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	日　本　JAPAN	 	 	

第2部　日本貨幣

第44回日本コインオークション
主催：（株）日本コインオークション

193ロット　７月29日（土）午前11時 30分〜（予定）

	7993	 萬年通宝(銅)　天平宝字4年(760)　4.3ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品	 ¥75,000
	7994	 隆平永宝(銅)　広穿長平　延暦15年(796)　3.1ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	 ¥70,000

	7995	 隆平永宝(銅)　延暦15年(796)　3.2ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品	 ¥50,000
	7996	 隆平永宝(銅)　延暦15年(796)　3.0ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品	 ¥45,000

	7997	 富壽神宝(銅)　小字　弘仁9年(818)　3.9ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付　	 美品	 ¥65,000
	7998	 富壽神宝(銅)　小字　弘仁9年(818)　3.2ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品	 ¥60,000
	7999	 承和昌宝(銅)　小字　承和2年(835)　2.3ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	 ¥100,000

	8000	 洪武通宝　背桂、永楽通宝　2枚組　要下見　返品不可	 佳品〜上品	 ¥2,000
	8001	 文政両面大黒豆板銀　7.5g			文政3年〜天保8年(1820〜1837)　古51	 美品	 ¥30,000
	8002	 文政両面大黒豆板銀　6.6g			文政3年〜天保8年(1820〜1837)　古51	 美品	 ¥24,000
	8003	 安政両面大黒豆板銀　4.8g　安政6年〜慶応元年(1859〜1865)　古53	 美品	 ¥20,000
	8004	 安政両面大黒豆板銀　6g　安政6年〜慶応元年(1859〜1865)　古53	 美品	 ¥15,000
	8005	 安政両面大黒豆板銀　4.6g　安政6年〜慶応元年(1859〜1865)　古53	 美品	 ¥15,000
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	8006	 佐渡小判金(高神)　17.87g　正徳4年〜元文元年(1714〜36)　古11B　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品＋	 ¥2,500,000

	8007	 真文二分判金　文政元年〜11年(1818〜28)　古18	 美品	 ¥40,000
	8008	 草文二分判金　文政11年〜天保3年(1828〜32)　古18A	 美品	 ¥35,000
	8009	 安政二分判金　安政3年〜万延元年(1856〜60)　古19　	 美品	 ¥10,000
	8010	 明治二分判金　逆打　明治元年〜2年(1868〜69)　古20A	 美品	 ¥30,000
	8011	 明治二分判金　4枚組　明治元年〜2年(1868〜69)　古20A　要下見　返品不可	 上品〜美品	 ¥14,000
	8012	 慶長一分判金　慶長6年〜元禄元年(1601〜95)　古22	 美品＋	 ¥70,000
	8013	 慶長一分判金　慶長6年〜元禄元年(1601〜95)　古22　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	 ¥55,000
	8014	 元禄一分判金　元禄8年〜宝永7年(1695〜1710)　古23　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	 ¥140,000
	8015	 元文一分判金　3枚組　元文元年〜文政元年(1736〜1818)　古26　要下見　返品不可	 美品	 ¥27,000
	8016	 天保一分判金　2枚組　天保8年〜安政5年(1837〜1858)　古28	 極美品	 ¥25,000

	8017	 万延一分判金　ハネ分　万延元年〜慶応3年(1860〜1867)　古30　日本貨幣商協同組合鑑定書付	
	 	 	 美品	 ¥50,000
	8018	 元禄二朱判金　元禄10年〜宝永7年(1697〜1710)　古31　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品＋	 ¥150,000
	8019	 天保一分銀　Sl型　跳分　天保8年〜安政元年(1837〜1854)　古39	 美品＋	 ¥6,000
	8020	 天保一分銀　Sr型　跳分　天保8年〜安政元年(1837〜1854)　古39	 美品＋	 ¥8,000
	8021	 庄内一分銀　Po型　古39A	 美品＋	 ¥9,000
	8022	 長島愛生園　十銭　ND(1931-489)　ハンセン病療養施設内通用銭　珍品	 美品	 ¥150,000
	8023	 長島愛生園　五銭　ND(1931-489)　ハンセン病療養施設内通用銭　珍品	 美品	 ¥150,000
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	8024	 旧10円金貨　明治4年(1871)　無輪　近2　NGC	MS64	 未使用品	 ¥500,000
	8025	 旧5円金貨　明治4年(1871)　有輪　近3　NGC	MS65	 未使用品＋	 ¥200,000
	8026	 旧5円金貨(縮小)　明治5年(1872)　近3　NGC	MS63	 未使用品	 ¥150,000

