




泰星オークション 2012
TAISEI AUCTION 2012

開催日	 2 012 年５月５日（土）
	 Saturday,May	5th,2012

時　間	 10：00 〜18：00
	 from	10:00	to	18:00

場　所	 ロイヤルパークホテル４階（瑠璃）
	 4th	floor	"RURI"	room	of	Royal	Park	Hotel

●東京駅より2 km（車で10 分）。
●地下鉄半蔵門線、東武伊勢崎線「水天宮前駅」に直結。
●地下鉄日比谷線、都営浅草線「人形町駅」より徒歩 5分。
●東京シティー・エアターミナルに隣接。
●車で成田空港へ60 分、羽田空港へ 30 分。

 ロイヤルパークホテル
ROYAL PARK HOTEL
〒 103-8520
東京都中央区日本橋蠣殼町 2 − 1 − 1
TEL 03 − 3667 − 1111
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下見のご案内

４月16日（月）〜５月１日（火）	 9：00〜17：00	 泰星コイン本社（東池袋）

４月�1日（土）のみ	 10：00〜17：00	 泰星コイン本社（東池袋）
＊下見をご希望のかたは、あらかじめご連絡の上、ご来店ください。
＊泰星コイン本社は土・日・祝日休業です。

５月３日（木・祝）、５月４日（金・祝）	10：00〜18：00	 ロイヤルパークホテル４階（宴）

５月５日（土・祝）	 10：00〜17：00	 ロイヤルパークホテル４階（琥珀）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

落札品受渡のご案内

●ご注意●
誠に勝手ながら、公開オークション当日（５月５日）は落札品受渡を行いません。直接引渡をご希望
の方は、下記日程・場所をご参照の上でお越しいただけますよう、お願い申し上げます。

５月６日（日）	 10：00〜14：00	 ロイヤルパークホテル４階（琥珀）

５月７日（月）以降	 平日9：00〜17：00	 泰星コイン本社（東池袋）
＊受渡の際は、あらかじめご連絡の上ご来店ください。

郵便入札（含むファックス及びインターネット）締切日

2012 年 ５月１日（火）必着

泰星コイン本社

最寄駅
●東京メトロ有楽町線「東池袋駅」
●ＪＲ山手線「大塚駅」
●都電荒川線「向原駅」
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競売に関する規定ならびに条件

１．泰星コイン株式会社（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、
特に記載された商品を除き、全て真正品である事を保証致します。

２．それぞれの競売品に記載されている競売人による参考値は、あくまでも参考であり、通常この
参考値の約 80％が競売の開始価格となります。既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を競り上げる値幅が決定されます。

３．当社では、郵便入札と会場入札が同額であった場合は、郵便入札を優先致します。
４．それぞれの競売品において最高入札者を落札者と致します。尚、競売中、入札者間に争いが生

じた場合、その対処は競売人がその裁量により解決するものとし、競売に参加している全ての
関係者は競売人の裁定に従わなければなりません。

５．落札者は、落札価格に対して 10％の手数料を加算の上、当社にお支払い下さい。（消費税 5％は
これに含まれます。）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、競売日から
10 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。

６．落札者が支払い期間内に全額決済なさらない時は、現行金利を上乗せして再度請求致します。
それでも支払いが行われない場合は、売買契約を解除し、今後その落札者に対して一切の取引
に応じないものと致します。

７．会場における落札決定により売買契約は成立致します。従って下見の有無に関わらず返品は一
切お受けできません。これは、郵便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。その場合は、落札商品受領後、1 週間以内に競売日と同じ形状のままである事を条
件に、当社にご返送下さい。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、当社にはそれ以外に一切の義務はなく、利息、損害金、損害賠償等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致します。

８．本競売に参加される方は、この競売に関する規定ならびに条件を全て諒承されましてから競売
開始前に、予め登録を行って下さい。当社とのお取引が過去にない方、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に身分証明書、資産証明書、または
基本的に 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。落札なさらなかった場
合、保証金は全て当日ご返却致します。当社が取得させて頂きました個人情報は、当社の「個
人情報保護規定」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の入場を拒否する場合がございます。

９．落札品の受渡しにおいて、日本国内への郵送をご希望の方には、保険料、送料を別途ご請求致
します。又、海外からの送金、支払いの場合は関税、直接税、そして銀行への振込手数料等は、
落札者が負担するものと致します。尚、当社では海外への郵送は一切お受けできませんので、
ご了承ください。

10．競売に関する規定ならびに条件に関する事項は、全て日本国法を適用、解釈の基準とし、本規
約に定めがない事についても日本国法を適用するものと致します。

泰星コイン株式会社
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Auctioneer and Auction
1. This Auction is presented by Taisei Coins Corporation. The Auction is 
conducted under these Terms and Conditions of Auction and applicable 
Japanese Law. All announcements and corrections made from the podium 
on the day of the Auction shall take precedence over previously distributed 
information.
2. Subject to amendments and modifications announced by the Auctioneer at 
the time of the auction, any person participating in the auction shall be bound 
by the following terms and conditions.
3. The auctioneer reserves the right to refuse any applicant the privilege of 
bidding or attending the auction and may revoke such privilege at any time.
4. The auctioneer reserves the right to refuse to honor any bid or to limit the 
amount of any bid, in its sole discretion. A bid is considered not made in “Good 
Faith” when made by an insolvent or irresponsible person, a person under 
the age of eighteen, or is not supported by satisfactory credit, collectible 
references, or otherwise. Regardless of the disclosure of his identity, any bid 
by a consignor or his agent on a lot consigned by him is deemed to be made in 
“Good Faith”.
5. All coins and paper currencies in the 2012 Taisei Auction is guaranteed 
product authenticity.
6. All items are to be purchased per lot as numerically indicated and no lots 
will be broken. Auctioneer reserves the right to withdraw, prior to the close, 
any lots from the Auction.
Bidders:
7. Any person participating or registering for the Auction agrees to be bound 
and accepts these Terms and Conditions of Auction.
8. All Bidders must meet the Auctioneer’s qualification to bid. Any Bidder 
who is not a client in good standing of the Auctioneer may be disqualified at 
Auctioneer’s sole option and will not be awarded lots. Such determination 
may be made by the Auctioneer’s sole and unlimited discretion, at any time 
prior to, during, or even after the close of the Auction. Auctioneer reserves 
the right to exclude any person from the auction.
9. Bidders who have inspected the lots prior to the Auction, or attended the 
Auction, or bid through and Agent, will not be granted any return privileges, 
except for reasons of authenticity.
10. If an entity places a bid, then the person executing the bid on behalf of the 
entity agrees to personally guarantee payment for any successful bid.
11. Auctioneer cannot be responsible for your errors in bidding, so carefully 
check that every bid is entered correctly. When identical mail bids are 
submitted, preference is given to the first received. To ensure the greatest 
accuracy, your written bids should be entered on the standard printed bid 
sheet and be received at the Auctioneer’s place on the deadline specified. 
Credit:
12. If you are a first time bidder, you may be required to establish credit 
references or submit a deposit of 500,000 yen or more. The deposit will be 
applied to the purchases, and any overage will be refunded. All personal 
information obtained will be strictly managed by Taisei Coins Corporation 
under the Personal Information Protection Law of Japan and will be used 
strictly for identification purpose.
13. The authenticity of the coins is warranted up to the total purchase price. 
The prices set out in the catalogue are estimates only, which may be exceeded 
or undercut. Orders for less than 80 percent of the estimated price cannot 
be accepted. For those lots with mail bids, the starting bid and the auction 
interval will be decided upon the auctioneer’s discretion.
14. All lots will be sold to the highest bidder. Should any dispute arise 
between two or more bidders or as to any bid, the auctioneer shall regulate all 
matters relating to the conduct of the auction and his decision shall be final 
and binding to all bidders.
15. All sales shall be concluded at the ring of the bell or as indicated by the 
auctioneer and no purchaser may thereafter revoke his/her bid. Title to the 
lots purchased shall not pass until full payment of the purchase price is 
received.
Payment:
16. The winning bidder must make full payment by remittance in Japanese 
Yen plus the Buyer’s Premium of 10% (which includes the 5% consumption 
tax) within 10 days of receiving the notification. If full payment is not 
received within the time period specified, penalty charges will be charged to 
the total price.
17. In the event a successful Bidder fails to pay any amount due, Auctioneer 
reserves the right to sell the lot(s) securing the invoice to any under-bidders in 
the Auction that the lot(s) appeared, or at subsequent private or public sale, or 
relist the lot(s) in a future auction conducted by the Auctioneer. 
18. All sales shall be concluded at the ring of the bell or as indicated by the 
auctioneer and no bidder may therefore revoke his bid. Successful bidders 
cannot return any items for any reason, and the item will be a binding 
commitment and liability on part of the bidder.  
Only upon special circumstances, where the authenticity of the item is in 
question, can the item be returned, within 1 week of the auction. However, 
any item returned must be housed intact in their original holder and must 
be returned in the same condition as the day of the Auction. Auctioneer will 
upon inspection return the full payment paid to the bidder. The auctioneer 
shall have no further liability to the purchaser arising from or relating to such 
loss, including without limitation, any damages for loss of profits.
19. Purchasers from abroad will have to observe all applicable laws and 
regulations in respect to foreign exchange, customs duties, and taxation of 

their country. People requesting delivery of items will be required to pay all 
necessary fees involved.
20. The Auctioneer reserves the right to require payment in full in good funds 
before delivery of the merchandise.
21. Title shall not pass to the successful Bidder until all invoices are paid 
in full. It is the responsibility of the buyer to provide adequate insurance 
coverage for the items once they have been delivered to a common carrier or 
a third-party shipper.
Delivery; Shipping; and Handling Charges:
22. Merchandise will only be shipped within Japan. No merchandise will 
be shipped to international address. Buyer shall handle all the shipping and 
handling on their own if shipping merchandise to an international address.
23. Buyer is liable for all shipping and handling charges for shipment within 
Japan.
Collection of Successfully Bid Items:
24. Successfully Bid items can only be collected starting from the day after 
the Auction. It shall be the responsibility of the Successful Bidder to arrange 
pick-up and shipping through third-parties. Failure to pick-up or arrange 
shipping in a timely fashion may subject Lots to storage and moving charges. 
In the event the Lot is not removed within sixty days, the Lot may be offered 
for sale.
Disclaimers:
25. Auctioneer is selling only such right or title to the items being sold as 
Auctioneer may have by virtue of consignment agreements on the date of 
auction and disclaims any warranty of title to Property. Auctioneer disclaims 
any warranty of merchantability or fitness for any particular purposes. 
All images, descriptions, sales data, and archival records are the exclusive 
property of Auctioneer, and may be used by Auctioneer for advertising, 
promotion, archival records, and any other uses deemed appropriate.
26. Translations into other language documents are provided as a convenience 
to interested parties. Auctioneer makes no representation as to the accuracy 
of those translations and will not be held responsible for errors in bidding or 
any other kinds of errors arising from the inaccuracies in translation.
27. Terms and Conditions for the 2012 Taisei Auction shall be governed by 
and construed in accordance with the Japanese Law. All things not listed will 
also observe all applicable laws and regulations of the Japanese Law.

Additional Terms and Conditions:
COINS and CURRENCY
COINS and CURRENCY TERM A: No certified material may be returned 
because of possible differences of opinion with respect to the grade offered 
by any third party organization, dealer, or service. There are no exceptions to 
this policy. 
COINS and CURRENCY TERM B: Coins sold referencing a third-party 
grading service are sold “as is” without any express or implied warranty, 
except for a guarantee by the Auctioneer that they are genuine. Grading, 
condition or other attributes of any lot may have a material effect on its value, 
and the opinion of others, including third-party grading service may differ 
with that of the Auctioneer. Auctioneer shall not be bound by any prior or 
subsequent opinion, determination, or certification by any grading service. 
Bidder specifically waives any claim to right of return of any item because of 
the opinion, determination, or certification, or lack thereof, by any grading 
service. 
COINS and CURRENCY TERM C: Since we cannot examine 
encapsulated coins or notes, they are sold “as is” without our grading opinion, 
and may not be returned for any reason. Auctioneer shall not be liable for 
any patent or latent defect or controversy pertaining to or arising from any 
encapsulated collectible. 
COINS and CURRENCY TERM D: Due to changing grading standards 
over time, differing interpretations, and to possible mishandling of items by 
subsequent owners, Auctioneer reserves the right to grade items differently 
than shown on certificates from any grading service that accompany the 
items. Auctioneer also reserves the right to grade items differently than the 
grades shown in the prior catalogue should such items be re-consigned to any 
future auction.
COINS and CURRENCY TERM E: Although consensus grading is 
employed by most grading services, it should be noted as aforesaid that 
grading is not an exact science. In fact, it is entirely possible that if a lot is 
broken out of a plastic holder and resubmitted to another grading service 
or even to the same service, the lot could come back with a different grade 
assigned.
COINS and CURRENCY TERM F: Certification does not guarantee 
protection against the normal risks associated with potentially volatile 
markets. The degree of liquidity for certified coins and collectibles will vary 
according to general market conditions and the particular lot involved. For 
some lots there may be no active market at all at certain points in time.
COINS and CURRENCY TERM G: All non-certified coins and currency 
are guaranteed genuine, but are not guaranteed as to grade, since grading is a 
matter of opinion, an art and not a science, and therefore the opinion rendered 
by the Auctioneer or any third party grading service may not agree with the 
opinion of others (including trained experts), and the same expert may not 
grade the same item with the same grade at two different times. There is 
no guarantee or warranty implied or expressed that the grading standards 
utilized by the Auctioneer will meet the standards of any grading service at 
any time in the future.

Taisei Auction 2012
Terms and Conditions
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郵便入札（含ファックス及びインターネット）のご案内

１．郵便あるいはファックス、ホームページ経由で入札される方は、泰星コイン株式会社（以下「当
社」という）の顧客リストにご登録させて頂きます。

２．当社が取得させて頂きました個人情報は、当社の「個人情報保護規定」に基づき適切に管理さ
せて頂きます。

３．郵便入札による競売の値幅は下記の通りとします。（入札価格は 1 刻みの単位でお願いします。）
 ・入札価格￥5,000 未満は￥100 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。
４．最高価格の入札者に 2 番目に高い入札価格の 1 刻みの価格で落札となります。
 （ただし公開オークション会場での立会入札がなければ）
 例）最高価格￥150,000 で 2 番目の価格が￥100,000 の場合は￥150,000 の入札者に￥101,000 が
  落札価格となります。
５．もし同額での入札の場合、先に入札が到着した方に優先権があります。ただし、会場での入札

金額と同額となった場合は、会場の入札者が優先されます。
６．入札をする前には「競売に関する規定ならびに条件」をご覧頂き、ご理解下さい。全ての入札者

は、この「競売に関する規定ならびに条件」をご諒承されたものとみなします。
７．入札申込書は、はっきりと分かりやすくお書き下さい。競売品番号や入札価格が間違っても、

当社は責任を負いません。責任は入札者にありますのでご注意下さい。
８．落札品の支払いは日本通貨をもって落札価格に対して10％の手数料（消費税を含む）を加算の上、

落札通知受取後 10 日以内にご送金下さい。代金受領後現品を送付います。
 商品発送は入金確認後 10 日以内にお送り致します。
 また、直接現品の受渡しをご希望の方は当社店頭にて行います。
 今回、公開オークションのため下見の有無にかかわらず返品は認められません。
９．落札品に対する異議は、現品受領後 1 週間以内に限り受け付けます。

入札締切日：2012 年 ５月１日（火）必着

泰星コイン株式会社
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INSTRUCTION FOR MAIL BIDDERS

1. Please be informed that people planning to send their bids through mail, fax, or through our 
company website, will be automatically registered to our customer list.
All personal information obtained will be strictly managed by Taisei Coins Corporation under 
the Personal Information Protection Law of Japan and will be used strictly for identification 
purpose.

2. All bidders shall be bound by the terms and conditions of the Taisei Auction 2012.

3. Predetermined auction intervals depending upon price.
For products under ¥5,000, the interval shall be ¥100.
For products above ¥5,000, but below ¥1,000,000, the interval shall be ¥1,000.
For products over ¥1,000,000, the interval shall be ¥10,000.

4. Sealed-bid Second-price value plus 1 interval auction.
Ex.) If the highest bid was ¥150,000 and the second highest bid was ¥100,000, then the highest 
bidder will be claimed the winner and be responsible for ¥101,000.

5. In the event of identical mail bids, the lot will be awarded to the first bid received. In the case 
of identical bids between a mail bid and an onsite bidder, the onsite bidder shall be awarded the 
lot.

6. If handwriting your bid, please make sure the bid is legible. All bidders will be responsible for 
their own bid. Taisei Coins Corporation will not be responsible for any illegible bid, misprinted 
bid, or misentry of any kind.

7. All successful bidders must make full payment in Japanese Yen plus the Buyer’s Premium of 
10% (which includes the 5% consumption tax) within 10 days of receiving the notification. All 
items will be dispatched only upon receipt of payment. If payment is not received within the 
specified time period, your bid will automatically be cancelled, unless there is prior notification.
If you wish to collect your product in person, please visit our store within 10 days of receiving 
the notification for your successful bid.

8. Complaints or objections, if justified, will only be considered if made and received by the 
Auctioneer within one week after the auction or after receiving the lots, respectively.

All mail bids must be received by Tuesday, May 1st, 2012.
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アルバニア
1.	 アフメト・ゾグ大統領像　5フランカアリ銀貨　1926年　KM8.2　星あり
	 重量25.00グラム　品位.900　直径37.20ミリ	 未使用	 ￥40,000

アルゼンチン
2.	 自由の女神像　1アルゼンチノ金貨　1888年　KM31
	 重量8.06グラム　品位.900　直径22.00ミリ	 美	 ￥30,000

オーストラリア
3.	 ナゲット・カンガルー金貨　5種完揃プルーフセット　1989年
	 5、15、25、50、100ドル金貨（1/20、1/10、1/4、1/2、1オンス）KM−PS62
	 発行数2,200セット　贈呈用ケース入	 5種完揃プルーフ	 ￥250,000

4.	 ナゲットカンガルー＜ワラビー＞　3000ドル（1キロ）金貨　1992年　KM184
	 重量1,000.10グラム　品位.9999　直径75.00ミリ　厚さ13.20ミリ　発行数25枚
	 	 プルーフ　	￥4,400,000

第１部　LotNo.1〜 232　外国コイン　10：00 〜12：00（予定）

1 2

3
（縮小）

4
（縮小）
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オーストリア
5.	 南部鉄道完成記念　2ターレル銀貨（トリエステ）　1857年　KM2246.1
	 重量37.03グラム　品位.900　直径41.25ミリ　発行数1,644枚	 トーン　極美／未	 ￥150,000
6.	 鷲図　通常100シリング金貨　1931年　KM2842
	 重量23.52グラム　品位.900　直径33.00ミリ　発行数101,935枚	 極美プルーフライク	 ￥85,000

7.	 モーツァルト追悼200年＜魔笛＞　1000シリング金貨　1991年　KM2999
	 重量16.22グラム　品位.986　直径30.00ミリ　発行数30,000枚　ケースなし	 プルーフ	 ￥65,000
8.	 ウィーンフィル150年記念　1000シリング金貨　1992年　KM3008
	 重量16.22グラム　品位.986　直径30.00ミリ　発行数42,000枚　ケースなし	 プルーフ	 ￥65,000
9.	 シューベルト生誕200年記念　500シリング金貨　1997年　KM3040
	 重量8.04グラム　品位.995　直径22.00ミリ　発行数50,000枚	 プルーフ	 ￥35,000

10.	 ウィーン少年合唱団創設500年記念　500シリング金貨　1998年　KM3047
	 重量8.04グラム　品位.995	 直径22.00ミリ　発行数50,000枚	 プルーフ	 ￥35,000
11.	 ハプスブルグ家の悲劇＜皇后エリザベート＞　1000シリング金貨　1998年　KM3052
	 重量16.08グラム　品位.995	 直径30.00ミリ　発行数50,000枚　ケースなし	 プルーフ	 ￥65,000
12.	 ハプスブルグ家の悲劇＜カール1世＞　1000シリング金貨　1999年　KM3062
	 重量16.08グラム　品位.995	 直径30.00ミリ　発行数50,000枚　ケースなし	 プルーフ	 ￥65,000

