
－ 149 －

	9001	 マケドニア王国　スターテル金貨　336-323ＢＣ　アレクサンドロス３世　アテナ/二ケ　Fr107　
	 	 	 NGC（XF）		VF＋　	 ¥150,000
	9002	 ガズニ朝　ディナール金貨　Ｈ388-421（999-1030）　マームード　Mitch755タイプ	 VF	 ¥25,000
	9003	 フランス　20フラン金貨　1868Ａ　ナポレオン３世　KM801.1	 VF	 ¥25,000
	9004	 フランス　40フラン金貨　1811Ａ　ナポレオン１世　KM696.1	 少磨き　Ｆ～VF	 ¥48,000

第５部　外国貨幣
主催：書信館出版（株）

318 ロット　７月 30 日（日） 午前９時〜

	9005	 スイス　20フラン金貨　1935ＬＢ　ブレネリ　KM35.1	 EF	 ¥25,000
	9006	 カナダ　10ドル金貨　1914　ジョージ５世　KM27　NGC（MS64）	 UNC	 ¥140,000
	9007	 英国　ソヴリン金貨　1989　KM956	 ケース入　PFUNC	 ¥40,000

	9008	 ジブラルタル　ソヴリン金貨　1989　ウナとライオン　KM28	 AU	 ¥60,000
	9009	 オーストリア　ダカット金貨　1915　再鋳貨　KM2267	 UNC	 ¥15,000
	9010	 ベルギー　20フラン金貨　1865　Ｌ・WIENER　KM23	 VF	 ¥30,000
	9011	 英領インド　ソヴリン金貨　1918-Ｉ　KM525Ａ　PCGS（MS64）	 AU	 ¥45,000

	9012	 英国　ソヴリン金貨　1912　ジョージ５世　KM820　NGC（MS64）	 UNC	 ¥35,000
	9013	 モナコ　５フラン金打貨　1960　レーニエ３世　エッセイ　KM-Ｅ42　（20.63ｇ）	 UNC	 ¥87,000
 ★オーストリア　　	 	
	9014	 100クローナ金貨　1915　再鋳貨　KM2819	 UNC	 ¥130,000
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	9015	 100シリング金貨　1929　紋章　KM2842	 EF＋	 ¥85,000
	9016	 ４ダカット金貨　1915　再鋳貨　KM2276	 UNC	 ¥50,000

	9017	 ボスニア・ヘルツェゴビナ　1/2Suverena金貨　1985　走馬　KM48	 PFUNC	 ¥60,000
	9018	 カナダ　100ドル金貨　1988　カルガリー五輪　KM158	 ケース入　PFUNC	 ¥28,000
	9019	 チリ　100ペソ金貨　1961　女神　KM175	 肌荒れ・コスリ傷有　EF	 ¥60,000

	9020	 エジプト　５0ポンド金貨　1993　クレオパトラ　KM756	 PFUNC	 ¥30,000
	9021	 赤道ギニア　250ペセタ金貨　1970　裸のマハ　KM20.2	 PFUNC	 ¥14,000
 ★韓　国	 	
	9022	 ソウル五輪　25000ウオン金貨　1986　踊り　KM58	 PFUNC	 ¥55,000

	9023	 ソウル五輪　25000ウオン金貨　1988　シーソー　KM72	 PFUNC	 ¥55,000
	9024	 ワールドカップ　２万ウオン金貨　2001　KM94	 面端傷有　PFAU	 ¥55,000

	9025	 サモア　100タラ金貨　1981　ルーズベルト　KM49	 PFUNC	 ¥25,000
	9026	 ロシア　10ルーブル金貨　1899　ニコライ２世　Ｙ64	 VF	 ¥28,000
	9027	 中国　1/2オンス金貨　1985　パンダ　KM117	 UNC	 ¥60,000
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	9028	 アルゼンチン　アルゼンチノ金貨　1887　KM31	 VF	 ¥24,000
 ★カナダ	 	
	9029	 100ドル金貨　1979　児童年　KM126	 PFUNC	 ¥55,000
	9030	 100ドル金貨　1988　冬季五輪　KM158	 PFUNC	 ¥20,000

 ★中国　	 	
	9031	 パンダ　1/4オンス金貨　1982　Ｙ41	 UNC	 ¥28,000
	9032	 麒麟　５元金貨　1998　KM不明	 PFUNC	 ¥5,000
 ★ガイアナ	 	
	9033	 100ドル金貨　1976　KM46	 PFUNC	 ¥11,000
	9034	 100ドル金貨　1976　KM46	 PFUNC	 ¥11,000

	9035	 フランス　50フラン金貨　1996　ワールド・カップ　KM1145	 ケース難有　PFUNC	 ¥28,000
	9036	 オランダ　ダカット金貨　1927　騎士　KM83.1	 UNC	 ¥12,000
	9037	 香港　1000ドル金貨　1986　女王訪港　KM57	 PFUNC	 ¥55,000

	9038	 金１ｇ・インゴット（２種），マン島　1/25オンス金貨　2001　猫図　（３点組）	 UNC	 ¥11,000
	9039	 香港　1000ドル金貨　1986　虎年　KM54	 ケース難有　PFUNC	 ¥60,000
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	9040	 エジプト　100ポンド金貨　1984　クレオパトラ　KM562	 PFUNC	 ¥70,000
	9041	 モンゴル　1000トウグリク金貨（3.2ｇ）　2003　青森冬季五輪　KM不載	 PFUNC	 ¥10,000
	9042	 パプア・ニューギニア　100キナ金貨　1976　建国記念　KM10	 PFUNC	 ¥30,000

