�2004 年��Puccini�and�Madam�Butterfly�Euro�Silver�2-Coins�Proof�Set
� �【5ユーロ銀貨�KM239】18.00g�.925�32.00mm�【10ユーロ銀貨�KM241】22.00g�.925�34.00mm� ��2 種プルーフ� ¥�3,000

ジャマイカ � / � Jamaica
838.� �ヴィクトリア女王像�1/2ペニー白銅貨�1869 年�KM16��Victoria�1/2�Penny�Copper-Nickel�Proof
� ���������� PCGS�PR65CAM��プルーフ� ¥�54,000

ジャージー � / � J e r s e y
839.� �ヴィクトリア女王像�ヤングタイプ�1/26シリング銅貨�1858 年�KM2��Victoria�Young�1/26�Shilling�Bronze
� �28.00mm��トーン�� PCGS�MS63BN��極美 /未� ¥�6,000

朝鮮 � / � Korea
840.� �半圜銀貨（大型）光武 9年（1905 年）�KM1129�JNDA- 朝 16��1/2�Won�Silver�Large�size�JNDA18-16
� �13.48g��.800��31.00mm��大阪造幣局鋳造�� NGC�XF45��美 / 極美� ¥�15,000

韓国 � / � South�Korea
841.� �FIFAワールドカップ 1次�10000ウォン銀貨4 種揃プルーフセット�2001年�KM90 〜 93��FIFA�World�Cup�Soccer�I�10000�Won�Silver�4-Coin�Proof�Set
� �31.10g��.999��35.00mm��27,002セット��� ��4 種揃プルーフ� ¥�6,000

842.� �FIFAワールドカップ 2次�10000ウォン銀貨4 種揃プルーフセット�2002 年�KM98 〜101��FIFA�World�Cup�Soccer�II�10000�Won�Silver�4-Coin�Proof�Set
� �31.10g��.999��35.00mm��27,002セット��� ��4 種揃プルーフ� ¥�6,000

837 838
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥12,000

¥95,000

¥32,000

¥19,000

¥12,000

¥11,000



ラトビア � / � Latvia
843.� �女性頭像�5�ラッツ銀貨�3 年号揃�KM9��Crowned�head�right�5�Lati�Silver�3-Pieces
� �25.00g��.835��37.00mm����1929、1931、1932 年� ��3 年号揃極美� ¥�6,000

ラオス � / � Laos
844.� �花羅漢（フラワーホーン）�100000 キップ（1/2オンス）ホログラム金貨�2003 年�KM121��Cichlasoma�Flower�Horn�100000�Kip（1/2oz）�

Hologram�Gold�Proof
� �15.55g��.9999��27.00mm��888 枚��� ��プルーフ� ¥�65,000

リベリア � / � Liber ia
845.� �世界大戦終結 60 周年記念< 戦艦大和 >�100ドル（5オンス）銀貨�2005 年��60th�Anniversry�of�End�of�the�War�<Yamato>�100�

Dollars�（5oz）Silver�Proof
� �155.51g��.999��65.00mm��2,500 枚��保証書なし� ��プルーフ� ¥�12,000

846.� �世界大戦終結 60 周年記念< 戦艦大和 >�500ドル（1オンス）金貨�2005 年��60th�Anniversry�of�End�of�the�War�<Yamato>�500�
Dollars�（1oz）Gold�Proof

� �31.13g��.9999��39.00mm��500 枚��保証書なし� ��プルーフ� ¥�160,000

マルタ � / � Malta
847.� �紋章図�金・銀貨5種揃スペシメンセット�1972 年��
� �【マニュエル・ディメッチ像�1ポンド銀貨�KM13】10.00g�.987�32.20mm�55,000 枚�トーン�PCGS�MS63�極美 /未スペシメン�【トーチ図�

5ポンド金貨�KM15】3.00g�.916�19.00mm�18,000 枚�金サビあり�PCGS�SP65�未使用スペシメン�【石ストーブ図�10ポンド金貨�KM16】6.00g�
.917�22.00mm�16,000 枚�PCGS�SP65�未使用スペシメン�【メリルバード図�20ポンド金貨�KM17】12.00g�.917�26.10mm�16,000 枚�PCGS�SP65�
未使用スペシメン�【ネプチューン図�50ポンド金貨�KM18】30.00g�.917�34.10mm�16,000 枚�金サビあり�PCGS�SP64�未使用スペシメン

� � ��5 種揃� ¥�300,000

843
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¥17,000

¥80,000

¥18,000

¥190,000

¥380,000



マルタ軍事騎 士団 � / � Order�of �Malta
848.� �聖ヨハネと騎士団総長<洗礼 >�5スクーディ金貨�1971年�KMX44��St.John�&�Grand�Master�5�Scudi�Gold�Proof
� �4.00g��.900��20.00mm��1,000 枚��� NGC�PF63�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�15,000

マーシャル諸島 � / � Marshal l � Is lands
849.� �独立記念�金貨 3種揃�1986 年�KM3〜 5��Compact�of�Free�Association�Gold�3-Coin�Proof
� �【20ドル金貨�KM3】3.11g�.999�16.00mm�【50ドル金貨�KM4】7.77g�.999�20.10mm�【200ドル金貨�KM5】31.10g�.999�30.00mm�各 5,000 枚
� � ��プルーフ� ¥�190,000

モーリシャス � / � Maurit ius
850.� �ヴィクトリア女王像�戴冠�1セント青銅貨�1883 年�KM7��Victoria�1�Cent�Bronze�Proof
� �トーン�� PCGS�PR64RB��プルーフ� ¥�68,000

メキシコ � / � Mexico
851.� �自由の帽子と天秤図�1ペソ銀貨�1872 年（Oa�E�Small�A）�KM408.6��Radiant�Cap�1�Peso�Silver
� �27.07g��.903��37.20mm����� ��美� ¥�3,000

852.� �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
� �22.50g��.720��38.00mm����紙ホルダー入�ケース・保証書なし� ��2 枚揃未使用� ¥�3,000

853.� �リベルタード�1オンス銀貨�2015 年��Libertard�1oz�Silver
� �31.10g��.999��34.50mm����� PCGS�MS70��完全未使用� ¥�4,000

モナコ � / � Monaco
854.� �シャルル3世�10フラン�試鋳金貨�1966 年�Gad-155�KME57�Essai��Charles�III�10�Francs�Gold�Essai
� �42.45g��������� PCGS�SP68��プルーフ� ¥�250,000

855.� �レーニエ 3世在位 25年�50フランピエフォー銀貨�1974 年��25th�Anniversary�of�the�Reign�of�Rainier�III�Silver�50�Francs�Piedfort�Proof
� �60.00g��41.00mm��170 枚��� PCGS�SP67��ピエフォープルーフ� ¥�50,000

856.� �レーニエ 3世像�2フラン試鋳金貨�1982 年�Essai��Ranier�III�2�Francs�Gold�Essai
� �26.50mm����� PCGS�SP68�Essai��未使用� ¥�80,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥30,000

¥191,000

¥7,000

¥9,000

¥50,000

¥80,000



モンゴル � / � Mongolia
857.� �十二支干支動物�卯年兎図�2500トゥグリク銀貨（金カメオ付）�1999 年��Year�of�the�Rabbit�2500�Tugriks�Silver�Partial�Gilt�Proof
� �155.51g��.999��65.00mm��20,000 枚��� ��プルーフ� ¥�10,000

モロッコ � / � Morocco
858.� �1リアル（10ディルハム）銀貨�AH1320（1902 年）�Y22.1��1�Rial�（10�Dirhams）�Silver
� �25.00g��.900��37.00mm����� ��極美� ¥�6,000

ネパール � / � Nepal
859.� �雪豹�1000ルピー（5オンス）銀貨�1988 年�KM1036��Snow�Leopard�1000�Rupee�（5oz）Silver�Proof
� �155.51g��.999��65.00mm��5,000 枚��� ��プルーフ� ¥�6,000

オランダ � / � Netherland
860.� �ウィレム 3世像�10グルデン金貨�1875 年�KM106��William�III�10�Gulden�Gold
� �6.73g��.900��22.50mm����� NGC�MS67��完全未使用� ¥�50,000

861.� �ヴィンセント・ヴァン･ゴッホ生誕150周年記念�10ユーロ金貨�2003 年�KM246
� �150th�Anniversary-Birth�of�Vincent�van�Gogh�10�Euro�Gold�Prooflike��6.72g��.900��22.50mm��20,000 枚��� ��プルーフライク� ¥�24,000

ニュージーランド � / � New�Zealand
862.� �アメリカスカップ記念�10ドル金貨�2002 年�KM274��Americas�Cup�10�Dollars�Gold�Proof
� �15.55g��.9999��28.40mm����� ��プルーフ� ¥�63,000

ニウエ � / � Niue
863.� �スヌーピー<スヌーピー飛行図>�100ドル（1/5 オンス）金貨�2001年�KM127��Snoopy�100�Dollars�（1/5oz）�Gold�Proof
� �6.22g��.9999��22.00mm��5,000 枚��� ��プルーフ� ¥�25,000

864.� �サンリオ50周年記念�キティ�20ドル +30ドル（1/2オンス）カラー金貨�2010 年��Sanrio�50th�Anniversary�Hello�Kitty�1/2oz�Colorized�Gold�Proof
� �15.55g��.917��30.00mm��1,000 枚��外側：30ドル�内側：20ドル� ��プルーフ� ¥�70,000
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¥20,000

¥6,000

¥17,000

¥50,000

¥26,000

¥70,000

¥34,000

¥110,000



865.� �クリル・アイランド・ボブテイル�2ドルカラー銀貨�2012 年�KM1071��Kurilian�Bobtail�Cat�2�Dollars�Colorized�Silver�Proof
� �31.10g��.999��40.00mm��約 8,000 枚��� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�6,000

866.� �クリル・アイランド・ボブテイル�2ドルカラー銀貨�2012 年�KM1071��� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�6,000

パナマ � / � Panama
867.� �シモン・ボリバール像�1バルボア銀貨�1947年�KM13��Simon�Bolivar�1�Balboa�Silver��26.73g��.900��38.10mm� 未使用� ¥�2,000

868.� �シモン・ボリバール像�20バルボア銀貨�1974 年�KM31��Simon�Bolivar�20�Balboas�Silver�
� �129.59g��.925��61.00mm����ケース・保証書なし� ��未使用� ¥�4,000

869.� �2-1/2センテシモ及びバルボア像�20バルボア銀貨�2 種プルーフセット�1976 年
� �2-1/2�Centesimos�and�20�Balboas�Silver�2-Coin�Proof�Set
� �【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 種プルーフ� ¥�8,000

870.� �旗と剣を持つバルボア像�20バルボア銀貨�1979 年�KM44��Balboa�have�a�flag�and�a�sword�20�Balboas�Silver�Proof�
� �129.59g��.925��61.00mm��13,000 枚��ケース・保証書なし� ��プルーフ� ¥�4,000

パプ アニューギニア � / � Papua�New�Guinea
871.� �蝶図�100 キナ（7角形）金貨�1990 年�KM29��Golden�Butterfly�100�Kina�Gold�Proof
� �9.57g��.900��27.00mm��5,000 枚��� ��プルーフ� ¥�40,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥7,000

¥7,000

¥5,000

¥6,000

¥10,000

¥55,000



東プロシア（ポーランド）� / � East �Prussia �（Poland）
872.� �エリザヴェータ1世像�6グロシュ銀貨�1761年�C45b��ElisabethⅠ6�Groszy�Silver
� �約 2.60g����約 22.00mm��トーン� ��普� ¥�5,000

ポーランド � / � Poland
873.� �双頭の鷲図�1ズロチ銀貨�1834 年�C129��Double�Head�Eagle�1�Zloty�Silver
� �3.10g��.868��19.00mm��41,554 枚��トーン� ��美� ¥�5,000

874.� �双頭の鷲図�1ズロチ銀貨�1836 年�C129��トーン� ��極美 /未� ¥�5,000

875.� �双頭の鷲図�5ズロチ銀貨�1840 年�C133��Double�Head�Eagle�5�Zlotych�Silver��15.54g��.868��32.90mm����トーン���普� ¥�3,000