	8027	 旧5円金貨(縮小)　明治5年(1872)　近3　NGC	MS63	 未使用品−	 ¥130,000
	8028	 旧5円金貨(縮小)　明治8年(1875)　後期　近3　PCGS	MS66	 完全未使用品	 ¥220,000
	8029	 新20円金貨　大正7年(1918)　近6　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品	 ¥160,000

	8030	 新20円金貨　大正7年(1918)　近6　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 未使用品	 ¥160,000
	8031	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　欠貝様　近9　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 トーン美品＋	 ¥20,000

	8032	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　近9　	 トーン準未使用品	 ¥30,000
	8033	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　近9　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 トーン極美品	 ¥25,000

	8034	 旧1円銀貨　明治3年(1870)　有輪　近9　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品＋	 ¥20,000
	8035	 新1円銀貨(大型)　明治13年(1880)　左丸銀　近10Ｂ	 極美品	 ¥12,000
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	8036	 新1円銀貨(大型)　明治15年(1882)　近10	 トーン美品-	 ¥8,000
	8037	 新1円銀貨(大型)　明治19年(1886)　前期　近10	 トーン美品-	 ¥8,000

	8038	 新1円銀貨(小型)　明治21年(1888)　近10A　	 極美品	 ¥8,000
	8039	 新1円銀貨(小型)　明治21年(1888)　近10A　	 極美品	 ¥8,000

	8040	 新1円銀貨(小型)　明治22年(1889)　近10A　	 極美品＋	 ¥8,000
	8041	 新1円銀貨(小型)　明治28年(1895)　近10A　	 極美品＋	 ¥10,000

	8042	 新1円銀貨(小型)　明治28年(1895)　近10A　	 極美品−	 ¥6,000
	8043	 新1円銀貨(小型)　明治35年(1902)　近10A　	 準未使用品	 ¥10,000

	8044	 新1円銀貨(小型)　明治35年(1902)　近10A　スクラッチあり	 準未使用品	 ¥10,000
	8045	 新1円銀貨(小型)　明治37年(1904)　近10A　	 未使用品	 ¥10,000
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	8046	 新1円銀貨(小型)　明治39年(1906)　近10A　	 未使用品	 ¥10,000
	8047	 新1円銀貨(小型)　明治39年(1906)　近10A　	 未使用品-	 ¥10,000

	8048	 新1円銀貨(小型)　明治41年(1908)　近10A　	 準未使用品	 ¥18,000
	8049	 新1円銀貨(小型)　明治41年(1908)　近10A	 極美品＋	 ¥15,000

	8050	 旭日竜大型50銭銀貨　明治3年、　旭日竜小型50銭銀貨　明治4年　2枚組　要下見　返品不可
	 	 	 美品〜極美品	 ¥6,000
	8051	 旭日竜小型50銭銀貨　明治4年(1871)　小竜　近13A　	 極美品＋	 ¥4,000

	8052	 竜50銭銀貨　明治6年(1873)　近14　	 未使用品	 ¥10,000
	8053	 竜50銭銀貨　明治30年(1897)　下切　近14	 美品	 ¥1,500

	8054	 竜50銭銀貨　明治37年(1904)　近14　PCGS	MS64	 未使用品	 ¥10,000
	8055	 小型50銭銀貨　大正12年(1923)　近17　PCGS	MS66	 完全未使用品	 ¥3,000
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	8056	 竜20銭銀貨　明治21年(1888)　近21	 トーン極美品	 ¥30,000
	8057	 旭日20銭銀貨　明治42年(1909)　近22　PCGS	MS65	 完全未使用品	 ¥8,000
	8058	 竜10銭銀貨　明治10年(1877)　近24　ACCA	MS66	 未使用品＋	 ¥10,000

	8059	 旭日10銭銀貨　明治40年(1907)　近25　PCGS	MS62	 極美品＋	 ¥3,000
	8060	 竜5銭銀貨　明治6年(1873)　ハネ明　近35	 未使用品-	 ¥20,000
	8061	 竜5銭銀貨　明治6年(1873)、　嘉永一朱銀　2枚組　要下見　返品不可	 美品	 ¥2,000
	8062	 稲5銭白銅貨　明治36年(1903)　近37　	 美品-	 ¥25,000
	8063	 2銭銅貨　2枚組　明治6年(1873)　近45	 美品〜美品＋	 ¥10,000

