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	5001	 享保丁銀　191.0ｇ	 上	 ¥130,000
	5002	 元文丁銀　147.3ｇ	 美	 ¥32,000
	5003	 安政丁銀　172.0ｇ	 佳	 ¥15,000

第１部　日本の古金銀
主催：書信館出版（株）

315 ロット　７月 28 日（土） 午前９時〜

	5004	 慶長豆板銀　16個組　計158.0ｇ	 並〜佳	 ¥70,000
	5005	 元禄豆板銀　大字元　4.9ｇ	 美	 ¥180,000
	5006	 元禄片面大黒豆板銀　14.0ｇ	 佳	 ¥40,000
	5007	 宝永三ッ宝露銀　0.5ｇ	 美	 ¥12,000
	5008	 享保豆板銀　宝字一部　そら豆型　9.7ｇ	 上	 ¥5,000
	5009	 天保両面大黒豆板銀　13.5ｇ	 美	 ¥40,000
	5010	 天保両面大黒豆板銀　9.57ｇ	 美	 ¥30,000
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	5011	 明和五匁銀　母型（下見してください、返品不可）	 美	 ¥1,800,000

	5015	 明和五匁銀	 上	 ¥100,000
	5016	 明和五匁銀	 美	 ¥100,000
	5017	 古南鐐二朱銀　閉じ常　閉じワ是	 佳	 ¥9,000
	5018	 古南鐐二朱銀	 佳	 ¥8,000

	5012	 明和五匁銀　	 美	 ¥100,000
	5013	 明和五匁銀	 美	 ¥100,000
	5014	 明和五匁銀	 美	 ¥100,000

	5019	 古南鐐二朱銀　明和大型　両面額縁　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥45,000
	5020	 古南鐐二朱銀　明和型　額縁　大型	 佳	 ¥35,000
	5021	 古南鐐二朱銀　寛政型　額縁　大型　	 佳	 ¥40,000
	5022	 古南鐐二朱銀　明和型	 上	 ¥18,000
	5023	 古南鐐二朱銀　大型　27.2×16.2mm	 美	 ¥30,000
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	5024	 古南鐐二朱銀　大型　26.8×15.8mm	 美	 ¥25,000
	5025	 古南鐐二朱銀　大型　28.7×16.5mm	 上	 ¥13,000
	5026	 古南鐐二朱銀　三ッ跳判　大字	 上	 ¥13,000
	5027	 古南鐐二朱銀　三ッ跳判　27.4×15.6mm	 上	 ¥10,000
	5028	 古南鐐二朱銀　	 上	 ¥8,000

	5029	 古南鐐二朱銀　	 上	 ¥8,000
	5030	 古南鐐二朱銀　	 上	 ¥6,000
	5031	 古南鐐二朱銀　ハ点小大型　27.2×16.7mm	 美	 ¥45,000
	5032	 古南鐐二朱銀　ハ点小大型　27.9×16.2mm	 美	 ¥40,000
	5033	 古南鐐二朱銀　（裏）閉じワ常	 上	 ¥10,000

	5034	 古南鐐二朱銀　（裏）閉じワ常	 上	 ¥8,000
	5035	 古南鐐二朱銀　（裏）閉じワ常	 上	 ¥7,000
	5036	 古南鐐二朱銀　	 上	 ¥9,000
	5037	 古南鐐二朱銀　	 上	 ¥9,000
	5038	 新南鐐二朱銀　小字	 上〜美	 ¥7,000

	5039	 新南鐐二朱銀　小字	 上〜美	 ¥7,000
	5040	 新南鐐二朱銀　	 佳	 ¥5,000
	5041	 新南鐐二朱銀　	 佳	 ¥5,000
	5042	 新南鐐二朱銀　	 美	 ¥5,000
	5043	 新南鐐二朱銀　	 上	 ¥10,000

	5044	 新南鐐二朱銀　7.64ｇ	 上	 ¥10,000
	5045	 新南鐐二朱銀　中字・萩印	 上	 ¥7,000
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	5046	 新南鐐二朱銀　小字	 上	 ¥7,000
	5047	 新南鐐二朱銀　草点常	 上	 ¥5,000
	5048	 新南鐐二朱銀	 佳	 ¥6,000
	5049	 新南鐐二朱銀	 佳	 ¥5,000