876.� �双頭の鷲図�10ズロチ銀貨�1836 年 Hr�C134��Double�Head�Eagle�10�Zlotych�Silver
� �31.10g��.868��40.00mm��トーン� ��美� ¥�8,000

877.� �双頭の鷲図�10ズロチ銀貨�1835 年�C134��3,081枚��特年�トーン�エッジにアタリあり� ��美� ¥�12,000

ポルトガル � / � Por tugal
878.� �ピラーダラー�870レイス加刻銀貨�年号なし（1834 年）�KM440.10��Pillar�dollar�Countemark�on�Mexico�8�Reales�Silver�KM440.10
� �26.97g��.917��38.40mm��トーン�メキシコ�KM105に加刻� ��普� ¥�10,000

サモア（西サモア）� / � Samoa
879.� �アメリカスカップ�25タラ銀貨�1987年�KM67��Americas�Cup�25�Tara�（5oz）�Silver�Proof
� �155.50g��.999��65.00mm��35,000 枚��� ��プルーフ� ¥�7,000

サウジアラビア � / � Saudi �Arabia
880.� �アラブ伝説�1ポンド金貨�AH1377年（1957年）�F2��Arabia�Arab�legend�1�Pound�Gold�
� �7.99g��.917��22.00mm����� ��未使用� ¥�40,000
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¥7,000

¥22,000

¥17,000

¥8,000

¥10,000

¥34,000

¥34,000

¥11,000

¥70,000



スコットランド � / � Scotland
881.� �メアリー王女･フランシス王子ご成婚記念（1558 年）�再鋳貨�金メダル�1860 年�Eimer40��Francis�and�Mary�Restrike�Gold�Medal�
� �102.00g��52.00mm����� PCGS�SP63��極美 /未スペシメン� ¥�788,000

セーシェル � / � Seychelles
882.� �独立宣言記念�1000ルピー金貨�1976 年�KM29��Anniversary�of�Declaration�of�independence�1000�Rupees�Gold
� �15.98g��.917��28.60mm��1,000 枚��� ��プルーフ� ¥�74,000

シエラレオネ � / � Sierra�Leone
883.� �ダイアナ妃追悼<マザー・テレサと握手>�250ドル金貨�1997年�KM82��The�Peoples�Princess�Diana〈Mother�Theresa�and�Lady�Diana〉
� �250�Dollars�Gold�Proof��15.50g��.999��30.00mm��3,000 枚��ケース・保証書なし� ��プルーフ� ¥�62,000

884.� �ダイアナ妃追悼記念<王子とダイアナ妃 >�100ドル金貨�1997年�KM93��The�Peoples�Princess�Diana�〈with�sons�William�and�Harry〉
� �100�Dollars�Gold�Proof��6.22g��.999��22.00mm��5,000 枚��ケース・保証書なし� ��プルーフ� ¥�32,000

シンガポール � / � Singapore
885.� �十二支干支動物�丑年牛図�10ドル（2オンス）銀貨�1997年�ピエフォープルーフ�KM154��Year�of�the�Ox�10�Dollars�（2oz）�Piedfort�Silver�

Proof��62.21g��.999��40.70mm��38,000 枚� ��ピエフォープルーフ� ¥�7,000

886.� �十二支干支動物�寅年虎図�10ドル（2オンス）銀貨�1998 年�ピエフォープルーフ�KM165��Year�of�the�Tiger�10�Dollars�（2oz）�Piedfort�
Silver�Proof��62.21g��.999��40.70mm��38,000 枚��� ��ピエフォープルーフ� ¥�7,000

887.� �十二支干支動物�丑年牛図�シンゴールド4種揃�1985 年��Year�of�the�Ox�SinGold�4-Medal�Set
� �【5シンゴールド（1/20oz）�KMX7】1.55g�13.92mm�5,000 枚�【10 シンゴールド（1/10oz）�KMX8】3.11g�17.95mm�5,000 枚
� �【25シンゴールド（1/4oz）�KMX9】7.77g�21.95mm�2,500 枚�【50 シンゴールド（1/2oz）KMX10】15.55g�27.00mm�2,500 枚
� �品位��各 .9999�ケース･保証書なし� ��4 種揃未使用� ¥�127,000

888.� �ライオン図�金貨 5種揃プルーフセット�1990 年�KMPS27��Lion�Gold�5-Coin�Proof�Set
� �【5ドル（1/2oz）�KM79】1.55g�13.92mm�【10ドル（1/10oz）�KM80】3.11g�17.95mm�【25ドル（1/4oz）�KM81】7.77g�21.96mm�【50ドル（1/2oz）�

KM82】15.55g�27.00mm�【100ドル（1oz）�KM83】31.10g�32.12mm�品位各 .9999�2,000 セット� ��5 種揃プルーフ� ¥�270,000

ソマリア � / � Somalia
889.� �アフリカの野生生物�象図�100 シリング（1オンス）銀貨�2014 年��African�Wildlife-Elephant�100�Shilling�（1oz）Silver
� �31.10g��.999��39.00mm����� NGC�MS69��完全未使用� ¥�3,000

南ジョージア・南サンドウィッチ諸島 � / �South�Georgia�and�the�South�Sandwich� Is lands
890.� �シロナガスクジラ�2ポンド銀貨�2013 年�KM31a��Blue�Whale�2�Pounds�Silver�Proof�
� �28.28g��.925��38.61mm����� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�4,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥80,000

¥70,000

¥36,000

¥7,000

¥9,000

¥270,000

¥3,000

¥4,000



スペイン � / � Spain
891.� �カルロス 2世�8 エスクード金貨�168X年�KM61.2��Carlos�II�8�Escudos�Gold�168X��
� �26.82g��.917��約 33.00mm��稀品� �PCGS�MS61��極美 /未� ¥�900,000

892.� �アルフォンソ13世像（少年像）�20 ペセタ金貨�1896 年�KM709��Alfonso�XIII�20�Pesetas�Gold�1896��
� �6.45g��.900��21.20mm��Aミント� ��未使用� ¥�34,000

893.� �アルフォンソ13世像�100 ペセタ金貨�1897年�KM708��Alfonso�XIII�100�Pesetas�Gold��
� �32.25g��.900��35.00mm����� PCGS�MS61��極美 /未� ¥�300,000

894.� �バルセロナオリンピック�1次�サクラダ･ファミリア�20000 ペセタ金貨�1990 年�KM875��Barcelona�Olympic�20000�Pesetas�Gold�Proof
� �6.75g��.999��23.00mm��10,000 枚��� ��プルーフ� ¥�27,000

スウェーデン � / � Sweden
895.� �オスカル2世像�10 クローネ金貨�1874 年�KM732��Oscar�II�10�Kronor�Gold��
� �4.48g��.900��18.00mm����� NGC�MS65��完全未使用� ¥�25,000

スイス � / � Switzer land
896.� �アルプス山脈と少女図�20フラン金貨�1913 年（B）�KM35.1��Helvetia�20�Francs�Gold��������
� �6.45g��.900��21.20mm����� NGC�MS65��完全未使用� ¥�29,000

897.� �アルプス山脈と少女図�20フラン金貨�1927年（B）�KM35.1��� NGC�MS66��完全未使用� ¥�35,000

898.� �アルプス山脈と少女図�20フラン金貨�1935 年（LB）�KM35.1��� NGC�MS65��完全未使用� ¥�29,000

899.� �スイス連邦射撃祭記念貨�ヌーシャテル州（ラショードフォン）�5フラン銀貨�1863 年�KMXS7��Shooting�Festival�in�Lausanne�5�Francs�Silver
� 25.00g��.835��37.30mm��6,000 枚������������ ��美� ¥�10,000

900.� �スイス連邦射撃祭記念貨�ヴォー州（ローザンヌ）�5フラン銀貨�1876 年�KMXS13��Shooting�Festival�in�Lausanne�5�Francs�Silver
� �25.00g��.835��37.30mm��20,000 枚��� PCGS�Genuine�Cleaned-UNC�Detail��極美� ¥�6,000
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¥65,000

¥300,000

¥30,000

¥32,000

¥34,000

¥37,000

¥34,000

¥22,000

¥13,000



901.� �スイス連邦射撃祭記念貨�ヴォー州（ローザンヌ）�5フラン銀貨�1876 年�KMXS13��� ��極美 +� ¥�10,000

902.� �スイス連邦射撃祭記念貨�ヴォー州（ローザンヌ）�5フラン銀貨�1876 年�KMXS13��� ��極美 /未� ¥�20,000

903.� �スイス連邦現代射撃祭記念貨�チューリッヒ州オーベルハスリ�50フラン銀貨�1984 年�KMXS22
� �Shooting�Festival�Zurich�'Fleld�Shoot'�in�Oberhasli�50�Francs�Silvre��25.00g��.900��37.00mm��6,000 枚��� ��未使用� ¥�6,000

904.� �スイス連邦現代射撃祭記念貨�ウーリ州アルトドルフ�50フラン銀貨�1985 年�KMXS24��Shooting�Festival�Uri�in�Altdort�50�Francs�Silver�Proof
� �25.00g��.900��37.00mm��3,500 枚��保証書・ケースなし�� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�10,000

905.� �スイス連邦現代射撃祭記念貨�ジュネーヴ州�50フラン銀貨�2008 年�KMXS75��Shooting�Festival�Geneva�50�Francs�Silver�Proof
� �25.00g��.900��37.00mm��1,500 枚��保証書あり・ケースなし� ��プルーフ� ¥�6,000

906.� �スイス連邦現代射撃祭記念貨�グラウビュンデン州�50フラン銀貨�2012 年��Shooting�Festival�Graubunden�50�Francs�Silver�Proof
� �25.00g��.900��37.00mm��1,425 枚��ケースなし� ��プルーフ� ¥�6,000

907.� �スイス連邦現代射撃祭記念貨�ルツェルン州�50フラン銀貨�2013 年��Shooting�Festival�Luzern�50�Francs�Silver�Proof
� �25.00g��.900��37.00mm��1,500 枚��保証書あり・ケースなし� ��プルーフ� ¥�6,000

908.� �スイス連邦現代射撃祭記念貨�ルツェルン州�50フラン銀貨�2013 年��保証書あり・ケースなし� ��プルーフ� ¥�6,000

909.� �スイス連邦現代射撃祭記念貨�ヴァレー州�50フラン銀貨�2015 年��Shooting�Festival�Valais�50�Francs�Silver�Proof
� �25.00g��.900��37.00mm��1,200 枚��� PCGS�PR69DCAM��プルーフ� ¥�8,000

910.� �スイス連邦現代射撃祭記念貨�ティチーノ州�50フラン銀貨�2016 年��Shooting�Festival�Ticino�50�Francs�Silver�Proof
� �25.00g��.900��37.00mm��1,200 枚��� PCGS�PR69DCAM��プルーフ� ¥�13,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥13,000

¥40,000

¥10,000

¥19,000

¥13,000

¥11,000

¥16,000

¥13,000

¥16,000

¥13,000



911.� �ジュネーヴ・モーターショー�クラッシクカー�50フラン金貨�2005 年（B）KM113��Geneva�Motor�Show�50�Francs�Gold�Proof
� �11.29g��.900��25.10mm��6,000 枚��� ��プルーフ� ¥�40,000

タイ � / � Thai land
912.� �ラーマ5世（左向き）�ガネーシャ神�1バーツ銀貨�RS127（1908 年）�KM39��Rama�V�1�Baht�Silver
� �15.00g��.900��30.00mm����� NGC�AU�DETAILS�CLEANED��美� ¥�50,000

913.� �仏教徒同胞 20周年記念�50バーツ銀貨�BE2514（1971年）�Y95��20th�Year�Buddhist�Fellowship�50�Baht�Silver
� �24.70g��.900��40.00mm��200,000 枚��� ��未使用� ¥�2,000

トケラウ � / � Tokelau
914.� �十二支干支動物�巳年蛇図�5ドル（1オンス）銀貨�2013 年��Year�of�the�Snake�5�Dollars�（1oz）�Silver��
� �31.10g��.999��38.60mm� PCGS�MS69��完全未使用� ¥�4,000