	9043	 台湾　1000ＮＴドル（１オンス金）　ND　建国80年　孫文	 PFUNC	 ¥150,000
 ★米国	 	
	9044	 ５ドル金貨　1880　女神　KM101	 ギザ小削れ・洗い　VF	 ¥30,000
	9045	 ２1/2ドル金貨　1913　インディアン　KM128	 洗い　VF	 ¥22,000
	9046	 １ドル金貨　1915Ｓ　パナマ・パシフィック　KM136　PCGS（MS63）	 AU～UNC	 ¥50,000

	9047	 10ドル金貨　1984　ロス五輪　KM211	 ケース入　PFUNC	 ¥55,000

 ★マン島	 	
	9048	 1/10クラウン・プラチナ　1989　猫　KM468　NGC（MS64）	 UNC	 ¥9,000
	9049	 1/10クラウン・プラチナ　1996　猫　KM616　NGC（MS67）	 UNC	 ¥9,000
	9050	 1/10クラウン・プラチナ　2001　猫　KM1068ａ　NGC（MS68）	 UNC	 ¥9,000
	9051	 1/25クラウン・プラチナ　1994　猫　KM473　NGC（PF68）	 PFUNC	 ¥4,500
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	9052	 1/25クラウン・プラチナ　1989　猫　KM467　NGC（MS69）	 UNC	 ¥4,000
	9053	 1/25クラウン・プラチナ　1997　猫　KM770ａ　NGC（MS66）	 UNC	 ¥4,000
	9054	 1/25クラウン・プラチナ　2000　猫　KM1052ａ　NGC（MS68）	 UNC	 ¥4,000
	9055	 1/25クラウン・プラチナ　2001　猫　KM1067ａ　NGC（MS68）	 UNC	 ¥4,000

 ★ジブラルタル　　	 	
	9056	 1/25クラウン・プラチナ　1993　兎　KM202ａ　NGC（MS68）	 UNC	 ¥4,000
	9057	 1/25ロイヤル・プラチナ　1998　天子　KM749　NGC（MS68）	 UNC	 ¥4,000
 ★ロシア　	 	
	9058	 ３ルーブル・プラチナ　1844　Ｃ177　NGC（AU55）	 EF	 ¥300,000
	9059	 ３ルーブル・プラチナ　1834　Ｃ177　NGC（XF40）	 VF	 ¥120,000

	9060	 25ルーブル（パラジウム・１オンス）　1989　バレリーナ　Ｙ231	 PFUNC	 ¥60,000
	9061	 25ルーブル（パラジウム・１オンス）　1990　バレリーナ　Ｙ239	 UNC	 ¥60,000

	9062	 ボリビア　８ソル　1860　KM138.6	 弱打　VF	 ¥3,500
	9063	 フランス　５フラン　1813Ｗ　KM694.16	 Ｆ～VF	 ¥10,000

	9064	 ドイツ・バーデン　２マルク　1906　金婚　KM276	 EF	 ¥4,000
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	9065	 ドイツ・プロシア　３マルク　1911　ブレスラウ大学　KM531	 VF＋　	 ¥3,500
 ★ドイツ・ワイマール共和国	 	
	9066	 レッシング　５マルク　1929Ｇ　KM61　NGC　UNC　Details	 少磨き　EF	 ¥14,000

	9067	 ツェッペリン　３マルク　1929Ａ　KM67	 曇り　VF＋	 ¥9,000
	9068	 ツェッペリン　５マルク　1930Ａ　KM68	 AU	 ¥25,000

	9069	 ラインラント1000年　５マルク　1925Ａ　KM47	 AU～UNC	 ¥10,000
	9070	 レッシング　５マルク　1929Ａ　KM61　	 縁小当　EF＋	 ¥12,000

	9071	 憲法10年　５マルク　1929Ａ　KM64	 縁小傷・少スレ　AU	 ¥9,000
	9072	 ラインラント解放　５マルク　1930Ｊ　KM71	 少スレ　EF～AU	 ¥14,000

	9073	 ラインラント1000年　３マルク　1929Ａ　KM46	 EF	 ¥5,000
	9074	 ワルデック・プロシア　３マルク　1929Ａ　KM62	 AU	 ¥12,000

9065

9066

9067 9068

9069 9070

9071 9072

9073 9074



－ 155 －

	9075	 ノルトハウゼン　３マルク　1927Ａ　KM52	 VF＋　	 ¥16,000
	9076	 チュービンゲン　５マルク　1927Ｆ　KM55	 軽スレ　EF	 ¥40,000

	9077	 ツェッペリン　５マルク　1930Ｆ　KM68	 EF	 ¥20,000
	9078	 ツェッペリン　３マルク　1930Ｄ　KM67	 VF	 ¥8,000

 ★ドイツ・プロシア　	 	
	9079	 ３マルク　1911Ａ　KM531	 EF＋	 ¥6,500
	9080	 ３マルク　1913Ａ　KM534	 UNC	 ¥5,000
	9081	 ３マルク　1913Ａ　KM535	 UNC	 ¥5,500