バハマ諸島
13.	 帆船＜サンタマリア号＞　50ドル金貨　1971年　KM29
	 重量19.97グラム　品位.917	 直径28.50ミリ　発行数1,250枚	 プルーフ	 ￥75,000
14.	 紋章図　100ドル金貨	 1971年　KM31
	 重量39.94グラム　品位.917	 直径36.30ミリ　発行数1,250枚	 プルーフ	 ￥158,000
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ブラジル
15.	 ペドロ2世像　20000レイス金貨　1856年　KM468
	 重量17.92グラム　品位.917　直径30.30ミリ	 美／極美	 ￥65,000

ブルガリア
16.	 共和国20周年記念　10レバ金貨　1964年　KM71
	 重量8.44グラム　品位.900　直径22.00ミリ　発行数10,000枚	 プルーフ	 ￥30,000

ブルンジ
17.	 独立記念＜ムアンブツア4世＞　100フラン金貨　1962年　KM5
	 重量32.00グラム　品位.900　直径34.60ミリ　発行数2,500枚	 プルーフ	 ￥115,000

カナダ
18.	 ジョージ5世像　5ドル金貨　1912年　KM26
	 重量8.35グラム　品位.900　直径21.60ミリ	 美	 ￥30,000

19.	 メイプルリーフ発行10周年記念　金貨4種完揃プルーフセット　1989年　KM−PS10
	 5、10、20、50ドル金貨（1/10、1/4、1/2、1オンス）
	 発行数6,823セット　贈呈用ケース入	 4種完揃プルーフ	 ￥250,000

20.	 十二支干支＜申年猿図＞　150ドルホログラム金貨　2004年　KM614
	 重量13.61グラム　品位.750　直径28.00ミリ　発行数3,392枚	 プルーフ	 ￥40,000

15
16

17 18
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（縮小）

20



− 10 −

チリ共和国
21.	 新政府3周年記念　100ペソ金貨　1976年　KM213
	 重量20.30グラム　品位.900　直径31.20ミリ　発行数2,900枚	 極美／未	 ￥73,000
22.	 陸軍大学150年記念　50ペソ金貨　1967年　KM184
	 重量10.16グラム　品位.900　直径26.00ミリ　発行数2,515枚	 プルーフ	 ￥37,000

中央アメリカ
23.	 銀行10周年記念　50ペソ金貨　1970年　KM−Ｘ1
	 重量20.28グラム　品位.900　直径35.90ミリ	 プルーフ	 ￥73,000

コモロ諸島
24.	 各種の武器図　5フラン銀貨　1890年　KM3
	 重量25.00グラム　品位.900　直径37.20ミリ　発行数2,050枚	 トーン　極美／未	 ￥80,000

コロンビア
25.	 メデリン市300年記念　金貨2種揃　1975年
	 1000ペソ金貨　KM260　重量4.30グラム　品位.900　直径17.70ミリ　発行数4,000枚
	 2000ペソ金貨　KM262　重量8.60グラム　品位.900　直径21.20ミリ　発行数4,000枚
	 ケースなし	 2種揃プルーフ	 ￥46,000

コンゴ民主共和国
26.	 独立5周年記念＜カサブブ大統領像＞　金貨5種揃　1965年
	 10フラン金貨	 KM2　重量3.22グラム	 品位.900　直径19.20ミリ　発行数3,000枚
	 20フラン金貨	 KM3　重量6.45グラム	 品位.900　直径21.20ミリ　発行数3,000枚
	 25フラン金貨	 KM4　重量8.06グラム	 品位.900　直径22.00ミリ　発行数3,000枚
	 50フラン金貨	 KM5　重量16.12グラム	 品位.900　直径27.10ミリ　発行数3,000枚
	 100フラン金貨	 KM6　重量32.25グラム	 品位.900　直径35.20ミリ　発行数3,000枚
	 ケースなし	 5種揃プルーフ	 ￥235,000

23
24

25
共通面

26
共通面
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27.	 野生生物＜プリズムフィッシュ＞　10フラン銀貨3種揃プルーフセット　2005年
	 重量25.00グラム　品位.925　直径38.61ミリ　発行数5,000セット	 3種揃プルーフ	 ￥9,000

クック諸島
28.	 クック船長生誕250周年記念　250ドル金貨　1978年　KM23
	 重量17.90グラム　品位.900　直径32.20ミリ　発行数1,757枚　ケースなし	 プルーフ	 ￥70,000

キューバ
29.	 ホセ・マルチ像　5ペソ金貨　1916年　KM19
	 重量8.35グラム　品位.900　直径21.00ミリ	 極美	 ￥30,000
30.	 チェ・ゲバラ生誕60周年記念　100ペソ金貨　1988年　KM203
	 重量31.10グラム　品位.999　直径32.30ミリ　発行数100枚　ケースなし	 プルーフ	 ￥125,000

ダホメー
31.	 独立10周年＜3人のダンサー＞　2500フラン金貨　1971年　KM6
	 重量8.88グラム　品位.900　直径26.10ミリ　発行数960枚	 プルーフ	 ￥32,000

27
（縮小）
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ダンチッヒ（ポーランド）
32.	 市内風景図　5グルデン銀貨　1923年　KM147
	 重量25.00グラム　品位.750	 直径35.00ミリ	 極美	 ￥30,000
33.	 教会図　10グルデンニッケル貨　1935年　KM159
	 重量16.95グラム	 直径34.00ミリ　稀品	 極美	 ￥80,000

34.	 海神ネプチューン図　25グルデン金貨　1930年　KM150
	 重量7.98グラム　品位.917　直径21.95ミリ　発行数4,000枚
	 稀品　PCGSプラスチックケース入（MS63）	 未使用	 ￥	200,000

＊今日のダンチッヒ（グダニスク）は人口50万人で、ポーランドの海の玄関として重要な役割を果たしています。この1930年銘
のダンチッヒ25グルデン金貨＜海神ネプチューン＞は僅か4,000枚が鋳造されましたが、正式に発行されることはありませんで
した。ごく僅かの枚数が収集家の手に渡り、近年27枚が再発見され、ダンチッヒ（グダニスク）に返還されました。

デンマーク王国
35.	 フレデリック6世像　1スぺシーダーレル銀貨　1839年　KM695.1
	 重量28.89グラム　品位.875　直径37.50ミリ	 美／極美	 ￥10,000
36.	 クリスチャン8世像　1スぺシーダーレル銀貨　1844年　KM720.1
	 重量28.89グラム　品位.875　直径38.10ミリ	 美／極美	 ￥15,000

32 33

34

35 36



− 1� −

37.	 フレデリック7世即位記念　1スぺシーダーレル銀貨　1848年　KM742
	 重量28.89グラム　品位.875　直径37.80ミリ　発行数47,000枚	 未使用	 ￥70,000
38.	 フレデリック7世像　1スぺシーダーレル銀貨　1853年　KM744
	 重量28.89グラム　品位.875　直径37.80ミリ	 トーン　極美／未	 ￥40,000

39.	 フレデリック7世像　２リスクダーレル銀貨　1854年　KM761.1
	 重量28.89グラム	 品位.875　直径37.80ミリ	 美／極美	 ￥10,000
40.	 クリスチャン9世王位継承及びフレデリック7世崩御記念　2リスクダーレル銀貨　1863年　KM770
	 重量28.89グラム	 品位.875　直径37.90ミリ	 トーン　極美／未	 ￥40,000
41.	 クリスチャン9世像　2リスクダーレル銀貨　1871年　KM772.2
	 重量28.89グラム	 品位.875　直径37.70ミリ	 美	 ￥20,000
42.	 フレデリック8世像　20クローナ金貨　1912年　KM810
	 重量8.96グラム	 品位.900　直径23.10ミリ	 極美／未	 ￥35,000
43.	 クリスチャン10世像　20クローナ金貨　1916年　KM817.1
	 重量8.96グラム	 品位.900　直径23.10ミリ	 極美／未	 ￥35,000

44.	 アンデルセン＜醜いアヒルの子＞　10クローナ銀貨　2005年　KM906
	 重量31.10グラム　品位.999　直径38.00ミリ　発行数75,000枚	 未使用	 ￥3,000
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ドミニカ共和国
45.	 アメリカ発見500年＜サンタマリア号難破図＞　500ペソ金貨　1990年　KM79
	 重量16.96グラム　品位.917　直径32.00ミリ　発行数1,500枚　ケースなし	 プルーフ	 ￥65,000
46.	 パウロ2世ご来訪記念　250ペソ金貨　1979年　KM56
	 重量31.10グラム　品位.900　直径38.00ミリ　発行数3,000枚　ケースなし	 プルーフ	 ￥125,000

エジプト
47.	 革命3周年記念　戦馬車図　1ポンド金貨　1955年　KM387
	 重量8.50グラム	 品位.875　直径24.00ミリ　発行数16,000枚	 未使用	 ￥29,000
48.	 革命３周年記念　5ポンド金貨　1955年　KM388
	 重量42.50グラム	 品位.875　直径36.90ミリ	 未使用	 ￥150,000

エチオピア
49.	 ハイレセラシエ1世生誕75年記念　金貨5種完揃プルーフセット　1966年
	 10ドル金貨	 KM38　重量4.00グラム	 品位.900　直径20.00ミリ
	 20ドル金貨	 KM39　重量8.00グラム	 品位.900　直径25.00ミリ
	 50ドル金貨	 KM40　重量20.00グラム	 品位.900　直径33.00ミリ
	 100ドル金貨	 KM41　重量40.00グラム	 品位.900　直径45.10ミリ
	 200ドル金貨	 KM42　重量80.00グラム	 品位.900　直径53.00ミリ
	 発行数8,823セット　ケースなし	 5種完揃プルーフ	 ￥550,000

45
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フランス
50.	 ナポレオン・ボナパルト像　20フラン金貨　AN12（1803−4年）　KM651
	 重量6.45グラム	 品位.900　直径21.20ミリ　Aミント	 普	 ￥23,000
51.	 ナポレオン1世像　40フラン金貨　ANXI（1802−3年）　KM652
	 重量12.90グラム	品位.900　直径26.10ミリ　Aミント	 美	 ￥45,000
52.	 ナポレオン1世像　40フラン金貨　AN12A（1803−4年）　KM652　Aミント	 美	 ￥45,000

53.	 ナポレオン1世像　40フラン金貨　1810年　KM696.6
	 重量12.90グラム　品位.900　直径26.10ミリ　Ｗミント	 普	 ￥40,000
54.	 ルイ・フィリップス1世像　40フラン金貨　1831年　KM747.1
	 重量12.90グラム　品位.900　直径26.10ミリ　Aミント	 普	 ￥40,000

55.	 ナポレオン3世　無冠像　50フラン金貨　1856年　KM785.1
	 重量16.12グラム　品位.900　直径28.00ミリ　Aミント	 極美	 ￥58,000
56.	 ナポレオン3世　無冠像　50フラン金貨　1857年　KM785.1　Aミント	 極美	 ￥58,000

57.	 ナポレオン3世　無冠像　100フラン金貨　1857年　KM786.1
	 重量32.25グラム　品位.900　直径35.00ミリ　Aミント	 美／極美	 ￥125,000
58.	 ナポレオン3世　無冠像　100フラン金貨　1857年　KM786.1　Aミント	 極美	 ￥125,000

59.	 エンゼル図　100フラン金貨　1881年　KM832
	 重量32.25グラム　品位.900　直径35.00ミリ　Aミント	 極美	 ￥125,000
60.	 エンゼル図　100フラン金貨　1900年　KM832　Aミント	 極美／未	 ￥125,000
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61.	 シャルル10世像　5フラン銀貨　1830年　KM728.1
	 重量25.00グラム　品位.900　直径37.70ミリ　Aミント	 トーン　未使用	 ￥80,000
62.	 ルイ・フィリップ1世像　5フラン銀貨　1831年　KM736.3
	 重量25.00グラム　品位.900　直径37.30ミリ　Wミント	 トーン　未使用	 ￥50,000

63.	 ナポレオン3世無冠像　5フラン銀貨　1855年　KM782.1
	 重量25.00グラム　品位.900　直径37.50ミリ	 トーン　未使用	 ￥80,000

64.	 フランス革命200年記念　100フランパラジウム貨4種揃プルーフセット
	 自由の女神像	 1986年　KM960d　重量17.00グラム　品位.900　直径31.00ミリ　発行数1,250枚
	 平等	 1987年　KM962d　重量17.00グラム　品位.900　直径31.00ミリ　発行数7,000枚
	 友愛	 1988年　KM966d　重量17.00グラム　品位.900　直径31.00ミリ　発行数7,000枚
	 人権宣言	 1989年　KM970d　重量17.00グラム　品位.900　直径31.00ミリ　発行数1,250枚
	 	 4種揃プルーフ	 ￥95,000
65.	 フランス革命200年記念　100フランパラジウム貨4種揃プルーフセット
	 KM960d、KM962d、KM966d、KM970d	 4種揃プルーフ	 ￥95,000

61 62
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ガボン
66.	 独立記念＜レオン・ムバ大統領像＞　25フラン金貨　1960年　KM2
	 重量8.00グラム　品位.900　直径22.20ミリ　発行数500枚	 プルーフ	 ￥28,000

ドイツ領ニューギニア
67.	 極楽鳥図　1/2マルク銀貨　1894年　KM4
	 重量2.77グラム　品位.900　直径20.00ミリ　発行数16,000枚	 トーン　未使用	 ￥15,000
68.	 極楽鳥図　1マルク銀貨　1894年　KM5
	 重量5.55グラム　品位.900　直径24.00ミリ	 プルーフ	 ￥60,000
69.	 極楽鳥図　5マルク銀貨　1894年　KM7
	 重量27.77グラム　品位.900　直径38.00ミリ　発行数19,000枚	 普	 ￥40,000

ドイツ帝国　ハンブルグ
70.	 紋章図　1ターレル銀貨　1735年　KM173　重量29.26グラム　直径43.60ミリ	 極美	 ￥30,000
71.	 紋章図　1ターレル銀貨　1748年　KM185　重量29.16グラム　直径44.60ミリ	 美／極美	 ￥30,000

72.	 紋章図　48シリング銀貨　1764年　KM196.4　
	 重量29.20グラム　品位.888　直径43.20ミリ	 美	 ￥20,000
73.	 紋章図　2マルク銀貨　1876年　KM290
	 重量11.11グラム　品位.900　直径28.30ミリ	 トーン　未使用	 ￥15,000
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74.	 紋章図　2マルク銀貨　1907年　KM294
	 重量11.11グラム　品位.900　直径28.30ミリ	 トーン　極美／未	 ￥5,000
75.	 紋章図　3マルク銀貨　1912年　KM296
	 重量16.66グラム　品位.900　直径33.10ミリ	 プルーフ	 ￥10,000

リューベック
76.	 紋章図　2マルク銀貨　1912年　KM212　
	 重量11.11グラム　品位.900　直径28.10ミリ	 プルーフ	 ￥20,000
77.	 紋章図　3マルク銀貨　1912年　KM215
	 重量16.66グラム　品位.900　直径33.10ミリ	 プルーフ	 ￥15,000

78.	 紋章図　5マルク銀貨　1907年　KM213
	 重量27.77グラム　品位.900　直径38.10ミリ	 プルーフ	 ￥70,000

ザクセン・ワイマール
79.	 ウィルヘルム・エルンスト　2マルク銀貨　1901年　Ｙ170
	 重量11.11グラム　品位.900　直径28.00ミリ　発行数100,000枚	 極美／未	 ￥25,000
80.	 エルンスト1世ご成婚記念　2マルク銀貨　1903年　Ｙ172
	 重量11.11グラム　品位.900　直径28.00ミリ　発行数10,000枚	 プルーフ	 ￥10,000
81.	 エルンスト1世ご成婚記念　5マルク銀貨　1903年　Ｙ173
	 重量27.77グラム　品位.900　直径38.00ミリ　発行数1,000枚	 プルーフ	 ￥30,000
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82.	 イエナ大学350年記念　2マルク銀貨　1908年　Ｙ174
	 重量11.11グラム　品位.900　直径28.00ミリ　発行数50,000枚	 トーン　極美	 ￥5,000
83.	 イエナ大学350年記念　5マルク銀貨　1908年　Ｙ175
	 重量27.77グラム　品位.900　直径38.00ミリ　発行数40,000枚	 極美／未	 ￥10,000

84.	 エルンスト再婚記念　3マルク銀貨　1910年　Ｙ176
	 重量16.66グラム　品位.900　直径33.00ミリ	 プルーフ	 ￥10,000
85.	 大公国100年記念　3マルク銀貨　1915年　Ｙ177
	 重量16.66グラム　品位.900　直径33.00ミリ　発行数50,000枚	 未使用	 ￥	6,000

ワイマール共和国（ドイツ）
86.	 ラインラント1000周年記念　5マルク銀貨　1925年　KM47
	 重量25.00グラム　品位.500　直径36.00ミリ　Aミント	 未使用	 ￥12,000
87.	 ブレマハーフェン建設100年記念　5マルク銀貨　1927年　KM51
	 重量25.00グラム　品位.500　直径36.00ミリ　Ａミント	 プルーフ	 ￥80,000

88.	 チュ−ビンゲン大学創設450年記念　5マルク銀貨　1927年　KM55
	 重量25.00グラム　品位.500　直径36.00ミリ　Ｆミント	 プルーフ	 ￥65,000
89.	 レッシング生誕200年記念　5マルク銀貨　1929年　KM61
	 重量25.00グラム　品位.500　直径36.00ミリ　Aミント	 極美	 ￥7,000
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90.	 ワイマール憲法10年記念　5マルク銀貨　1929年　KM64
	 重量25.00グラム　品位.500　直径36.00ミリ　Ａミント	 未使用	 ￥15,000
91.	 マイセン市1000周年記念　5マルク銀貨　1929年　KM66
	 重量25.00グラム　品位.500　直径36.00ミリ　Ｅミント	 未使用	 ￥30,000

92.	 グラフ・ツェッペリン世界飛行記念　5マルク銀貨　1930年　KM68
	 重量25.00グラム　品位.500　直径36.00ミリ　Ａミント	 未使用	 ￥17,000
93.	 ラインラント撤収記念　5マルク銀貨　1930年　KM71
	 重量25.00グラム　品位.500　直径36.00ミリ　Aミント	 トーン　プルーフ	 ￥29,000

94.	 ゲーテ追悼100周年記念　5マルク銀貨　1932年　KM77
	 重量25.00グラム　品位.500　直径36.00ミリ　Ｄミント　稀品	 極美プルーフ	 ￥150,000

 英　国
95.	 ウイリアムとマリー　1/2クラウン銀貨　1689年　KM472.2
	 重量14.97グラム　直径33.00ミリ	 トーン　極美	 ￥40,000
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96.	 ジョージ3世像　1ギニー金貨　1764年　KM589
	 重量8.35グラム　品位.917　直径24.70ミリ　NGCプラスチックケース入（AU55）	 極美	 ￥190,000

97.	 ジョージ3世像　1ギニー金貨　1785年　KM604
	 重量8.35グラム　品位.917　直径24.70ミリ	 普	 ￥35,000

98.	 ジョージ3世像　1ペニー銅貨　1806年　KM663　
	 重量19.00グラム　直径34.10ミリ　変色あり	 極美／未	 ￥12,000
99.	 ジョージ3世　イングランド銀行　3シリング銀貨トークン　1811年　KMＴn4
	 重量14.80グラム　直径35.00ミリ	 極美／未プルーフ	 ￥30,000

100.	 ジョージ3世像　1/2ソブリン金貨　1817年　KM673
	 重量3.99グラム　品位.917　直径19.50ミリ	 極美	 ￥30,000
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101.	 ジョージ3世像　1ソブリン金貨　1820年　KM674
	 重量7.98グラム　品位.917　直径22.00ミリ　NGCプラスチックケース入（MS62）	 極美／未	 ￥74,000

102.	 ヴィクトリア女王像　1クラウンホワイトメタル試鋳貨（ボノミ）　1837年　ESC323
	 直径38.50ミリ　プレーンエッジ　NGCプラスチックケース入（PF62）　稀品	 極美／未	 ￥250,000
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103.	 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
	 重量15.98グラム　品位.917　直径29.40ミリ　発行数91,000枚	 極美／未	 ￥60,000
104.	 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
	 重量39.94グラム　品位.917　直径36.00ミリ　発行数20,000枚
	 エッジに小さなアタリあり	 美／極美	 ￥147,000

105.	 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　KM−PS25
	 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シリング（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
	 発行数40,000セット	 10種完揃プルーフ	 ￥8,000