915.� �十二支干支動物�巳年蛇図�5ドル（1オンス）銀貨�2013 年� PCGS�MS69��完全未使用� ¥�4,000

ツバル � / � Tuvalu
916.� �横山光輝<伊賀の影丸 >�50ドル（1/2オンス）カラー金貨�2006 年
� �Kagemaru�45th�Anniversary�50�Dollars�（1/2oz）�Colorized�Gold�Proof��
� �15.55g��.9999��25.10mm��500 枚��ケース・保証書なし� ��プルーフ� ¥�63,000

917.� �横山光輝<バビル2世 >�50ドル（1/2オンス）カラー金貨�2006 年
� �Babel�II�35th�Anniversary�50�Dollars�（1/2oz）�Colorized�Gold�Proof��
� �15.55g��.9999��25.10mm��500 枚��ケース・保証書なし� ��プルーフ� ¥�63,000

918.� �第二次世界大戦�戦車図（A22�チャーチル）�1ドル（1オンス）カラー銀貨�2010 年�KM143
� �WWII�Tanks�（A22�Churchill）�1�Dollar�（1oz）�Colorized�Silver�Proof��
� �31.10g��.999��40.70mm� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�4,000

919.� �マリリンモンロー没後 50 年�1ドル（1オンス）カラー銀貨�2012 年�KM208
� �50th�Anniversary�of�Marilyn�Monroe�Dean's�Death�1�Dollar�（1oz）�Colorized�Silver�Proof��
� �31.10g��.999��40.60mm��約 12,500 枚��� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�3,000

920.� �十二支干支動物�巳年蛇図�WISDOM�1ドルカラー銀貨�2013 年��Year�of�the�Snake�WISDOM�1�Dollar�Colorized�Silver�Proof
� �31.10g��.999��40.60mm����� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�3,000

911 912

918 919

916 917
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¥43,000

¥240,000

¥2,000

¥4,000

¥77,000

¥80,000

¥11,000

¥9,000

¥3,500



921.� �十二支干支動物�巳年蛇図�WEALTH�1ドルカラー銀貨�2013 年��Year�of�the�Snake�WEALTH�1�Dollar�Colorized�Silver�Proof
� �31.10g��.999��40.60mm����� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�3,000

922.� �グリーンドラゴン�1ドルカラー銀貨�2013 年��European�Green�Dragon�1�Dollar�Colorized�Silver�Proof��
� �31.10g��.999��40.60mm����� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�3,000

923.� �ユニコーン�1ドルカラー銀貨�2013 年��Unicorn�1�Dollar�Colorized�Silver�Proof��
� �31.10g��.999��40.60mm����� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�3,000

924.� �フェニックス�1ドルカラー銀貨�2013 年��Phoenix�1�Dollar�Colorized�Silver�Proof��
� �31.10g��.999��40.60mm����� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�3,000

925.� �アメリカのワニ（クロコダイル）�1ドルカラー銀貨�2014 年��American�Alligator�1�Dollar�Colorized�Silver�Proof��
� �31.10g��.999��40.60mm����� NGC�PF69�ULTRA�CAMEO��プルーフ� ¥�3,000

ロシア帝国 � / � Russian�Empire
926.� �シャヒン�ギレイ�1クリム銅貨�AH1191（1777年）�KM66��Shahin�Giray�1�Kyrmis�Coppe��43.25g��44.00mm� ��普� ¥�10,000

927.� �双頭の鷲図�3カペイカ銅貨�1911年�Y11.2��Double�Head�Eagle�3�Kopeks�Copper��8.00g��28.00mm����� ��美� ¥�2,000

928.� �エカチェリーナ1世像�1ルーブル銀貨�1725 年�KM168�D1664��Catherine�Ⅰ�1�Rouble�Silver��
� �28.44g��.729��43.00mm��トーン� ��美� ¥�20,000

929.� �ニコライ2世像�1ルーブル銀貨�1899 年�Y59.3��Nicholas�II�1�Rouble�Silver��20.00g��.900��33.50mm��トーン� ��美� ¥�5,000

930.� �ニコライ2世像�50カペイカ銀貨�1899 年�Y58.1��Nicholas�II�50�Kopeks�Silver��
� �10.00g��.900��25.00mm��トーン� ��未使用� ¥�8,000

931.� �ニコライ2世像�1ルーブル銀貨�1907年�Y59.3��Nicholas�II�1�Rouble�Silver��
� �20.00g��.900��33.50mm��特年� ��普 / 美� ¥�8,000

923 924 925 926

930

928

929

931
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥3,000

¥3,500

¥5,000

¥5,000

¥3,500

¥19,000

¥3,000

¥40,000

¥7,000

¥14,000

¥8,000



932.� �ニコライ2世像�1ルーブル銀貨�1911年�Y59.3��特年�トーン�エッジにアタリあり�� ��プルーフ状極美� ¥�50,000

933.� �ニコライ2世像�1ルーブル銀貨�1912 年�Y59.3�� ��極美 +� ¥�10,000

934.� �ニコライ2世像�50カペイカ銀貨�1912 年�Y58.2��Nicholas�II�50�Kopeks�Silver��9.99g��.900��25.00mm� ��未使用� ¥�8,000

935.� �ニコライ2世像�50カペイカ銀貨�1914 年�Y58.2� ��極美� ¥�6,000

936.� �双頭の鷲図�10カペイカ及び15カペイカ銀貨�ロシア・日本製�4点揃�1916 年��Double�Head�Eagle�10�and�15�Kopeks�Silver�4-Coin
� �【10カペイカ銀貨�Y20a.1未使用、Y20a.3 極美】1.79g�.500�18.00mm
� �【15カペイカ銀貨�Y21a.1未使用、Y21a.3 極美】2.70g�.500�20.00mm��大阪造幣局製�ペテルブルク製� ��4 点揃� ¥�5,000

937.� �マリア･フョードロヴナ皇后像�金メダル�年号なし（1881〜1894 年）��Maria�Feodorovna�Gold�Medal
� �75.87g��51.00mm��稀品�� PCGS�SP62��プルーフ状極美 /未スペシメン� ¥�1,130,000

938.� �対馬沖海戦戦勝記念�砲弾と旭日旗�銀メダル�年号なし（1905 年）�Smirnov1343�Commemorating�the�Japanese�Victory�at�Tsushima��Silver�Medal
� �稀品�トーン�� PCGS�SP65��未使用スペシメン� ¥�180,000

932
936

937

938

対馬で行われた海戦での日本の勝利を記念して発行された銀メダル。
対馬沖海戦（日本海海戦）は、日露戦争時の 1905 年 5 月にロシアと日本の間で起こった大規模な海戦で、

日本側が一方的勝利を収めた。

マリア・フョードロヴナは、デンマーク王クリスチャン 9 世と王妃ルイーゼの次女で、
ロシア皇帝アレクサンドル 3 世の皇后。ミニーの愛称で呼ばれた。
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¥50,000

¥13,000

¥10,000

¥6,000

¥11,000

¥1,180,000



939.� �アバジ銀貨�3 種揃��1/2・1・2�Abazi�Silver�3-Coin
� �【1/2アバジ銀貨�1827年�KM73】1.58g�.917�16.00mm�7,000 枚�トーン�極美
� �【1アバジ銀貨�1805 年�KM74】3.15g�.917�19.00mm�19,000 枚�トーン�美
� �【2アバジ銀貨�1827年�KM75】6.31g�.917�23.00mm�172,000 枚�トーン�美� ��3 種揃� ¥�17,000

ソビエト連 邦 � / � Soviet �Union
940.� �紋章図�カペイカ及びルーブル銀貨4種揃��National�arms�Kopeks�and�Rouble�Silver�4-Coin
� �【15カペイカ銀貨�1922 年�Y81】2.70g�.500�19.00mm�トーン�美��【20カペイカ銀貨�1923 年�Y82】3.60g�.500�22.00mm�美
� �【50カペイカ銀貨�1921年�Y83】9.998g�.900�27.00mm�美��【1ルーブル銀貨�1921年�Y84】19.996g�.900�34.00mm�極美 /未
� �国銘字��PCOCP� ��4 種揃� ¥�10,000

941.� �カペイカ及びルーブル銀貨5種揃��Kopeks�and�Rouble�Silver�5-Coin
� �【紋章図�10カペイカ銀貨�1930 年�Y86】1.80g�.500�17.00mm�極美��【紋章図�15カペイカ銀貨�1930 年�Y87】2.70g�.500�20.00mm�美�
� �【紋章図�20カペイカ銀貨�1929 年�Y88】3.60g�.500�22.00mm�極美
� �【鍛治仕事図�50カペイカ銀貨�1925 年�Y89.2】9.998g�.900�27.00mm�未使用
� �【二人の労働者図�1ルーブル銀貨�1924 年�Y90.1】19.996g�.900�33.00mm�未使用
� �国銘字 CCCP� ��5 種揃� ¥�12,000

942.� �ロシア1000 年 <聖ソフィア聖堂>�50ルーブル金貨�1988 年��1000th�Anniversary�of�Russian�Architecture�50�Roubles�Gold�Proof
� �8.65g��.900��22.60mm��ケースなし� ��プルーフ� ¥�30,000

943.� �バレリーナ�25ルーブルパラジウム貨�1989 年�Y231��Ballerina�25�Roubles�1oz�Palladium��
� �31.10g��.999��37.00mm����� ��未使用� ¥�70,000

944.� �バレリーナ�25ルーブルパラジウム貨�1989 年�Y231��� ��未使用� ¥�70,000

945.� �ロシア建国 500周年�50ルーブル金貨�1989 年（m）�Y225��500th�Anniversary�of�Russian�State�50�Rouble�Gold�Proof
� �8.64g��.900��22.60mm��約 25,000 枚��� ��プルーフ� ¥�30,000

946.� �1991年�通常 9 種セット（モスクワ鋳）�KMMS33A�2 点揃��9-Coin�Mint�Set�（Moscow）�2-Pieces
� �Y126a 〜129a、130 〜132、133a.2、134a.2�一部変色あり� ��2 点揃未使用� ¥�10,000

947.� �1961年�通常 9 種未使用セット�KMMS2��9-Coin�Mint�Set��Y126 〜132、133a.1、134a.1�一部変色あり� 未使用� ¥�2,000

946

939
940

941

943
945

948

942
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥42,000

¥15,000

¥18,000

¥34,000

¥130,000

¥130,000

¥36,000

¥20,000

¥12,000



948.� �通常未使用セット及びプルーフセット�9点揃��Proof�Set�and�Mint�Set�9-Pieces
� �（1）�1991年（L）�通常 9 種プルーフセット�KMPS4�Y126a 〜129a、130 〜132、133a.2、134a.2�（2）�1980 年�通常 9 種未使用セット�

KMMS21�Y126 〜132、133a.2、134a.2�（3）�1992 年�通常 6 種未使用セット�KMMS34�Y311〜 316�（4）�1991年�通常 5種未使用セット
（ミエテン製）�Y292〜296�（5）�1995 年�第 2次世界大戦 50周年記念�メダル入6 種未使用セット�KMMS38�Y399 〜 404�and�Medal�（6）�
1996 年�ロシア艦隊 300周年記念�メダル入6 種未使用セット�KMMS39�Y504 〜 509�and�Medal�一部変色あり�（7）�1997年�通常 7 種未
使用セット�KMMS40�Y600 〜 606�（8）�2002 年�メダル入 7 種未使用セット�KMMS44�Y600 〜 603、797〜799�（9）�1997年〜2013 年�
通常 8 種未使用セット（ミエテン製）�Y600 〜 601、602a、603a、833a、834、799a、998� ��9点揃� ¥�7,000

949.� �1957年�通常 4 種未使用セット�KMMS1��4-Coin�Mint�Set��Y122〜125� �未使用� ¥�3,000

ラアス・アル = ハイマ � � / � Ras�Al �Khaimah
950.� �アイゼンハワー追悼1周年記念�10リヤル銀貨�1970 年�KM31��1st�Anniversary�-�Death�of�Dwight�Eisenhower�10�Riyals�Silver
� �30.00g��.925��40.00mm��1,400 枚��紙ホルダー入�ケース・保証書なし� ��プルーフ� ¥�5,000