	8064	 2銭銅貨　明治8年(1875)　近45　PCGS	MS64RD	 未使用品	 ¥20,000
	8065	 2銭銅貨　明治10年(1877)　波ウロコ　近45　PCGS	MS64RB	 未使用品	 ¥12,000

	8066	 2銭銅貨　明治15年(1882)　波ウロコ　近45　PCGS	MS64RB	 未使用品	 ¥12,000
	8067	 2銭銅貨　明治15年(1882)　波ウロコ　近45　PCGS	MS63RB	 未使用品	 ¥10,000
	8068	 2銭銅貨　3枚組　明治7年(1874)、明治13年(1880)、明治14年(1881)　近45　要下見　返品不可
	 	 	 クリーン美品〜クリーン極美品	 ¥4,000

	8069	 竜1銭銅貨　明治14年(1881)　大四　近46	 美品-	 ¥3,000
	8070	 稲1銭青銅貨　大正4年(1915)　近47　PCGS	MS65RD	 未使用品＋	 ¥5,000
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	8071	 カラス1銭黄銅貨　昭和13年(1938)　近49　ACCA	MS66RD	 完全未使用品	 ¥3,500
	8072	 半銭銅貨　3枚組　明治6，７，12年　近53　要下見　返品不可	 並品〜クリーン極美品-	 ¥5,000
	8073	 半銭銅貨　明治6年(1873)　近53	 未使用品	 ¥10,000

	8074	 半銭銅貨　明治7年(1874)　前期　角ウロコ　近53　PCGS	MS64RB	 未使用品	 ¥30,000
	8075	 半銭銅貨　明治9年(1876)　角ウロコ　近53　PCGS	MS64RB	 未使用品	 ¥12,000
	8076	 半銭銅貨　明治10年(1877)　角ウロコ　近53	 並品	 ¥4,000
	8077	 半銭銅貨　明治10年(1877)　角ウロコ　近53	 並品	 ¥4,000

	8080	 半銭銅貨　明治16年(1883)　波ウロコ　近53　PCGS	MS64RD	 未使用品	 ¥5,000
	8081	 半銭銅貨　明治16年(1883)　波ウロコ　近53　PCGS	MS64RD	 未使用品	 ¥5,000
	8082	 半銭銅貨　明治17年(1884)　波ウロコ　近53　PCGS	MS64RB	 未使用品	 ¥5,000
	8083	 半銭銅貨　明治20年(1887)　波ウロコ　近53　PCGS	MS64RD	 未使用品	 ¥5,000
	8084	 半銭銅貨　明治21年(1888)　近53	 クリーン極美品	 ¥2,000
	8085	 一厘銅貨　明治8年(1875)　後期　近55	 クリーン美品-	 ¥5,000

	8086	 東京オリンピック記念1000円銀貨　昭和39年(1964)　記1　NGC	MS65	 未使用品＋	 ¥3,000

	8078	 半銭銅貨　明治10年(1877)　波ウロコ　近53　PCGS	MS63RB	 未使用品	 ¥5,000
	8079	 半銭銅貨　明治12年(1879)　波ウロコ　近53　変色あり	 美品＋	 ¥7,000
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	8087	 ミントセット昭和45年(1970)、昭和46年(1971)、昭和47年(1972)　3点セット　	 未使用品	 ¥3,000

	8093	 第14回国際貨幣まつり　純銀メダル　1988年　重量：155g　発行枚数1，000枚	 未使用品	 ¥7,500
	8094	 第15回国際貨幣まつり　純銀メダル　1989年　重量：155g　発行枚数1，000枚	 未使用品	 ¥7,500