	9082	 ５マルク　19011Ａ　KM526	 EF	 ¥8,000

	9083	 ドイツ・フランクフルト　ターラー　1863　KM372	 軽トーン　UNC	 ¥25,000
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 ★ドイツ　ヴェストファーレン　緊急貨	 	
	9084	 5000万マルク青銅（金鍍）　1923　跳ね馬　PCGS（MS63）　J-N23a	 汚れ有　AU	 ¥8,000

	9085	 １万，500万，5000万マルク青銅　1923　跳ね馬　（３点組）	 EF～AU＋	 ¥10,000

	9086	 １万マルク青銅（金鍍）　1923　跳ね馬　PCGS（MS64）		J-N20a	 UNC	 ¥12,000
	9087	 １兆マルク洋銀　1923　跳ね馬	 VF	 ¥30,000
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 ★香港 	
	9088	 １ドル　1867　女王　KM10	 磨き　VF	 ¥40,000
	9089	 1/2ドル　1866　女王　KM８	 VF～EF	 ¥50,000

	9090	 イタリア　ナポリ・シチリア　120グラナ　1855　Ｃ153ｃ	 Ｆ～VF	 ¥4,000
	9091	 ニカラグア　コルドバ　1912　KM16	 小傷有　Ｆ～VF	 ¥7,000

	9092	 ハンガリー　５コロナ　1907　　KM489	 PFUNC	 ¥4,000
	9093	 フランス　５フラン　1868ＢＢ　KM799.2	 Ｆ～VF	 ¥3,500

	9094	 ドイツ・ザクセン　２ターラー　1872　金婚　KM1231.1	 磨き　VF	 ¥10,000

 ★英国	 	
	9095	 ２フローリン　1887　女王　KM763	 VF～EF	 ¥5,000
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	9096	 ２フローリン　1889　女王　KM763	 少磨き　VF～EF	 ¥5,000
	9097	 スペイン　５ペセタ　1870（70）　KM655	 磨き　Ｆ	 ¥4,000

	9098	 フランス　６リーブル　1793ＡＡ　KM624.2	 VG～Ｆ	 ¥11,000
	9099	 スーダン　20ピアストル　AH1310　KM15	 少ヒビ有　VF	 ¥4,000

	9100	 ポルトガル　500レイス　1898　インド航路発見　KM538	 面軽凹有　UNC	 ¥3,500
	9101	 海峡植民地　50セント　1900　女王　KM13　NGC（XF45）	 縁小当　EF	 ¥25,000

	9102	 オランダ･ユトレヒト　DAALDER　1616　KM30	 VG～Ｆ	 ¥6,000
	9103	 ラグーサ　タレロ　1766　KM18	 VF	 ¥20,000

	9104	 スイス　射撃祭　５フラン　1881　フライブルク　KM-Ｓ15	 VF	 ¥8,000
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 ★米国	 	
	9105	 モルガンダラー　1883Ｏ　KM110　NGC（MS63PL）	 軽スレ　AU～UNC	 ¥5,000
	9106	 ピースダラー　1923　KM150　NGC（MS63）	 UNC	 ¥5,000

	9107	 モルガンダラー　1879Ｓ　KM110　NGC	UNC	Details	Imoproperly	Cleaned（不適切な洗い）	
	 	 	 AU～UNC	 ¥6,000
	9108	 モルガンダラー　1884Ｏ　KM110　NGC（MS63）	 UNC	 ¥6,000

	9109	 モルガンダラー　1884Ｏ　KM110　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥8,000
	9110	 モルガンダラー　1885Ｏ　KM110　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥8,000

	9111	 モルガンダラー　1885（Ｐ）　KM110　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥8,000
	9112	 50セント　1925　南軍記念　KM157	 洗い　EF	 ¥4,000
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	9113	 英国　シリング　1887　女王　KM761	 AU	 ¥3,500
	9114	 グアテマラ　１ペソ　1894　（台ブラジル　2000レイス　1875）　「加印は偽」　返品不可	 VF	 ¥4,000
 ★スイス　現代射撃祭	 	
	9115	 50フラン　1991　ランゲンタール　KM-Ｓ36　NGC（PR68ＵＣ）	 PFUNC	 ¥12,000

	9116	 50フラン　1999　シオン　KM-Ｓ57　NGC（PR67）	 PFUNC	 ¥14,000
	9117	 50フラン　2013　ルツエルン　KM不明　NGC（PR66）	 PFUNC	 ¥11,000

	9118	 50フラン　1994　ザンクトガレン　KM-Ｓ44　NGC（PR68）	 PFUNC	 ¥14,000
	9119	 50フラン　1986　アペンツェル　KM-Ｓ26　PCGS（PR68ＤＣ）	 PFUNC	 ¥14,000

	9120	 50フラン　1996　ルツエルン　KM-Ｓ48　PCGS（PR69ＤＣ）	 PFUNC	 ¥16,000
	9121	 50フラン　2008　ジュネーブ　KM-Ｓ75　PCGS（PR69ＤＣ）	 PFUNC	 ¥16,000
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	9122	 50フラン　2009　オブヴァルデン　KM-Ｓ77　PCGS（PR69ＤＣ）	 PFUNC	 ¥16,000
 ★中　国	 	
	9123	 袁世凱　壱円　民国10年　Ｙ329	 少コスレ　AU	 ¥8,000