アメリカ合 衆国 � / � United�States
951.� �女神頭像�20ドル金貨�1895 年�KM74.3��Coronet�Head�20�Dollars�Gold��33.43g��.900��34.00mm� 極美 /未� ¥�130,000

952.� �インディアン頭像�1ドル金貨�1861年�KM86��Indian�Head�Dollar�Gold��1.67g��.900��15.00mm� NGC�MS61��極美 /未� ¥�25,000

953.� �貿易銀�自由の女神座像�1ドル銀貨�1875 年（S）�KM108��Seated�Liberty�Trade�Dollar���27.22g��.900��38.10mm�極美� ¥�20,000

954.� �女神頭像�モルガンタイプ�1ドル銀貨�1880 年（S）�KM110��Morgan�Dollar�Silver
� �26.73g��.900��38.00mm��トーン�� PCGS�MS63��極美 /未� ¥�6,000

955.� �女神頭像�モルガンタイプ�1ドル銀貨�1881年（O）�KM110� ��極美 /未� ¥�6,000

956.� �女神頭像�モルガンタイプ�1ドル銀貨�1888 年�KM110��� PCGS�MS63��極美 /未� ¥�6,000

957.� �女神頭像�ピースタイプ�1ドル銀貨�1923 年�KM150��Peace�Dollar�Silver��
� �26.73g��.900��38.00mm����� NGC�MS64��未使用� ¥�6,000

958.� �女神頭像�1ドル銀貨�モルガン/ピース�2 種揃��Morgan�and�Peace�Dollar�Silver�2-Coin
� �【モルガンタイプ�1ドル銀貨�1896 年�KM110】26.73g�.900�38.00mm�ミントマークなし�トーン�極美�【ピース�1ドル銀貨�1922 年�KM150】

26.73g�.900�38.00mm�ミントマークなし�極美 /未� ��2 種揃� ¥�3,000

959.� �女神立像�20ドル金貨（標語無）�1908 年�KM127��Saint�Gaudens（No�motto）20�Dollars�Gold��
� 33.43g��.900��34.00mm� PCGS�MS63��極美 /未� ¥�135,000

960.� �女神立像�20ドル金貨�1928 年�KM131��Saint�Gaudens�20�Dollars�Gold���33.43g��.900��34.00mm� ��極美 +� ¥�125,000

952

953951

955 959 960
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¥36,000

¥15,000

¥7,000

¥150,000

¥28,000

¥26,000

¥8,000

¥10,000

¥11,000

¥8,000

¥5,000

¥160,000

¥150,000



961.� �パナマ太平洋博覧会�50ドル<円形 >金貨�1915 年（S）�KM138��Panama-Pacific�Exposition�50�Dollars�Gold�<Round>
� �83.59g��.900��44.00mm��発行枚数：483 枚��珍品� PCGS�MS63��極美 /未� ¥�11,000,000

961

［200%拡大図］

［原寸大］

1915 年、パナマ運河開通の記念に開かれた
＜パナマ太平洋国際博覧会＞のため発行されましたが、
パナマ運河を直接あらわすものが描かれていないなど、

不思議なデザインとなっています。
＜円形＞の金貨は発行数が 483 枚と少なく、

大変希少な珍品コインです。
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。



962.� �グラント大統領生誕100 年�50 セント銀貨�1922 年�KM151.2��Grant�the�100th�Anniversary�50�Cents�Silver
� �12.50g��.900��30.60mm��4,256 枚��星あり� ��極美 /未� ¥�70,000

963.� �自由の女神100周年記念�5ドル金貨�1986 年�KM215��Statue�of�Liberty�Centennial�5�Dollars�Gold�Proof
� �8.36g��.900��21.59mm����ケース・保証書なし� ��プルーフ� ¥�40,000

964.� �イーグル図�25ドル金貨（1/2オンス）�2003 年�KM216��Eagle�25�Dollar�（1/2oz）�Gold
� �16.96g��.917��27.00mm����� PCGS�MS70��完全未使用� ¥�70,000

965.� �ソウルオリンピック協賛�5ドル金貨�1988 年�KM223��Seoul�Olympics�Commemorative�5�Dollars�Gold�Proof
� �8.36g��.900��21.59mm��ケース・保証書なし� ��プルーフ� ¥�57,000

966.� �ジェームスタウン400 年記念�5ドル金貨�2007年�KM406��Jamestown�400th�Anniversary�5�Dollars�Gold�Proof
� �8.36g��.900��21.59mm��ケース・保証書なし� ��プルーフ� ¥�40,000

967.� �大統領夫人シリーズ�アンドリュー・ジャクソン�自由の女神�10ドル（1/2オンス）金貨�2008 年�KM432��First�Spouse�Series�Jackson's�
Liberty�10�Dollars�Gold�Proof

� �15.55g��.9999��27.00mm��ケース・保証書なし� ��プルーフ� ¥�77,000

968.� �歩く女神像 50 セント発行100周年�50 セント（1/2オンス）金貨�2016 年（W）�KM643��Walking�Liberty�Centennial�50�Cent（1/2oz）�Gold
� �15.55g��.9999��27.00mm��70,000 枚��� ��未使用� ¥�120,000

969.� �大統領夫人シリーズ�ナンシー･レーガン�10ドル（1/2オンス）金貨�2016 年�KM629��First�Spouse�Series�Nancy�Reagan�10�Dollars�Gold�Proof
� �15.55g��.9999��27.00mm����� ��プルーフ� ¥�80,000

970.� �イーグル�1ドル銀貨�1990 年�KM273��American�Eagle�1�Dollar�Silver��
� �31.10g��.999��40.60mm����� NGC�MS69��完全未使用� ¥�4,000

971.� �イーグル�1ドル銀貨�1991年（S）�KM273��� PCGS�PR69DCAM��プルーフ� ¥�5,000

972.� �イーグル�1ドル銀貨�1992 年�KM273��� NGC�MS69��完全未使用� ¥�4,000

973.� �イーグル�1ドル銀貨�1995 年�KM273��� NGC�MS69��完全未使用� ¥�4,000

974.� �イーグル�1ドル銀貨�2001年�KM273� NGC�MS69��完全未使用� ¥�4,000

975.� �イーグル�1ドル銀貨�2003 年�KM273� NGC�MS69��完全未使用� ¥�4,000

976.� �イーグル�1ドル銀貨�2004 年�KM273� NGC�MS69��完全未使用� ¥�4,000

977.� �イーグル�1ドル銀貨�2004 年�KM273� NGC�MS69��完全未使用� ¥�4,000

978.� �イーグル�1ドル銀貨�2005 年�KM273� PCGS�MS69��完全未使用� ¥�4,000

979.� �イーグル�1ドル銀貨�2008 年（W）KM273� PCGS�PR69DCAM�FIRST�STRIKE��プルーフ� ¥�5,000

980.� �イーグル�1ドル銀貨�2010 年�KM273� PCGS�MS70��完全未使用� ¥�5,000

962

966

967 968 969

963
965

964
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¥72,000

¥48,000

¥80,000

¥58,000

100,000

¥120,000

¥106,000

¥5,000

¥5,000

¥5,000

¥5,000

¥6,000

¥5,000

¥4,000

¥4,000

¥5,000

¥6,000

¥5,000



981.� �イーグル�1ドル銀貨�2011年�KM273� PCGS�MS70�FIRST�STRIKE��完全未使用� ¥�5,000

982.� �イーグル�1ドル銀貨�2012 年（W）�KM273� NGC�MS70��完全未使用� ¥�5,000

983.� �イーグル�1ドル銀貨�2012 年（W）�KM273� NGC�MS70��完全未使用� ¥�5,000

984.� �イーグル�1ドル銀貨�2013 年（S）�KM273� NGC�MS69��完全未使用� ¥�4,000

985.� �イーグル�1ドル銀貨�2013 年（S）�KM273� NGC�MS69��完全未使用� ¥�4,000

986.� �イーグル�1ドル銀貨�2014 年（W）�KM273� NGC�MS70��完全未使用� ¥�5,000

987.� �イーグル�1ドル銀貨�2014 年（W）�KM273� NGC�MS70��完全未使用� ¥�5,000

988.� �イーグル�1ドル銀貨�2015 年�KM273� NGC�MS70��完全未使用� ¥�5,000

989.� �イーグル�1ドル銀貨�2015 年（W）�KM273� NGC�MS70��完全未使用� ¥�5,000

990.� �イーグル銀貨発行 30周年�1ドル銀貨�2016 年� PCGS�MS70��完全未使用� ¥�5,000

991.� �イーグル銀貨発行 30周年�1ドル銀貨�2016 年� PCGS�MS70��完全未使用� ¥�5,000

992.� �イーグル�1ドル銀貨�2017年�KM273� NGC�MS70��完全未使用� ¥�5,000

993.� �イーグル�1ドル銀貨�2017年�KM273� NGC�MS70��完全未使用� ¥�5,000

994.� �第 23 回ロサンゼルス･オリンピック競技大会記念�金 ･銀貨 3種揃プルーフセット�1983 年〜1984 年�KM209 〜211
� �Los�Angels�Olympics�Gold�and�Silver�3-Coin�Proof�Set
� �【1ドル銀貨�1983 年�KM209、1984 年�KM210】26.73g�.900�38.00mm��【10ドル金貨�1984 年�KM211】16.71g�.900�27.00mm�贈呈用ケース入
� � 3 種揃プルーフ� ¥�62,000

995.� �アトランタオリンピック第 3次�金 ･銀 ･白銅貨4 種揃プルーフセット�1996 年��
� �Atlanta�Centnnial�Olympic�Game�III�Gold,�Silver�and�Copper-Nickel�4-Coin�Proof�Set
� �【5ドル金貨�KM274】8.35g�.900�21.59mm��【1ドル銀貨�KM268、269】26.73g�.900�38.10mm
� �【50 セント白銅貨�KM267】11.34g�30.61mm�贈答用ケース入� ��4 種揃プルーフ� ¥�33,000

996.� �イーグル<四季の春夏秋冬色>�5ドル（1/10 オンス）カラー金貨4種揃セット�2001年
� �Eagle�Four�Seasons�5�Dollars�（1/10oz）�Colorized�Gold�4-Coin�Set��3.39g��.917��16.50mm��500 セット
� ���� ��4 種揃未使用� ¥�48,000

997.� �カラカウア1世像�1ドル銀貨�1883 年�KM7��Kalakaua�I�1Dollar�Silver��26.73g��.900��38.10mm��トーン�� ��美 / 極美� ¥�40,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥5,000

¥4,000

¥62,000

¥35,000

¥60,000

¥54,000



バチカン教 皇領 � / � Papal �States
998.� �グレゴリー16世像�1スクド銀貨�1831年�KM1315.1��Gregory�X�VI�1�Scudo�Silver��
� 26.43g��.917��37.80mm��トーン� ��極美� ¥�15,000

ベネズエラ � / � Venezuela
999.� �ボリバール像�20ボリバール金貨�1912 年�Y32��Bolivar�20�Bolivares�Gold��
� 6.45g��.900��21.40mm��Aミント� ��未使用� ¥�34,000

イエーメンアラブ共和国 � / � Yemen�Arab�Republic
1000.� �チャーチル卿�1リアル銀貨（ESSAI マーク入）�AH1385（1965 年）�KME1��Sir�Churchil�1�Rial�Silver�（ESSAI）
� �24.95g��.720��37.00mm��500 枚��� ��未使用� ¥�3,000

1001.� �アズバイリ追悼<3匹のガゼル>�10リアル金貨�1969 年�KM7��Azzubairi�Memorial�Three�gazelles�10�Rial�Gold�Proof
� �9.80g��.900��26.00mm��100 枚��� ��プルーフ� ¥�35,000

古代コイン � / � Ancient�Coin
1002.� �イルカに乗るタラス図�ドラクマ銀貨��280-272BC��Taras�astride�Dolphin�Didrachm�Silver��7.73g� NGC��Ch�XF ★��極美 +� ¥�68,000

1003.� �アテネのテトラドラクマ�4ドラクマ銀貨�BC480-449��Tetradrachms�of�Athens�Silver� ��普 / 美� ¥�15,000