	8088	 東日本大震災復興事業記念貨幣10,000円金貨貨幣プルーフ貨幣セット(第2次発行分)　2015年
	 	 ケース付　	 プルーフ	 ¥110,000
	8089	 東日本大震災復興事業記念貨幣1,000円銀貨貨幣プルーフ貨幣セット(第2次発行分)　2015年
	 	 ケース付　	 プルーフ	 ¥10,000
	8090	 東日本大震災復興事業記念貨幣1,000円銀貨貨幣プルーフ貨幣セット(第3次発行分)　2016	年
	 	 ケース付	 プルーフ	 ¥10,000
	8091	 東京オリンピック記念メダル3枚セット　(金・銀・銅)　	 未使用品	 ¥16,000
	8092	 日本万国記念博覧会記念メダル3枚セット　(金・銀・銅)	 未使用品	 ¥30,000

8087（70%大）
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	8095	 国際コイン・デザイン・コンペティションメダル(2001，2003）　2枚組	 完全未使用品	 ¥2,000
	8096	 2002FIFAワールドカップ記念1,000円銀貨　ケース付　3枚組　	 プルーフ	 ¥15,000
	8097	 国際連合加盟50周年記念1,000円銀貨　ケース付　3枚組	 プルーフ	 ¥24,000
	8098	 2007年ユニバーサル技能五輪国際大会記念1,000円銀貨　ケース付　3枚組	 プルーフ	 ¥9,000
	8099	 地方自治法施行60周年記念	1,000円銀貨プルーフ貨幣48枚セット	●Aセット36点	(島根,新潟,茨城,奈良,岐阜,福井,
	 	 愛知,青森,佐賀×2,富山,鳥取,熊本,滋賀,秋田,宮崎,栃木,兵庫,宮城,広島,群馬,岡山×2,鹿児島,愛媛,山形,三重,香川,
	 	 埼玉,山口×2,徳島×2,福岡,和歌山,福島)	●Bセット2点	(佐賀×2)	●Cセット10点	(島根×2,愛知×2,宮城,鹿児島,
	 	 愛媛,山形×2,香川)	JNDA07-3,5-7,9-17,19,22,23,25-29,32-37,39-42,46	 	 ¥165,000
	8100	 地方自治法施行60周年記念　5百円バイカラー・クラッドプルーフ貨幣セット　5枚組　(鳥取県、秋田県、岩手県、
	 	 山梨県(2枚)	 未使用品	 ¥2,500

	紙　幣
	 	 	

	8102	 旧国立銀行券1円　(第12銀行・金沢)　明治6年〜32年(1873〜99)　紙2Ｄ	 並品	 ¥180,000

	8103	 新国立銀行券5円・かじや5円（第22銀行・岡山）明治11年〜22年(1878〜89)　紙3	 上品	 ¥160,000

	8101	 旧国立銀行券5円		（第15銀行・東京）　明治6年〜32年（1873〜99）　紙2B	 美品	 ¥950,000
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	8104	 神功1円札　明治14年〜32年(1881〜99)　紙4Ｂ　	 準未使用品	 ¥60,000

	8105	 神功1円札　明治14年〜32年(1881〜99)　紙4Ｂ　ヤブレ穴あり	 並品	 ¥25,000

	8106	 漢数字1円札　明治22年〜(1889)　紙6C　	 クリーン極美品	 ¥10,000

	8107	 漢数字1円札　明治22年〜(1889)　紙6C　ピンホールあり	 上品	 ¥9,000

	8108	 漢数字1円札　明治22年〜(1889)　紙6C　穴あり	 並品	 ¥7,000
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	8109	 裏紫100円札(アラビア)　明治33〜昭和14年(1900〜39)　紙7A　小ヤブレ	 上品	 ¥150,000

	8110	 横書き20円札　大正6年〜昭和14年(1917〜1939)　紙9A	 美品	 ¥160,000

	8111	 透かし大黒5円札　明治43年〜昭和14年(1910〜1939)　紙8	 極美品＋	 ¥120,000

	8112	 透かし大黒5円札　明治43年〜昭和14年(1910〜1939)　紙8	 極美品	 ¥90,000

	8113	 透かし大黒5円札　明治43年〜昭和14年(1910〜1939)　紙8	 美品	 ¥45,000
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	8114	 タテ書20円札　3枚組　昭和6年〜21年(1931〜1946)　紙12Ｂ　要下見　返品不可	 上品〜美品	 ¥28,000