	9124	 袁世凱　壱円　民国10年　Ｙ329	 軽スレ　VF＋	 ¥5,000
	9125	 孫文　開国記念　壱円　Ｙ318ａ	 縁小錆　EF	 ¥5,000

	9126	 袁世凱　壱円　民国３年，９年，10年　Ｙ329　（３枚組）	 EF	 ¥10,000

	9127	 孫文　ジャンク壱円　民国23年　Ｙ345　（３枚組）	 EF/AU	 ¥10,000
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	9128	 大清銀幣　壱円　宣統３年　Ｙ31　（２枚組）	 Ｆ＋/VF	 ¥20,000

	9129	 孫文　開国記念　壱円　Ｙ318ａ　PCGS	Genuine	Cleaning	UNC	Details	 洗い　UNC	 ¥14,000
	9130	 雲南四川　大清銅幣　二十文　Ｙ11ｗ	 剥離傷有　VF＋	 ¥10,000

	9131	 奉天省　光緒元寶　十文黄銅　癸卯　Ｙ89	 VF	 ¥4,000
	9132	 大清銀幣　壱円　宣統３年　Ｙ31　	 小荘印１　Ｆ～VF	 ¥5,000

	9133	 造幣総廠　光緒元寶　七銭二分　Ｙ14	 VF	 ¥8,000

	9134	 湖北省　宣統元寶　七銭二分　Ｙ131	 少黒錆　Ｆ～VF	 ¥5,000
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	9135	 江南省　光緒元寶　七銭二分　甲辰　Ｙ145ａ.12	 VF	 ¥6,000
	9136	 四川省　光緒元寶　七銭二分　Ｙ238	 暗色　Ｆ＋	 ¥5,000

	9137	 四川銀幣　壱円　民国元年　Ｙ456	 面当傷有　VF	 ¥4,000
	9138	 袁世凱　壱円　民国８年　Ｙ329.6	 面少コスレ　VF	 ¥5,000

	9139	 孫文　ジャンク壱円　民国23年　Ｙ345	 VF	 ¥4,000
	9140	 孫文　開国記念　壱円　Ｙ318ａ	 面コスリ傷有　VF＋	 ¥4,000

	★新疆省　銀幣	 	
	9141	 新疆省　壱円　民国38年　Ｙ46	 少焼け　VF	 ¥5,000
	9142	 迪化銀円局造　壱両　民国６年　Ｙ45.1	 VF	 ¥5,000

	9143	 迪化銀円局造　壱両　民国７年　Ｙ45.2	 VF	 ¥5,000

9135 9136

9137 9138

9139 9140

9141 9142

9143



－ 164 －

	9144	 迪化銀円局造　壱円　民国７年　Ｙ45.2	 汚れ　Ｆ～VF	 ¥3,000
	9145	 餉銀　五銭　中央無地　Ｙ6.1	 スレ有　VF	 ¥3,000

	9146	 餉銀　五銭　中央花　Ｙ6.6	 黒錆有　VF	 ¥4,000
	9147	 喀什　光緒銀円　参銭　AH1313　Ｙ18ａ	 VF	 ¥3,000
	9148	 喀什　光緒銀円　横書き伍銭　AH1313　Ｙ19	 VF	 ¥5,000

	9149	 餉銀　五銭　壬子　民国元年　Ｙ41	 青錆多　Ｆ～VF	 ¥3,000
	9150	 餉銀　中華民国　五銭　AH1330　Ｙ43.1	 Ｆ	 ¥4,000

	9151	 餉銀　一両　ND　無周竜　Ｙ７	 Ｆ	 ¥5,000

 ★中国　	 	
	9152	 孫文　ジャンク壱円　民国23年　Ｙ345	 VF	 ¥4,000
	9153	 10元銀貨　1983　WWF　パンダ　KM87	 ケース入　PFUNC	 ¥10,000
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	9154	 ５元銀貨　1989　フビライ汗　KM1248	 PFUNC	 ¥3,000
	9155	 10元銀貨　1999　抱鯉幼児　KM1257	 PFUNC	 ¥4,000

	9156	 10元銀貨　1999　パンダ・カラー　KM1216	 PFUNC	 ¥4,000
	9157	 10元　2000　龍年（扇型）　KM1321　ケース・保証書付	 PFUNC	 ¥10,000

	9158	 銀錠　土泰来　44.5ｇ	 VF	 ¥5,000
 ★中国　代用貨	 	
	9159	 塞橋霊台郷　臨時流通　壱角銅	 VF	 ¥4,000
	9160	 塞橋鎮　臨時流通　壱角銅	 VF	 ¥4,000

	9161	 揚橋鎮　臨時流通　壱角銅	 VF	 ¥4,000
	9162	 河東鎮　臨時流通　壱角銅	 VF	 ¥4,000
	9163	 河東・蒋源成　臨時流通　壱角銅	 VF＋　	 ¥5,000

	9164	 呉益記　臨時流通　壱角銅	 VF	 ¥4,000
	9165	 洛陽鎮　（寿）　壱角銅	 VF＋　	 ¥5,000
	9166	 鄭陸橋　臨時流通　伍分銅	 青錆　VF	 ¥4,000
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 ★中　国 	
	9167	 安徽省　光緒元寶　七銭二分　24年　Ｙ45.3　（要下見，返品不可　No	Return）	 VF＋　	 ¥400,000
	9168	 袁世凱　伍分白銅　民国３年　G.L	（要下見，返品不可　No	Return）	 軽スレ　VF～EF	 ¥400,000
	9169	 満州　旧壱角アルミ　康徳10年　Ｙ12　日本貨幣商協同組合鑑定書付　（下見して下さい。）	 VF	 ¥100,000

