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	4001	 旧10円金貨　明治４年　無輪	 準未	 ¥450,000
	4002	 旧５円金貨　明治３年	 美	 ¥140,000
	4003	 旧５円金貨　明治３年　明瞭ウロコ	 未	 ¥200,000

第３部　近代・現行貨幣
主催：書信館出版（株）

350 ロット　７月 28 日（土） 午後 12 時〜

	4007	 旧５円金貨　明治５年	 輪微当　未	 ¥160,000
	4008	 旧５円金貨　明治６年	 準未	 ¥140,000
	4009	 旧５円金貨　明治６年	 準未	 ¥140,000

	4004	 旧５円金貨　明治３年　明瞭ウロコ	 未	 ¥200,000
	4005	 旧５円金貨　明治３年　明瞭ウロコ	 未	 ¥200,000
	4006	 旧５円金貨　明治３年　明瞭ウロコ	 微汚れ有　準〜未	 ¥195,000

	4010	 旧５円金貨　明治６年	 極	 ¥130,000
	4011	 旧５円金貨　明治６年	 未	 ¥150,000
	4012	 旧５円金貨　明治６年	 未	 ¥150,000

	4013	 旧５円金貨　明治８年後期	 未	 ¥250,000
	4014	 旧５円金貨　明治８年後期	 微へアライン　未	 ¥230,000
	4015	 旧２円金貨　明治３年	 極	 ¥80,000
	4016	 旧２円金貨　明治３年	 極	 ¥80,000
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	4017	 旧２円金貨　明治３年	 小傷１　上	 ¥50,000
	4018	 旧２円金貨　明治３年	 極	 ¥80,000
	4019	 旧２円金貨　明治３年	 極	 ¥80,000
	4020	 旧１円金貨　明治４年後期	 未	 ¥30,000
	4021	 旧１円金貨　明治４年後期	 極	 ¥30,000

	4022	 旧１円金貨　明治４年後期	 極	 ¥30,000
	4023	 旧１円金貨　明治４年後期	 極	 ¥30,000
	4024	 旧１円金貨　明治４年後期	 美〜極	 ¥25,000
	4025	 旧１円金貨　明治４年後期	 準未	 ¥30,000
	4026	 旧１円金貨　明治７年	 美	 ¥150,000

	4027	 新20円金貨　明治44年	 美	 ¥120,000
	4028	 新20円金貨　明治44年	 未	 ¥150,000
	4029	 新20円金貨　明治44年	 美〜極	 ¥120,000

	4030	 新20円金貨　大正６年	 極	 ¥130,000
	4031	 新20円金貨　大正６年	 極	 ¥130,000
	4032	 新20円金貨　大正６年	 極	 ¥130,000

	4033	 新10円金貨　明治30年	 極	 ¥50,000
	4034	 新10円金貨　明治31年	 縁微傷１　極	 ¥50,000
	4035	 新10円金貨　明治34年	 極	 ¥50,000

	4036	 新10円金貨　明治41年	 美	 ¥40,000
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	4037	 新10円金貨　明治42年	 縁に当り有　準未＋	 ¥50,000
	4038	 新10円金貨　明治42年	 軽コスレ　極	 ¥50,000
	4039	 新10円金貨　明治42年	 極	 ¥50,000
	4040	 新10円金貨　明治42年	 極	 ¥50,000

	4041	 新５円金貨　明治45年	 準未	 ¥70,000
	4042	 旧５円金貨　明治４年	 準未	 ¥220,000
	4043	 旧１円金貨　明治４年後期	 面少スレ有　準未	 ¥35,000
	4044	 旧１円金貨　明治４年後期	 美＋	 ¥35,000

	4045	 旧10円金貨　明治４年　	 指紋有　極＋	 ¥470,000
	4046	 新20円金貨　明治30年　ハネ明	 少磨き　上	 ¥105,000
	4047	 新20円金貨　大正６年	 準〜未	 ¥180,000

	4048	 新20円金貨　大正６年	 極＋	 ¥160,000
	4049	 新20円金貨　大正６年	 極	 ¥160,000
	4050	 新20円金貨　大正６年	 準〜未	 ¥180,000

	4051	 新５円金貨　大正13年	 縁小当り２　上〜美	 ¥50,000
	4052	 新10円金貨　明治32年　財務省ID21053　美品Ａ	 黒箱少難有　極	 ¥80,000
	4053	 新20円金貨　大正６年　PCGS（MS65）	 未	 ¥200,000
	4054	 新10円金貨　明治41年　財務省ID26216　美品Ａ	 準〜未	 ¥50,000
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	4055	 新10円金貨　明治41年　財務省ID25778　美品Ａ	 準〜未	 ¥50,000
	4056	 新10円金貨　明治42年　財務省ID28440　美品Ａ	 準未	 ¥50,000
	4057	 新10円金貨　明治42年　財務省ID28274　美品Ａ	 極＋	 ¥60,000

	4058	 円銀　明治３年　有輪　銀座コイン鑑定書付	 未	 ¥50,000
	4059	 円銀　明治18年	 美〜極	 ¥9,000

	4060	 円銀　明治24年	 美	 ¥5,000
	4061	 円銀　明治28年	 面コスレ有　上	 ¥5,000

	4062	 円銀　明治28年	 少汚れ　上〜美	 ¥5,000
	4063	 円銀　明治29年	 軽スレ有　美	 ¥5,000

	4064	 円銀　明治36年	 上〜美	 ¥5,000
	4065	 円銀　明治36年	 美/極	 ¥5,000
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	4066	 円銀　明治37年	 上/美	 ¥5,000
	4067	 円銀　明治38年	 上〜美	 ¥5,000