	8115	 藤原200円札　昭和17年〜昭和21年(1942〜1946)　紙14A	 未使用品	 ¥35,000

	8116	 藤原200円札　昭和17年〜昭和21年(1942〜1946)　紙14A	 極美品＋	 ¥25,000

	8117	 藤原200円札　昭和17年〜昭和21年(1942〜1946)　紙14A	 極美品＋	 ¥25,000

	8118	 藤原200円札　昭和17年〜昭和21年(1942〜1946)　紙14A	 美品	 ¥10,000

8114

8115

8116

8117
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	8119	 紙幣・軍票　18枚組（アラビア数字1円札	4枚、1次10円札　2枚、　2次10円札　2枚、　4次100円札　1枚、紋様5円札
	 	 1枚、議事堂10円札　1枚、板垣50銭札　1枚、聖徳太子1000円札　1枚、　軍票　4枚、　香港１セント札　１枚）
	 	 要下見　返品不可　	 並品〜未使用品	 ¥2,000

	8120	 聖徳太子10000円札　2桁　NC111111H　昭和33年〜(1958〜)　紙26A	 未使用品	 ¥75,000
	8121	 聖徳太子10000円札　2桁　KK444444S　昭和33年〜(1958〜)　紙26A	 未使用品	 ¥25,000

	8122	 聖徳太子10000円札　2桁　PU012345V　昭和33年〜(1958〜)　紙26A	 未使用品	 ¥95,000
	8123	 聖徳太子10000円札　2桁　ZZ-Z				最終記号　昭和33年〜(1958〜)　紙26A	 未使用品	 ¥30,000

	8124	 聖徳太子5000円札　2桁　BUOOOOO5K　昭和32年〜(1957〜)　紙26B	 未使用品	 ¥25,000
	8125	 伊藤博文1000円札　黒番　２桁　UY900000M　昭和38年〜(1963〜)　紙27	 未使用品	 ¥10,000

	8126	 伊藤博文1000円札　紺番　１桁　U200000F　昭和38年〜(1963〜)　紙27	 未使用品	 ¥7,500
	8127	 伊藤博文1000円札　紺番　２桁　WC200000U　昭和38年〜(1963〜)　紙27	 未使用品	 ¥6,000
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	8128	 伊藤博文1000円札　紺番　２桁　SB600000A　昭和38年〜(1963〜)　紙27	 未使用品	 ¥6,000
	8129	 伊藤博文1000円札　紺番　２桁　UB111111F〜UB111120揃　10枚組　昭和38年〜(1963〜)　紙27
	 	 	 未使用品	 ¥60,000
	8130	 板垣退助100円札　2桁　HR222222D　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	 ¥40,000
	8131	 板垣退助100円札　2桁　LR333333E　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	 ¥40,000

	8132	 板垣退助100円札　2桁　HR444444C　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	 ¥40,000
	8133	 板垣退助100円札　2桁　JV555555C　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	 ¥40,000
	8134	 板垣退助100円札　2桁　BR555555A　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	 ¥40,000

	8135	 板垣退助100円札　2桁　PR666666E　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	 ¥40,000
	8136	 板垣退助100円札　2桁　NW777777Z　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	 ¥60,000
	8137	 板垣退助100円札　2桁　UN888888D　昭和28年〜(1953〜)　紙25	 未使用品	 ¥60,000
	8138	 岩倉新500円札　2桁　WK111111A〜111120A　10枚組　昭和44年〜(1969〜)　紙28	
	 	 	 未使用品	 ¥45,000
	8139	 岩倉新500円札　2桁　UJ100001H〜UJ100010H　10枚組　昭和44年〜(1969〜)　紙28	
	 	 	 未使用品	 ¥45,000

	8140	 福沢諭吉10000円札　大蔵省　黒番　2桁　QB000001T　昭和59年〜(1984〜)　紙29	未使用品	 ¥40,000
	8141	 福沢諭吉10000円札　大蔵省　黒番　2桁　MA222222P　昭和59年〜(1984〜)　紙29	未使用品	 ¥17,000
	8142	 福沢諭吉10000円札　大蔵省　黒番　2桁　RE222222S　昭和59年〜(1984〜)　紙29	 未使用品	 ¥17,000
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	8143	 福沢諭吉10000円札　大蔵省　黒番　2桁　RA444444T　昭和59年〜(1984〜)　紙29	 未使用品	 ¥17,000
	8144	 福沢諭吉10000円札　大蔵省　茶番　SV000001X　昭和59年〜(1984〜)　紙29	 未使用品	 ¥17,000
	8145	 福沢諭吉10000円札　大蔵省　茶番　GG555555S　昭和59年〜(1984〜)　紙29	 未使用品	 ¥15,000