106.	 ニューヨーク英国博覧会記念　1クラウン白銅貨　1960年　KM909
	 重量28.28グラム　直径38.61ミリ	 プルーフ	 ￥30,000
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107.	 チャールズ皇太子ご成婚記念　金・銀・通常貨9種揃プルーフセット　1981年　KM−PS40
	 5ポンド金貨（重量39.94グラム　品位.917　直径36.02ミリ）
	 1ソブリン金貨（重量7.98グラム　品位.917　直径22.12ミリ）
	 ご成婚記念1クラウン銀貨（重量28.28グラム　品位.925　直径38.61ミリ）および通常貨6種
	 発行数5,000セット　贈呈用ケース入	 9種揃プルーフ	 ￥165,000

108.	 エリザベス2世女王像　5ポンド金貨　1984年　KM924
	 重量39.94グラム　品位.917　直径36.02ミリ　発行数25,000枚　ケースなし	 未使用	 ￥155,000
109.	 エリザベス2世女王像　5ポンド金貨　1985年　KM945
	 重量39.94グラム　品位.917　直径36.02ミリ　発行数14,000枚　ケースなし	 未使用	 ￥155,000
110.	 エリザベス2世女王像　5ポンド金貨　1986年　KM945
	 発行数7,723枚　ケースなし	 未使用	 ￥155,000
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111.	 エリザベス2世女王像　5ポンド金貨　1987年　KM949
	 重量39.94グラム　品位.917　直径36.02ミリ　発行数10,000枚　ケースなし	 未使用	 ￥155,000
112.	 エリザベス2世女王像　5ポンド金貨　1988年　KM949　
	 発行数10,000枚　ケースなし	 未使用	 ￥155,000

113.	 ブリタニア金貨　4種完揃プルーフセット　1988年　KM−PS56
	 10、25、50、100ポンド金貨（1/10、1/4、1/2、1オンス）
	 発行数6,500セット　贈呈用ケース入	 4種完揃プルーフ	 ￥230,000

114.	 エリザベス女王3タイプ　1/2ソブリン金貨3種揃プルーフセット　2004年
	 1983年　KM922	 重量3.99グラム　品位.917　直径19.30ミリ
	 1988年　KM942	 重量3.99グラム　品位.917　直径19.30ミリ
	 2004年　KM1001	 重量3.99グラム　品位.917　直径19.30ミリ	 3種揃プルーフ	 ￥45,000
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115.	 2004／ 2005年　エリザベス女王像　1/2ソブリン金貨2種揃プルーフセット　2005年
	 重量3.99グラム　品位.917　直径19.30ミリ	 2種揃プルーフ	 ￥30,000
116.	 2004／ 2005年　エリザベス女王像　1ソブリン金貨2種揃プルーフセット　2005年
	 重量7.98グラム　品位.917　直径22.00ミリ	 2種揃プルーフ	 ￥60,000

117.	 2005年発行記念貨　4種揃銀貨ピエフォープルーフセット
	 2ポンド銀貨（2種）	 重量24.00グラム　品位.925　直径28.40ミリ　発行数各5,000枚
	 1ポンド銀貨	 重量19.00グラム　品位.925　直径22.50ミリ　発行数7,500枚
	 50ペンス銀貨	 重量16.00グラム　品位.925　直径27.30ミリ　発行数5,000枚
	 	 4種揃ピエフォープルーフ	 ￥10,000
118.	 ブルネル生誕200年記念　2ポンド銀貨ピエフォープルーフ２種揃セット　2006年
	 ＜ブルネルの肖像＞と＜パディントン駅＞
	 重量24.00グラム　品位.925　直径28.40ミリ	 ２種揃ピエフォープルーフ	 ￥4,000

119.	 エリザベス2世女王生誕80周年記念　5ポンド銀貨　2006年　KM1062
	 重量28.28グラム　品位.925　直径38.61ミリ	 プルーフ	 ￥3,000
120.	 エリザベス2世女王生誕80周年記念　5ポンド金貨　2006年　KM1062ｂ
	 重量39.94グラム　品位.917　直径38.61ミリ　発行数2,750枚	 プルーフ	 ￥155,000
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121.	 タイプ別1/2ソブリン金貨9種揃セット　2006年
	 重量3.99グラム　品位.917　直径19.30ミリ
	 ①1877年ヴィクトリア女王ヤングタイプ	KM735	普、	
	 ②1892年ヴィクトリア女王ジュビリータイプ	KM766	普、
	 ③1897年ヴィクトリア女王オールドタイプ	KM784	普、	④1907年エドワード7世	KM804	極美、	
	 ⑤1914年ジョージ5世	KM819	未使用、	⑥1982年エリザベス女王	KM922、
	 ⑦2002年エリザベス女王	KM1025、	⑧2005年エリザベス女王	KM1064、
	 ⑨2006年エリザベス女王	KM1001	 9種揃	 ￥135,000

122.	 1958／ 2008年　エリザベス女王像　1ソブリン金貨2種揃セット　2008年
	 1958年　KM908	 重量7.98グラム　品位.917　直径22.00ミリ　未使用
	 2008年　KM1002	 重量7.98グラム　品位.917　直径22.00ミリ　プルーフ	 2種揃	 ￥60,000

123.	 ダイアナ妃追悼記念　5ポンド金貨　1999年　KM997ｂ
	 重量39.94グラム　品位.917　直径38.61ミリ　発行数7,500枚	 プルーフ	 ￥155,000
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ハイチ
124.	 アメリカ建国200年記念　1000グルード金貨　1974年　KM118.1
	 重量13.00グラム　品位.900　直径32.00ミリ　発行数480枚	 プルーフ	 ￥50,000
125.	 革命10年＜マリー・ジャンヌ＞　100グルード金貨　1967年　KM69
	 重量19.75グラム　品位.900　直径30.00ミリ	 プルーフ	 ￥75,000

ハンガリー
126.	 ゴダーイ生誕85年記念　500フォリント金貨　1967年　KM580
	 重量42.05グラム　品位.900　直径40.00ミリ　発行数1,000枚	 プルーフ	 ￥150,000
127.	 ゴダーイ生誕85年記念　1000フォリント金貨　1967年　KM581
	 重量84.10グラム　品位.900　直径50.00ミリ　発行数500枚	 プルーフ	 ￥300,000

香港
128.	 記念1000ドル金貨2種揃プルーフセット
	 エリザベス女王ご来訪記念	 1975年　KM38　重量15.97グラム　品位.917　直径28.40ミリ　発行数5,000枚
	 香港返還記念	 1997年　KM71　重量15.97グラム　品位.917　直径28.40ミリ　発行数97,000枚
	 贈呈用ケース入	 2種揃プルーフ	 ￥110,000

アイルランド
129.	 ジョージ3世像　1/2ペニー銅貨　1775年　KM140
	 重量9.82グラム　直径28.80ミリ	 プルーフ	 ￥30,000
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イラン
130.	 ライオン図　5パーレビ金貨　SH1351（1972年）　KM1164
	 重量40.67グラム　品位.900　直径40.00ミリ　発行数2,500枚	 未使用	 ￥155,000
131.	 皇帝戴冠式記念　2000リアル金貨　1971年　KM1192
	 重量26.06グラム　品位.900　直径40.20ミリ　発行数9,805枚	 プルーフ	 ￥105,000

英領マン島
132.	 領有200年＜三脚の紋章図＞　5ポンド金貨　1965年　KM17
	 重量39.94グラム　品位.917　直径36.00ミリ　発行数1,000枚	 プルーフ	 ￥150,000
133.	 バイキング図　5ポンド金貨　1974年　KM29
	 重量39.81グラム　品位.917　直径36.10ミリ　発行数2,500枚	 プルーフ	 ￥155,000

134.	 モスクワオリンピック＜走者他各種競技図＞　1クラウン金貨　1980年　KM65b
	 重量39.80グラム　品位.917　直径38.50ミリ　発行数1,500枚	 プルーフ	 ￥150,000
135.	 モスクワオリンピック＜槍投げ他各種競技図＞　1クラウン金貨　1980年　KM66b
	 重量39.80グラム　品位.917　直径38.50ミリ　発行数1,500枚	 プルーフ	 ￥150,000
136.	 モスクワオリンピック＜柔道他各種競技図＞　1クラウン金貨　1980年　KM67b
	 重量39.80グラム　品位.917　直径38.50ミリ　発行数1,500枚	 プルーフ	 ￥150,000
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イタリア帝国　ナポレオン王国
137.	 ナポレオン像　40リレ金貨　1814年　KM12　
	 重量12.90グラム　品位.900　直径26.10ミリ	 普	 ￥45,000

ジャマイカ
138.	 エリザベス女王戴冠25年記念　250ドル金貨　1978年　KM78
	 重量43.22グラム　品位.900　直径40.00ミリ　発行数3,005枚	 プルーフ	 ￥165,000
139.	 チャールズ王子叙任10周年記念　250ドル金貨　1979年　KM83
	 重量43.22グラム　品位.900　直径40.00ミリ　発行数1,650枚	 プルーフ	 ￥165,000

ジャーシー
140.	 エリザベス女王銀婚記念　50ポンド金貨　1972年　KM43
	 重量22.63グラム　品位.917　直径31.00ミリ　発行数8,500枚	 未使用	 ￥90,000

クメール（カンボジア）
141.	 3面仏像図　50000リエル金貨　1974年　KM64
	 重量6.71グラム　品位.900　直径23.10ミリ　発行数2,300枚	 プルーフ	 ￥25,000

ラオス
142.	 金絲猴図　100000キープホログラム金貨　2004年　KM95
	 重量15.55グラム　品位.9999　直径27.00ミリ　発行数888枚	 プルーフ	 ￥60,000

レソト
143.	 独立記念＜モシューシュ国王像＞　3種揃金貨　1966年
	 1マロティ金貨　KM5　重量3.99グラム	 品位.917　直径19.30ミリ
	 2マロティ金貨　KM6　重量7.98グラム	 品位.917　直径21.80ミリ
	 4マロティ金貨　KM7　重量15.97グラム	 品位.917　直径28.30ミリ
	 ケースなし	 3種揃プルーフ	 ￥100,000
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リベリア
144.	 ダブマン大統領像　20ドル金貨　1964年　KM19
	 重量18.65グラム　品位.900　直径27.30ミリ　発行数10,000枚	 未使用	 ￥65,000

マルタ
145.	 ネプチューン図　50ポンド金貨　1972年　KM18
	 重量30.00グラム　品位.917　直径34.10ミリ　発行数16,000枚	 未使用	 ￥115,000
146.	 ネプチューン図　50ポンド金貨　1972年　KM18	 未使用	 ￥115,000

マーシャル諸島
147.	 独立記念　3種揃金貨　1986年
	 20ドル金貨	 KM3　重量3.11グラム	 品位.999　直径16.00ミリ　5,000枚
	 50ドル金貨	 KM4　重量7.77グラム	 品位.999　直径20.10ミリ　5,000枚
	 200ドル金貨	 KM5　重量31.10グラム	 品位.999　直径30.00ミリ　5,000枚
	 ケースなし	 3種揃プルーフ	 ￥165,000

メキシコ合 衆国
148.	 自由帽子と本と腕図　8エスクード金貨　1859年　KM383.7
	 重量27.07グラム　品位.875	 直径36.30ミリ	 極美／未	 ￥95,000

イル・ド・フランス（モーリシャス）
149.	 鷲と王冠図　10リーブル銀貨　1810年　KM1
	 重量26.94グラム	 直径39.50ミリ	 トーン　極美	 ￥90,000
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モンゴル
150.	 十二支干支動物＜戌年犬図＞　250トゥグリク銀貨　1994年　KM77
	 重量155.51グラム　品位.999　直径65.00ミリ　発行数200枚	 プルーフ	 ￥15,000

151.	 十二支干支動物＜亥年猪図＞　10000トゥグリク金貨　1995年　KM98
	 重量31.10グラム　品位.999　直径38.00ミリ　発行数300枚	 プルーフ	 ￥140,000
152.	 十二支干支動物＜子年鼠図＞　10000トゥグリク金貨　1996年　KM108
	 重量31.10グラム　品位.999　直径38.00ミリ　発行数300枚	 プルーフ	 ￥140,000

153.	 十二支干支動物＜丑年牛図＞　50000トゥグリク金貨　1997年　KM131
	 重量155.51グラム　品位.999　直径65.00ミリ　発行数25枚
	 保証書番号11	 プルーフ	 ￥600,000
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154.	 十二支干支動物＜丑年牛図＞　10000トゥグリク金貨　1997年　KM130
	 重量31.10グラム　品位.999　直径38.00ミリ　発行数300枚	 プルーフ	 ￥140,000
155.	 十二支干支動物＜寅年虎図＞　10000トゥグリク金貨　1998年　KM176
	 重量31.10グラム　品位.999　直径38.00ミリ　発行数250枚	 プルーフ	 ￥140,000
156.	 十二支干支動物＜卯年兎図＞　10000トゥグリク金貨　1999年　KM164
	 重量31.10グラム　品位.999　直径38.00ミリ　発行数250枚	 プルーフ	 ￥140,000

モナコ公国
157.	 アルバート1世像　100フラン金貨　1896年　KM105
	 重量32.25グラム　品位.900　直径35.10ミリ　発行数20,000枚	 美	 ￥125,000

ネパール
158.	 世界野生生物保護記念＜大インディアンサイ＞　1000ルピー金貨　1975年　KM844
	 重量33.43グラム　品位.900	 直径34.00ミリ　発行数2,167枚	 未使用	 ￥130,000
159.	 仏陀誕生　1アサルフィー金貨　1995年　KM1082
	 重量31.10グラム　品位.9999	 直径32.12ミリ　発行数2,500枚	 プルーフ	 ￥138,000

160.	 仏陀　1アサルフィー金貨　1997年　KM1099
	 重量31.10グラム　品位.9999　直径32.12ミリ　発行数2,500枚	 プルーフ	 ￥138,000
161.	 仏陀誕生　1/2アサルフィー金貨　1998年　KM1124
	 重量15.55グラム　品位.9999　直径27.00ミリ　発行数2,500枚	 プルーフ	 ￥70,000
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ニュージーランド
162.	 ジョージ5世　ワイタンギ条約記念　1クラウン銀貨　1935年　KM6
	 重量28.28グラム　品位.500　直径38.70ミリ　発行数364枚	 極美／未プルーフ	 ￥150,000

パナマ
163.	 バルボア生誕500年記念　500バルボア金貨　1975年　KM42
	 重量41.70グラム　品位.900　直径45.20ミリ　発行数9,824枚	 プルーフ	 ￥155,000

ペルー
164.	 女神座像　50ソル金貨　1965年　KM230
	 重量23.40グラム　品位.900　直径29.80ミリ　発行数23,000枚	 未使用	 ￥83,000
165.	 女神座像　50ソル金貨　1965年　KM230	 未使用	 ￥83,000
166.	 女神座像　100ソル金貨　1965年　KM231
	 重量46.80グラム　品位.900　直径37.10ミリ　発行数23,000枚	 未使用	 ￥168,000

ピトケアン諸島
167.	 バウンティ号反乱　250ドル金貨　1989年　KM6
	 重量15.98グラム　品位.917　直径28.40ミリ　発行数2,500枚
	 PCGSプラスチックケース入（PR68DCAM）	 プルーフ	 ￥52,000
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ポーランド
168.	 双頭の鷲図　10ズロチ（1 ｰ 1/2ルーブル）銀貨　1833年　Ｃ134
	 重量31.10グラム　品位.868　直径39.90ミリ	 美／極美	 ￥20,000

169.	 ボレスラウス1世追悼900年記念　金貨2種揃　1925年
	 10ズロチ金貨　Ｙ32　重量3.22グラム　品位.900　直径19.00ミリ
	 20ズロチ金貨　Ｙ33　重量6.45グラム　品位.900　直径21.00ミリ
	 ケースなし	 2種揃極美／未	 ￥35,000
170.	 ショパン記念　2000ズロチ金貨　1977年　Ｙ90
	 重量8.00グラム　品位.900　直径21.00ミリ　発行数4,000枚	 プルーフ	 ￥33,000

ポルトガル
171.	 ポルトガル・日本友好450周年記念　200エスクード金貨4種揃プルーフセット　1993年　KM−PS17
	 200エスクード金貨　重量27.20グラム　品位.917　直径36.00ミリ　発行数5,000セット
	 贈呈用ケース入	 4種揃プルーフ	 ￥350,000

ローデシア
172.	 エリザベス女王＜紋章図＞　5ポンド金貨　1966年　KM7
	 重量39.94グラム　品位.916　直径36.10ミリ　発行数3,000枚	 プルーフ	 ￥150,000
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ルーマニア
173.	 国家創建2050年記念　金・銀貨2種揃　1982年
	 500レイ金貨　KM99　重量8.00グラム　		品位.900　直径25.00ミリ　発行数7,500枚
	 100レイ銀貨　KM98　重量30.00グラム　品位.925　直径37.00ミリ　発行数7,500枚
	 ケースなし	 金・銀貨2種揃プルーフ	 ￥40,000

ロシア
174.	 王家記念　1−1/2ルーブル銀貨　1836年　Ｃ172.1
	 重量31.10グラム　品位.868　直径39.90ミリ　発行数50枚　珍品
	 通称ファミリールーブルと呼ばれる名品	 トーン　プルーフ状極美	￥1,000,000
175.	 ボロディノ記念碑建設記念　1−1/2ルーブル銀貨　1839年　Ｃ173.2
	 重量31.10グラム　品位.868　直径39.90ミリ　発行数6,000枚　珍品	 プルーフ状極美／未	 ￥800,000

176.	 ニコライ2世像　5ルーブル金貨　1897年　Ｙ62
	 重量4.30グラム　品位.900　直径18.60ミリ	 美	 ￥15,000
177.	 ニコライ2世像　5ルーブル金貨　1898年　Ｙ62	 美	 ￥15,000
178.	 ニコライ2世像　7ルーブル50カペイカ金貨　1897年　Ｙ63
	 重量6.45グラム　品位.900　直径21.50ミリ	 美	 ￥25,000
179.	 ニコライ2世像　7ルーブル50カペイカ金貨　1897年　Ｙ63	 美	 ￥25,000

180.	 ニコライ2世像　15ルーブル金貨　1897年　Ｙ65.2
	 重量12.90グラム　品位.900　直径24.50ミリ	 美	 ￥48,000
181.	 ニコライ2世像　15ルーブル金貨　1897年　Ｙ65.2	 美	 ￥48,000
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ソビエト連邦
182.	 第1次ロシア1000年史記念　貴金属貨6種完揃プルーフセット　1988年
	 150ルーブルプラチナ貨	 重量15.55グラム	 品位.999	 直径28.60ミリ　プルーフ
	 100ルーブル金貨	 重量17.29グラム	 品位.900	 直径30.00ミリ　プルーフ
	 50ルーブル金貨	 重量8.65グラム	 品位.900	 直径22.60ミリ　プルーフ
	 25ルーブルパラジウム貨	 重量31.10グラム	 品位.999	 直径37.00ミリ　プルーフ
	 3ルーブル銀貨	 重量31.10グラム	 品位.900	 直径39.00ミリ　プルーフ　2種
	 Ｙ210〜 215	 6種完揃プルーフ	 ￥180,000

183.	 バレリーナ＜白鳥の湖＞　25ルーブルパラジウム貨　1989年　Ｙ231
	 重量31.10グラム　品位.999　直径37.00ミリ　発行数3,000枚	 プルーフ	 ￥40,000
184.	 バレリーナ＜火の鳥＞　25ルーブルパラジウム貨　1990年　Ｙ239
	 重量31.10グラム　品位.999　直径37.00ミリ　発行数3,000枚	 プルーフ	 ￥40,000

185.	 バレリーナ＜アラベスク＞　25ルーブルパラジウム貨　1991年　Ｙ270
	 重量31.10グラム　品位.999　直径37.00ミリ　発行数30,000枚	 プルーフ	 ￥40,000
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ロシア連邦
186.	 オリンピック100年記念　10ルーブルパラジウム貨　1993年　Ｙ352
	 重量15.55グラム　品位.999　直径30.00ミリ　発行数7,500枚	 プルーフ	 ￥27,000

187.	 バレリーナ＜眠れる森の美女＞　100ルーブル（1キロ）銀貨　1995年　Ｙ434
	 重量1,112.70グラム　品位.900　直径100.00ミリ　発行数1,000枚	 プルーフ	 ￥80,000