 ※9170 〜9185　（要下見，返品不可）	 	
	9170	 甘粛省（天水沙版）　五十文（鋳造）　ND（1920頃？）　ＹＤ407タイプ　20.5ｇ　No	Return	 VF	 ¥5,000
	9171	 同上　19.7ｇ　No	Return	 Ｆ～VF	 ¥5,000

	9172	 同上　19.05ｇ　No	Return	 Ｆ～VF	 ¥5,000
	9173	 同上　18.65ｇ　逆Ｎ（CHINA）　No	Return　	 Ｆ	 ¥12,000

	9174	 同上　18.3ｇ　逆Ｂ（REPUBLIC）　No	Return	 Ｆ	 ¥12,000
	9175	 同上　16.9ｇ　No	Return	 Ｆ	 ¥5,000

	9176	 同上　9.6ｇ　No	Return	 Ｆ	 ¥5,000

9167

9168
9169

9170 9171

9172 9173

9174 9175

9176
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	9177	 四川銅幣（天水沙版）　百文（鋳造）　民国３年　（都）　No	Return	 VG	 ¥10,000
	9178	 四川銅幣（天水沙版）　百文（鋳造）　民国３年　（文）　No	Return	 VG	 ¥10,000

	9179	 四川銅幣（天水沙版）　百文（鋳造）　民国３年　（８枚組）　No	Return	 VG	 ¥15,000
	9180	 ファンタジー　四川省造　官平黄銅参佰　民国元年　No	Return	 Ｆ	 ¥15,000

	9181	 共和記念幣　十文　ND　Ｙ309　No	Return	 Ｆ	 ¥8,000
	9182	 中華民国　壱分　民国22年　Ｙ324ａ　紅銅，黄銅（２種組）　No	Return	 VF	 ¥5,000

	9183	 中華民国　壱分（無孔）　民国22年　Ｙ324ａ　　No	Return	 火中品　VG	 ¥5,000
	9184	 中華民国　弐分　民国22年　Ｙ325ａ　No	Return	 VF	 ¥5,000
	9185	 広西省　壱仙銅幣　民国８年　Ｙ413　No	Return	 VG	 ¥12,000

9180

9183 9184

9181

9185

9177 9178

9179

9182
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	★中　国	 	
	9186	 吉林　永衝官帖　官銀銭號　拾吊整　民国17年	 Ｆ～VF	 ¥3,000
	9187	 黒龍江官銀號兌換券　伍拾角　民国５年　Ｐ不明	 VG	 ¥5,000

	9188	 黒龍江官銀付銀元　拾角　民国５年　PS1636	 へゲ有　VG	 ¥5,000

	9189	 黒龍江官銀付銀元　伍角　民国５年　PS不明	 少へゲ有　VG	 ¥5,000

	9190	 奉天興業銀行　壱円　民国７年　PS1320	 VF	 ¥5,000

	9191	 同和荘兌換券　銅円　民国７年　（上海）	 VG	 ¥5,000

9186
9187

9188

9189

9190

9191
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	9192	 中国銀行小銀元券　伍角　1914　（東三省）　Ｐ不明	 小へゲ　Ｆ	 ¥5,000

	9193	 満州中央銀行　壱円　旗　1932　満紙６　PJ125	 VF	 ¥5,000

	9194	 満州中央銀行　伍角　1932　満紙７　PJ124	 Ｆ～VF	 ¥5,000

	9195	 朝鮮銀行　五円　1915　朝紙15　Ｐ18	 Ｆ	 ¥5,000

	9196	 満州中央銀行　壱円　旗　1932　満紙６　PJ125	 VF	 ¥4,000

	9197	 中国人民銀行　伍千円　1949　工場と耕作　Ｐ852	 Ｆ	 ¥5,000

9192

9193

9194

9195

9196

9197
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	★朝　鮮　	 	
	9198	 五両銀貨　開国501年　KM1114　PCGS（XF45）	 VF	 ¥180,000
	9199	 五両銀貨　開国501年　KM1114　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 VF	 ¥110,000

	9200	 半円銀貨　光武９年　KM1129	 VF	 ¥10,000
	9201	 半円銀貨　光武11年　KM1135	 洗い・傷有　VF	 ¥7,000
	9202	 半円銀貨　隆煕２年　KM1135	 磨き　Ｆ＋	 ¥7,000
	9203	 出品取消	
	9204	 出品取消　	

	9205	 釜山京釜鉄道　五拾文　1900　PS101	 Ｆ	 ¥7,000
	9206	 朝鮮銀行　改百円　1938　Ｐ32ａ　PCGS（64）	 UNC	 ¥12,000

	9207	 朝鮮銀行　甲百円　1944　Ｐ37ａ　PCGS（AU50）	 EF＋	 ¥5,000

9198

9199

9200 9201 9202

9205 9206

9207
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	9208	 大黒　百円　1914　（内閣）　朝紙13　Ｐ16Ａ	 VG	 ¥15,000