1004.� �ドミティア�デナリウス銀貨�BC189-180��Domitia�Denarius�Silver��3.89g� 普 / 美� ¥�13,000

1005.� �キュリアス�デナリウス銀貨�BC142��Curiatia�Denarius�Silver��3.86g� 普 / 美� ¥�12,000

1006.� �バエビア�デナリウス銀貨�BC137��Baebia�Denarius�Silver��3.86g� 普� ¥�12,000

1007.� �クローリア�デナリウス銀貨�BC128��Cloulia�Denarius�Silver��3.87g� 普� ¥�14,000

1008.� �ポルシア�デナリウス銀貨�BC125��Porcia�Denarius�Silver��3.87g� ��普 / 美� ¥�13,000

1009.� �ポルシア�デナリウス銀貨�BC125��Porcia�Denarius�Silver��3.73g� ��普 / 美� ¥�15,000
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¥70,000

¥49,000

¥5,000

¥50,000

¥80,000

¥22,000

¥19,000

¥18,000

¥18,000

¥22,000

¥18,000



1010.� �パピリア�デナリウス銀貨�BC122��Papiria�Denarius�Silver��3.91g� ��普 / 美� ¥�15,000

1011.� �スプリリア�デナリウス銀貨�BC120��Spurilia�Denarius�Silver��3.76g� ��普 / 美� ¥�15,000

1012.� �ファニア�デナリウス銀貨�BC123��Fannia�Denarius�Silver��3.83g� ��普 / 美� ¥�14,000

1013.� �アレキサンダー3世像�テトラドラクム銀貨�125-65BC��Alexander�III�AR�Tetradrachm��16.65g� NGC�Ch�Au ★��極美 +� ¥�73,000

1014.� �トリア�デナリウス銀貨�BC105��Thoria�Denarius�Silver��3.92g� ��普� ¥�15,000

1015.� �アプレイア�デナリウス銀貨�BC104��Appuleia�Denarius�Silver��3.88g� ��普 / 美� ¥�12,000

1016.� �カルパニア�デナリウス銀貨�BC90��Calpurnia�Denarius�Silver��3.75g� ��普 / 美� ¥�16,000

1017.� �メンミア�デナリウス銀貨�BC87��Memmia�Denarius�Silver��3.99g� ��普 / 美� ¥�15,000

1018.� �コーネリア�デナリウス銀貨�BC88��Cornelia�Denarius�Silver��3.62g� ��普 / 美� ¥�13,000

1019.� �アントニア�デナリウス銀貨�BC83-82��Antonia�Denarius�Silver��3.54g� ��美� ¥�14,000

1020.� �初代ローマ皇帝�アウグストゥス�デナリウス銀貨�27BC-AD14��First�Roman�Emperor�Augustus�Denalius�Silver��3.62g
� ���������� NGC�Ch�F�Bankers�Mark��普� ¥�7,000

1021.� �トライアヌス�デナリウス銀貨�AD98-117��Trajan�Denalius�Silver��3.50g� NGC�VF��普 / 美� ¥�7,000

1022.� �ハドリアヌス帝�右向き�デナリウス銀貨�AD117-138��Hadrian�Head�right�Denarius�Silver��3.28g� NGC�VF��普 / 美� ¥�7,000

1023.� �タリア帝�デナリウス銀貨�BC120��Tullia�Denarius�Silver��3.81g� ��美� ¥�17,000

1024.� �アントニヌス･ピウス�デナリウス銀貨�AD138-161��Antoninus�Pius�Denarius�Silver��3.50g� NGC�Ch�XF��極美� ¥�10,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥21,000

¥22,000

¥19,000

¥95,000

¥19,000

¥18,000

¥16,000

¥16,000

¥13,000

¥16,000

¥70,000

¥12,000

¥16,000

¥20,000

¥13,000



1025.� �ファウスティナ･シニア�デナリウス銀貨�AD138-140/1��Faustina�Sr�Denarius�Silver� NGC�XF��美 / 極美� ¥�10,000

1026.� �アンテスティア�デナリウス銀貨�BC146��Antestia�Denarius�Silver��3.92g� ��普� ¥�12,000

1027.� �ファウスティナ･ミノル�デナリウス銀貨�AD147-175/6��Faustina�Jr�Denarius�Silver� NGC�XF��美� ¥�9,000

1028.� �ルキウス･ウエルス帝�デナリウス銀貨�AD161-169��Lucius�Wealth�Denalius�Silver��3.23g� NGC�XF��極美� ¥�10,000

1029.� �マルクス･アウレリウス帝�デナリウス銀貨�AD161-180��Mar.Aurelius�Denarius�Siler� NGC�AU��極美� ¥�10,000

1030.� �アンティオコス4世�テトラドラクマ銀貨�175-164BC��Antiochus�IV�Tetradrachm�Silver��17.03g� NGC�Ch�XF��極美� ¥�40,000

1031.� �ペルセウス�ドラクマ銀貨�175-170BC��Perseus�Dorachm�Silver��3.49g� NGC�MS��極美 /未� ¥�57,000

1032.� �ユリア･ドムナ�デナリウス銀貨�AD193-217��Julia�Domna�Denarius�Silver��3.19g� NGC�XF��極美� ¥�10,000

1033.� �セブティミウス･セウェルス帝�ネプチューン立像�AD193-221��Septimius�Neptune�Denalius�Silver��3.28g
� � NGC�XF��美 / 極美� ¥�10,000

1034.� �セプティミウス･ゲタ�デナリウス銀貨�AD198-209��Securitus�Denalius�Silver� NGC�Ch�XF��極美� ¥�10,000

1035.� �フェニキア�カラカラ帝�テトラドラクム合金貨（BI）�AD198-217��Phoenicia�Caracalla�BI�Tetradrachm��11.88g
� � NGC�MS��極美 /未� ¥�10,000
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¥11,000

¥11,000

¥13,000

¥13,000

¥44,000

¥57,000

¥10,000

¥11,000

¥12,000

¥20,000



1036.� �プラウティア�カラカラ帝の妻�デナリウス銀貨�202-205��Plautilla�Denarius�Silver��3.42g� NGC�VF��普 / 美� ¥�8,000

1037.� �セプティミウス･ゲタ�デナリウス銀貨�AD209-212��Septimius�Geta�Denalius�Silver� NGC�XF��極美� ¥�10,000

1038.� �シリア・アンティオキア�エラガバルス�右向き�テトラドラクム合金貨（BI）
� �AD218-222��Syria.Antioch�Elagabals�Head�right�BI�Denalius��15.75g� NGC�Ch�VF��美� ¥�8,000

1039.� �アレクサンデル･セウェルス�デナリウス銀貨�AD222-235��Alexander�Severus�Denaius�Silver��
� �2.5g��������� NGC�XF��美 / 極美� ¥�10,000

1040.� �セヴェルス･アレキサンダー（222-235A.D）�デナリウス銀貨�229A.D��Severus�Alexander�Denarius�Silver�Coin�Shaker�in�right�hand��
� �約 2.95g��������� ��極美� ¥�10,000

1041.� �アブデーラ�グリフィン図 / アポロン像�テトロボル銀貨�c.386-336BC��Abdera�Griffin/Apollo�AR�Tetrobo��
� �2.68g��������� NGC�AU ★��極美� ¥�158,000

1042.� �ユリア･ソアエミアス�ヴィーナス立像�デナリウス銀貨��Julia�Soaemias�Venus�standing�Denalius�Silver��
� �3.24g��������� NGC�AU��極美� ¥�10,000

1043.� �アントニヌス･ピウス�デナリウス銀貨�AD147-148��Antoninus�Pius�Denarius�Silver��2.96g� ��極美� ¥�14,000

1044.� �アレキサンドル･セウェルス�デナリウス銀貨�AD222 年��Severus�Alexander�Denarius�Silver��2.89g� ��美 / 極美� ¥�14,000

1045.� �カラカラ帝�デナリウス銀貨�AD212��Plautilla�Denarius�Silver��3.26g� ��美 / 極美� ¥�12,000

1046.� �フィリップ 1世�ダブル･デナリウス銀貨�AD244-249��Philip�I�Denarius�Silver��3.99g� ��美� ¥�7,000

1047.� �アントニニアス合金貨�AD260-269��Postumus�Antoninianus�Silver��3.09g� ��極美� ¥�15,000
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。
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1048.� �マケドニア王国�アレクサンドロス 3世�スタテル金貨�BC336-323��Alexander�III�Stater�Gold��約 19.00mm� ��極美� ¥�180,000

ビザンチン帝国 � / � Byzantine
1049.� �ビザンチン帝国�ユスティニアヌス1世�ソリデュス金貨��AD527-565��Justinian�I�Solidus�Gold� NGC�MS��極美 /未� ¥�35,000

1050.� �ユスティニアヌス 2世�ソリデュス金貨�AD565-578��Justin�II�Solidus�Gold��4.47g� NGC�MS��極美 /未� ¥�35,000

1051.� �皇帝マウキリウス�1ソリデュス金貨�AD582-602��Maur.Tiberius�Solidus�Gold��4.40g��ケース付� NGC�AU��極美� ¥�40,000

1052.� �ロマヌス 3世�ヒスタメノン･ノミスマ金貨�AD1028-1034��Romanus�III�Nomisma�Gold��4.27g� NGC�Ch�XF��極美� ¥�50,000

1053.� �コンスタンティン 9世�ノミスマ金貨�AD1042-55��Constantine�IX�1�Nomisma�Gold��2.78g� NGC�MS★��極美 /未� ¥�70,000

各国�金・銀貨セット・その他� / � Various�Countries�Gold,�Silver�Coin�Set�etc
オーストリア� / �Austria
1054.� �音楽家シリーズ�500 シリング銀貨�2 種揃�1992 年��The�musician�series�500Schilling�Silver�2Pieces�Proof�KM3010・KM3021
� �24.00g��.925��37.00mm����【グスタフ・マーラー�KM3010】64,000 枚、【ヨハン・シュトラウス�KM3021】62,900 枚
� �単品ケース・保証書なし� ��2 種揃プルーフ� ¥�3,000

国連食 糧 農 業 機構 � / � FAO
1055.� �コインアルバム�第 1巻��Coin�Album�No.1��全 6 ページ� � ��� ¥�8,000

1056.� �コインアルバム�第 2巻��Coin�Album�No.2��全 4 ページ� � ��� ¥�3,000

英国 � / � Great �Br itain
1057.� �通常貨プルーフセット4種及び未使用セット�計 5種揃��Proof�Set�and�Mint�Set�5-Pieces
� �（1）�通常貨 8 種プルーフセット�1970 年�KMPS26�（2）�通常貨 7 種プルーフセット�1972 年�KMPS28�（3）�通常貨 8 種プルーフセット�1983

年�KMPS43�（4）�英国銀行及び Dデー記念貨入通常貨 8 種プルーフセット�1994 年�KMPS88�（5）�EC 会議議長国記念貨入通常貨�9 種未
使用セット�1992 年�KMMS116� ��5 種揃� ¥�10,000
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¥260,000

¥60,000

¥55,000
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¥65,000
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¥11,000

¥5,000

¥22,000



1058.� �紋章図�1ポンド銀貨及びピエフォープルーフ�2 種揃�1983 年��1�Pound�Silver�Proof�and�Piedfort�2-Coin
� �【1ポンド銀貨�KM933a】9.50g�.925�22.50mm�50,000 枚�【1ポンド銀貨ピエフォープルーフ�KM-P3】19.00g�.925�22.50mm�10,000 枚
� �保証書なし� ��2 種揃� ¥�12,000

1059.� �1ポンドピエフォープルーフ銀貨�3 種揃��1�Pound�Silver�Piedfort�Proof�3-Coin
� �19.00g��.925��22.50mm��各15,000 枚��（1）�スコットランド国花のアザミ�1ポンド銀貨ピエフォープルーフ�1984 年�KMP4
� �（2）�北アイルランド�亜麻�1ポンド銀貨ピエフォープルーフ�1986 年�KMP6�（3）�オークの木�1ポンド銀貨ピエフォープルーフ�1987年�KMP7
� �� 3 種揃ピエフォープルーフ� ¥�7,000