西サモア
188.	 チャールズ・ダイアナご成婚記念　1000タラ金貨　1981年　KM46
	 重量33.95グラム　品位.917　直径38.70ミリ　発行数100枚　ケースなし	 プルーフ	 ￥130,000
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189.	 コンチキ号　金・パラジウム・銀貨　3種揃プルーフセット　1988年　KM−PS3
	 100タラ金貨	 重量7.50グラム	 品位.900　直径28.50ミリ
	 50タラパラジウム貨	 重量31.10グラム	 品位.999　直径34.00ミリ
	 10タラ銀貨	 重量31.10グラム	 品位.999　直径38.70ミリ
	 発行数3,500セット　贈呈用ケース入	 3種揃プルーフ	 ￥85,000

シンガポール
190.	 十二支干支＜寅年虎図＞　金・銀貨2種揃　1998年
	 250ドル金貨	 KM166　重量31.10グラム　品位.999　直径32.12ミリ　発行数7,600枚　プルーフ
	 10ドル銀貨	 KM165　重量62.20グラム　品位.999　直径40.70ミリ　発行数38,000枚　ピエフォ−プルーフ
	 各単品ケース入	 金・銀貨2種揃プルーフ	 ￥138,000

ソマリア
191.	 独立5周年＜オスマン大統領像＞　金貨4種揃　1965年
	 20シリング金貨	 KM10　2.80グラム	 品位.900　18.00ミリ　6,325枚
	 50シリング金貨	 KM11　7.00グラム	 品位.900　23.90ミリ　6,325枚
	 100シリング金貨	 KM12　14.00グラム	 品位.900　28.00ミリ　6,325枚
	 200シリング金貨	 KM13　28.00グラム	 品位.900　38.00ミリ　6,325枚
	 ケースなし	 4種揃プルーフ	 ￥185,000
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スペイン
192.	 カルロス4世像　2エスクード金貨　1796年　KM435.1
	 重量6.77グラム　品位.875　直径22.20ミリ	 極美	 ￥23,000

スウェーデン
193.	 グスタフ4世・アドルフ　1リスクダーレル銀貨　1805年　KM561
	 重量29.36グラム　品位.878　直径40.60ミリ	 普	 ￥6,000
194.	 カール14世・ヨハン　1リスクダーレル銀貨　1834年　KM632
	 重量34.00グラム　品位.750　直径38.80ミリ	 トーン　極美	 ￥15,000

195.	 オスカル1世　1リスクダーレル銀貨　1854年　KM667
	 重量34.00グラム　品位.750　直径39.00ミリ	 普	 ￥5,000
196.	 オスカル1世　1リスクダーレル銀貨　1857年　KM689
	 重量34.00グラム　品位.750　直径39.00ミリ	 美	 ￥10,000

スイス連邦
197.	 アルプス山脈と少女像　100フラン金貨　1925年　ＫＭ39
	 重量32.25グラム　品位.900　直径35.60ミリ　発行数5,000枚　稀品	 未使用	 ￥800,000
	 10、20、100フラン金貨が発行されていますが、100フランは1年号のみ発行されたため、稀少で人気が高くなっています。
近代連邦射撃祭記念貨
198.	 フライブルグ州　100フラン金貨　1934年　KM−XS19
	 重量25.90グラム　品位.900　直径31.00ミリ　発行数2,000枚	 未使用	 ￥150,000
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199.	 ルツェルン州　100フラン金貨　1939年　KM−XS21
	 重量17.50グラム　品位.900　直径28.00ミリ　発行数6,000枚	 未使用	 ￥60,000
現代射撃祭記念貨
200.	 チューリッヒ州射撃祭記念　500フラン金貨　2002年　KM−XS64
	 重量13.00グラム　品位.9999　直径37.00ミリ　発行数150枚	 プルーフ	 ￥80,000

スイス連邦射撃祭記念貨
201.	 グラウビュンデン州　4フランケン銀貨　1842年　KM17（KMＳ1）
	 重量28.40グラム　品位.880　直径39.60ミリ　発行数6,000枚	 トーン　未使用	 ￥100,000
202.	 グラルス州　40バッツェン銀貨　1847年　KM20（KMＳ2）
	 重量29.50グラム　品位.900　直径39.60ミリ　発行数3,200枚	 美	 ￥110,000

タイ王国
203.	 ラーマ4世＜ゾウ図＞　2バーツ銀貨　年号なし（1860年）　Ｙ12
	 重量30.20グラム　品位.900　直径37.00ミリ	 極美	 ￥50,000

204.	 シリキット王妃生誕36年記念　金貨3種揃　1968年
	 150バーツ金貨　Ｙ88　重量3.75グラム	 品位.900　直径17.00ミリ
	 300バーツ金貨　Ｙ89　重量7.50グラム	 品位.900　直径21.00ミリ
	 600バーツ金貨　Ｙ90　重量15.04グラム	 品位.900　直径27.00ミリ
	 ケースなし	 3種揃未使用	 ￥98,000

199 200

201 202

203

204
共通面



− 4� −

205.	 プミポル国王生誕50年記念　5000バーツ金貨　1977年　Ｙ122
	 重量30.00グラム　品位.900　直径30.10ミリ　発行数6,400枚	 未使用	 ￥120,000

ウガンダ
206.	 アフリカの真珠＜冠ツル図＞　5000シリング金貨　1981年　KM25
	 重量33.93グラム　品位.917　直径32.60ミリ　発行数100枚	 プルーフ	 ￥140,000

アメリカ合 衆国
207.	 女神頭像　20ドル金貨　1877年　KM74.3
	 重量33.43グラム　品位.900　直径34.00ミリ	 極美	 ￥135,000
208.	 女神立像　20ドル金貨　1924年　KM131
	 重量33.43グラム　品位.900　直径34.00ミリ	 極美／未	 ￥135,000

209.	 女神立像　20ドル金貨　1927年　KM131	 極美／未	 ￥135,000
210.	 女神立像　20ドル金貨　1927年　KM131	 極美／未	 ￥135,000

211.	 インディアン頭像　10ドル金貨　1908年　KM130
	 重量16.71グラム　品位.900　直径27.00ミリ	 極美	 ￥60,000
212.	 インディアン頭像　10ドル金貨　1909年　KM130	 極美	 ￥60,000
213.	 インディアン頭像　10ドル金貨　1910年　KM130　Ｓミント	 極美	 ￥60,000
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214.	 女神頭像　モルガンタイプ　1ドル銀貨　1878年　KM110
	 重量26.73グラム　品位.900　直径38.00ミリ　8TF
	 NGCプラスチックケース入（MS63）	 未使用	 ￥16,000

215.	 女神頭像　モルガンタイプ　1ドル銀貨　1878年　KM110
	 重量26.73グラム　品位.900　直径38.00ミリ　7TF	REV	OF	79
	 NGCプラスチックケース入（MS63）	 未使用	 ￥13,000
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216.	 女神頭像　モルガンタイプ　1ドル銀貨　1879年　KM110
	 重量26.73グラム　品位.900　直径38.00ミリ　Oミント
	 NGCプラスチックケース入（MS63）	 未使用	 ￥14,000

217.	 女神頭像　モルガンタイプ　1ドル銀貨　1880年　KM110
	 重量26.73グラム　品位.900　直径38.00ミリ　Oミント
	 NGCプラスチックケース入（MS63）	 未使用	 ￥27,000
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ハワイ
218.	 カラカウア王　1/2ドル銀貨　1883年　KM6　
	 重量12.50グラム　品位.900　直径30.60ミリ	 美	 ￥8,000

ウルグアイ
219.	 スペイン国王夫妻ご来訪記念　20000新ペソ金貨　1983年　KM132
	 重量20.00グラム　品位.900　直径29.90ミリ　発行数1,500枚　ケースなし	 プルーフ	 ￥70,000

古代ギリシャの貨幣
ブルティウム
220.	 ゼウスの月経冠頭像　青銅貨　213〜 207B.C.
	 重量8.65グラム	 直径22.20ミリ　裏面：槍と楯を持つ兵士	 美	 ￥15,000
シシリー
221.	 カルタゴの銅貨　B.C.3世紀末
	 重量5.06グラム	 直径20.00ミリ　表面：タニート像、裏面：馬図	 美	 ￥5,000
マケドニア
222.	 アレクサンダー3世大王　4ドラクマ銀貨　336〜 323B.C.
	 重量17.10グラム	 直径28.10ミリ	 美	 ￥20,000
アテッカ
223.	 アテナ・パルテノス像　4ドラクマ銀貨　145〜 144B.C.
	 重量16.72グラム	 直径32.10ミリ	 美	 ￥25,000
クシャン王朝
224.	 クラマグプタ1世　1スタテル金貨　414〜 455
	 重量8.12グラム	 直径20.10ミリ	 美／極美	 ￥85,000
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	━　各国　金・銀メダル他　━

エジプト
225.	 著名王及び王妃　5オンス純銀メダル3種揃プルーフセット　1987年
	 重量155.51グラム　品位.999　直径65.00ミリ　発行数500枚	 3種揃プルーフ	 ￥58,000

英国
226.	 第9回国際コイン博覧会＜ブリタニア座像＞　5オンス銀メダル　1987年
	 重量162.27グラム　品位.958　直径65.00ミリ　発行数500枚	 プルーフ	 ￥12,000

227.	 第10回国際コイン博覧会＜ブリタニア座像＞　5オンス金メダル　1988年
	 重量155.60グラム　品位.999　直径65.00ミリ　発行数25枚
	 裏面：ウイリアムとマリー	 プルーフ	 ￥700,000

225

226

227

（縮小）



− 47 −

228.	 第11回国際コイン博覧会＜ブリタニア座像＞　5オンス金メダル　1989年
	 重量155.60グラム　品位.999　直径65.00ミリ　発行数25枚
	 裏面：ソブリン金貨発行500年＜エリザベス1世ソブリン金貨図＞	 プルーフ	 ￥700,000

229.	 第11回国際コイン博覧会＜ブリタニア座像＞　5オンス銀メダル　1989年
	 重量155.60グラム　品位.958　直径65.00ミリ　発行数500枚	 プルーフ	 ￥12,000

230.	 第12回国際コイン博覧会＜ブリタニア座像＞　5オンス金メダル　1990年
	 重量155.60グラム　品位.999　直径65.00ミリ　発行数25枚	 プルーフ	 ￥700,000

228

229

230



− 48 −

イスラエル
231.	 第1回東京国際コイン・コンベンション記念　1オンスパラジウムメダル　1990年
	 重量31.10グラム　品位.999　直径37.00ミリ　発行数500枚	 プルーフ	 ￥55,000

ハワイ
232.	 カラカウア1世像　アロハゴールド5種揃プルーフセット
	 1/20オンス金メダル	 1987年　重量1.55グラム	 品位.999　直径13.00ミリ
	 1/10オンス金メダル	 1983年　重量3.11グラム	 品位.999　直径18.00ミリ
	 1/4オンス金メダル	 1987年　重量7.77グラム	 品位.999　直径21.00ミリ
	 1/2オンス金メダル	 1983年　重量15.55グラム	 品位.999　直径28.00ミリ
	 1オンス金メダル	 1988年　重量31.10グラム	 品位.999　直径34.00ミリ
	 1988年発行	 5種揃プルーフ	 ￥265,000
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パンダ・コイン

233.	 パンダ図　1オンス金貨　1982年　Ｙ43
	 重量31.10グラム　品位.999　直径32.00ミリ　15,815枚
	 PCGSプラスチックケース入（MS66）	 未使用	 ￥140,000

234.	 パンダ図　1オンス金貨　1982年　Ｙ43　
	 PCGSプラスチックケース入（MS68）	 完全未使用	 ￥150,000

第２部　LotNo.233 〜499　中国現代コイン　12：30 〜15：30（予定）
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235.	 パンダ図　1/2オンス金貨　1982年　Ｙ42
	 重量15.51グラム　品位.999　直径27.00ミリ　発行数13,399枚
	 PCGSプラスチックケース入（MS68）	 完全未使用	 ￥72,000

236.	 パンダ救済記念　10元銀貨　1983年　KM67　
	 重量27.00グラム　品位.900　直径38.60ミリ　発行数10,000枚
	 ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥30,000
237.	 パンダ救済記念　10元銀貨　1983年　KM67　ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥30,000

238.	 パンダ図　1000元（12オンス）金貨　1984年　KM92
	 重量373.24グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数250枚
	 エッジに製造番号＜150＞が加刻されています。	 プルーフ	￥2,200,000
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239.	 パンダ図　1000元（12オンス）金貨　1984年　KM92
	 エッジに製造番号＜183＞が加刻されています。	 プルーフ	￥2,200,000

240.	 パンダ救済記念　10元銀貨　1984年　KM87
	 重量27.00グラム　品位.900　直径38.60ミリ　発行数10,000枚　離竹
	 ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥8,000
241.	 パンダ救済記念　10元銀貨　1984年　KM87　離竹　ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥8,000

242.	 パンダ救済記念　10元銀貨　1984年　KM87　接竹	 プルーフ	 ￥8,000
243.	 パンダ救済記念　10元銀貨　1984年　KM87　接竹	 プルーフ	 ￥8,000
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244.	 パンダ救済記念　10元銀貨　1985年　KM114
	 重量27.00グラム　品位.900　重量38.60ミリ　発行数10,000枚
	 ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥10,000
245.	 パンダ救済記念　10元銀貨　1985年　KM114　ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥10,000

246.	 パンダ図　1000元（12オンス）金貨　1986年　KM136.1
	 重量373.24グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数2,550枚　保証書番号12	 プルーフ	￥1,600,000

247.	 パンダ金貨　5種完揃プルーフセット　1986年
	 5、10、25、50、100元金貨（1/20、1/10、1/4、1/2、1オンス）KM131〜 135
	 発行数10,000セット　保証書番号1891	 5種完揃プルーフ	 ￥250,000

248.	 パンダ図　100元プラチナ貨　1987年　KMA163
	 重量31.10グラム　品位.9995　直径32.00ミリ　発行数2,000枚　保証書番号660	 プルーフ	 ￥130,000
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249.	 パンダ図　500元（5オンス）金貨　1987年　KM164
	 重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数3,000枚　保証書番号1130	 プルーフ	 ￥660,000

250.	 パンダ図　1000元（12オンス）金貨　1987年　KM165
	 重量373.24グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数2,447枚　保証書番号420	 プルーフ	￥1,600,000

251.	 パンダ図　50元（5オンス）銀貨　1988年　KM188
	 重量155.51グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数11,000枚　保証書番号832	 プルーフ　￥7,000
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252.	 パンダ図　100元（12オンス）銀貨　1988年　KM189
	 重量373.24グラム　品位.999　直径80.00ミリ　発行数5,000枚
	 保証書番号2132	 プルーフ	 ￥18,000

253.	 パンダ図　100元（12オンス）銀貨　1988年　KM189　保証書番号974	 プルーフ	 ￥18,000

254.	 パンダ図　100元プラチナ貨　1988年　KM192
	 重量31.10グラム　品位.9995　直径32.00ミリ　発行数2,000枚
	 保証書番号1930	 プルーフ	 ￥130,000
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255.	 パンダ図　500元（5オンス）金貨　1988年　KM190
	 重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数2,400枚　保証書番号480	 プルーフ	 ￥660,000

256.	 パンダ図　1000元（12オンス）金貨　1988年　KM191
	 重量373.24グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数1,650枚　保証書番号555	 プルーフ	￥1,600,000

257.	 パンダ図　10元銀貨　1989年　KMA221
	 重量31.10グラム　品位.999　直径40.00ミリ　発行数25,000枚　保証書番号12225	 プルーフ　￥2,000
258.	 パンダ図　10元銀貨　1989年　KMA221　保証書番号12228	 プルーフ　￥2,000
259.	 パンダ図　10元銀貨　1989年　KMA221　保証書番号3638	 プルーフ　￥2,000
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260.	 パンダ図　50元パラジウム貨　1989年　KM227
	 重量31.10グラム　品位.999　直径34.00ミリ　発行数1,367枚　保証書番号600	 プルーフ	 ￥55,000
261.	 パンダ図　50元パラジウム貨　1989年　KM227　保証書なし　	 プルーフ	 ￥55,000

262.	 パンダ図　100元プラチナ貨　1989年　KM230
	 重量31.10グラム　品位.9995　直径32.00ミリ　発行数3,000枚　保証書番号999	 プルーフ	 ￥130,000

263.	 パンダ図　10元銀貨　1990年　KM276
	 重量31.10グラム　品位.999　直径40.00ミリ　発行数25,000枚　保証書番号6804	 プルーフ　￥2,000
264.	 パンダ図　10元銀貨　1990年　KM276　保証書番号6805	 プルーフ　￥2,000

265.	 パンダ図　10元銀貨　1990年　KM276　保証書番号6599	 プルーフ　￥2,000
266.	 パンダ図　10元銀貨　1990年　KM276　保証書番号6600	 プルーフ　￥2,000
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267.	 パンダ図　50元（5オンス）銀貨　1990年　KM273
	 重量155.51グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数4,000枚　保証書番号292	 プルーフ	 ￥20,000

268.	 パンダ図　100元（12オンス）銀貨　1990年　KM274
	 重量373.24グラム　品位.999　直径80.00ミリ　発行数2,500枚　保証書番号15	 プルーフ	 ￥40,000

269.	 パンダ図　1000元（12オンス）金貨　1990年　KM275
	 重量373.24グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数500枚　保証書番号195	 プルーフ	￥1,700,000
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270.	 パンダ図　1000元（12オンス）金貨　1990年　KM275　保証書番号201	 プルーフ	￥1,700,000

271.	 パンダ図　100元プラチナ貨　1990年　KM280
	 重量31.10グラム　品位.9995　直径32.00ミリ　発行数1,300枚　保証書番号3	 プルーフ	 ￥140,000

272.	 パンダ図　10元銀貨　1991年　KM386.2
	 重量31.10グラム　品位.999　直径40.00ミリ　発行数20,000枚　保証書番号831	 プルーフ　￥5,000
273.	 パンダ図　10元銀貨　1991年　KM386.2　保証書番号838	 プルーフ　￥5,000

274.	 パンダ図　10元銀貨　1991年　KM386.2　保証書番号1	 プルーフ　￥5,000
275.	 パンダ図　10元銀貨　1991年　KM386.2　保証書番号3	 プルーフ　￥5,000
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276.	 パンダ図　25元金銀2色貨プルーフ　1991年　KM348
	 核：金7.77グラム　品位.999、環：銀3.88グラム　品位.999　直径30.00ミリ　発行数2,000枚
	 保証書番号1024	 プルーフ	 ￥40,000

277.	 パンダ図　50元（5オンス）銀貨　1991年　KM353
	 重量155.51グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数5,000枚　保証書番号19	 プルーフ　￥7,000

278.	 パンダ図　100元（12オンス）銀貨　1991年　KM352
	 重量373.24グラム　品位.999　直径80.00ミリ　発行数2,500枚　保証書番号17	 プルーフ　￥18,000
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279.	 パンダ図　1000元（12オンス）金貨　1991年　KM355
	 重量373.24グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数101枚　保証書番号3	 プルーフ	￥1,800,000

280.	 パンダ図　1000元（12オンス）金貨　1991年　KM355　保証書番号24　	 プルーフ	￥1,800,000

281.	 パンダ図　1000元（12オンス）金貨　1992年　KM401
	 重量373.24グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数108枚　保証書番号30	 プルーフ	￥1,800,000
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282.	 パンダ金銀2色貨3種及び金銀2色メダル2種計5種完揃プルーフセット　1990〜 2年
	 10元金銀2色金貨（核：金3.11グラム	 品位.999、環：銀1.11グラム	 品位.999）直径23.00ミリ　1992年
	 25元金銀2色金貨（核：金7.77グラム	 品位.999、環：銀3.89グラム	 品位.999）直径30.00ミリ　1991年
	 50元金銀2色金貨（核：金15.55グラム	 品位.999、環：銀6.22グラム	 品位.999）直径36.00ミリ　1990年
	 金銀2色メダル　重量11.66グラム	（核：金7.77グラム	 品位.999、環：銀3.89グラム　品位.999）直径30.00ミリ　1991年
	 金銀2色メダル　重量21.77グラム	（核：金15.55グラム	 品位.999、環：銀6.22グラム　品位.999）直径30.00ミリ　1990年
	 発行数450セット　保証書番号104	 5種完揃　プルーフ	 ￥220,000