	9209	 大黒　百円　1914　（総督府）　朝紙13　Ｐ16	 VG	 ¥25,000

	9210	 朝鮮銀行　壱円　1915　（総督府）　朝紙16　Ｐ17ａ	 VF	 ¥8,000

	9211	 オーストリア　２グルデン　1854Ａ　ご成婚　KMＸ＃Ｍ３	 EF	 ¥25,000
	9212	 ザルツブルク　ターラー　1673　KM190	 VF	 ¥20,000

	9213	 中国　新疆　廸化　光緒銀円　伍銭　AH1324　Ｙ35ａ	 VF	 ¥3,000
	9214	 デンマーク　１クローネ　1875　KM797.1	 VF＋　	 ¥5,000

9208

9209

9210

9211

9213

9212

9214
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 ★ドイツ	 	
	9215	 ババリア　２ターラー　1854　KM837	 VF＋　	 ¥26,000
	9216	 ワイマール　３マルク　1930Ｊ　KM69	 AU	 ¥8,000
	9217	 ワイマール　３マルク　1932Ｇ　ゲーテ死去100周年　KM76	 EF	 ¥7,000

	9218	 オランダ２1/2フルデン　1898　Ｐ・PANDER　KM123	 少スレ　VF	 ¥22,000
 ★イングランド	 	
	9219	 ペニー銀貨　1199-1216　ジョン　Ｓ1351	 Ｆ～VF	 ¥12,000
	9220	 ペニー銀貨　1307-1327　エドワード２世　Ｓ1463	 Ｆ	 ¥5,000

 ★英　国	 	
	9221	 シリング　1758　KM583.3　NGC（MS63）	 AU～UNC	 ¥28,000
	9222	 シリング　1787　KM607.2	 VF ～EF	 ¥9,000
	9223	 1/2クラウン　1887　女王　KM764	 少スレ　EF	 ¥5,000

	9224	 クラウン　1889　女王　KM765　CGS（EF60）	 EF	 ¥10,000
	9225	 クラウン　1893ＬⅥ　女王　KM783	 AU～UNC	 ¥37,000
	9226	 ファージング　1834　KM705　NGC（MS64RB）	 UNC	 ¥24,000

9215

9216
9217

9218

9219 9220

9221 9222 9223

9224 9225

9226
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	9227	 プルーフセット　1937　（15点入）　KM-PS21	 PFUNC	 ¥40,000

	9228	 香港　１ミル銅貨　1866　KM６	 AU～UNC	 ¥7,000
	9229	 朝鮮　五文銅貨　開国497年　KM1101	 小傷有　VF	 ¥10,000
	9230	 仏領インドシナ　サペク銅貨　1901Ａ　KM６	 小汚れ　UNC	 ¥5,000

	9231	 西ドイツ　２マルク白銅　1951Ｆ，51Ｇ　KM111　（２点組）	 EF	 ¥5,000

	9232	 モロッコ　１，２，５，10，20フラン　AH1370/71　（エッセイ）　KM-Ｅ37，38，39，41，42　（５点組）
	 	 	 AU/UNC	 ¥14,000
 ★英　国	 	
	9233	 ４ペンス銀貨　1939　女王　KM731.1	 EF	 ¥8,000
	9234	 ２ペンス銅貨　1797　車輪銭　KM619	 VF	 ¥6,000

9228 9229 9230

9231

9232

9233

9234

9227（縮小）
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	9235	 1/2ペニー銅貨　1874Ｈ　女王　KM754　Ｓ3957　NGC（SP65RB）	 PFUNC	 ¥70,000
	9236	 ヴィクトリア女王　在位50周年　銅メダル　（1887）　77mm　212ｇ　オリジナルケース付	 EF	 ¥30,000

	9237	 キーリング・ココス諸島　５ルピー　1913　KM-Tn７	 VF	 ¥10,000
	9238	 ハンガリー　10億（Ｂ）ペンゴ　1946（緑）　不発行札　Ｐ137	 UNC	 ¥5,000

 ★米軍　軍票	 	
	9239	 541シリーズ　５，10，25セント　（1958）　MPC-Ｍ36，37，38　（３点組）	 UNC	 ¥5,000
	9240	 591シリーズ　10セント　（1961）　MPC-Ｍ44	 UNC	 ¥4,000
	9241	 611シリーズ　１ドル　（1964）　MPC-Ｍ54	 UNC	 ¥4,000

9235
9236

9237

9238

9240

9241
9239
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	9242	 オーストラリア　１ドル銀貨　2008　ネズミ年　KM1056ａ	 UNC	 ¥2,500
	9243	 中国　10元銀貨　1999　観世音菩薩　KM1242	 パック入　UNC	 ¥4,000

	9244	 マラウイ　20クワチャ銀貨（１オンス）　2009　牛図　KM不明	 UNC	 ¥2,500
	9245	 英国　ブリタニア　２ポンド銀貨　2002　KM1029	 UNC	 ¥2,200

	9246	 フランス　20フラン（アルミ青銅）　1929　女神　エッセイ　KMＥ-50	 スポット有　EF	 ¥6,000
	9247	 ジャージー　プルーフセット　50ペンス～２1/2ポンド銀貨　1972　KM35-38　（４点入）
	 	 	 プラケース入　UNC	 ¥3,500