	8146	 福沢諭吉10000円札　大蔵省　茶番　JF123456D　昭和59年〜(1984〜)　紙29	 未使用品	 ¥15,000
	8147	 福沢諭吉10000円札　大蔵省　茶番　NH400000U　昭和59年〜(1984〜)　紙29	 未使用品	 ¥9,000
	8148	 福沢諭吉10000円札　国立印刷局　茶番　VS555555J　昭和59年〜(1984〜)　紙29	 未使用品	 ¥100,000

	8149	 福沢諭吉10000円札　国立印刷局　茶番　ZR400000V　昭和59年〜(1984〜)　紙29	 未使用品	 ¥30,000
	8150	 夏目漱石1000円札　大蔵省　黒番　2桁　GL000001R　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥17,000
	8151	 夏目漱石1000円札　大蔵省　黒番　2桁				VE000001R　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥17,000

	8152	 夏目漱石1000円札　大蔵省　黒番　2桁				GF111111T　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥15,000
	8153	 夏目漱石1000円札　大蔵省　黒番　2桁				LF222222P　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥12,000
	8154	 夏目漱石1000円札　大蔵省　黒番　2桁				NH777777Q　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥15,000

	8155	 夏目漱石1000円札　大蔵省　黒番　2桁				PH777777T　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥15,000
	8156	 夏目漱石1000円札　大蔵省　黒番　2桁				BM888888R　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥17,000
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	8157	 夏目漱石1000円札　大蔵省　青番　2桁　RA000001W〜000010W　10枚揃組　昭和59年〜(1984〜)　紙31
	 	 	 未使用品	 ¥55,000
	8158	 夏目漱石1000円札　大蔵省　青番　2桁　TE111111〜GK888888S　ゾロ目8枚揃組(記号色・アルファベット違い)
	 	 昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥60,000
	8159	 夏目漱石1000円札　大蔵省　茶番　2桁				TS777777M　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥17,000
	8160	 夏目漱石1000円札　大蔵省　茶番　2桁				FW123456A　昭和59年〜(1984〜)　紙31	 未使用品	 ¥15,000
	8161	 新福沢10000円札　黒番　2桁　EK333333M　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥17,000

	8162	 新福沢10000円札　黒番　2桁　AV444444P　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥17,000
	8163	 新福沢10000円札　黒番　2桁　HK444444L　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥17,000
	8164	 新福沢10000円札　黒番　2桁　EY666666D　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥17,000

	8165	 樋口一葉5000円札　黒番　2桁　BR444444W　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥17,000
	8166	 樋口一葉5000円札　黒番　2桁　DJ555555T　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥17,000
	8167	 樋口一葉5000円札　黒番　2桁　DH666666V　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥17,000

	8168	 樋口一葉5000円札　黒番　2桁　DK777777T　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥22,000
	8169	 樋口一葉5000円札　黒番　2桁　CS888888U　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥22,000
	8170	 樋口一葉5000円札　黒番　2桁　CJ888888U　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥22,000
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	8171	 野口英世1000円札　黒番　2桁　JB000001P　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥25,000
	8172	 野口英世1000円札　黒番　2桁　ND000001R　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥25,000
	8173	 野口英世1000円札　黒番　2桁　UC000001A　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥25,000

	8174	 野口英世1000円札　黒番　2桁　FC123456C　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥20,000
	8175	 野口英世1000円札　黒番　2桁　ML111111P　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥15,000
	8176	 野口英世1000円札　黒番　2桁　NQ111111V　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥15,000

	8177	 野口英世1000円札　黒番　2桁　RB222222D　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥12,000
	8178	 野口英世1000円札　黒番　2桁　AB444444D　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥10,000
	8179	 野口英世1000円札　黒番　2桁　RD444444F　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥10,000

	8180	 野口英世1000円札　黒番　2桁　SC666666K　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥10,000
	8181	 野口英世1000円札　黒番　2桁　NC888888D　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥15,000
	8182	 野口英世1000円札　茶番　2桁　BF654321V　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥3,500

	8183	 野口英世1000円札　茶番　2桁　QD654321Z　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥3,500
	8184	 野口英世1000円札　茶番　2桁　CE900000U　平成16年〜(2004〜)	 未使用品	 ¥7,000
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