283.	 パンダ図　1000元（12オンス）金貨　1993年　KM482
	 重量373.24グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数70枚
	 エッジに製造番号＜15＞が加刻されています。	 プルーフ	￥1,800,000
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284.	 パンダ図　5元銀貨10枚シート　1994年　KM621
	 重量15.55グラム　品位.999　直径33.00ミリ　10枚シート	 未使用	 ￥15,000

285.	 パンダ図　1000元（12オンス）金貨　1994年　KM620
	 重量373.24グラム　品位.9999　直径70.00ミリ　発行数49枚
	 エッジに製造番号＜30＞が加刻されています。	 プルーフ	￥1,800,000

286.	 パンダ図　100元（12オンス）銀貨　1995年　KM720
	 重量373.24グラム　品位.999　直径80.00ミリ　発行数1,000枚　保証書番号16	 プルーフ	 ￥45,000
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287.	 パンダ図　100元（12オンス）銀貨　1995年　KM720
	 重量373.24グラム　品位.999　直径80.00ミリ　発行数1,000枚　保証書番号17	 プルーフ	 ￥45,000

288.	 パンダの親子図　500元金・銀2色貨プルーフ　1995年　KM728
	 核：金155.51グラム　品位.9999、環：銀62.20グラム　品位.999　直径80.00ミリ　発行数199枚
	 エッジに製造番号＜15＞が加刻されています。	 プルーフ　	￥1,200,000
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289.	 パンダの親子図　500元金・銀2色貨プルーフ　1995年　KM728
	 核：金155.51グラム　品位.9999、環：銀62.20グラム　品位.999　直径80.00ミリ　発行数199枚
	 エッジに製造番号＜42＞が加刻されています。	 プルーフ　	￥1,200,000

290.	 パンダ図　1000元（12オンス）金貨　1995年　KM721
	 重量373.24グラム　品位.9999　直径70.00ミリ　発行数49枚
	 エッジに製造番号＜15＞が加刻されています。	 プルーフ	￥1,800,000
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291.	 パンダ図　200元（1キロ）銀貨　1998年　KM1133
	 重量1,000.00グラム　品位.999　直径100.00ミリ　発行数1,998枚
	 保証書番号1596	 プルーフ	 ￥120,000

292.	 パンダ図　200元（1キロ）銀貨　1999年　KM1222
	 重量1,000.00グラム　品位.999　直径100.00ミリ　発行数2,002枚
	 保証書番号471	 プルーフ	 ￥120,000
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293.	 パンダ図　3000元（1キロ）金貨　2000年　KM1309
	 重量1,000.00グラム　品位.9999　直径90.00ミリ　発行数45枚
	 エッジに製造番号＜1＞が加刻されています。	 プルーフ	￥4,900,000

294.	 パンダ図　10000元（1キロ）金貨　2001年　KM1372
	 重量1,000.00グラム　品位.9999　直径90.00ミリ　発行数68枚
	 エッジに製造番号＜33＞が加刻されています。	 プルーフ	￥4,900,000
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295.	 パンダ図　300元（1キロ）銀貨　2002年
	 重量1,000.00グラム　品位.999　直径100.00ミリ　発行数4,000枚
	 保証書番号1022	 プルーフ	 ￥85,000

296.	 パンダ図　300元（1キロ）銀貨　2006年　KM1662
	 重量1,000.00グラム　品位.999　直径100.00ミリ　発行数4,000枚
	 保証書番号1676	 プルーフ	 ￥120,000
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記念コイン

297.	 建国30周年記念＜天安門＞　400元金貨　1979年　KM4
	 重量16.95グラム　品位.917　直径27.00ミリ　発行数70,000枚
	 PCGSプラスチックケース入（PR69CAM）	 プルーフ	 ￥69,000

298.	 建国30周年記念＜人民英雄碑＞　400元金貨　1979年　KM5
	 重量16.95グラム　品位.917　直径27.00ミリ　発行数70,000枚
	 PCGSプラスチックケース入（PR69CAM）	 プルーフ	 ￥69,000
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299.	 建国30周年記念＜毛沢東記念堂＞　400元金貨　1979年　KM6
	 重量16.95グラム　品位.917　直径27.00ミリ　発行数70,000枚
	 PCGSプラスチックケース入（PR67CAM）	 プルーフ	 ￥69,000

300.	 建国30周年記念＜人民大会堂＞　400元金貨　1979年　KM7
	 重量16.95グラム　品位.917　直径27.00ミリ　発行数70,000枚
	 PCGSプラスチックケース入（PR68CAM）	 プルーフ	 ￥69,000

301.	 国際児童年記念　450元金貨　1979年　KM9
	 重量17.17グラム　品位.900　直径27.00ミリ　発行数12,000枚
	 ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥65,000
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302.	 中国出土文物青銅器記念　金貨４種完揃プルーフセット　1981年
	 金象嵌豹図	 200元　KM46　重量8.47グラム	 品位.917　直径22.00ミリ　1,000枚
	 金象嵌双翼神獣図	 200元　KM47　重量8.47グラム	 品位.917　直径22.00ミリ　1,000枚
	 金銀象嵌雲文犀尊図	 400元　KM48　重量16.95グラム	 品位.917　直径27.00ミリ　1,000枚
	 象尊図	 800元　KM49　重量33.20グラム	 品位.917　直径33.00ミリ　1,000枚
	 オリジナル漆塗り木製ケース入　保証書番号187	 4種完揃プルーフ	￥1,500,000

303.	 マルコポーロ　100元金貨　1983年　KM80
	 重量11.00グラム　品位.900　直径23.00ミリ　発行数1,033枚
	 ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥45,000
304.	 マルコポーロ　金貨2種揃プルーフセット　1983年
	 10元金貨	 KM78　重量1.20グラム	 品位.900　直径10.00ミリ　発行数49,533枚
	 100元金貨	 KM80　重量11.00グラム	 品位.900　直径23.00ミリ　発行数1,033枚
	 　	 2種揃プルーフ	 ￥50,000

305.	 パンダ金貨発行5周年記念　50元銀貨　1987年　KM168
	 重量155.51グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数21,050枚
	 ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥7,000
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306.	 パンダ金貨発行5周年記念　銀貨2種揃プルーフセット　1987年
	 10元銀貨　KM167　重量31.10グラム	 品位.925　直径40.00ミリ　発行数30,720枚
	 50元銀貨　KM168　重量155.51グラム	 品位.999　直径70.00ミリ　発行数21,050枚
	 保証書番号16906	 2種揃プルーフ	 ￥23,000

307.	 ソウルオリンピック＜バレーボール＞　50元銀貨　1988年　KM205
	 重量155.50グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数3,898枚
	 保証書番号1746	 プルーフ	 ￥30,000

308.	 ソウルオリンピック＜女子剣舞＞　100元金貨　1988年　KM206
	 重量15.51グラム　品位.999　直径27.00ミリ　発行数5,500枚　保証書番号90	 プルーフ	 ￥60,000
309.	 珍稀動物＜金絲猴＞　100元金貨　1988年　KM214
	 重量8.00グラム　品位.917　直径23.00ミリ　発行数28,700枚
	 ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥30,000
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310.	 珍稀動物　金・銀貨　3種揃プルーフセット　1988年
	 金絲猴　100元金貨　KM214（重量8.00グラム　品位.917　直径23.00ミリ）
	 イルカ　10元銀貨　KM212、	トキ　10元銀貨　KM213（重量27.00グラム　品位.925　直径38.60ミリ）
	 保証書番号180	 3種揃プルーフ	 ￥30,000

311.	 建国40周年記念　1500元（20オンス）金貨　1989年　KM259
	 重量622.60グラム　品位.999　直径90.00ミリ　発行数105枚
	 エッジに製造番号＜30＞が刻印されています。	 プルーフ	￥3,000,000

 1949年10月1日、天安門で毛沢東主席が中華人民共和国の建国を宣言した場面を描いた＜開国大典＞が
 描かれています。
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312.	 児童救済　5元銀貨　1989年　KM260
	 重量22.22グラム　品位.900　直径36.00ミリ　発行数25,000枚	 プルーフ	 ￥2,000
313.	 児童救済　100元金貨　1989年　KM261
	 重量11.31グラム　品位.917　直径23.00ミリ　発行数3,000枚	 プルーフ	 ￥38,000

314.	 珍稀動物　金・銀貨　3種揃プルーフセット　1989年
	 華南虎　100元金貨　KM255（重量8.00グラム　品位.917　直径23.00ミリ）
	 梅花鹿　10元銀貨　KM254、	丹頂鶴10元銀貨　KM253（重量27.00グラム　品位.925　直径38.60ミリ）
	 保証書番号3	 3種揃プルーフ	 ￥30,000

315.	 世界文化人＜黄帝＞　100元金貨　1990年　KM309
	 重量11.31グラム　品位.917　直径23.00ミリ　発行数20,000枚
	 保証書番号540	 プルーフ	 ￥38,000

316.	 パンダ金貨発行10周年記念　10元銀貨ピエフォープルーフ　1991年　KM356
	 重量62.20グラム　品位.999　直径40.00ミリ　発行数10,000枚
	 保証書番号3	 ピエフォ−プルーフ	 ￥15,000
317.	 パンダ金貨発行10周年記念　10元銀貨ピエフォープルーフ　1991年　KM356
	 保証書番号30	 ピエフォ−プルーフ	 ￥15,000
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318.	 パンダ金貨発行10周年記念　10元銀貨ピエフォープルーフ　1991年　KM356
	 保証書番号7596	 ピエフォ−プルーフ	 ￥15,000

319.	 パンダ金貨発行10周年記念　50元金貨ピエフォープルーフ　1991年　KM357
	 重量31.10グラム　品位.999　直径27.00ミリ　発行数2,515枚
	 保証書番号330	 ピエフォ−プルーフ	 ￥250,000
320.	 パンダ金貨発行10周年記念　50元金貨ピエフォープルーフ　1991年　KM357
	 保証書番号333	 ピエフォープルーフ	 ￥250,000
321.	 パンダ金貨発行10周年記念　50元金貨ピエフォープルーフ　1991年　KM357
	 保証書番号1179	 ピエフォープルーフ	 ￥250,000

322.	 古代発明発見記念第1次　100元金貨5種完揃プルーフセット　1992年　KM415〜 419
	 重量31.10グラム　品位.999　直径32.00ミリ　発行数各1,000枚
	 保証書番号623、741、758、883、898	 5種完揃プルーフ	 ￥800,000
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323.	 台湾風景　5元銀貨4種完揃プルーフセット　1992年　KM322〜 325
	 重量15.00グラム　品位.900　直径33.00ミリ　発行数2,000セット
	 保証書番号1078	 4種完揃プルーフ	 ￥20,000

324.	 第3次珍稀動物＜雪豹／コウノトリ＞　10元銀貨　2種揃プルーフセット　1992年　KM454／ 455
	 重量27.00グラム　品位.925　直径38.60ミリ　発行数7,260セット
	 保証書番号151	 2種揃プルーフ	 ￥10,000

325.	 宋慶齢記念　金・銀貨2種揃プルーフセット　1993年
	 100元金貨	 KM539　重量8.00グラム	 品位.916　直径23.00ミリ　発行数2,000枚
	 10元銀貨	 KM537　重量30.00グラム	 品位.900　直径38.60ミリ　発行数2,000枚
	 保証書番号425	 2種揃プルーフ	 ￥110,000

326.	 中国出土文物青銅器記念　第3次　金貨4種完揃プルーフセット　1993年
	 豕尊図	 25元	 KM571　重量8.49グラム	 品位.916　直径22.00ミリ　発行数500枚
	 馬俑図	 25元	 KM572　重量8.49グラム	 品位.916　直径22.00ミリ　発行数500枚
	 人形燈図	 50元	 KM573　重量16.98グラム	 品位.916　直径27.00ミリ　発行数500枚
	 牛燈図	 100元	 KM574　重量33.95グラム	 品位.916　直径32.00ミリ　発行数500枚
	 保証書番号21	 4種完揃プルーフ	 ￥500,000
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327.	 孔雀図　100元金貨　1993年　KM598
	 重量31.13グラム　品位.999　直径32.00ミリ　発行数1,200枚　保証書番号975	 プルーフ	 ￥150,000
328.	 中国古代発明発見＜太極圏＞　100元金貨　1993年　KM508
	 重量31.10グラム　品位.999　直径32.00ミリ　発行数300枚　保証書番号90	 プルーフ	 ￥200,000

329.	 観世音菩薩　金貨5種揃プルーフセット　1993年
	 5元金貨	 KM546　重量1.55グラム	 品位.999　直径14.00ミリ　発行数960枚
	 10元金貨	 KM547　重量3.11グラム	 品位.999　直径18.00ミリ　発行数960枚
	 25元金貨	 KM549　重量7.77グラム	 品位.999　直径22.00ミリ　発行数960枚
	 50元金貨	 KM550　重量15.55グラム	 品位.999　直径27.00ミリ　発行数960枚
	 100元金貨	 KM551　重量31.10グラム	 品位.999　直径32.00ミリ　発行数960枚
	 保証書番号154	 5種揃プルーフ	 ￥300,000

330.	 鳥シリーズ＜カササギ＞　10元（12角形）銀貨　1994年　KM671
	 重量20.73グラム　品位.900　直径36.00ミリ　発行数3,900枚　保証書番号450	 プルーフ		　￥3,000
331.	 鳥シリーズ＜カササギ＞　100元（12角形）金貨　1994年　KM672
	 重量16.98グラム　品位.916　直径27.00ミリ　発行数1,300枚　保証書番号480	 プルーフ　￥70,000
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332.	 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
	 重量27.00グラム　品位.925　直径38.60ミリ　発行数各7,000枚　諸葛亮、劉備、関羽、張飛
	 保証書番号1011	 4種完揃プルーフ	 ￥40,000

333.	 第1次三国志記念＜桃園三結義＞　50元（5オンス）銀貨　1995年　KM852
	 重量155.51グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数500枚　保証書番号3	 プルーフ	 ￥100,000

334.	 第1次三国志記念　100元金貨4種完揃プルーフセット　1995年　KM853〜 856
	 重量31.10グラム　品位.999　直径32.00ミリ　発行数各1,500枚　劉備、諸葛亮、関羽、張飛
	 保証書番号3	 4種完揃プルーフ	 ￥800,000
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335.	 第1次三国志記念＜桃園三結義＞　500元（5オンス）金貨　1995年　KM857
	 重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数103枚
	 エッジに製造番号＜24＞が加刻されています。	 プルーフ	￥3,000,000

336.	 第1次黄河文化　10元銀貨4種揃プルーフセット　1995年　　KM840〜 843
	 重量27.00グラム　品位.925　直径38.60ミリ　保証書番号1560	 4種揃プルーフ	 ￥20,000

337.	 第1次黄河文化　50元（5オンス）銀貨　1995年　KM845
	 重量155.51グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数500枚
	 保証書番号240	 プルーフ	 ￥100,000
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338.	 第1次黄河文化＜女媧補天＞　500元（5オンス）金貨　1995年　KM846
	 重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数99枚
	 エッジに製造番号＜3＞が加刻されています。	 プルーフ	￥2,000,000

339.	 シルクロード　5元銀貨4種揃プルーフセット　1995年　KM866〜 869
	 重量22.22グラム　品位.900　直径36.00ミリ　保証書番号1740	 4種揃プルーフ	 ￥8,000

340.	 シルクロード　50元金貨　1995年　KM870
	 重量11.31グラム　品位.916　直径23.00ミリ　発行数10,000枚　保証書番号555	 プルーフ　￥38,000
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341.	 鳥シリーズ＜鷹＞　10元（12角形）銀貨　1995年　KM871
	 重量20.73グラム　品位.900　直径36.00ミリ　発行数2,905枚
	 保証書番号1530	 プルーフ	 ￥3,000
342.	 鳥シリーズ＜鷹＞　100元（12角形）金貨　1995年　KM872
	 重量16.98グラム　品位.916　直径27.00ミリ　発行数1,005枚
	 保証書番号456	 プルーフ	 ￥70,000

343.	 第2次三国志記念　10元銀貨4種完揃プルーフセット　1996年　KM959〜 962
	 重量27.00グラム　品位.925　直径38.60ミリ　発行数各7,000枚
	 保証書番号1200	 4種完揃プルーフ	 ￥40,000

344.	 第2次三国志記念　50元銀貨　1996年　KM964
	 重量155.51グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数500枚　保証書番号120	 プルーフ	 ￥50,000
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345.	 第2次三国志記念　50元銀貨　1996年　KM964　保証書番号155　	 プルーフ	 ￥50,000

346.	 第2次三国志記念　50元銀貨　1996年　KM964　保証書番号136　	 プルーフ	 ￥50,000

347.	 第2次三国志記念＜官渡の戦い＞　500元（5オンス）金貨　1996年　KM965
	 重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数99枚
	 エッジに製造番号＜39＞が加刻されています。	 プルーフ	￥3,000,000
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348.	 長江三峡記念　20元銀貨4種揃プルーフセット　1996年
	 KM966〜 969　重量62.20グラム　品位.999　直径55.00ミリ×36.00ミリ　発行数各8,000枚
	 保証書番号4047	 4種揃プルーフ	 ￥40,000

349.	 第3次三国志記念　10元銀貨4種完揃プルーフセット　1997年
	 重量27.00グラム　品位.925　直径38.60ミリ　発行数各10,000枚
	 保証書番号3600	 4種完揃プルーフ	 ￥30,000
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350.	 第3次三国志記念　10元銀貨4種完揃プルーフセット　1997年
	 保証書番号3754	 4種完揃プルーフ	 ￥30,000

351.	 第3次三国志記念　50元（5オンス）銀貨　1997年　KM1088
	 重量155.51グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数1,500枚　保証書番号360	プルーフ	 ￥30,000

352.	 第3次三国志記念＜赤壁の戦い＞　500元（5オンス）金貨　1997年　KM857
	 重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数172枚
	 エッジに製造番号＜66＞が加刻されています。	 プルーフ	￥3,000,000
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353.	 第2次黄河文化　10元銀貨4種揃プルーフセット　1997年　KM1077〜 1080
	 重量27.00グラム　品位.925　直径38.60ミリ　保証書番号2400	 4種揃プルーフ	 ￥20,000

354.	 第2次黄河文化　10元銀貨4種揃プルーフセット　1997年　KM1077〜 1080
	 保証書番号3117	 4種揃プルーフ	 ￥20,000

355.	 第2次黄河文化　50元（5オンス）銀貨　1997年　KM1082
	 重量155.51グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数1,000枚
	 保証書番号777	 プルーフ	 ￥20,000
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356.	 第2次黄河文化＜后羿射日＞　500元（5オンス）金貨　1997年　KM1083
	 重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数156枚
	 エッジに製造番号＜49＞が加刻されています。	 プルーフ	￥2,000,000

357.	 珍稀動物＜白イルカ＞　50元金貨　1997年　KM1040
	 重量15.55グラム　品位.999　直径27.00ミリ　発行数30,000枚
	 保証書番号10242	 プルーフ	 ￥75,000

358.	 香港返還1周年記念　20元銀貨4種揃プルーフセット　1998年
	 重量62.20グラム　品位.999　直径55.00ミリ×36.00ミリ
	 保証書番号11250	 4種揃プルーフ	 ￥30,000

359.	 香港返還1周年記念　20元銀貨4種揃プルーフセット　1998年
	 保証書番号11423	 4種揃プルーフ	 ￥30,000

※75％縮小
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360.	 ミレニアム記念　50元銀貨　2000年
	 重量155.51グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数10,000枚
	 保証書番号1333	 プルーフ	 ￥15,000

361.	 中国石窟芸術　50元（5オンス）銀貨　2001年　KM1390
	 重量155.51グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数8,000枚
	 保証書番号228	 プルーフ	 ￥30,000

362.	 中国古典文学＜紅楼夢＞　10元カラー銀貨4種揃プルーフセット　2002年　KM1441〜 1444
	 重量31.10グラム　品位.999　直径40.00ミリ　発行数38,000セット
	 保証書番号27092	 2種揃プルーフ	 ￥22,000
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363.	 中国古典文学＜西遊記＞　10元カラー銀貨2種揃プルーフセット　2004年　KM1558、1559
	 重量31.10グラム　品位.999　直径40.00ミリ　発行数38,000セット
	 保証書番号27560	 2種揃プルーフ	 ￥11,000