9246

9244

9245

9242
9243

9247（縮小）
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	9248	 ケイマン諸島　25ドル銀貨　1972　銀婚　KM９	 PFUNC	 ¥3,000
 ★東ドイツ　	 	
	9249	 20マルク銀貨　1968　マルクス　KM21	 トーン　AU～UNC	 ¥6,000
	9250	 20マルク銀貨　1970　エンゲルス　KM28	 UNC	 ¥6,000

	9251	 中国　北京五輪セット　2008　第２次発行　10元銀貨（４種入）大型ケース入	 PFUNC	 ¥26,000

	9252	 台湾　ミントセット　孫文生誕100年　民国54年　（４種入）　KM-MS１	 ケース曇り　AU/UNC	 ¥3,500

	9253	 ロシア　５オンス銀貨　1987　米ソ平和共同宣言　KM-ＸＭＢ１	 AU	 ¥6,000

9252（縮小）

9248
9249 9250

9253

9251
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 ★オーストラリア　	 	
	9254	 カワセミ　１Ｋｇ銀貨　1999	 ケース入　UNC	 ¥60,000
	9255	 カワセミ　１Ｋｇ銀貨　2000	 ケース入　UNC	 ¥60,000
	9256	 カワセミ　１Ｋｇ銀貨　2001	 ケース入　UNC	 ¥60,000
	9257	 カワセミ　１Ｋｇ銀貨　2002	 ケース入　UNC	 ¥60,000

	9258	 フジャイラ　プルーフセット　1969　１～10リヤル銀貨　（４点入）　KM-PS７	ケース難有　PFUNC	 ¥8,000

	9259	 米国　プルーフセット　アトランタ五輪　１ドル銀貨　1995-96　（８種入）	 ケース難有　PFUNC	 ¥26,000

9254

9258

9259
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	9260	 コンゴ　10フラン（アクリル）　2003　帆船とライオン　KM171	 ケース入　UNC	 ¥4,000
 ※9261 〜9273はケース付	 	
	9261	 オーストラリア　１ドル銀貨　1999　カワセミ（日本・小判印入）　KM399タイプ	 PFUNC	 ¥2,500

	9262	 カナダ　８ドル銀貨　2009　ホログラム入　KM943	 PFUNC	 ¥4,000

 ★フランス	 	
	9263	 10フラン銀貨　1996　美術館シリーズ　KM1121-1124　（４点入）	 PFUNC	 ¥10,000

	9264	 10フラン銀貨　1996-98　ワールド・カップ　（８点入）	 PFUNC	 ¥15,000

9260

9261

9262

9263

9264
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	9265	 バミューダ　５ドル銀貨（５オンス）　1992　五輪　KM79	 PFUNC	 ¥7,000

	9266	 オランダ　200ユーロ銀貨（５オンス）　1998　KM-Ｘ＃149	 PFUNC	 ¥7,000

	9267	 サモア　２5ドル銀貨（５オンス）　1987　アメリカ・カップ　KM67	 PFUNC	 ¥7,000
 ★中　国	 	
	9268	 10元銀貨　1997　中国・タイ友好記念　KM不明　保証書付	 PFUNC	 ¥3,000

9265

9266

9268

9267
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	9269	 10元、５元銀貨　1997　パンダ・カラー　KM996（２点入）　保証書付	 PFUNC	 ¥5,000

	9270	 10元銀貨　1997　三国志　KM1077-1080　（４点入）　保証書付	 PFUNC	 ¥10,000

	9271	 20元角型銀貨　1990　風景　KM966-969　（４点入）　保証書付	 PFUNC	 ¥20,000

	9272	 10元銀貨　1989　アジア大会　１次，２次（８点入）　KM不明　保証書付	 PFUNC	 ¥16,000

9269

9270

9272（１次）

9271（縮小）

9272（２次）
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	9273	 10元銀貨　1999　京劇　（４種入）　KM不明　保証書付	 PFUNC	 ¥10,000

 ★ササン朝ペルシャ	 	
	9274	 ドラクマ銀貨　528　カワード１世　Mitch1025	 Ｆ～VF	 ¥4,000
	9275	 ドラクマ銀貨　594　ホスロー２世　前期タイプ　Mitch1204	 VF	 ¥4,000
	9276	 ドラクマ銀貨　595　ホスロー２世　前期タイプ　Mitch1186	 VF	 ¥4,000

	9277	 ドラクマ銀貨　619　ホスロー２世　後期タイプ　Mitch1188	 VF	 ¥4,000
	9278	 ドラクマ銀貨　623　ホスロー２世　後期タイプ　Mitch1127	 VF	 ¥4,000
	9279	 十字軍・アテネ公国　Denier銀貨　1280-1287　ギョｰム１世	 Ｆ～VF	 ¥5,000

	9280	 十字軍・ルッカ領（イタリア）　Denaro銀貨　1039-1125　ハインリヒ王	 Ｆ～VF	 ¥5,000
	9281	 十字軍・アルメニア王国　Tank銅貨　1226-1271　へトゥム１世	 腐食有　Ｆ	 ¥4,000
 ★十字軍・シチリア王国	 	
	9282	 1/2フォラーロ銅貨　1105-1154　ルッジェーロ２世　アラブ銘文	 Ｆ～VF	 ¥4,000
	9283	 1/2フォラーロ碗型銅貨　1105-1154　ルッジェーロ２世　	 Ｆ～VF	 ¥4,000