	5050	 文政一朱銀　Dｄ	 美	 ¥6,800
	5051	 文政一朱銀　Eｄ　跳ね六　『収集』1995年４月号P14㊶掲載品	 上	 ¥50,000
	5052	 文政一朱銀　Fａ	 佳	 ¥6,000
	5053	 文政一朱銀　Fａ	 上	 ¥3,000
	5054	 文政一朱銀　Fｃ	 上〜美	 ¥5,000
	5055	 文政一朱銀　Fｄ	 トーン　上	 ¥5,000

	5056	 一分銀包　20両入り　80枚　（下見してください）	 	 ¥180,000
	5057	 一分銀包　20両入り　80枚　（下見してください）	 	 ¥180,000
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	5058	 天保一分銀　Pn	 上〜美	 ¥7,000
	5059	 天保一分銀　Ql	 上	 ¥5,000
	5060	 天保一分銀　Qｍ　長柱座	 美	 ¥45,000
	5061	 天保一分銀　Qr　	 トーン　上	 ¥30,000
	5062	 天保一分銀　Ql	 上〜美	 ¥5,000

	5063	 天保一分銀　Sl	 上	 ¥5,000
	5064	 天保一分銀　Sm　小字	 上〜美	 ¥60,000
	5065	 天保一分銀　本座　Zz	 上〜美	 ¥40,000
	5066	 天保一分銀　Zn　入分様	 上	 ¥6,000
	5067	 天保一分銀　Pn	 上	 ¥6,000

	5068	 天保一分銀　Sl	 上	 ¥5,000
	5069	 天保一分銀　Zn、Zt　２種組	 上	 ¥5,000
	5070	 天保一分銀　Rp、Rq　２種組	 上	 ¥5,000

	5071	 天保一分銀　Ql	 上〜美	 ¥4,000
	5072	 天保一分銀　Pp、Zp　２種組	 上〜美	 ¥6,000
	5073	 天保一分銀　Sl	 極	 ¥8,000
	5074	 NOMO一分銀　Ob	 上〜美	 ¥9,000

	5075	 NOMO一分銀　Oｃ	 佳〜上	 ¥8,000
	5076	 天保手別座一分銀　Pz	 上	 ¥10,000
	5077	 天保手別座一分銀　Pz	 上	 ¥8,000
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	5078	 天保手別座一分銀　Pz	 佳〜上	 ¥6,000
	5079	 天保手別座一分銀　Zz	 上	 ¥5,000
	5080	 天保手別座一分銀　Zz	 上	 ¥5,000
	5081	 天保手別座一分銀　Zz	 美	 ¥20,000
	5082	 天保手別座一分銀　面花降り　裏Z	 上	 ¥20,000

	5083	 天保手別座一分銀　乱桜	 佳	 ¥5,000
	5084	 庄内一分銀　Ｒq　Ｙ極印左側	 佳	 ¥7,000
	5085	 庄内一分銀　Ｒｔ　Ｙ極印右側	 上	 ¥8,000
	5086	 庄内一分銀　Zq　Y印左	 上	 ¥10,000
	5087	 安政一分銀　細字　Aa	 未	 ¥5,000

	5088	 安政一分銀　細字　Aｂ	 極〜未	 ¥5,000
	5089	 安政一分銀　細字　Cg	 未	 ¥5,000
	5090	 安政一分銀　細字　Cf	 未	 ¥5,000
	5091	 安政一分銀　細字　Cｃ　向点	 極＋	 ¥6,000

	5092	 安政一分銀　細字　Fg、Bf　２種組	 美	 ¥5,000
	5093	 安政一分銀　Ff　入分玉座	 上〜美	 ¥10,000
	5094	 安政一分銀　Bc　包み出し　エラー　八重桜	 美〜極	 ¥5,000
	5095	 安政一分銀　Bd　包み出し　裏エラー　桜一個多い	 美	 ¥5,000