1060.� �各種記念銀貨及び黄銅貨�4 種揃��Silver�and�Nickel-Brass�4-Coin
� �（1）�第 13回英連邦競技大会記念�2ポンド銀貨�1986 年�KM947a�15.98g�.500�28.40mm�125,000 枚�未使用�（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�15.98g�28.40mm�ブリスターパック入�未使用�（4）�英国銀行 300周年記念�2ポンド黄銅貨�年号なし（1994 年）�KM968�
15.98g�28.40mm�ブリスターパック入�未使用� ��4 種揃� ¥�7,000

1061.� �各種記念銀貨及び白銅貨�3 種揃��Silver�and�Copper-Nickel�3-Coin
� �（1）�EC 閣僚会議議長国記念�50 ペンス銀貨（7角形）ピエフォープルーフ�年号なし（1992 年）�KMP15�27.00g�.925�30.00mm�15,000 枚�（2）�

Dデー（ノルマンディ上陸）50周年記念�50 ペンス銀貨�1994 年�KM966a�13.50g�.925�30.00mm�プルーフ�（3）�ノルマンディー海岸上陸
作戦 50周年記念�50 ペンス白銅貨�1994 年�KM966�13.50g�30.00mm�ブリスターパック入�未使用� ��3 種揃� ¥�8,000

1062.� �各種記念銀貨及び白銅貨�3 種揃��Silver�and�Copper-Nickel�3-Coin
� �（1）�皇太后生誕 90周年�5ポンド銀貨�1990 年�KM962a�28.28g�.925�38.61mm�150,000 枚�プルーフ�（2）�エリザベス 2世女王戴冠 40周

年記念�5ポンド銀貨�1993 年�KM965a�28.28g�.925�38.61mm�プルーフ�（3）�エリザベス 2世女王即位40周年記念�5ポンド白銅貨�年号
なし（1993 年）�KM965�28.28g�38.61mm�ブリスターパック入�未使用� ��3 種揃� ¥�7,000

1063.� �紋章図�銀貨及び白銅貨�2 種揃��Silver�and�Copper-Nickel�2-Coin
� �（1）�イングランド紋章（王章）�1ポンド銀貨プルーフ�1993 年�KM964a�9.50g�.925�22.50mm�プルーフ�（2）�ウェールズ�紋章�にら図�1ポン

ドニッケル黄銅貨�1985 年�KM941�9.50g�22.50mm�ブリスターパック入�未使用� ��2 種揃� ¥�2,000

イスラエル � / � Israel
1064.� �ピディオンハベン　10リロット及び 25リロット銀貨 8年号 8 種揃��Pydyon�Haben�10�Lirot�and�25�Lirot�Silver�8-Coin�Proof
� �26.00g�.900�37.00mm� ※ 1974 年のみ 40.00mm�（1）�1970 年�KM56.2�14,719 枚�（2）�1971 年�KM57.2�13,897 枚�（3）�1972 年�KM61.2�

12,413枚�（4）�1973年�KM70.2�14,837枚�（5）�1974年�KM76.2�44,348枚�（6）�1975年�KM80.2�49,192枚�（7）�1976年�KM86.2�29,430枚�（8）�
1977年�KM89.2�18,541枚�紙ホルダー入�ケース・保証書なし� ��8 年号 8 種揃プルーフ� ¥�10,000

1065.� �ハヌカ祭記念銀貨及び白銅貨�10 年号10 種揃��Hanukkah�Silver�and�Copper-Nickel�10-Coin�Proof
� �（1）�20.00g�.750�34.00mm、（2）〜（7）�20.00g�.500�34.00mm、（8）〜（10）�14.40g�.850�30.00mm�（1）�ロシアランプ�5リロット銀

貨�1972 年�KM69.2�22,336 枚�（2）�バビロニアランプ�5リロット銀貨�1973 年�KM75.2�44,860 枚�（3）�ダマスカスランプ�10リロット銀貨�
1974 年�KM78.2�58,642 枚�（4）�オランダランプ�10リロット銀貨�1975 年�KM84.2�33,537 枚�（5）�アメリカランプ�10リロット銀貨�1976
年�KM87.2�19,989 枚�（6）�エルサレムランプ�10リロット白銅貨�1977年�KM91.3�（7）�フランスランプ�25リロット白銅貨�1978 年�KM94.2�
22,300 枚�（8）�エジプトランプ�100リロット銀貨�1979 年�KM103.2�15,428 枚�（9）�ギリシャランプ�1シェケル銀貨�1980 年�KM110.2�15,428
枚�（10）�ポーランドランプ�1シェケル銀貨�1981年�KM116.2�11,186 枚紙ホルダー入�ケース・保証書なし��

� � 10 年号10 種揃プルーフ� ¥�8,000

1058
1059

1061
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥9,000

¥10,000

¥7,000

¥5,000

¥18,000

¥13,000



1066.� �ハヌカ祭記念銀貨�5 年号 5種揃��Hanukkah�2�Sheqalim�and�New�Sheqalim�Silver�5-Coin�Proof
� �（1）�イエメンランプ�2シェカリム銀貨�1982 年�KM124�8,996 枚�（2）�パラグアイランプ�2シェカリム銀貨�1983 年�KM131�10,894 枚�（3）�ア

シュケナツランプ�2シェカリム銀貨�1985 年�KM162�9,225 枚�（4）�アルジェリアランプ�2 新シェカリム銀貨�1986 年�KM176�8,343 枚�（5）�
チュニジアランプ�2 新シェカリム銀貨�1988 年�KM1927,110 枚�紙ホルダー入�ケース・保証書なし� ��

� �� 5 年号 5種揃プルーフ� ¥�10,000

ダンチッヒ � / � Danzig
1067.� �各種白銅貨及びアルミ青銅貨�3 種揃��Copper-Nickel�and�Aliuminium-bronze�3-Coin
� �（1）�紋章図 /額面銘字�5ペニヒ白銅貨�1923年�KM142�2.00g�17.50mm�美�（2）�紋章図 /額面銘字�10ペニヒ白銅貨�1923年�KM143�4.00g�

21.50mm�美�（3）�魚図�10 ペニヒアルミ青銅貨�1932 年�KM152�3.50g�21.50mm��極美 /未� ��3 種揃� ¥�3,000

各国 � / � Var ious�Countr ies
1068.� �2 カ国銀貨 3種揃��Silver�3-Coin
� �（1）�カナダ�通常カヌー図�1ドル銀貨�1965 年�KM64.1�23.33g�.800�36.00mm�極美�（2）�アメリカ�女神頭像�モルガンタイプ�1ドル銀貨�

1921年�KM110�26.73g�.900�38.00mm�極美�（3）�アメリカ�フランクリン像�50 セント銀貨�1952 年 S�KM199�12.50g�.900�30.60mm��普
� �� 3 種揃� ¥�5,000

1069.� �各種セット等�6 種揃��6-Set
� �（1）�カザフスタン�1993 年�通常 5種未使用セット�KM1〜 5�（2）�リトアニア�混合年号�通常 9 種未使用揃�1991年（KM85 〜 87）、1997年

（KM106 〜108）、1998 年（KM111〜113）�（3）�ノルウェー�6 種未使用揃�※ロシアのArktikugo 社が現地の会社用に記念貨として発行
したもの�（4）�各国その他�1993 年�旧通常 5種未使用揃�KM1〜 5�（5）�ウズベキスタン�1994 年�通常 6 種揃�KM1.1、2.2、3.2、4.1、5.1、6.1�
（6）�ウクライナ�2001年�通常 8 種未使用セット�KM1.1b、2.1b、3.3b、4b、6、7、8b、129�5,000 セット���6 種揃未使用� ¥�3,000

1070.� �中国・フィリピン・ビルマ・タイ�各種紙幣 10 枚セット��Various�Paper�Money�10-Pieces
� �中国（臺灣銀行�拾圓札 2枚）、フィリピン（50・100 ペソ）、ビルマ（10チャット2枚・100 チャット）、タイ（10バーツ 2枚・20バーツ）
� � ��10 枚普� ¥�3,000

1071.� �フィンランド及びメキシコ�オリンピック記念銀貨 3種�計 4点揃��Finland�and�Mexico�Olympic�Silver�4-Coin
� �【フィンランド�ヘルシンキオリンピック記念�500 マルカ銀貨�1952 年�KM35】12.00g�.500�32.00mm�極美 /未�【メキシコ�メキシコオリンピッ

ク�25 ペソ銀貨�1968 年�1型�KM479.1、2 型�KM479.2、3型�KM479.3】22.50g�.720�38.00mm�未使用�紙ホルダー入�ケース・保証書なし
� � ��4 点揃� ¥�5,000

1072.� �旧ソビエト連邦崩壊 20周年�16ヵ国16 種コイン& 紙幣セット��USSR�Collection�16-Countries�16-Coin�Set��特製アルバム付
� ���������� ��16 種揃� ¥�10,000

1066

10691072

1067
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¥14,000

¥4,000

¥8,000

¥7,000

¥5,000

¥24,000



各種メダル � / � Medal 　
フランス � / � France
1073.� �星の王子さま�プラチナメダル2種プルーフセット�1989 年��the�Little�Prince�Platinum�5g�and�20g�Medal�2�pieces�Proof
� �【5グラムプラチナメダル】5.00g�.9995�16.00mm�10,000 枚�【20グラムプラチナメダル】20.00g�.9995�26.00mm�3,000 枚
� ��ケースなし�保証書あり� ��2 種プルーフ� ¥�90,000

西ドイツ � / � West �Germany
1074.� �ツェッペリン号�5オンス純銀メダル�1986 年��Graf�Zeppelin�5oz�Silver�Medal�Proof��155.50g��.999��65.00mm
� �ケース・保証書なし� ��プルーフ� ¥�7,000

ドイツ � / � Germany
1075.� �FIFA女子ワールドカップドイツ2011�日本優勝�金メダル3種セット�2011年��FIFA�Woman`s�world�cup�Gold�3-Medal�Proof�Set
� �1.00g��.585��13.92mm��1,500 枚��� ��3 種揃プルーフ� ¥�10,000

1076.� �FIFA女子ワールドカップドイツ2011�日本優勝�複合メダル3種セット�2011年��FIFA�Woman`s�world�cup�Silver�3-Medal�Proof�Set
� �14.66g��.333��36.00mm��3,000 枚��� ��3 種揃プルーフ� ¥�3,000

1073

1074
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥100,000

¥15,000

¥22,000

¥8,000



日本 � / � Japan
1077.� �第 16 回国際貨幣まつり（聖徳太子像）5オンス純銀メダル�平成 2年（1990 年）
� �16th�International�Coin�Festival（Shotoku）�5oz�Silver�Medal�1990�Proof��
� �155.51g��.999��65.00mm��1,000 枚��� ��プルーフ� ¥�10,000

1078.� �日本の祭りシリーズ<仙台･七夕祭り>�七宝金メッキ純銀メダル�平成 24 年（2012 年）
� �Japanese�Kanton�Festival�in�Sendai�Pure�Silver�Medall�2012��60.00g��.999��60.00mm� ��未使用� ¥�20,000

1079.� �七宝章牌�群青富士（金メッキ仕上げ）�純銀メダル�平成 25 年（2013 年）
� �Ultramarine�Mt.�Fuji�Pure�Silver�Medallion�Gold�Gilt��約 240.00g��.999��43.00×100.00mm� ��未使用� ¥�15,000

1080.� �世界文化遺産�明治日本の産業革命遺産�銀メダル3点セット�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点揃プルーフ� ¥�6,000

1077

1078

1079

1080
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¥22,000

¥42,000

¥28,000

¥8,000



オランダ � / � Netherland
1081.� �ウィリアム 3世�治世 25周年記念�銀メダル�1874 年��William�III�Commemorate�the�25th�Year�of�Reign�Silver�Medall
� �115.02g��65.00mm��トーン� NGC�MS65��完全未使用� ¥�124,000

アメリカ � / � United�States
1082.� �女神頭像�モルガンタイプ�1オンス純銀メダル��Liberty�Head�Morgan�type�1oz�Silver�Medal�Proof��
� 31.03g��.999��39.30mm��裏面トーン�� ��プルーフ� ¥�8,000