364.	 中国古典文学＜西遊記＞　50元（5オンス）長方形カラー銀貨　2004年　KM1560
	 重量155.51グラム　品位.999　直径80.00ミリ×50.00ミリ　発行数10,000枚
	 保証書番号3585	 プルーフ	 ￥22,000

365.	 中国古典文学＜西遊記＞　2000元（5オンス）長方形カラー金貨　2004年　KM1562
	 重量155.51グラム　品位.999　直径64.00ミリ×40.00ミリ　発行数500枚
	 保証書番号373	 プルーフ	 ￥700,000
366.	 中国古典文学＜西遊記＞　2000元（5オンス）長方形カラー金貨　2005年　KM1632
	 重量155.51グラム　品位.999　直径64.00ミリ×40.00ミリ　発行数500枚
	 保証書番号421	 プルーフ	 ￥700,000
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中国歴史人物シリーズ

367.	 中国歴史人物＜始皇帝＞　100元金貨　1984年　KM102
	 重量11.31グラム　品位.916　直径23.00ミリ　発行数10,977枚　保証書番号3750	 プルーフ	 ￥40,000
368.	 中国歴史人物＜始皇帝＞　100元金貨　1984年　KM102　ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥40,000

369.	 中国歴史人物＜孔子＞　100元金貨　1985年　KM125
	 重量11.31グラム　品位.916　直径23.00ミリ　発行数8,558枚　保証書番号63	 プルーフ	 ￥40,000
370.	 中国歴史人物＜劉邦＞　100元金貨　1986年　KM145
	 重量11.31グラム　品位.916　直径23.00ミリ　発行数7,000枚　保証書番号5850	 プルーフ	 ￥40,000

371.	 中国歴史人物＜李世民＞　100元金貨　1987年　KM176
	 重量11.31グラム　品位.916　直径23.00ミリ　発行数5,854枚　保証書番号1185	 プルーフ	 ￥40,000
372.	 中国歴史人物＜趙匤胤＞　100元金貨　1988年　KM211
	 重量11.31グラム　品位.916　直径23.00ミリ　発行数3,104枚　保証書番号480	 プルーフ	 ￥40,000

373.	 中国歴史人物＜成吉思汗＞　100元金貨　1989年　KM252
	 重量11.31グラム　品位.916　直径23.00ミリ　発行数4,204枚　保証書番号420	 プルーフ	 ￥40,000
374.	 中国歴史人物＜朱元璋＞　100元金貨　1990年　KM314
	 重量11.31グラム　品位.916　直径23.00ミリ　発行数2,714枚　保証書番号345	 プルーフ	 ￥40,000

375.	 中国歴史人物＜則天武后＞　100元金貨　1992年　KM451
	 重量11.31グラム　品位.916　直径23.00ミリ　発行数2,504枚　保証書番号240	 プルーフ	 ￥40,000
376.	 中国歴史人物＜毛沢東＞　100元金貨　1993年　KM534
	 重量11.31グラム　品位.916　直径23.00ミリ　発行数4,500枚　保証書番号255	 プルーフ	 ￥40,000
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377.	 中国歴史人物（秦時代）　5元銀貨4種揃プルーフセット　1984年　KM98〜 101
	 重量22.22グラム　品位.900　直径36.00ミリ　保証書番号4170	 4種揃プルーフ	 ￥6,000

378.	 中国歴史人物（春秋戦国時代）　5元銀貨4種揃プルーフセット　1985年　KM121〜 124
	 重量22.22グラム　品位.900　直径36.00ミリ　保証書番号835	 4種揃プルーフ	 ￥6,000

379.	 中国歴史人物　5元銀貨4種揃プルーフセット　1986年　KM141〜 144
	 重量22.22グラム　品位.900　直径36.00ミリ　保証書番号10893	 4種揃プルーフ	 ￥6,000

380.	 中国歴史人物　5元銀貨4種揃プルーフセット　1987年　KM172〜 175
	 重量22.22グラム　品位.900　直径36.00ミリ　保証書番号20263	 4種揃プルーフ	 ￥6,000
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381.	 中国歴史人物　5元銀貨4種揃プルーフセット　1988年
	 重量22.22グラム　品位.900　直径36.00ミリ　保証書番号16060	 4種揃プルーフ	 ￥6,000

382.	 中国歴史人物　5元銀貨4種揃プルーフセット　1989年　KM248〜 251
	 重量22.22グラム　品位.900　直径36.00ミリ　保証書番号99	 4種揃プルーフ	 ￥6,000

383.	 中国歴史人物　5元銀貨4種揃プルーフセット　1990年　KM310〜 313
	 重量22.22グラム　品位.900　直径36.00ミリ　保証書番号3336	 4種揃プルーフ	 ￥6,000

384.	 中国歴史人物　5元銀貨4種揃プルーフセット　1991年　KM377〜 380
	 重量22.22グラム　品位.900　直径36.00ミリ　保証書番号90	 4種揃プルーフ	 ￥6,000
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385.	 中国歴史人物　5元銀貨4種揃プルーフセット　1992年　KM446〜 449
	 重量22.22グラム　品位.900　直径36.00ミリ　保証書番号1503	 4種揃プルーフ	 ￥6,000

386.	 中国歴史人物　5元銀貨4種揃プルーフセット　1993年　KM530〜 533
	 重量22.22グラム　品位.900　直径36.00ミリ　保証書番号750	 4種揃プルーフ	 ￥6,000

十二支干支動物コイン

387.	 十二支干支動物　亥年猪図　10元銀貨　1983年　KM73
	 重量15.00グラム　品位.850　直径33.00ミリ　発行数6,790枚　保証書なし	 プルーフ	 ￥20,000
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388.	 十二支干支動物　丑年牛図　150元金貨　1985年　KM120
	 重量8.00グラム　品位.917　直径23.00ミリ　発行数16,000枚
	 PCGSプラスチックケース入（PR68DCAM）	 プルーフ	 ￥27,000

389.	 十二支干支動物　寅年虎図　150元金貨　1986年　KM138
	 重量8.00グラム　品位.917　直径23.00ミリ　発行数5,480枚
	 PCGSプラスチックケース入（PR68DCAM）	 プルーフ	 ￥27,000
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390.	 十二支干支動物　卯年兎図　50元（5オンス）銀貨　1987年　KM170
	 重量155.50グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数4,000枚
	 保証書番号2087	 プルーフ	 ￥8,000

391.	 十二支干支動物　卯年兎図　150元金貨　1987年　KM171
	 重量8.00グラム　品位.917　直径23.00ミリ　発行数4,780枚
	 PCGSプラスチックケース入（PR68DCAM）	 プルーフ	 ￥25,000

392.	 十二支干支動物　辰年龍図　150元金貨　1988年　KM198
	 重量8.00グラム　品位.917　直径23.00ミリ　発行数7,600枚　保証書番号7366	 プルーフ　￥30,000
393.	 十二支干支動物　辰年龍図　150元金貨　1988年　KM198　ケース・保証書なし	 プルーフ　￥30,000
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394.	 十二支干支動物　辰年龍図　500元（5オンス）金貨　1988年　KM199
	 重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数3,000枚
	 保証書番号1909	 プルーフ	 ￥700,000

395.	 十二支干支動物　巳年蛇図　10元銀貨　1989年　KM231
	 重量15.00グラム　品位.900　直径33.00ミリ　発行数15,000枚
	 保証書番号14071	 プルーフ	 ￥3,000
396.	 十二支干支動物　巳年蛇図　10元銀貨　1989年　KM231　保証書番号14083	 プルーフ	 ￥3,000
397.	 十二支干支動物　巳年蛇図　10元銀貨　1989年　KM231　保証書番号14099　	 プルーフ	 ￥3,000

398.	 十二支干支動物　巳年蛇図　50元（5オンス）銀貨　1989年　KM233
	 重量155.51グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数1,000枚　保証書番号439	 プルーフ	 ￥30,000
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399.	 十二支干支動物　巳年蛇図　150元金貨　1989年　KM237
	 重量8.00グラム　品位.917　直径23.00ミリ　発行数7,500枚　保証書番号1025	 プルーフ	 ￥27,000
400.	 十二支干支動物　巳年蛇図　150元金貨　1989年　KM237　保証書なし　	 プルーフ	 ￥27,000

401.	 十二支干支動物　巳年蛇図　500元（5オンス）金貨　1989年　KM238
	 重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数500枚　保証書番号479	 プルーフ	 ￥800,000

402.	 十二支干支動物　午年馬図　150元金貨　1990年　KM288
	 重量8.00グラム　品位.917　直径23.00ミリ　発行数7,500枚　保証書番号4843	 プルーフ	 ￥30,000

403.	 十二支干支動物　午年馬図　500元（5オンス）金貨　1990年　KM289
	 重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数505枚　保証書番号136	 プルーフ	 ￥800,000

403

401

402

399 400



− 96 −

404.	 十二支干支動物　未年羊図　500元（5オンス）金貨　1991年　KM367
	 重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数270枚　保証書番号112	 プルーフ	 ￥800,000

405.	 十二支干支動物　申年猿図　150元金貨　1992年　KM433
	 重量8.00グラム　品位.917　直径23.00ミリ　発行数5,000枚　保証書番号4890	 プルーフ	 ￥30,000

406.	 十二支干支動物　申年猿図　500元（5オンス）金貨　1992年　KM434
	 重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数103枚
	 エッジに製造番号＜94＞が加刻されています。	 プルーフ	 ￥900,000

407.	 十二支干支動物　酉年鶏図　10元（花形）銀貨　1993年　KM511
	 重量20.75グラム　品位.900　直径36.00ミリ　発行数6,800枚　保証書番号4500	 プルーフ	 ￥8,000
408.	 十二支干支動物　酉年鶏図　100元（花形）金貨　1993年　KM515
	 重量16.97グラム　品位.916　直径27.00ミリ　発行数2,300枚　保証書番号2250	 プルーフ	 ￥130,000
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409.	 十二支干支動物　酉年鶏図　500元（5オンス）金貨　1993年　KM517
	 重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数104枚
	 エッジに製造番号＜67＞が加刻されています。	 プルーフ	 ￥800,000

410.	 十二支干支動物　戌年犬図　10元（花形）銀貨　1994年　KM642
	 重量20.75グラム　品位.900　直径36.00ミリ　発行数6,800枚
	 保証書番号4500	 プルーフ	 ￥8,000
411.	 十二支干支動物　戌年犬図　10元（花形）銀貨　1994年　KM642　
	 保証書番号4445　	 プルーフ	 ￥8,000
412.	 十二支干支動物　戌年犬図　10元（花形）銀貨　1994年　KM642　
	 保証書番号4447　	 プルーフ	 ￥8,000

413.	 十二支干支動物　戌年犬図　100元（花形）金貨　1994年　KM647
	 重量16.97グラム　品位.916　直径27.00ミリ　発行数2,300枚　保証書番号1230	 プルーフ	 ￥130,000
414.	 十二支干支動物　亥年猪図　10元（花形）銀貨　1995年　KM752
	 重量20.75グラム　品位.900　直径36.00ミリ　発行数6,800枚　保証書番号6300	 プルーフ	 ￥8,000
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415.	 十二支干支動物　亥年猪図　10元（花形）銀貨　1995年　KM752
	 保証書番号6622	 プルーフ	 ￥8,000
416.	 十二支干支動物　亥年猪図　100元（花形）金貨　1995年　KM753
	 重量16.97グラム　品位.916　直径27.00ミリ　発行数2,300枚
	 保証書番号1800	 プルーフ	 ￥130,000

417.	 十二支干支動物　子年鼠図　10元（花形）銀貨　1996年　KM928
	 重量20.75グラム　品位.900　直径36.00ミリ　発行数6,800枚　保証書番号900	 プルーフ	 ￥6,000

418.	 十二支干支動物　子年鼠図　50元（5オンス）銀貨　1996年　KM926
	 重量155.51グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数1,004枚
	 保証書番号725	 プルーフ	 ￥30,000

419.	 十二支干支動物　子年鼠図　100元（花形）金貨　1996年　KM929
	 重量16.97グラム　品位.916　直径27.00ミリ　発行数2,300枚　
	 保証書番号1500	 プルーフ	 ￥180,000
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420.	 十二支干支動物　丑年牛図　10元（花形）銀貨　1997年　KM1014
	 重量23.03グラム　品位.900　直径36.00ミリ　発行数6,800枚
	 保証書番号3000	 プルーフ	 ￥3,000
421.	 十二支干支動物　丑年牛図　10元（花形）銀貨　1997年　KM1014
	 保証書番号6316　	 プルーフ	 ￥3,000

422.	 十二支干支動物　丑年牛図　50元（5オンス）銀貨　1997年　KM1011
	 重量155.51グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数1,004枚　保証書番号769	 プルーフ	 ￥30,000

423.	 十二支干支動物　丑年牛図　100元（花形）金貨　1997年　KM1015
	 重量15.55グラム　品位.916　直径27.00ミリ　発行数2,300枚　保証書番号2100	 プルーフ	 ￥130,000
424.	 十二支干支動物　丑年牛図　100元（花形）金貨　1997年　KM1015
	 保証書番号2300	 プルーフ	 ￥130,000

425.	 十二支干支動物　寅年虎図　10元（花形）銀貨　1998年　KM1148
	 重量20.73グラム　品位.900　直径36.00ミリ　発行数6,800枚　保証書番号4500	 プルーフ	 ￥5,000
426.	 十二支干支動物　寅年虎図　100元（花形）金貨　1998年　KM1149
	 重量15.55グラム　品位.999　直径27.00ミリ　発行数2,300枚　保証書番号2100	 プルーフ	 ￥135,000
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427.	 十二支干支動物　寅年虎図　500元（5オンス）金貨　1998年　KM1144
	 重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数103枚
	 エッジに製造番号＜40＞が加刻されています。	 プルーフ	￥2,000,000

428.	 十二支干支動物　卯年兎図　10元（花形）銀貨　1999年　KM1236
	 重量20.73グラム　品位.900　直径36.00ミリ　発行数6,800枚
	 保証書番号2700	 プルーフ	 ￥3,000
429.	 十二支干支動物　卯年兎図　100元（花形）金貨　1999年　KM1229
	 重量15.55グラム　品位.999　直径27.00ミリ　発行数2,300枚
	 保証書番号1320	 プルーフ	 ￥130,000

430.	 十二支干支動物　卯年兎図　500元（5オンス）金貨　1999年　KM1227
	 重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数99枚
	 エッジに製造番号＜54＞が加刻されています。	 プルーフ	￥2,000,000
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431.	 十二支干支動物　卯年兎図　500元（5オンス）金貨　1999年　KM1227
	 重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数99枚
	 エッジに製造番号＜64＞が加刻されています。	 プルーフ	￥2,000,000

432.	 十二支干支動物　辰年龍図　50元（扇形）金貨　2000年　KM1322
	 重量15.55グラム　品位.999　直径28.00×19.00ミリ　発行数6,600枚
	 保証書番号6392	 未使用	 ￥70,000

433.	 十二支干支動物　未年羊図　50元（5オンス）銀貨（長方形）　2003年　KM1484
	 重量155.51グラム　品位.999　直径80.00ミリ×50.00ミリ　発行数1,888枚
	 保証書番号1212	 プルーフ	 ￥30,000

434.	 十二支干支動物　申年猿図　200元（扇形）金貨　2004年　KM1554
	 重量15.55グラム　品位.999　直径28.00×19.00ミリ　発行数6,600枚
	 保証書番号4993	 未使用	 ￥70,000
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十二支1オンスシリーズ
100元（1オンス）プラチナ貨　規格：重量31.10グラム　品位.9995　直径32.00ミリ

435.	 辰年龍図　100元（1オンス）プラチナ貨　1988年　KM197
	 発行数2,000枚　保証書番号597	 プルーフ	 ￥200,000
436.	 巳年蛇図　100元（1オンス）プラチナ貨　1989年　KM236
	 発行数1,000枚　保証書番号198	 プルーフ	 ￥200,000

437.	 午年馬図　100元（1オンス）プラチナ貨　1990年　KM287
	 発行数2,000枚　保証書番号1350	 プルーフ	 ￥200,000
438.	 未年羊図　100元（1オンス）プラチナ貨　1991年　KM365
	 発行数500枚　保証書番号405	 プルーフ	 ￥500,000

439.	 申年猿図　100元（1オンス）プラチナ貨　1992年　KM430
	 発行数305枚　保証書番号150	 プルーフ	￥1,000,000
440.	 酉年鶏図　100元（1オンス）プラチナ貨　1993年　KM513
	 発行数300枚　保証書番号180	 プルーフ	￥1,000,000

441.	 戌年犬図　100元（1オンス）プラチナ貨　1994年　KM645
	 発行数302枚　保証書番号210	 プルーフ	￥1,000,000
442.	 亥年猪図　100元（1オンス）プラチナ貨　1995年　KM749
	 発行数303枚　保証書番号111	 プルーフ	￥1,000,000
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443.	 子年鼠図　100元（1オンス）プラチナ貨　1996年　KM923
	 発行数300枚　保証書番号150	 プルーフ	￥1,000,000
444.	 丑年牛図　100元（1オンス）プラチナ貨　1997年　KM1008
	 発行数198枚　保証書番号150	 プルーフ	￥1,000,000

445.	 寅年虎図　100元（1オンス）プラチナ貨　1998年　KM1143
	 発行数300枚　保証書番号150	 プルーフ	￥1,000,000
446.	 卯年兎図　100元（1オンス）プラチナ貨　1999年　KM1233
	 発行数300枚　保証書番号150	 プルーフ	￥1,000,000

447.	 卯年兎図　100元（１オンス）プラチナ貨　1999年　KM1233
	 発行数300枚　保証書番号159	 プルーフ	￥1,000,000

100元（1オンス）金貨　規格：重量31.10グラム　品位.999　直径32.00ミリ

448.	 辰年龍図　100元（1オンス）金貨　1988年　KM196
	 発行数10,000枚　保証書番号6492	 プルーフ	 ￥150,000
449.	 巳年蛇図　100元（1オンス）金貨　1989年　KM235
	 発行数3,000枚　保証書番号450	 プルーフ	 ￥150,000
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450.	 午年馬図　100元（1オンス）金貨　1990年　KM286
	 発行数6,000枚　保証書番号2610	 プルーフ	 ￥150,000
451.	 未年羊図　100元（1オンス）金貨　1991年　KM364
	 発行数1,900枚　保証書番号1503	 プルーフ	 ￥150,000

452.	 申年猿図　100元（1オンス）金貨　1992年　KM432
	 発行数1,900枚　保証書番号825	 プルーフ	 ￥150,000
453.	 酉年鶏図　100元（1オンス）金貨　1993年　KM516
	 発行数1,900枚　保証書番号1380	 プルーフ	 ￥150,000

454.	 戌年犬図　100元（1オンス）金貨　1994年　KM648
	 発行数1,900枚　保証書番号1166	 プルーフ	 ￥150,000
455.	 亥年猪図　100元（1オンス）金貨　1995年　KM748
	 発行数1,800枚　保証書番号1710	 プルーフ	 ￥150,000

456.	 子年鼠図　100元（1オンス）金貨　1996年　KM924
	 発行数1,304枚　保証書番号141	 プルーフ	 ￥150,000
457.	 丑年牛図　100元（1オンス）金貨　1997年　KM1009
	 発行数1,600枚　保証書番号450	 プルーフ	 ￥150,000
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458.	 寅年虎図　100元（1オンス）金貨　1998年　KM1142
	 発行数1,600枚　保証書番号390	 プルーフ	 ￥180,000
459.	 卯年兎図　100元（1オンス）金貨　1999年　KM1232
	 発行数1,600枚　保証書番号1350	 プルーフ	 ￥150,000

460.	 卯年兎図　100元（１オンス）金貨　1999年　KM1232
	 発行数1,600枚　保証書番号1370	 プルーフ	 ￥150,000

10元（1オンス）銀貨　規格：重量31.10グラム　品位.999　直径32.00ミリ

461.	 辰年龍図　10元（1オンス）銀貨　1988年　KMA193
	 発行数20,000枚　保証書番号19503	 プルーフ	 ￥3,000
462.	 巳年蛇図　10元（1オンス）銀貨　1989年　KM232
	 発行数6,000枚　保証書番号3960	 プルーフ	 ￥5,000