	5096	 安政一分銀　Fe　包み出し　	 美〜極	 ¥6,600
	5097	 安政一分銀　Fc　包み出し　	 ヒビ　上	 ¥3,000
	5098	 安政一分銀　Aa,Ab,Ac,Ad　４種組	 上〜美	 ¥12,000
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	5099	 安政一分銀　Bd,Be　２種組	 上〜美	 ¥6,000
	5100	 安政一分銀　Ba,Bb,Bc,Bd,Be　５種組	 美〜極	 ¥15,000
	5101	 安政一分銀　Ba,Bb,Bc,Bd,Be,Bg　６種組　	 上〜美	 ¥18,000
	5102	 安政一分銀　Cb,Cc,Ce　３種組	 美〜極	 ¥9,000
	5103	 安政一分銀　Da,Dd　２種組	 美〜極	 ¥6,000
	5104	 安政一分銀　Ea,Ec,Ed,Eg　４種組	 上〜美	 ¥12,000

	5105	 安政一分銀　Fa,Fb,Fc,Fd,Fe,Ff　６種組	 上〜美	 ¥18,000
	5106	 安政一分銀　Fa,Fa中字,Fc,Fe　４種組	 上〜美	 ¥12,000
	5107	 安政一分銀　Gc,Ge,Gf　３種組	 上〜美	 ¥9,000
	5108	 安政一分銀　Ad,Bd,Fa,Ea,Gc　５種組	 上〜極	 ¥15,000

	5109	 安政一分銀　Za	 上〜美	 ¥36,000
	5110	 安政一分銀　Zb	 上	 ¥36,000
	5111	 安政一分銀　Zc	 上	 ¥65,000
	5112	 安政一分銀　Zd	 上	 ¥40,000
	5113	 安政一分銀　Zd	 上〜美	 ¥45,000

	5114	 安政一分銀　Ze	 上	 ¥40,000
	5115	 安政一分銀　Zf	 上	 ¥40,000
	5116	 安政一分銀　Zf　側極印多重５箇所　『収集』2017年５月号掲載品	 上〜美	 ¥50,000
	5117	 安政一分銀　入分玉座　Aa	 美	 ¥7,000
	5118	 安政一分銀　入分玉座　Af	 トーン　上	 ¥10,000
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	5119	 安政一分銀　入分玉座　Fg	 トーン　上〜美	 ¥13,000
	5120	 安政一分銀　入分玉座　Ga	 極	 ¥13,000
	5121	 安政一分銀　玉一玉座　Fg	 上〜美	 ¥30,000
	5122	 安政一分銀　入分玉座　Gａ	 美	 ¥10,000
	5123	 安政一分銀　入分玉座　Ｇａ	 トーン　上〜美	 ¥13,000

	5124	 安政一分銀　入分玉座　Ｇｅ	 美	 ¥7,000
	5125	 安政一分銀　入分玉座　Ｇｆ	 トーン　美	 ¥10,000
	5126	 安政一分銀　入分玉座　Ｉａ	 佳〜上	 ¥68,000
	5127	 安政一分銀　入分玉座　Ａｇ　両面裏写り	 上	 ¥15,000
	5128	 安政一分銀　入分玉座　Ｇｇ　裏面大ズレ打	 上	 ¥9,000

	5129	 安政一分銀　入分玉座　Ｇｇ　裏面大ズレ打	 上	 ¥9,000
	5130	 中柱座一分銀　裏跳ね是様　Ａｄ	 並	 ¥20,000
	5131	 中柱座一分銀　Ａｄ　黒色	 並〜佳	 ¥40,000
	5132	 安政手別座一分銀　Ｄｇ　定落	 上〜美	 ¥36,000

	5133	 安政手別座一分銀　Ａｆ，Ｆｂ	 美〜佳	 ¥5,000
	5134	 安政手別座一分銀　Ｄｃ，Ｄｆ	 並〜美	 ¥5,000

	5135	 明治一分銀　Ｈｂ	 トーン　美	 ¥10,000
	5136	 明治一分銀　Ｈｂ1	 美＋	 ¥11,000
	5137	 明治一分銀　Ｈｈ1	 極	 ¥35,000
	5138	 明治一分銀　Ｈｊ	 上	 ¥15,000
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	5139	 明治一分銀　Ｊｂ	 極	 ¥8,000
	5140	 明治一分銀　Ｊｂ	 上	 ¥10,000
	5141	 明治一分銀　Ｊｂ	 上〜美	 ¥10,000
	5142	 明治一分銀　Ｊｂ	 トーン　上〜美	 ¥7,600
	5143	 明治一分銀　Ｊｊ	 トーン　上〜美	 ¥11,100