	9284	 Denaro銀貨　1194-1197　エンリコ４世　鷲図	 少錆　Ｆ～VF	 ¥4,000
 ★フランス王国	 	
	9285	 Douzain銀貨　1385-1422　シャルル６世	 Ｆ～VF	 ¥6,000

9273

9274 9275 9276

9277 9278
9279

9280 9281
9282

9284 9285

9283
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	9286	 Douzain銀貨　1417-1422　シャルル６世	 Ｆ～VF	 ¥6,000
	9287	 Douzain銀貨　1515-1547　アンリ１世	 Ｆ	 ¥5,000
	9288	 Douzain銀貨　1575-1589　アンリ３世	 青錆有　Ｆ～VF	 ¥6,000

	9289	 マゲローネ公国　Denier銀貨　1080-1120　	 Ｆ～VF	 ¥5,000
	9290	 ドーフィネ司教区　Denier銀貨　12世紀　双頭の鷲	 Ｆ～VF	 ¥4,000
	9291	 ブザンソン市　銀貨（20mm）　1550　王胸像	 少ヒビ　Ｆ	 ¥4,000
	9292	 ドイツ・ニュールンベルク市　ペニヒ銀貨　1215-1250　ハインリヒ２世　獅子図	 Ｆ～VF	 ¥4,000

	9293	 ザルツブルク大司教区　ペニヒ銀貨　1168-1200　アダルベルト２世　教会図	 Ｆ	 ¥4,000
	9294	 オーストリア・フリーザッハ大司教区　ペニヒ銀貨　1200-1246　エベルハルト２世	 Ｆ	 ¥4,000
	9295	 十字軍・ヴァレンシア王国　Denaro銀貨　1213-1276　ジャウマ１世征服王	 Ｆ	 ¥4,000
 ★モスクワ大公国	 	
	9296	 デンガ銀貨　1425-1433　ヴァシリｰ２世　王座像	 Ｆ～VF	 ¥9,000
	9297	 デンガ銀貨　1533-1547　イワン雷帝　馬上抜刀	 Ｆ	 ¥4,000

 ★ロシア帝国	 	
	9298	 カペイク銀貨　1598-1605　ボリス帝	 VF	 ¥4,000
	9299	 カペイク銀貨　1701　ピョートル大帝	 VF	 ¥3,500
	9300	 中央アジア・クルズワン公国　Jital銅貨　1221　チンギス汗軍包囲下発行	 Ｆ～VF	 ¥4,000
	9301	 中央アジア・サーマン朝　大型銀貨（44mm）　976-997　ヌフ２世	 小穴１　Ｆ～VF	 ¥7,000
	9302	 エチオピア　Denar銀貨　11世紀　イエメン様式　Mitch536	 VF	 ¥5,000
	9303	 インド・サウラシュトラ国　ユニット銀貨　150-50ＢＣ　ヴァッツァ型	 Ｆ～VF	 ¥5,000

9286 9287 9288

9289 9290 9291

9293 9294 9295

9292

9296 9297

9298

9299

9302

9300

9303

9301
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 ★ドイツ・ヴェストファーレン（インフレ貨）	 	
	9304	 １万マルク青銅（金鍍）　1923　シュタイン	 AU～UNC	 ¥5,000
	9305	 500万マルク青銅（金鍍）　1923　シュタイン	 洗い　EF	 ¥4,000

	9306	 5000万マルク青銅（金鍍）　1923　シュタイン	 EF	 ¥5,000

 ★メキシコ・アステカ帝国	 	
	9307	 斧型銅貨　1200-1520　135×78×３mm　Mitch5495+	 Ｆ～VF	 ¥12,000
	9308	 斧型銅貨　1200-1520　135×80×３mm　Mitch5495+	 Ｆ～VF	 ¥12,000

9304 9305

9306

9307（70%大） 9308（70％大）
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	9309	 碇型銅貨　1200-1520　158×116×３mm　Mitch5495+	 Ｆ～VF	 ¥14,000

 ★フランス革命・アッシニア札	 	
	9310	 100フラン　1795　PA78	 Ｆ	 ¥4,000
	9311	 25フラン　1796　PA83ｂ	 右上角欠け有　Ｆ	 ¥4,000

	9312	 インド　古銅貨　クシャン朝（ＡＤ105-130頃）主体　ロット（60枚）　返品不可	 Good～VG	 ¥14,000

9309（70%大）

9310 9311

9312（縮小）
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	9313	 ブラジル　4000レイス　1900　ブラジル発見400年　KM502.1	 EF	 ¥120,000

	9314	 フランス　エキュ　1792Ａ　ルイ16世　KM615.1	 Ｆ～VF	 ¥22,000
 ★スペイン領ネーデルランド	 	
	9315	 Daalder　1587　フェリペ２世　Dav8637	 VF/Ｆ	 ¥24,000

	9316	 デュカトン　1634　フェリペ３世　Dav4446	 ヒビ割有　Ｆ～VF	 ¥24,000
	9317	 米国　50セント　1870　女神座像　KM99　PCGS　UNC　Details	 PFUNC	 ¥120,000

	9318	 タイ　600バーツ　1988　ラーマ９世治世42年　Ｙ215	 PFUNC	 ¥11,000

9313

9314 9315

9316

9317

9318