463.	 巳年蛇図　10元（1オンス）銀貨　1989年　KM232
	 発行数6,000枚　保証書番号1633　	 プルーフ	 ￥5,000
464.	 午年馬図　10元（1オンス）銀貨　1990年　KM283
	 発行数12,000枚　保証書番号4078	 プルーフ	 ￥3,000
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465.	 未年羊図　10元（1オンス）銀貨　1991年　KM361
	 発行数8,100枚　保証書番号600	 プルーフ	 ￥3,000
466.	 申年猿図　10元（1オンス）銀貨　1992年　KM428
	 発行数8,100枚　保証書番号3402	 プルーフ	 ￥3,000

467.	 酉年鶏図　10元（1オンス）銀貨　1993年　KM510
	 発行数9,000枚　保証書番号2430	 プルーフ	 ￥3,000
468.	 戌年犬図　10元（1オンス）銀貨　1994年　KM643
	 発行数8,000枚　保証書番号7530	 プルーフ	 ￥3,000

469.	 亥年猪図　10元（1オンス）銀貨　1995年　KM745
	 発行数8,000枚　保証書番号2430	 プルーフ	 ￥3,000
470.	 子年鼠図　10元（1オンス）銀貨　1996年　KM927
	 発行数8,000枚　保証書番号3600	 プルーフ	 ￥3,000

471.	 丑年牛図　10元（1オンス）銀貨　1997年　KM1013.1
	 発行数8,000枚　保証書番号555	 プルーフ	 ￥3,000
472.	 寅年虎図　10元（1オンス）銀貨　1998年　KM1138
	 発行数8,000枚　保証書番号2700	 プルーフ	 ￥3,000
473.	 卯年兎図　10元（1オンス）銀貨　1999年　KM1225
	 発行数8,000枚　保証書番号3630	 プルーフ	 ￥3,000
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記念メダル

474.	 第3回香港コインコンヴェンション記念　1オンス銀メダル　1984年
	 重量31.10グラム　品位.925　直径38.60ミリ　発行数1,000枚
	 ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥2,000

475.	 日中友好15周年パンダ図「トントンの母子」1オンス金メダル　1987年
	 重量31.103グラム　品位.999　直径32.00ミリ　発行数5,000枚	 プルーフ	 ￥125,000
476.	 日中友好15周年パンダ図「トントンの母子」1オンス金メダル　1987年
	 ケース・保証書なし	 プルーフ	 ￥125,000

477.	 日中友好15周年パンダ図「トントンの母子」1及び5オンス金メダル　1987年
	 １オンス　重量31.103グラム　品位.999　直径32.00ミリ　発行数5,000枚
	 ５オンス　重量155.51グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数1,500枚
	 	 2種揃プルーフ	 ￥800,000

478.	 中美友好＜パンダ図＞　1オンス金メダル　1987年
	 重量31.10グラム　品位.999　直径32.00ミリ　発行数3,000枚
	 ケースなし　保証書番号2499	 プルーフ	 ￥140,000
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479.	 第16回ニューヨーク国際貨幣展覧会記念　1オンス金メダル　1987年
	 重量31.10グラム　品位.999　直径32.00ミリ　発行数3,000枚　保証書番号1383	 プルーフ　￥140,000
480.	 第16回ニューヨーク国際貨幣展覧会記念　1オンスプラチナメダル　1987年
	 重量31.10グラム　品位.999　直径32.00ミリ　発行数1,000枚　保証書番号300	 プルーフ　￥130,000

481.	 サンフランシスコ国際貨幣展覧会記念　1オンス金メダル　1987年
	 重量31.10グラム　品位.999　直径32.00ミリ　発行数1,500枚
	 保証書番号1400	 未使用	 ￥140,000

482.	 大清鎮庫　5オンス銀メダル　1987年
	 重量155.51グラム　品位.999　直径80.00ミリ　発行数999枚　保証書番号591	 プルーフ	 ￥30,000

483.	 第1回香港貨幣展覧会記念　1オンス金メダル　1988年
	 重量31.10グラム　品位.999　直径32.00ミリ　発行数500枚　保証書番号162	 プルーフ	 ￥140,000
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484.	 サンフランシスコ国際貨幣展覧会記念　1オンス金メダル　1988年
	 重量31.10グラム　品位.999　直径32.00ミリ　発行数1,500枚　保証書番号90	 プルーフ	 ￥140,000
485.	 中国ドイツ友好　1オンス金メダル　1988年
	 重量31.10グラム　品位.999　直径32.00ミリ　発行数1,500枚　保証書番号1320	 プルーフ	 ￥140,000

486.	 第98回ANA記念　1オンスパラジウムメダル　1989年
	 重量31.10グラム　品位.999　直径34.00ミリ　発行数1,000枚　保証書番号465	 プルーフ　￥55,000

487.	 武財神像　銀メダル　1989年
	 重量103.12グラム　品位.999　直径60.00ミリ　発行数2,500枚
	 ケースなし　保証書番号990	 プルーフ	 ￥12,000

488.	 第18回ニューヨーク国際貨幣展　1/4オンス金メダル　1989年
	 重量7.77グラム　品位.999　直径22.00ミリ　発行数5,000枚　保証書番号900	 プルーフ	 ￥40,000
489.	 第18回ニューヨーク国際貨幣展　1オンス銀メダル　1989年
	 重量31.10グラム　品位.999　直径40.00ミリ　発行数4,000枚　保証書番号780	 プルーフ	 ￥3,000
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490.	 第2回香港貨幣展覧会記念　1/2オンス金メダル　1989年
	 重量15.55グラム　品位.999　直径27.00ミリ　発行数1,300枚
	 保証書番号300	 プルーフ	 ￥70,000
491.	 第2回香港貨幣展覧会記念　1オンス銀メダル　1989年
	 重量31.10グラム　品位.999　直径40.00ミリ　発行数1,500枚
	 保証書番号1050	 プルーフ	 ￥3,000

492.	 ミュンヘン国際貨幣展覧会記念　1/2オンス金メダル　1989年
	 重量15.55グラム　品位.999　直径27.00ミリ　発行数1,500枚　保証書番号777	 プルーフ	 ￥70,000

493.	 八仙献寿記念　5オンス銀メダル　1990年
	 重量155.51グラム　品位.999　直径70.00ミリ　発行数2,000枚
	 保証書番号1017	 プルーフ	 ￥20,000
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台 湾（中華民国）

494.	 孫文記念　2000円金貨　民国54年（1965年）　Ｙ542
	 重量30.00グラム　品位.900　直径33.00ミリ	 極美	 ￥105,000

495.	 蒋介石生誕80年記念　2000円金貨　民国55年（1966年）　Ｙ544
	 重量31.06グラム　品位.900　直径33.00ミリ	 極美／未	 ￥105,000
496.	 蒋介石生誕90周年記念　金メダル　民国65年（1976年）
	 重量15.00グラム　品位.900　直径24.90ミリ	 未使用	 ￥55,000

馬蹄銀（中国渡来銀貨）

497.	 湖北省造　靴型50両馬蹄銀　光緒元宝
	 重量1,712.00グラム	 美	 ￥150,000
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498.	 康記刻印　靴型50両馬蹄銀
	 重量1,882.00グラム	 美	 ￥160,000

499.	 合記銀足3刻印　靴型50両馬蹄銀
	 重量1,976.00グラム	 美	 ￥170,000
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旧1円銀貨　JNDA−近9　規格　重量26.96グラム　品位.900　直径38.58ミリ

500.	 旧1円銀貨　明治3年（1870年）　下増貝	 極美	 ￥40,000
501.	 旧1円銀貨　明治3年（1870年）　増貝円	 トーン　極美	 ￥40,000
502.	 旧1円銀貨　明治3年（1870年）	 極美／未	 ￥40,000
503.	 旧1円銀貨　明治3年（1870年）	 完全未使用	 ￥90,000

新1円銀貨（大型）　JNDA−近10　規格　重量26.96グラム　品位.900　直径38.60ミリ

504.	 新1円銀貨（大型）明治7年（1874年）後期・深彫　少脈　稀品
	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ￥200,000
505.	 新1円銀貨（大型）明治11年（1878年）右丸銀打ち　浅彫	 極美	 ￥70,000
506.	 新1円銀貨（大型）明治13年（1880年）	 トーン　極美／未	 ￥35,000
507.	 新1円銀貨（大型）明治15年（1882年）	 未使用−	 ￥60,000

第３部　LotNo.500〜749 日本銭　15：45 〜18：00（予定）
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508.	 新1円銀貨（大型）明治16年（1883年）	 未使用	 ￥50,000
509.	 新1円銀貨（大型）明治17年（1884年）	 トーン　極美	 ￥20,000
510.	 新1円銀貨（大型）明治17年（1884年）	 極美／未	 ￥30,000
511.	 新1円銀貨（大型）明治18年（1885年）	 極美／未	 ￥25,000
512.	 新1円銀貨（大型）明治18年（1885年）	 トーン　極美／未	 ￥25,000
513.	 新1円銀貨（大型）明治18年（1885年）	 未使用	 ￥50,000
514.	 新1円銀貨（大型）明治18年（1885年）	 未使用	 ￥50,000
515.	 新1円銀貨（大型）明治19年（1886年）前期	 極美	 ￥15,000
516.	 新1円銀貨（大型）明治19年（1886年）前期	 トーン　極美／未	 ￥20,000
517.	 新1円銀貨（大型）明治19年（1886年）前期	 極美／未	 ￥20,000
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518.	 新1円銀貨（大型）明治20年（1887年）	 トーン　極美	 ￥30,000

新1円銀貨（小型）JNDA−近10Ａ 　規格　重量26.96グラム　品位.900　直径38.10ミリ

519.	 新1円銀貨（小型）明治21年（1888年）	 極美／未	 ￥15,000
520.	 新1円銀貨（小型）明治21年（1888年）	 完全未使用	 ￥40,000
521.	 新1円銀貨（小型）明治22年（1889年）	 未使用	 ￥20,000
522.	 新1円銀貨（小型）明治22年（1889年）	 未使用＋	 ￥30,000
523.	 新1円銀貨（小型）明治24年（1891年）	 未使用	 ￥30,000
524.	 新1円銀貨（小型）明治24年（1891年）	 完全未使用	 ￥50,000
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525.	 新1円銀貨（小型）明治25年（1892年）　前期
	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用	 ￥160,000
526.	 新1円銀貨（小型）明治27年（1894年）	 未使用	 ￥10,000
527.	 新1円銀貨（小型）明治28年（1895年）　右丸銀打ち	 未使用	 ￥10,000
528.	 新1円銀貨（小型）明治28年（1895年）	 トーン　未使用	 ￥10,000
529.	 新1円銀貨（小型）明治28年（1895年）	 トーン　未使用	 ￥10,000
530.	 新1円銀貨（小型）明治29年（1896年）	 未使用	 ￥10,000
531.	 新1円銀貨（小型）明治29年（1896年）	 未使用	 ￥10,000
532.	 新1円銀貨（小型）明治30年（1897年）	 未使用	 ￥10,000
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533.	 新1円銀貨（小型）明治34年（1901年）　PCGSプラスチックケース入（MS64）	 未使用　￥30,000

534.	 新1円銀貨（小型）明治34年（1901年）	 完全未使用	 ￥20,000
535.	 新1円銀貨（小型）明治35年（1902年）	 完全未使用	 ￥30,000
536.	 新1円銀貨（小型）明治36年（1903年）	 完全未使用	 ￥15,000
537.	 新1円銀貨（小型）明治37年（1904年）	 完全未使用	 ￥15,000
538.	 新1円銀貨（小型）明治38年（1905年）	 未使用＋	 ￥20,000
539.	 新1円銀貨（小型）明治38年（1905年）	 完全未使用	 ￥15,000
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540.	 新1円銀貨（小型）明治41年（1908年）　稀年号	 極美／未	 ￥30,000
541.	 新1円銀貨（小型）明治45年（1912年）	 完全未使用	 ￥15,000

貿易銀　JNDA−近12　規格　重量27.22グラム　品位.900　直径38.58ミリ

542.	 貿易銀　明治10年（1877年）	 極美	 ￥150,000

旭日竜大型50銭銀貨　JNDA−近13　規格　重量12.50グラム　品位.800　直径32.20ミリ

543.	 旭日竜大型50銭銀貨　明治3年（1870年）	 極美	 ￥10,000
544.	 旭日竜大型50銭銀貨　明治3年（1870年）	 極美／未	 ￥20,000
545.	 旭日竜大型50銭銀貨　明治3年（1870年）	 未使用	 ￥25,000
546.	 旭日竜大型50銭銀貨　明治3年（1870年）	 未使用	 ￥25,000
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547.	 旭日竜大型50銭銀貨　明治4年（1871年）　前期・ハネ本	 未使用	 ￥45,000
548.	 旭日竜大型50銭銀貨　明治4年（1871年）　後期	 未使用	 ￥15,000
549.	 旭日竜大型50銭銀貨　明治4年（1871年）　後期	 未使用	 ￥15,000
550.	 旭日竜大型50銭銀貨　明治4年（1871年）　後期　稀品
	 止本短陽光粗葉腹大ウロコ	 美	 ￥150,000

旭日竜小型50銭銀貨　JNDA−近13Ａ　規格　重量12.50グラム　品位.800　直径31.00ミリ

551.	 旭日竜小型50銭銀貨　明治4年（1871年）小竜
	 NGCプラスチックケース入（MS62）	 極美／未	 ￥20,000

552.	 旭日竜小型50銭銀貨　明治4年（1871年）小竜	 完全未使用	 ￥30,000
553.	 旭日竜小型50銭銀貨　明治4年（1871年）大竜	 極美	 ￥100,000
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竜50銭銀貨　JNDA−近14　規格　重量13.48グラム　品位.800　直径30.90ミリ

554.	 竜50銭銀貨　明治6年（1873年）	 極美／未	 ￥15,000

555.	 竜50銭銀貨　明治6年（1873年）　NGCプラスチックケース入（MS61）	 極美／未	 ￥20,000

556.	 竜50銭銀貨　明治6年（1873年）	 未使用	 ￥30,000
557.	 竜50銭銀貨　明治6年（1873年）　長年	 極美	 ￥30,000
558.	 竜50銭銀貨　明治6年（1873年）　長年	 未使用	 ￥60,000
559.	 竜50銭銀貨　明治18年（1885年）　稀年号	 美	 ￥15,000
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560.	 竜50銭銀貨　明治18年（1885年）　稀年号
	 ANACSプラスチックケース入（AU50）	 極美	 ￥25,000

561.	 竜50銭銀貨　明治18年（1885年）　稀年号
	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 薄いトーン　極美／未	 ￥50,000
562.	 竜50銭銀貨　明治30年（1897年）	 未使用	 ￥10,000
563.	 竜50銭銀貨　明治30年（1897年）　上切リボン	 未使用	 ￥190,000
564.	 竜50銭銀貨　明治31年（1898年）	 未使用	 ￥10,000
565.	 竜50銭銀貨　明治35年（1902年）　稀年号	 トーン　極美／未	 ￥25,000
566.	 竜50銭銀貨　明治35年（1902年）　稀年号　平リボン	 美／極美	 ￥10,000
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567.	 竜50銭銀貨　明治36年（1903年）　稀年号	 未使用	 ￥35,000
568.	 竜50銭銀貨　明治37年（1904年）	 未使用	 ￥9,000
569.	 竜50銭銀貨　明治38年（1905年）	 未使用	 ￥9,000
570.	 竜50銭銀貨　明治38年（1905年）　上切リボン	 完全未使用	 ￥40,000

旭日50銭銀貨　JNDA−近15　規格　重量10.13グラム　品位.800　直径27.27ミリ

571.	 旭日50銭銀貨　明治39年（1906年）	 極美／未	 ￥8,000
572.	 旭日50銭銀貨　明治39年（1906年）	 完全未使用	 ￥30,000
573.	 旭日50銭銀貨　明治40年（1907年）	 完全未使用	 ￥12,000
574.	 旭日50銭銀貨　明治41年（1908年）	 完全未使用	 ￥12,000
575.	 旭日50銭銀貨　明治42年（1909年）	 完全未使用	 ￥12,000
576.	 旭日50銭銀貨　明治43年（1910年）	 未使用	 ￥9,000
577.	 旭日50銭銀貨　明治43年（1910年）	 完全未使用	 ￥12,000
578.	 旭日50銭銀貨　明治44年（1911年）	 完全未使用	 ￥12,000
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579.	 旭日50銭銀貨　大正3年（1914年）	 極美／未	 ￥10,000
580.	 旭日50銭銀貨　大正4年（1915年）	 完全未使用	 ￥30,000
581.	 旭日50銭銀貨　大正5年（1916年）	 完全未使用	 ￥5,000
582.	 旭日50銭銀貨　大正6年（1917年）	 完全未使用	 ￥5,000

小型50銭銀貨　JNDA−近17　規格　重量4.95グラム　品位.720　直径23.50ミリ

583.	 小型50銭銀貨　大正11年	（1922年）	 完全未使用	 ￥5,000
584.	 小型50銭銀貨　大正12年	（1923年）	 トーン　完全未使用	 ￥3,000
585.	 小型50銭銀貨　大正13年	（1924年）	 完全未使用	 ￥3,000
586.	 小型50銭銀貨　昭和4年	 （1929年）	 完全未使用	 ￥8,000
587.	 小型50銭銀貨　昭和5年	 （1930年）	 トーン　完全未使用	 ￥5,000
588.	 小型50銭銀貨　昭和8年	 （1933年）	 完全未使用	 ￥4,000
589.	 小型50銭銀貨　昭和13年	（1938年）　特年	 極美	 ￥10,000
590.	 小型50銭銀貨　昭和13年	（1938年）　特年	 トーン　未使用	 ￥20,000
591.	 小型50銭銀貨　昭和13年	（1938年）　特年	 トーン　完全未使用	 ￥30,000
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592.	 小型50銭銀貨16年号全揃セット
	 大正11年〜 15年、昭和3年〜 13年	 16年号全揃　極美〜未使用	 ￥30,000

旭日竜20銭銀貨　JNDA−近20　規格　重量5.00グラム　品位.800　直径24.00ミリ

593.	 旭日竜20銭銀貨　明治3年（1870年）	 極美	 ￥3,000
594.	 旭日竜20銭銀貨　明治3年（1870年）	 完全未使用	 ￥20,000
595.	 旭日竜20銭銀貨　明治3年（1870年）　明瞭ウロコ	 極美／未	 ￥8,000
596.	 旭日竜20銭銀貨　明治4年（1871年）	 完全未使用	 ￥15,000
597.	 旭日竜20銭銀貨　明治4年（1871年）　欠銭	 極美／未	 ￥15,000
598.	 旭日竜20銭銀貨　明治4年（1871年）　欠銭	 未使用	 ￥20,000
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竜20銭銀貨　JNDA−近21　規格　重量5.39グラム　品位.800　直径23.50ミリ

599.	 竜20銭銀貨　明治6年（1873年）　欠日	 トーン　美	 ￥20,000
600.	 竜20銭銀貨　明治8年（1875年）　前期	 極美	 ￥50,000
601.	 竜20銭銀貨　明治8年（1875年）　前期	 トーン　極美／未	 ￥100,000
602.	 竜20銭銀貨　明治8年（1875年）　後期	 普／美	 ￥8,000
603.	 竜20銭銀貨　明治8年（1875年）　後期	 美／極美	 ￥20,000
604.	 竜20銭銀貨　明治8年（1875年）　後期	 トーン　未使用	 ￥40,000

605.	 竜20銭銀貨　明治9年（1876年）　前期・ハネ明
	 NGCプラスチックケース入（MS62）	 極美／未	 ￥15,000

606.	 竜20銭銀貨　明治9年（1876年）　後期	 未使用	 ￥9,000
607.	 竜20銭銀貨　明治9年（1876年）　後期	 極美／未	 ￥5,000
608.	 竜20銭銀貨　明治18年（1885年）	 完全未使用	 ￥8,000
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609.	 竜20銭銀貨　明治21年（1888年）　特年	 トーン　極美／未	 ￥45,000
610.	 竜20銭銀貨　明治21年（1888年）　特年　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用	 ￥110,000
611.	 竜20銭銀貨　明治33年（1900年）　特年	 美／極美	 ￥12,000
612.	 竜20銭銀貨　明治34年（1901年）　特年　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美／未	 ￥150,000