1083.� �500ドル紙幣（ウィリアム・マッキンレー肖像）��Paper�Money�500�Dollars�William�Mckinley��
� 67.00×156.00mm��高額紙幣������ ��極美� ¥�140,000

1084.� �1000ドル紙幣（グローバー・クリーブランド肖像）��Paper�Money�1000�Dollars�Grover�Cleveland��
� 67.00×157.00mm��高額紙幣������ ��美� ¥�270,000

1081

1082

1083

1084
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※ケース・紙幣は全て縮小図となります。

¥9,000

¥149,000

¥270,000



メキシコ � / � Mexico
1085.� �ピラーダラー図�5オンス純銀メダル�1987年�KMXMB49��Pillar�Dollar�5oz�Silver�Medal�Proof��
� �155.51g��.999��65.10mm��4,800 枚��トーン�ケース・保証書なし� ��プルーフ� ¥�7,000

シンガポール � / � Singapore
1086.� �十二支巳年蛇図�5オンス純銀メダル�1989 年 sm�KMXA49��Year�of�the�Snake�5oz�Silver�Medal�Proof��
� �155.6707g��.999��65.00mm����� ��プルーフ� ¥�8,000

1085

1086
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¥10,000

¥14,000



　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.	 	当社では、事前入札を優先致します。

	 	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「The	Auction	Technology	Group	Ltd.」が運営するオンライン・サービス ｢the	saleroom｣

を導入し、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きます。

オンライン入札は https://www.taiseicoins.com/ にてマイページ登録の上 “泰星オークション ”へアクセスし、オークション

参加用パスワードを設定することにより参加できます。オンライン入札をご希望の場合は入札のための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｣ を「The	Auction	Technology	Group	Ltd.」へ提供し登

録させていただきます。（閲覧のみの場合は情報の提供および登録は必要ありません。）「The	Auction	Technology	Group	Ltd.」

へ提供した個人情報はお客様が ｢the	saleroom｣ のシステムにログインするためのみに利用します。この情報はイギリスの

DPA（Data	Protection	act	1998	/	1998	データ保護法）に則り適切に管理されます。

	 	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。
　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。

	 	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。

競売に関する規程ならびに条件

− 117−



	 	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郵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

落札品を郵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。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、泰星オークション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。詳しくは弊社ホーム

ページをご覧ください。（	https://www.taiseicoins.co.jp/auction/policy/	）
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Auction Sale conducted according to the I.A.P.N. rules.
当オークションは I.A.P.N. の定めた運営ルールに基づいて行われます。



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 ¥28,000 69 ¥30,000 137 ¥20,000 205 ¥7,000 273 ¥38,000 341 ― 409 ¥85,000 477 ¥4,500
2 ¥22,000 70 ¥12,000 138 ¥20,000 206 ¥12,000 274 ¥4,000 342 ¥4,000 410 ¥22,000 478 ¥5,000
3 ¥550,000 71 ¥12,000 139 ¥750,000 207 ¥19,000 275 ¥4,000 343 ¥3,000 411 ― 479 ¥89,000
4 ¥12,000 72 ¥80,000 140 ¥600,000 208 ¥12,000 276 ¥8,000 344 ¥5,000 412 ― 480 ¥90,000
5 ¥14,000 73 ― 141 ― 209 ¥10,000 277 ― 345 ¥4,000 413 ¥40,000 481 ¥9,000
6 ― 74 ― 142 ― 210 ― 278 ¥3,000 346 ¥5,000 414 ¥28,000 482 ¥11,000
7 ¥380,000 75 ― 143 ― 211 ¥8,000 279 ― 347 ― 415 ¥11,000 483 ¥18,000
8 ¥140,000 76 ¥88,000 144 ― 212 ― 280 ¥8,000 348 ― 416 ¥9,000 484 ¥21,000
9 ¥55,000 77 ¥120,000 145 ¥65,000 213 ¥10,000 281 ― 349 ¥3,000 417 ¥8,000 485 ―

10 ¥90,000 78 ― 146 ¥55,000 214 ¥10,000 282 ― 350 ¥3,000 418 ¥8,000 486 ―

11 ¥95,000 79 ¥4,000 147 ¥400,000 215 ¥7,000 283 ¥2,000 351 ¥3,000 419 ¥14,000 487 ―

12 ¥22,000 80 ¥5,000 148 ― 216 ¥28,000 284 ¥5,000 352 ¥6,000 420 ¥130,000 488 ¥20,000
13 ¥8,000 81 ¥9,000 149 ― 217 ― 285 ¥5,000 353 ― 421 ¥130,000 489 ¥26,000
14 ¥8,000 82 ¥300,000 150 ― 218 ¥9,000 286 ― 354 ¥10,000 422 ¥120,000 490 ―

15 ¥42,000 83 ¥142,000 151 ― 219 ¥9,000 287 ¥3,000 355 ¥3,000 423 ¥150,000 491 ―

16 ¥300,000 84 ¥240,000 152 ¥200,000 220 ¥10,000 288 ¥10,000 356 ¥45,000 424 ― 492 ―

17 ¥300,000 85 ¥100,000 153 ― 221 ― 289 ¥5,000 357 ― 425 ¥14,000 493 ¥61,000
18 ¥850,000 86 ¥170,000 154 ¥280,000 222 ¥8,000 290 ― 358 ― 426 ¥12,000 494 ¥18,000
19 ¥220,000 87 ¥170,000 155 ¥280,000 223 ― 291 ― 359 ― 427 ¥170,000 495 ¥40,000
20 ¥150,000 88 ¥110,000 156 ¥200,000 224 ― 292 ¥4,000 360 ― 428 ¥170,000 496 ¥15,000
21 ¥420,000 89 ¥95,000 157 ¥320,000 225 ― 293 ¥4,000 361 ― 429 ¥2,500 497 ―

22 ¥190,000 90 ¥100,000 158 ¥75,000 226 ― 294 ¥19,000 362 ― 430 ¥85,000 498 ―

23 ¥160,000 91 ― 159 ¥150,000 227 ¥28,000 295 ― 363 ― 431 ¥6,000 499 ―

24 ¥160,000 92 ― 160 ― 228 ¥12,000 296 ¥8,000 364 ― 432 ¥71,000 500 ―

25 ¥5,000 93 ¥1,400,000 161 ― 229 ¥6,000 297 ¥12,000 365 ¥26,000 433 ¥85,000 501 ¥50,000
26 ¥140,000 94 ¥1,400,000 162 ¥65,000 230 ― 298 ¥7,000 366 ¥17,000 434 ¥7,000 502 ¥40,000
27 ¥160,000 95 ¥1,700,000 163 ― 231 ― 299 ¥4,500 367 ― 435 ¥71,000 503 ¥121,000
28 ¥180,000 96 ¥460,000 164 ― 232 ― 300 ― 368 ― 436 ¥80,000 504 ―

29 ¥170,000 97 ¥260,000 165 ¥80,000 233 ¥11,000 301 ¥13,000 369 ― 437 ¥7,000 505 ¥8,000
30 ¥3,000 98 ¥180,000 166 ― 234 ¥185,000 302 ― 370 ¥8,000 438 ¥71,000 506 ―

31 ¥3,000 99 ¥1,000,000 167 ¥110,000 235 ¥180,000 303 ― 371 ― 439 ¥78,000 507 ¥2,000
32 ¥4,000 100 ¥860,000 168 ¥95,000 236 ¥170,000 304 ― 372 ¥4,000 440 ¥8,000 508 ¥6,000
33 ¥4,000 101 ¥180,000 169 ¥60,000 237 ¥5,000 305 ¥16,000 373 ― 441 ¥90,000 509 ―

34 ¥4,000 102 ¥650,000 170 ¥90,000 238 ¥14,000 306 ― 374 ¥55,000 442 ¥90,000 510 ¥71,000
35 ¥5,000 103 ¥500,000 171 ― 239 ¥5,000 307 ― 375 ¥7,000 443 ¥90,000 511 ¥6,000
36 ¥8,000 104 ¥55,000 172 ¥50,000 240 ¥7,000 308 ¥15,000 376 ― 444 ¥90,000 512 ¥14,000
37 ¥140,000 105 ¥9,000 173 ― 241 ― 309 ― 377 ¥9,000 445 ¥90,000 513 ―

38 ¥20,000 106 ¥9,000 174 ¥36,000 242 ― 310 ― 378 ¥3,000 446 ¥92,000 514 ―

39 ¥68,000 107 ¥12,000 175 243 ¥12,000 311 ― 379 ¥7,000 447 ¥94,000 515 ¥5,000
40 ¥65,000 108 ¥55,000 176 ¥28,000 244 ¥14,000 312 ¥8,000 380 ― 448 ¥71,000 516 ¥130,000
41 ¥40,000 109 ― 177 ¥550,000 245 ¥12,000 313 ― 381 ¥13,000 449 ¥71,000 517 ¥22,000
42 ¥44,000 110 ¥22,000 178 ― 246 ¥7,000 314 ¥6,000 382 ¥15,000 450 ¥78,000 518 ¥2,000
43 ¥85,000 111 ¥40,000 179 ― 247 ¥20,000 315 ¥4,000 383 ¥11,000 451 ― 519 ―

44 ¥20,000 112 ¥10,000 180 ― 248 ― 316 ¥3,000 384 ¥2,000 452 ― 520 ¥3,000
45 ¥20,000 113 ¥13,000 181 ¥800,000 249 ― 317 ¥4,000 385 ¥4,000 453 ― 521 ¥3,000
46 ¥22,000 114 ― 182 ― 250 ― 318 ¥100,000 386 ¥9,000 454 ¥6,000 522 ―

47 ¥120,000 115 ¥32,000 183 ― 251 ¥4,500 319 ― 387 ― 455 ¥6,000 523 ―

48 ¥40,000 116 ¥9,000 184 ¥16,000 252 ― 320 ¥4,000 388 ¥24,000 456 ¥7,000 524 ¥3,000
49 ¥55,000 117 ¥26,000 185 ¥30,000 253 ― 321 ― 389 ¥3,000 457 ¥8,000 525 ¥8,000
50 ¥28,000 118 ¥22,000 186 ― 254 ― 322 ― 390 ¥15,000 458 ¥21,000 526 ¥5,000
51 ¥15,000 119 ¥16,000 187 ¥25,000 255 ¥15,000 323 ¥7,000 391 ― 459 ¥20,000 527 ―

52 ¥18,000 120 ― 188 ¥25,000 256 ¥17,000 324 ― 392 ¥10,000 460 ¥22,000 528 ―

53 ― 121 ¥12,000 189 ¥18,000 257 ― 325 ― 393 ― 461 ― 529 ―

54 ― 122 ¥12,000 190 ¥51,000 258 ¥55,000 326 ¥7,000 394 ― 462 ¥8,000 530 ¥7,000
55 ¥40,000 123 ¥10,000 191 ― 259 ¥4,000 327 ¥5,000 395 ― 463 ¥8,000 531 ¥6,000
56 ¥50,000 124 ¥20,000 192 ¥13,000 260 ― 328 ¥3,000 396 ¥4,000 464 ¥9,000 532 ¥5,000
57 ¥10,000 125 ¥3,500 193 ― 261 ― 329 ¥8,000 397 ¥4,000 465 ¥70,000 533 ¥4,000
58 ¥9,000 126 ¥9,000 194 ― 262 ― 330 ¥8,000 398 ¥4,000 466 ¥75,000 534 ¥13,000
59 ¥17,000 127 ¥55,000 195 ¥10,000 263 ― 331 ¥8,000 399 ¥24,000 467 ¥80,000 535 ¥10,000
60 ¥8,000 128 ¥75,000 196 ¥44,000 264 ― 332 ¥7,000 400 ― 468 ¥70,000 536 ¥130,000
61 ¥5,000 129 ¥25,000 197 ¥13,000 265 ¥7,000 333 ― 401 ¥130,000 469 ¥4,000 537 ¥26,000
62 ¥6,000 130 ¥25,000 198 ¥13,000 266 ― 334 ― 402 ― 470 ― 538 ¥6,000
63 ¥11,000 131 ¥9,000 199 ¥10,000 267 ― 335 ― 403 ― 471 ¥12,000 539 ¥4,000
64 ¥20,000 132 ¥10,000 200 ¥22,000 268 ¥26,000 336 ― 404 ¥60,000 472 ¥13,000 540 ¥4,000
65 ¥26,000 133 ¥108,000 201 ¥16,000 269 ― 337 ― 405 ― 473 ¥12,000 541 ¥40,000
66 ¥12,000 134 ¥780,000 202 ¥15,000 270 ¥7,000 338 ― 406 ― 474 ¥12,000 542 ¥14,000
67 ¥40,000 135 ¥24,000 203 ¥16,000 271 ¥5,000 339 ― 407 ― 475 ¥4,500 543 ¥36,000
68 ¥18,000 136 ¥130,000 204 ¥7,000 272 ― 340 ¥3,000 408 ― 476 ¥4,500 544 ¥26,000