	5144	 明治一分銀　Ｊｈ	 上〜美	 ¥50,000
	5145	 明治一分銀　Ｍｂ　	 上	 ¥15,000
	5146	 明治一分銀　Mｈ	 美	 ¥60,000
	5147	 明治一分銀　Ｍｈ	 上	 ¥20,000
	5148	 明治手亜鉛差系一分銀　Ｊｊ	 上	 ¥11,000

	5149	 明治手亜鉛差系一分銀　Ｍｈ	 上	 ¥32,000
	5150	 明治右短川常系一分銀　Ｈｅ　面付着物	 上	 ¥8,000
	5151	 明治右短川常系一分銀　Ｈｊ	 上	 ¥8,000
	5152	 明治手一分銀　Ｂｈ4	 佳	 ¥20,000
	5153	 明治手一分銀　Ｂｈ	 上〜美	 ¥11,100

	5154	 明治手一分銀　Ｃｈ	 上	 ¥15,000
	5155	 明治手一分銀　Ｈｂ	 佳	 ¥8,000
	5156	 明治手一分銀　Ｈｂ	 上	 ¥8,000
	5157	 明治手一分銀　Ｈｈ	 上	 ¥8,000
	5158	 明治手一分銀　Ｈｂ3　跳ね分　跳ね銀	 上	 ¥50,000

	5159	 明治手一分銀　Ｈｂ	 上〜美	 ¥10,000
	5160	 明治手一分銀　Ｈｅ	 上〜美	 ¥8,000
	5161	 明治手一分銀　Ｈｅ	 上〜美	 ¥8,000
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	5162	 明治手一分銀　Ｈｅ	 上	 ¥7,600
	5163	 明治手一分銀　Ｊｇ　譜外品　『収集』2016年５月号掲載品	 美	 ¥50,000
	5164	 明治手別座一分銀　Ｊｊ	 上〜美	 ¥6,000
	5165	 明治手別座一分銀　Ｉｃ	 佳	 ¥28,000
	5166	 明治手別座一分銀　Ｚｈ	 上	 ¥28,000

	5167	 明治手別座一分銀　Ｈｈ　跳ね分　跳ね銀	 佳	 ¥32,000
	5168	 明治手別座一分銀　Ｊｃ	 佳	 ¥10,000

	5169	 嘉永一朱銀　Ｇｃ	 佳〜上	 ¥360,000
	5170	 嘉永一朱銀　Ｆｅ　	 上	 ¥360,000
	5171	 嘉永一朱銀　Ｄｃ　	 上	 ¥320,000

	5172	 嘉永一朱銀　Ｄｅ	 上	 ¥28,000
	5173	 嘉永一朱銀　Ｄｅ	 上	 ¥19,800
	5174	 嘉永一朱銀　Ｅｃ	 上	 ¥22,000
	5175	 嘉永一朱銀　Ｇａ	 上〜美	 ¥5,000
	5176	 明治一朱銀　Ｖｓ	 上	 ¥8,800

	5177	 安政二朱銀	 美	 ¥100,000
	5178	 安政二朱銀	 美	 ¥90,000
	5179	 安政二朱銀	 美	 ¥90,000

5169
（×1.5倍）

5170
（×1.5倍）

5171
（×1.5倍）

5162 5163 5164 5165 5166

5167 5168

5169 5170 5171

5172 5174 5175 51765173

5178 51795177
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	5180	 安政二朱銀	 美	 ¥85,000
	5181	 安政二朱銀	 美	 ¥90,000
	5182	 安政二朱銀	 美	 ¥90,000
	5183	 安政二朱銀　長柱座	 上	 ¥100,000

	5184	 秋田九匁二分銀　改丸印有	 上	 ¥70,000
	5185	 秋田笹一分銀	 佳	 ¥100,000
	5186	 秋田笹一分銀	 上	 ¥150,000
	5187	 仙台小槌銀	 上	 ¥80,000
	5188	 仙台小槌銀	 上	 ¥80,000
	5189	 仙台小槌銀	 上	 ¥80,000

	5190	 あらかわ銀判　五匁	 美	 ¥25,000

5180 5182 51835181

5184

5186

5187

5185

5188

5190

5189
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	5191	 銀座花降銀　139×28mm　123.6g	 美	 ¥800,000
	5192	 銀座刻印銀　82.0ｇ	 極	 ¥200,000
	5193	 寛字切銀　15.2ｇ	 上	 ¥150,000