旭日20銭銀貨　JNDA−近22　規格　重量4.05グラム　品位.800　直径20.30ミリ

613.	 旭日20銭銀貨　明治39年（1906年）　ANACSプラスチックケース入（MS62）	 極美／未	 ￥15,000

614.	 旭日20銭銀貨　明治41年（1908年）	 トーン　未使用	 ￥8,000
615.	 旭日20銭銀貨　明治43年（1910年）	 完全未使用	 ￥13,000
616.	 旭日20銭銀貨　明治44年（1911年）　特年	 極美	 ￥20,000
617.	 旭日20銭銀貨　明治44年（1911年）　特年	 極美／未	 ￥25,000
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旭日竜10銭銀貨　JNDA−近23　規格　重量2.50グラム　品位.800　直径17.57ミリ

618.	 旭日竜10銭銀貨　明治3年（1870年）	 未使用	 ￥11,000
619.	 旭日竜10銭銀貨　明治3年（1870年）	 完全未使用	 ￥22,000
620.	 旭日竜10銭銀貨　明治3年（1870年）　明瞭ウロコ	 極美／未	 ￥10,000
621.	 旭日竜10銭銀貨　明治3年（1870年）　明瞭ウロコ	 完全未使用	 ￥30,000

竜10銭銀貨　JNDA−近24　規格　重量2.70グラム　品位.800　直径17.57ミリ

622.	 竜10銭銀貨　明治6年（1873年）	 トーン　完全未使用	 ￥10,000
623.	 竜10銭銀貨　明治6年（1873年）　ハネ明	 極美／未	 ￥30,000
624.	 竜10銭銀貨　明治8年（1875年）　前期・ハネ明	 未使用	 ￥10,000
625.	 竜10銭銀貨　明治8年（1875年）　前期・ハネ明	 完全未使用	 ￥20,000
626.	 竜10銭銀貨　明治9年（1876年）	 完全未使用	 ￥10,000
627.	 竜10銭銀貨　明治10年（1877年）	 完全未使用	 ￥12,000
628.	 竜10銭銀貨　明治18年（1885年）	 未使用	 ￥4,000
629.	 竜10銭銀貨　明治20年（1887年）	 完全未使用	 ￥20,000
630.	 竜10銭銀貨　明治21年（1888年）	 完全未使用	 ￥10,000
631.	 竜10銭銀貨　明治35年（1902年）　特年	 未使用	 ￥70,000
632.	 竜10銭銀貨　明治35年（1902年）　特年　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用	 ￥75,000
633.	 竜10銭銀貨　明治38年（1905年）	 トーン　完全未使用	 ￥5,000

旭日10銭銀貨　JNDA−近25　規格　重量2.25グラム　品位.720　直径17.57ミリ

634.	 旭日10銭銀貨　明治44年（1911年）	 完全未使用	 ￥5,000
635.	 旭日10銭銀貨　大正元年（1912年）	 完全未使用	 ￥15,000
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旭日竜5銭銀貨　JNDA−近33　規格　重量1.25グラム　品位.800　直径16.15ミリ

636.	 旭日竜5銭銀貨　明治3年（1870年）	 トーン　未使用	 ￥40,000
637.	 旭日竜5銭銀貨　明治3年（1870年）　明瞭ウロコ	 美	 ￥75,000
638.	 旭日竜5銭銀貨　明治3年（1870年）　明瞭ウロコ	 極美	 ￥110,000
639.	 旭日竜5銭銀貨　明治3年（1870年）　	 美	 ￥20,000
640.	 旭日竜5銭銀貨　明治4年（1871年）	 極美	 ￥70,000

旭日大字5銭銀貨　JNDA−近34　規格　重量1.25グラム　品位.800　直径16.15ミリ

641.	 旭日大字5銭銀貨　明治4年（1871年）　前期	 極美	 ￥15,000
642.	 旭日大字5銭銀貨　明治4年（1871年）　前期	 極美／未	 ￥20,000
643.	 旭日大字5銭銀貨　明治4年（1871年）　後期	 未使用	 ￥15,000

竜5銭銀貨　JNDA−近35　規格　重量1.35グラム　品位.800　直径15.15ミリ

644.	 竜5銭銀貨　明治6年（1873年）	 未使用	 ￥4,000
645.	 竜5銭銀貨　明治6年（1873年）	 完全未使用	 ￥9,000
646.	 竜5銭銀貨　明治8年（1875年）　止銭	 極美／未	 ￥5,000
647.	 竜5銭銀貨　明治9年（1876年）　ハネ明	 完全未使用	 ￥10,000
648.	 竜5銭銀貨　明治10年（1877年）　ハネ明・長リボン	 未使用	 ￥15,000

菊5銭白銅貨　JNDA−近36　規格　重量4.67グラム　直径20.60ミリ

649.	 菊5銭白銅貨　明治22年（1889年）	 未使用	 ￥5,000
650.	 菊5銭白銅貨　明治28年（1895年）　特年　変色あり	 極美	 ￥15,000
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稲5銭白銅貨　JNDA−近37　規格　重量4.67グラム　直径20.60ミリ

651.	 稲5銭白銅貨　明治31年（1898年）	 未使用	 ￥8,000
652.	 稲5銭白銅貨　明治31年（1898年）　PCGSプラスチックケース入（MS64）	 未使用	 ￥10,000
653.	 稲5銭白銅貨　明治36年（1903年）　特年　変色あり	 極美	 ￥50,000

2銭銅貨　JNDA−近45　規格　重量14.26グラム　直径31.81ミリ

654.	 2銭銅貨　明治7年（1874年）　変色あり	 未使用	 ￥30,000
655.	 2銭銅貨　明治9年（1876年）　変色あり	 未使用	 ￥20,000
656.	 2銭銅貨　明治10年（1877年）　波ウロコ　変色あり	 極美／未	 ￥5,000
657.	 2銭銅貨　明治10年（1877年）　波ウロコ　変色あり	 未使用	 ￥8,000
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658.	 2銭銅貨　明治13年（1880年）　変色あり	 未使用	 ￥15,000
659.	 2銭銅貨　明治13年（1880年）　変色あり	 未使用	 ￥15,000

竜1銭銅貨　JNDA−近46　規格　重量7.13グラム　直径27.87ミリ

660.	 竜1銭銅貨　明治7年（1874年）　アゴヒゲ竜　変色あり	 極美	 ￥70,000
661.	 竜1銭銅貨　明治7年（1874年）　変色あり	 未使用	 ￥10,000
662.	 竜1銭銅貨　明治7年（1874年）　変色あり	 プルーフ状未使用	 ￥30,000
663.	 竜1銭銅貨　明治9年（1876年）　変色あり	 未使用	 ￥10,000
664.	 竜1銭銅貨　明治9年（1876年）　変色あり	 未使用	 ￥10,000
665.	 竜1銭銅貨　明治10年（1877年）　変色あり	 未使用	 ￥10,000
666.	 竜1銭銅貨　明治13年（1880年）　変色あり	 未使用	 ￥7,000
667.	 竜1銭銅貨　明治15年（1882年）　変色あり	 未使用	 ￥7,000
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668.	 竜1銭銅貨　明治16年（1883年）　変色あり	 未使用	 ￥7,000
669.	 竜1銭銅貨　明治17年（1884年）　変色あり	 未使用	 ￥7,000
670.	 竜1銭銅貨　明治18年（1885年）　変色あり	 未使用	 ￥7,000
671.	 竜1銭銅貨　明治19年（1886年）　変色あり	 未使用	 ￥7,000
672.	 竜1銭銅貨　明治20年（1887年）　変色あり	 未使用	 ￥7,000
673.	 竜1銭銅貨　明治21年（1888年）　変色あり	 未使用	 ￥5,000

稲1銭青銅貨　JNDA−近47　規格　重量7.13グラム　直径27.87ミリ

674.	 稲１銭青銅貨　明治32年（1899年）	 未使用	 ￥5,000
675.	 稲１銭青銅貨　明治34年（1901年）　変色あり	 未使用	 ￥8,000
676.	 稲１銭青銅貨　明治34年（1901年）　変色あり	 未使用	 ￥8,000
677.	 稲１銭青銅貨　明治34年（1901年）　変色あり	 完全未使用	 ￥10,000
678.	 稲１銭青銅貨　明治35年（1902年）　変色あり	 未使用	 ￥10,000
679.	 稲１銭青銅貨　明治35年（1902年）　変色あり	 未使用	 ￥10,000
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680.	 稲１銭青銅貨　大正2年（1913年）　変色あり	 完全未使用	 ￥6,000
681.	 稲１銭青銅貨　大正2〜 4年（1913〜 5年）　変色あり	 3年号揃　未使用	 ￥10,000

桐1銭青銅貨　JNDA−近48　規格　重量3.75グラム　直径23.03ミリ

682.	 桐１銭青銅貨　昭和4年（1929年）　変色あり	 未使用	 ￥5,000
683.	 桐１銭青銅貨　昭和4年（1929年）	 完全未使用	 ￥7,000
684.	 桐１銭青銅貨　昭和5年（1930年）　変色あり	 未使用	 ￥10,000

半銭銅貨　JNDA−近53　規格　重量3.56グラム　直径22.20ミリ

685.	 半銭銅貨　明治6年（1873年）　変色あり	 完全未使用	 ￥60,000
686.	 半銭銅貨　明治7年（1874年）　前期　変色あり	 未使用	 ￥30,000
687.	 半銭銅貨　明治7年（1874年）　後期　変色あり	 未使用	 ￥10,000
688.	 半銭銅貨　明治7年（1874年）　後期　変色あり	 プルーフ状未使用	 ￥20,000
689.	 半銭銅貨　明治10年（1877年）　角ウロコ　特年　変色あり	 美／極美	 ￥12,000
690.	 半銭銅貨　明治10年（1877年）　角ウロコ　特年　薄い変色あり	 極美	 ￥15,000
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691.	 半銭銅貨　明治12年（1879年）　変色あり	 極美	 ￥15,000
692.	 半銭銅貨　明治12年（1879年）　変色あり	 極美／未	 ￥35,000
693.	 半銭銅貨　明治16年（1883年）　21ウロコ　変色あり	 完全未使用	 ￥7,000
694.	 半銭銅貨　明治16年（1883年）　13ウロコ　変色あり	 完全未使用	 ￥7,000
695.	 半銭銅貨　明治18年（1885年）　変色あり	 完全未使用	 ￥3,000
696.	 半銭銅貨　明治20年（1887年）　変色あり	 未使用	 ￥6,000
697.	 半銭銅貨　明治21年（1888年）　変色あり	 未使用	 ￥60,000

１厘銅貨　JNDA−近55　規格　重量0.91グラム　直径15.75ミリ

698.	 1厘銅貨　明治8年（1875年）　後期　止明	 トーン　未使用	 ￥40,000

その他

699.	 通常菊50円ニッケル貨　昭和35年（1960年）　JNDA−現6
	 重量5.00グラム　直径25.00ミリ　特年　PCGSプラスチックケース入（MS65）	 未使用　￥10,000
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700.	 日本万国博覧会記念　100円白銅貨貨幣セット　昭和45年（1970年）　JNDA05−1
	 重量9.00グラム　直径28.00ミリ　発行数7,000セット
	 オリジナルプラスチックケース入	 未使用	 ￥15,000

701.	 昭和天皇御在位60年記念　10000円銀貨（180度・逆打ち）昭和61年（1986年）　JNDA−記10
	 重量20.00グラム　品位.999　直径35.00ミリ	 未使用	 ￥30,000

702.	 昭和44年（1969年）通常貨5種完揃未使用セット（海外向けミントセット）
	 1、5、10、50、100円の通常貨　発行数6,162セット
	 ＊初年号のミントセット	 	 ￥30,000
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703.	 昭和49年（1974年）通常貨5種完揃未使用セット（試作ミントセット）
	 1、5、10、50、100円の通常貨　カバーの色：赤　珍品
	 ＊1974年ミントセットは一般的には発行されていません。	 	 ￥100,000

704.	 昭和62年（1987年）通常貨6種　ミントセット及びプルーフセット
	 1、5、10、50、100、500円の通常貨	 2点揃	 ￥10,000
705.	 昭和62〜平成2年（1987〜 90年）4年号揃プルーフセット
	 1、5、10、50、100、500円の通常貨	 4点揃	 ￥8,000

706.	 未発行陶貨　3種揃セット　昭和20年（1945年）
	 10銭陶貨	 重量2.00グラム	 直径21.90ミリ
	 5銭陶貨	 重量1.30グラム	 直径18.00ミリ
	 1銭陶貨	 重量0.80グラム	 直径15.00ミリ	 3種揃セット	 ￥50,000
	 昭和20年に金属の不足により、1、5、10銭の陶貨が試作として多種製造されましたが、発行には至りませんでした。

（縮小） （縮小）
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古金銀類

707.	 天保大判金　ＪNDＡ−古5　鋳造期間　天保9年〜万延元年（1838〜 1860年）
	 量目165.38グラム　品位	金674／銀326　背極印「伊・次・丘」
	 元書　第十六代　後藤方乗墨書　発行数1,887枚　大珍品
	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美	 ￥5,200,000

 天保8年（1837年）、全国的に大凶作が襲い、江戸時代の代表的な＜天保の飢饉＞に見舞われた翌年に幕府より
 大判吹増が布達され、大判座の後藤家は久方ぶりに大判を製造しました。天保大判金は享保大判金に比べ、桐極
 印が大きく識別することが出来ます。また、発行数が少ないため稀少度が高くなっています。

707
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708.	 享保小判金　JNDA−古11Ａ　鋳造期間　正徳4年8月〜元文元年（1714〜 1736年）
	 量目17.78グラム　品位	金861／銀139	 美／極美	 ￥370,000
709.	 享保小判金　JNDA−古11Ａ	 美	 ￥320,000

710.	 元文小判金（真文小判金）　	JNDA−古12　鋳造期間　元文元年〜文政元年（1736〜 1818年）
	 量目13.00グラム　品位	金653／銀347　背極印「八・七」	 美	 ￥150,000
711.	 元文小判金　JNDA−古12　背極印「松・七」	 美	 ￥150,000

712.	 文政小判金（草文小判金）　JNDA−古13　鋳造期間　文政2年〜文政11年（1819〜 1828年）
	 量目　13.07グラム　品位　金559／銀441　背極印「九・神」	 美	 ￥120,000
713.	 文政小判金　JNDA−古13　背極印「仲・七」	 美	 ￥120,000
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714.	 文政小判金　JNDA−古13　背極印「九・吉」	 美	 ￥120,000
715.	 文政小判金　JNDA−古13　背極印「九・長」	 美	 ￥120,000

716.	 文政小判金　JNDA−古13　背極印「さ・東」	 美	 ￥120,000
717.	 天保小判金（保字小判金）　	JNDA−古14　鋳造期間　天保8年〜安政5年（1837〜 1858年）
	 量目11.20グラム　品位	金568／銀432　背極印「川・当」	 極美	 ￥135,000

718.	 安政小判金（正字小判金）　JNDA−古15　鋳造期間　安政6年（1859年）
	 量目　8.97グラム　品位　金570／銀430　背極印「大・長」　稀品	 美	 ￥450,000
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719.	 慶長一分判金　JNDA−古22　鋳造期間　慶長6年〜元禄8年（1601〜 1695年）
	 量目4.43グラム　品位	金857／銀143	 普／美	 ￥60,000
720.	 慶長一分判金　JNDA−古22	 美	 ￥80,000
721.	 宝永一分判金　JNDA−古24　鋳造期間　宝永7年〜正徳4年（1710〜 1714年）
	 量目2.33グラム　品位	金834／銀166	 美	 ￥60,000
722.	 享保一分判金　JNDA−古25Ａ　鋳造期間　享保元年〜元文元年（1716〜 1736年）
	 量目4.40グラム　品位	金861／銀139	 美	 ￥35,000
723.	 万延一分判金（ハネ分）　JNDA−古30　鋳造期間　万延元年〜慶応3年（1860〜 1867年）
	 量目0.82グラム　品位	金574／銀426	 極美	 ￥70,000
724.	 文政一朱判金（角一朱）　JNDA−古34　鋳造期間　文政7年〜天保3年（1824〜 1832年）
	 量目1.39グラム　品位	金123／銀877	 極美	 ￥50,000
725.	 文政一朱判金（角一朱）　JNDA−古34	 極美	 ￥50,000

726.	 明和五匁銀　JNDA−古35　鋳造期間　明和2年〜安永元年（1765〜 1772年）
	 量目18.75グラム　品位	銀460／銅540
	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美	 ￥120,000
727.	 古南鐐二朱銀　JNDA−古36　鋳造期間　明和9年〜文政7年（1772〜 1824年）
	 量目10.19グラム　品位	銀978／その他22	 普	 ￥8,000
728.	 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）
	 量目　2.63グラム　品位	銀989／その他11	 極美	 ￥10,000
729.	 明治一分銀（Bh4）JNDA−古41　鋳造期間　明治元年〜明治2年（1868〜 1869年）
	 量目8.66グラム　品位	銀807／その他193	 極美／未	 ￥40,000
730.	 元文丁銀　JNDA−古50　鋳造期間　元文元年〜文政元年（1736〜 1818年）
	 量目152.05グラム　品位	銀460／その他540	 美	 ￥35,000
731.	 和同開珎（銅）　和銅元年（708年）　量目2.80グラム　直径24.70ミリ
	 日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ￥110,000
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 近代金・銀貨

732.	 旧20円金貨　明治13年（1880年）　JNDA−近1
	 重量33.33グラム　品位.900　直径35.06ミリ　発行数103枚　大珍品
	 NGCプラスチックケース入（PF63）	 プルーフ状未使用	 ￥17,700,000

市場に出回っている旧20円金貨のほとんどは明治3年銘で、こちらの明治13年銘は発行数103枚と非常に少なく、状態
もほとんどがプルーフ状になっています。特別な関係に配布したものと思われ、現存数も数枚で、明治10年に次ぐ珍品
となっています。
	

733.	 旧20円金貨　明治3年（1870年）　JNDA−近1
	 重量33.33グラム　品位.900　直径35.06ミリ　発行数46,139枚　珍品
	 NGCプラスチックケース入（MS63）	 未使用	 ￥3,900,000
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734.	 旧10円金貨　明治4年（1871年）　JNDA−近2
	 重量16.66グラム　品位.900　直径29.42ミリ　稀品
	 NGCプラスチックケース入（MS64）	 未使用	 ￥490,000

735.	 旧5円金貨（縮小）　明治5年（1872年）　JNDA−近3Ａ
	 重量8.33グラム　品位.900　直径21.82ミリ	 未使用	 ￥160,000
736.	 旧5円金貨（縮小）　明治8年（1875年）　JNDA−近3Ａ　稀品	 プルーフ状未使用	 ￥420,000

737.	 旧2円金貨　明治3年（1870年）　JNDA−近4
	 重量3.33グラム　品位.900　直径17.48ミリ	 未使用	 ￥100,000
738.	 旧2円金貨　明治3年（1870年）　JNDA−近4	 未使用	 ￥100,000

739.	 旧1円金貨　明治4年（1871年）　JNDA−近5
	 重量1.67グラム　品位.900　直径13.51ミリ　後期	 未使用	 ￥45,000
740.	 旧1円金貨　明治4年（1871年）　JNDA−近5　後期	 未使用	 ￥45,000
741.	 旧1円金貨　明治4年（1871年）　JNDA−近5　後期	 未使用	 ￥45,000
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742.	 旧1円金貨　明治4年（1871年）　JNDA−近5　後期
	 財務省プラスチックケース入　ID番号12255	 美品B	 ￥35,000

新20円金貨　JNDA−近6　規格　重量16.67グラム　品位.900　直径28.78ミリ

743.	 新20円金貨　明治43年（1910年）
	 財務省プラスチックケース入　ID番号16232　外装（白）汚れあり	 美品A	 ￥130,000

744.	 新20円金貨　大正5年（1916年）	 未使用	 ￥130,000
745.	 新20円金貨　大正6年（1917年）	 未使用	 ￥130,000
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新10円金貨　JNDA−近7　規格　重量8.33グラム　品位.900　直径21.21ミリ

746.	 新10円金貨　明治30年（1897年）	 未使用	 ￥50,000
747.	 新10円金貨　明治34年（1901年）
	 財務省プラスチックケース入　ID番号22125　外装（白）汚れあり	 美品A	 ￥50,000

新5円金貨　JNDA−近8　規格　重量4.17グラム　品位.900　直径16.96ミリ

748.	 新5円金貨　明治45年（1912年）	 未使用	 ￥70,000
749.	 新5円金貨　明治30年（1897年）
	 財務省プラスチックケース入　ID番号29068　外装（白）汚れあり	 極美	 ￥80,000
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