第71回泰星誌上・ネットオークション落札価格表



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
545 ¥4,000 613 ¥42,000 681 ¥3,000 749 ¥100,000 817 ¥6,000 885 ¥7,000 953 ¥26,000 1021 ¥12,000
546 ¥9,000 614 ¥450,000 682 ¥5,000 750 ¥235,000 818 ¥4,000 886 ¥9,000 954 ¥8,000 1022 ¥16,000
547 ― 615 ― 683 ¥34,000 751 ¥642,000 819 ¥24,000 887 ― 955 ¥10,000 1023 ¥20,000
548 ― 616 ¥5,000 684 ¥52,000 752 ¥40,000 820 ¥210,000 888 ¥270,000 956 ¥11,000 1024 ¥13,000
549 ¥7,000 617 ¥5,000 685 ― 753 ― 821 ¥130,000 889 ¥3,000 957 ¥8,000 1025 ¥11,000
550 ¥41,000 618 686 ¥61,000 754 ¥60,000 822 ― 890 ¥4,000 958 ¥5,000 1026 ―

551 ¥41,000 619 ¥3,000 687 ¥55,000 755 ¥311,000 823 ¥280,000 891 ― 959 ¥160,000 1027 ¥11,000
552 ¥71,000 620 ― 688 ― 756 ¥360,000 824 ¥80,000 892 ¥65,000 960 ¥150,000 1028 ¥13,000
553 ¥71,000 621 ― 689 ― 757 ¥40,000 825 ¥100,000 893 ¥300,000 961 ― 1029 ¥13,000
554 ¥26,000 622 ― 690 ¥12,000 758 ¥34,000 826 ¥146,000 894 ¥30,000 962 ¥72,000 1030 ¥44,000
555 ¥40,000 623 ¥3,000 691 ― 759 ¥3,000 827 ¥8,000 895 ¥32,000 963 ¥48,000 1031 ¥57,000
556 ¥44,000 624 ¥7,000 692 ― 760 ¥672,000 828 ¥28,000 896 ¥34,000 964 ¥80,000 1032 ¥10,000
557 ¥42,000 625 ― 693 ¥22,000 761 ― 829 ¥28,000 897 ¥37,000 965 ¥58,000 1033 ¥11,000
558 ¥50,000 626 ¥5,000 694 ¥46,000 762 ¥260,000 830 ¥837,000 898 ¥34,000 966 ― 1034 ¥12,000
559 ¥38,000 627 ― 695 ¥23,000 763 ― 831 ¥650,000 899 ¥22,000 967 ¥100,000 1035 ¥20,000
560 ¥40,000 628 ¥35,000 696 ― 764 ¥6,000 832 ¥829,000 900 ¥13,000 968 ¥120,000 1036 ¥8,000
561 ― 629 ¥14,000 697 ― 765 ¥8,000 833 ― 901 ¥13,000 969 ¥106,000 1037 ¥10,000
562 ― 630 ¥46,000 698 ― 766 ¥220,000 834 ¥70,000 902 ¥40,000 970 ¥5,000 1038 ¥13,000
563 ¥260,000 631 ¥8,000 699 ― 767 ¥14,000 835 ¥80,000 903 ¥10,000 971 ¥5,000 1039 ¥10,000
564 ¥220,000 632 ¥13,000 700 ― 768 ¥65,000 836 ¥120,000 904 ¥19,000 972 ¥5,000 1040 ―

565 ¥8,000 633 ¥170,000 701 ¥16,000 769 ¥4,000 837 ¥12,000 905 ¥13,000 973 ¥5,000 1041 ―

566 ¥170,000 634 ¥150,000 702 ¥38,000 770 ¥11,000 838 ¥95,000 906 ¥11,000 974 ¥6,000 1042 ¥13,000
567 ¥42,000 635 ¥26,000 703 ¥28,000 771 ¥224,000 839 ¥32,000 907 ¥16,000 975 ¥5,000 1043 ¥14,000
568 ¥15,000 636 ¥170,000 704 ― 772 ¥20,000 840 ¥19,000 908 ¥13,000 976 ¥4,000 1044 ¥14,000
569 ¥10,000 637 ¥10,000 705 ¥45,000 773 ¥5,000 841 ¥12,000 909 ¥16,000 977 ¥4,000 1045 ¥12,000
570 ¥25,000 638 ¥120,000 706 ¥6,000 774 ― 842 ¥11,000 910 ¥13,000 978 ¥5,000 1046 ¥11,000
571 ― 639 ¥32,000 707 ¥10,000 775 ― 843 ¥17,000 911 ¥43,000 979 ¥6,000 1047 ¥15,000
572 ¥72,000 640 ¥38,000 708 ¥338,000 776 ¥4,000 844 ¥80,000 912 ¥240,000 980 ¥5,000 1048 ¥260,000
573 ¥9,000 641 ¥260,000 709 ¥5,000 777 ― 845 ¥18,000 913 ¥2,000 981 ¥5,000 1049 ¥60,000
574 ― 642 ¥252,000 710 ¥37,000 778 ¥58,000 846 ¥190,000 914 ― 982 ― 1050 ¥55,000
575 ― 643 ¥200,000 711 ¥36,000 779 ― 847 ¥380,000 915 ¥4,000 983 ― 1051 ¥55,000
576 ¥5,000 644 ¥65,000 712 ― 780 ― 848 ¥30,000 916 ¥77,000 984 ― 1052 ¥65,000
577 ― 645 ― 713 ¥67,000 781 ¥26,000 849 ¥191,000 917 ¥80,000 985 ¥4,000 1053 ¥100,000
578 ― 646 ¥95,000 714 ― 782 ― 850 ― 918 ¥11,000 986 ― 1054 ¥8,000
579 ¥6,000 647 ¥19,000 715 ― 783 ¥336,000 851 ¥7,000 919 ¥9,000 987 ― 1055 ¥11,000
580 ― 648 ¥15,000 716 ― 784 ¥26,000 852 920 ¥3,500 988 ― 1056 ¥5,000
581 ¥10,000 649 ¥20,000 717 ― 785 ― 853 ¥9,000 921 ¥3,000 989 ― 1057 ¥22,000
582 ― 650 ¥4,000 718 ¥440,000 786 ¥1,010,000 854 ― 922 ¥3,500 990 ― 1058 ―

583 ¥5,000 651 ¥70,000 719 ¥13,000 787 ― 855 ¥50,000 923 ¥5,000 991 ― 1059 ¥9,000
584 ¥4,000 652 ¥73,000 720 ¥135,000 788 ¥240,000 856 ¥80,000 924 ¥5,000 992 ― 1060 ―

585 ― 653 ¥36,000 721 ¥135,000 789 ― 857 ¥20,000 925 ¥3,500 993 ― 1061 ¥10,000
586 ― 654 ― 722 ¥65,000 790 ― 858 ¥6,000 926 ¥19,000 994 ¥62,000 1062 ¥7,000
587 ¥7,000 655 ¥126,000 723 ¥71,000 791 ¥113,000 859 ¥17,000 927 ¥3,000 995 ¥35,000 1063 ¥5,000
588 ¥3,000 656 ¥75,000 724 ¥23,000 792 ¥45,000 860 ¥50,000 928 ¥40,000 996 ¥60,000 1064 ¥18,000
589 ― 657 ¥70,000 725 ¥301,000 793 ¥36,000 861 ¥26,000 929 ¥7,000 997 ¥54,000 1065 ¥13,000
590 ― 658 ¥12,000 726 ¥187,000 794 ¥225,000 862 ¥70,000 930 ¥14,000 998 ¥70,000 1066 ¥14,000
591 ― 659 ¥900,000 727 ¥170,000 795 ¥17,000 863 ¥34,000 931 ¥8,000 999 ¥49,000 1067 ¥4,000
592 ― 660 ¥180,000 728 ¥28,000 796 ¥11,000 864 ¥110,000 932 ¥50,000 1000 ¥5,000 1068 ―

593 ― 661 ¥35,000 729 ¥46,000 797 ¥7,000 865 ¥7,000 933 ¥13,000 1001 ¥50,000 1069 ¥8,000
594 ― 662 ¥35,000 730 ¥62,000 798 ¥5,000 866 ¥7,000 934 ¥10,000 1002 ¥80,000 1070 ¥7,000
595 ¥220,000 663 ¥32,000 731 ¥201,000 799 ¥18,000 867 ¥5,000 935 ¥6,000 1003 ¥22,000 1071 ¥5,000
596 ¥3,000 664 ¥32,000 732 ¥50,000 800 ¥422,000 868 ¥6,000 936 ¥11,000 1004 ¥19,000 1072 ¥24,000
597 ¥15,000 665 ¥140,000 733 ― 801 ¥38,000 869 ― 937 ¥1,180,000 1005 ¥18,000 1073 ¥100,000
598 ¥55,000 666 ¥140,000 734 ¥90,000 802 ¥44,000 870 ¥10,000 938 ― 1006 ¥18,000 1074 ¥15,000
599 ¥18,000 667 ¥34,000 735 ¥95,000 803 ¥140,000 871 ¥55,000 939 ¥42,000 1007 ¥22,000 1075 ¥22,000
600 ¥19,000 668 ¥150,000 736 ― 804 ¥65,000 872 ¥7,000 940 ¥15,000 1008 ¥18,000 1076 ¥8,000
601 ― 669 ¥36,000 737 ― 805 ― 873 ¥22,000 941 ¥18,000 1009 ― 1077 ¥22,000
602 ¥34,000 670 ¥32,000 738 ¥8,000 806 ― 874 ¥17,000 942 ¥34,000 1010 ¥21,000 1078 ¥42,000
603 ¥34,000 671 ― 739 ¥23,000 807 ¥70,000 875 ¥8,000 943 ¥130,000 1011 ¥22,000 1079 ¥28,000
604 ¥40,000 672 ¥300,000 740 ― 808 ¥1,130,000 876 ¥10,000 944 ¥130,000 1012 ¥19,000 1080 ¥8,000
605 ¥11,000 673 ¥55,000 741 ¥91,000 809 ― 877 ¥34,000 945 ¥36,000 1013 ¥95,000 1081 ―

606 ¥3,000 674 ¥5,000 742 ¥225,000 810 ¥81,000 878 ¥34,000 946 ¥20,000 1014 ¥19,000 1082 ¥9,000
607 ¥31,000 675 ¥80,000 743 ¥18,000 811 ¥85,000 879 ¥11,000 947 ¥12,000 1015 ¥18,000 1083 ¥149,000
608 ¥16,000 676 ― 744 ¥282,000 812 ¥3,200,000 880 ¥70,000 948 ¥36,000 1016 ¥16,000 1084 ¥270,000
609 ― 677 ― 745 ― 813 ¥38,000 881 ― 949 ¥15,000 1017 ¥16,000 1085 ¥10,000
610 ¥720,000 678 ¥9,000 746 ― 814 ¥34,000 882 ¥80,000 950 ¥7,000 1018 ¥13,000 1086 ¥14,000
611 ¥80,000 679 ¥14,000 747 ¥34,000 815 ¥40,000 883 ¥70,000 951 ¥150,000 1019 ¥16,000
612 ¥85,000 680 ¥320,000 748 ― 816 ¥34,000 884 ¥36,000 952 ¥28,000 1020 ¥70,000