	5194	 筑前三分金	 美	 ¥350,000
	5195	 筑前一分金	 美	 ¥160,000
	5196	 甲州一分金　中安	 佳	 ¥80,000
	5197	 甲州一分金　背重	 上	 ¥50,000
	5198	 甲州一分金　背定	 上	 ¥50,000

	5199	 甲州一分金　背定	 上	 ¥50,000
	5200	 甲州二朱金　背重	 上	 ¥60,000
	5201	 甲州二朱金　背重	 上	 ¥60,000
	5202	 甲州一朱金　無背	 上	 ¥50,000
	5203	 甲州一朱金　無背	 上	 ¥50,000

5191

5192

5194 5195

5193

5196 5197 5198

5199 5200 5201 5202 5203
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	5204	 甲州一朱金　背重	 上	 ¥50,000
	5205	 甲州朱中金　角朱中　背シ	 上	 ¥130,000

	5206	 円歩金　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥1,700,000

	5207	 真文二分金	 上	 ¥30,000
	5208	 真文二分金	 上	 ¥50,000
	5209	 真文二分金	 上	 ¥50,000
	5210	 真文二分金	 上	 ¥57,000
	5211	 草文二分金	 美	 ¥39,000

	5212	 草文二分金	 上	 ¥30,000
	5213	 草文二分金	 上	 ¥29,000
	5214	 安政二分金　両面額縁	 美	 ¥5,000
	5215	 安政二分金	 上	 ¥13,000
	5216	 安政二分金	 上	 ¥12,000

	5217	 安政二分金	 上	 ¥10,000
	5218	 安政二分金	 上	 ¥8,000
	5219	 安政二分金	 佳	 ¥10,000
	5220	 万延二分金　Ｖ有　明治　3.0ｇ	 佳	 ¥28,000
	5221	 万延二分金　Ｖ無　安政　2.8ｇ　別座	 並	 ¥8,500

5206

5204 5205

5206
（×1.5倍）

5207 5208 5209 5210 5211

5212 5213 5214 5215 5216

5217 5218 5219 5220 5221
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	5222	 明治二分金　両面額縁様　3.0ｇ	 上	 ¥5,000
	5223	 明治二分金	 美	 ¥4,000
	5224	 明治二分金　	 上	 ¥3,500

	5225	 明治二分金　２枚組	 上	 ¥6,000
	5226	 明治二分金　２枚組	 上	 ¥8,000

	5227	 額一分金　日本貨幣商協同組合鑑定書付　	 美	 ¥800,000
	5228	 慶長一分金　片本	 美	 ¥120,000
	5229	 慶長一分金　片本	 美	 ¥170,000
	5230	 慶長一分金　	 美	 ¥70,000
	5231	 慶長一分金　	 美	 ¥70,000
	5232	 慶長一分金　	 佳	 ¥50,000
	5233	 慶長一分金　刻印有	 上	 ¥30,000

	5234	 元禄一分金	 美	 ¥80,000
	5235	 元禄一分金	 美	 ¥80,000
	5236	 元禄一分金	 美	 ¥80,000
	5237	 元禄一分金	 上	 ¥70,000
	5238	 元禄一分金	 佳	 ¥60,000
	5239	 宝永一分金	 美	 ¥55,000
	5240	 宝永一分金	 美	 ¥55,000

	5241	 宝永一分金	 美	 ¥55,000
	5242	 宝永一分金	 美	 ¥55,000
	5243	 宝永一分金	 美	 ¥55,000
	5244	 宝永一分金	 美	 ¥55,000
	5245	 宝永一分金	 美	 ¥55,000
	5246	 正徳一分金	 美	 ¥300,000

5222 5223 5224

5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233

5225 5226

5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240
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－ 15 －

	5247	 享保一分金	 上	 ¥38,000
	5248	 享保一分金	 佳	 ¥38,000
	5249	 元文一分金　桐面額縁様	 上	 ¥10,000
	5250	 元文一分金　両面額縁様　荘印有	 上	 ¥7,000
	5251	 元文一分金	 佳	 ¥12,000
	5252	 元文一分金	 佳	 ¥11,000
	5253	 元文一分金	 佳	 ¥5,000

	5254	 元文一分金	 佳	 ¥5,000
	5255	 文政一分金	 美	 ¥15,000
	5256	 文政一分金	 美	 ¥14,000
	5257	 文政一分金	 上	 ¥10,000
	5258	 文政一分金	 上	 ¥10,000
	5259	 文政一分金　両面額縁	 上	 ¥6,000
	5260	 文政一分金　荘印有	 上	 ¥6,000

	5261	 天保一分金	 美	 ¥19,000
	5262	 天保一分金	 美	 ¥14,000
	5263	 天保一分金	 美	 ¥14,000
	5264	 天保一分金	 美	 ¥14,000
	5265	 天保一分金	 美	 ¥14,000
	5266	 天保一分金	 美	 ¥14,000
	5267	 天保一分金	 美	 ¥14,000

	5268	 天保一分金	 美	 ¥14,000
	5269	 天保一分金	 美	 ¥14,000
	5270	 天保一分金	 美	 ¥14,000
	5271	 天保一分金	 美	 ¥14,000
	5272	 天保一分金	 美	 ¥14,000
	5273	 天保一分金	 美	 ¥14,000
	5274	 天保一分金	 美	 ¥14,000

	5275	 天保一分金	 上	 ¥15,000
	5276	 天保一分金	 上	 ¥10,000

5247 5248 5249 5250 5251 5252 5253

5254 5255 5256 5257 5258 5259 5260
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－ 16 －

	5277	 天保二朱金　	 上	 ¥3,000
	5278	 天保二朱金　２枚組	 上	 ¥5,000
	5279	 万延二朱金　	 上	 ¥4,000
	5280	 万延二朱金　２枚組	 上	 ¥5,000

	5281	 文政角一朱金　両面額縁	 上	 ¥40,000
	5282	 文政角一朱金　両面額縁様	 美	 ¥25,000
	5283	 文政角一朱金	 上	 ¥10,000
	5284	 文政角一朱金	 佳	 ¥20,000
	5285	 文政角一朱金	 佳	 ¥20,000
	5286	 文政角一朱金	 佳	 ¥17,000
	5287	 文政角一朱金	 佳	 ¥17,000

	5288	 慶長小判　背：三○　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極	 ¥1,100,000
	5289	 慶長小判　背：松の　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥850,000

	5290	 慶長小判　背：○市　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥800,000
	5291	 慶長小判　背：九可　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極	 ¥750,000

52805278 52795277
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	5292	 宝永小判　背：さ甚　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥650,000
	5293	 享保小判　背：サカ村　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥380,000

	5294	 享保小判　背：○長　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥350,000
	5295	 享保小判　背：小仁　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥350,000

	5296	 元文小判　背：小吉	 上	 ¥250,000
	5297	 元文小判　背：六村	 佳	 ¥110,000

5292 5293

5294 5295

5296 5297



－ 18 －

	5298	 文政小判　偶然大吉　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 磨き　佳	 ¥320,000
	5299	 文政小判　献上大吉　日本貨幣商協同組合鑑定書付　	 磨き　ヒビ有　佳	 ¥600,000

	5300	 文政小判　背：久長　七福小判　倉田屋鑑定書付　13.2ｇ	 上	 ¥150,000
	5301	 文政小判　背：川五	 美	 ¥110,000

	5302	 文政小判　背：大長	 佳	 ¥140,000
	5303	 天保小判　背：沙東	 美	 ¥105,000

5298 5299

5300 5301
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－ 19 －

	5304	 天保小判　背：久五	 上	 ¥105,000
	5305	 天保小判　背：舟当	 上	 ¥105,000
	5306	 天保小判　背：へい吉	 上	 ¥100,000

	5307	 天保小判　背：原七	 上	 ¥100,000
	5308	 天保小判　背：仲当	 上	 ¥100,000
	5309	 天保小判　背：八当	 上	 ¥100,000

	5310	 天保小判　背：正当　無刻印	 上	 ¥100,000
	5311	 天保小判　背：八七	 美	 ¥110,000
	5312	 万延小判　背：九五　	 美	 ¥58,000
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－ 20 －

	5313	 蛭藻金　長さ70mm　重さ31.6ｇ　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 佳	 ¥1,800,000

5313



－ 21 －

	5314	 万延大判　背：吉宇き　たがね打　元書　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥1,700,000

5314



－ 22 －

	5315	 万延大判金　背：吉宇き　たがね打　元書　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥1,500,000

5315