	4068	 円銀　明治30年	 極	 ¥7,000
	4069	 円銀　明治34年	 洗い　上	 ¥5,000

	4070	 円銀　明治36年	 上	 ¥5,000
	4071	 円銀　明治36年	 面少コスレ　上	 ¥5,000

	4072	 円銀　明治37年	 上	 ¥5,000
	4073	 円銀　明治45年	 洗い　上	 ¥5,000

	4074	 円銀　大正３年	 面少コスレ　上	 ¥5,000
	4075	 円銀　明治３年　	 トーン　上	 ¥12,000
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	4076	 円銀　明治36年	 極	 ¥5,000
	4077	 円銀　明治15年　PCGS（MS62）	 面小当り・汚れ有　未	 ¥20,000

	4078	 円銀　明治18年　PCGS（AU50）	 美〜極	 ¥5,000
	4079	 円銀　明治21年　PCGS	Genuine	cleaning-UNC	Details	 美/極	 ¥5,000

	4080	 円銀　明治28年　PCGS（MS63）	 未	 ¥10,000
	4081	 円銀　明治39年　PCGS	Genuine	cleaned-AU	Detail	 美	 ¥5,000

	4082	 円銀　明治３年　NGC（MS62）	 洗い　美〜極	 ¥20,000
	4083	 円銀　明治18年　NGC（AU55）	 美〜極	 ¥7,000

	4084	 円銀　明治21年　PCGS（AU58）	 美＋	 ¥5,000
	4085	 円銀　明治36年　ANACS（MS63）	 トーン　未	 ¥20,000
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	4086	 円銀　明治45年　３枚	 美〜極	 ¥12,000
	4087	 円銀　大正３年　３枚	 美	 ¥11,000

	4088	 円銀　明治３年　NGC（MS65）	 未	 ¥50,000
	4089	 円銀　明治３年　NGC（MS64）	 未	 ¥50,000

	4090	 円銀　明治３年　PCGS（MS63）	 一部銀ヤケ　未	 ¥50,000
	4091	 旭竜５銭　明治３年　PCGS（AU55）	 極	 ¥18,000
	4092	 竜10銭　明治38年　PCGS（MS65）	 未	 ¥3,000

	4093	 円銀　明治３年　有輪　完増貝	 縁小バリ有　美＋	 ¥22,000
	4094	 円銀　明治３年　有輪　欠頭竜	 美＋	 ¥22,000
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	4095	 旭竜小型50銭　明治４年　大竜	 トーン有　美	 ¥50,000
	4096	 小型50銭　昭和13年	 準未	 ¥9,600

	4097	 円銀　明治27年	 面微コスレ　極	 ¥6,000
	4098	 円銀　明治29年	 少磨き　美	 ¥5,800

	4099	 円銀　明治36年	 軽スレ有　極	 ¥7,000
	4100	 円銀　明治37年	 美	 ¥5,900

	4101	 円銀　明治38年	 美〜極	 ¥6,000
	4102	 円銀　明治39年　　	 上	 ¥6,000

	4103	 円銀　明治41年	 少磨き　上	 ¥7,000
	4104	 円銀　明治45年	 軽スレ　美	 ¥5,000
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	4105	 円銀　大正３年	 美＋	 ¥5,000
	4106	 円銀　明治３年	 輪軽当　極	 ¥30,000

	4107	 円銀　明治27年	 トーン　極	 ¥8,000
	4108	 円銀　明治３年	 輪小当　美/上	 ¥20,000

	4109	 竜50銭　明治18年	 少磨き　上	 ¥7,000
	4110	 竜20銭　明治９年　前期，後期（２種組）　PCGS（MS64）/（MS64＋）	 未	 ¥30,000

	4111	 円銀　明治15年左銀	 美＋	 ¥11,000
	4112	 竜20銭　明治６年　欠日	 トーン　美＋	 ¥22,000
	4113	 円銀　明治34年	 軽洗い　未	 ¥20,000

	4114	 旭竜小型50銭　明治４年　大竜	 トーン　極	 ¥70,000
	4115	 旭竜20銭　明治４年　欠銭	 縁小傷１　極	 ¥10,000
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	4116	 円銀　明治14年左銀	 美	 ¥10,000
	4117	 円銀　明治30年	 少磨き　極	 ¥8,000

	4118	 円銀　明治35年	 少洗い　極	 ¥8,000
	4119	 円銀　明治36年	 軽スレ　極	 ¥7,000

	4120	 円銀　明治37年	 美〜極	 ¥6,000
	4121	 小型50銭　昭和13年　PCGS（MS63）	 トーン　極	 ¥8,000
	4122	 竜10銭　明治10年　PCGS（MS65）	 曇り　未	 ¥8,000

	4123	 東京五輪千円（1964）　PCGS（MS66）	 未〜完	 ¥6,000
	4124	 旭竜大型50銭　明治４年後期	 軽トーン　準未	 ¥5,000

	4125	 旭竜小型50銭　明治４年　小竜	 軽トーン　準〜未	 ¥9,000
	4126	 旭竜小型50銭　明治４年　小竜	 軽トーン　未	 ¥14,000
	4127	 旭竜20銭　明治３年　明瞭ウロコ	 美	 ¥3,000
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	4128	 旭竜20銭　明治３年　明瞭ウロコ	 美＋	 ¥3,500
	4129	 旭竜20銭　明治４年　横ウロコ（２種組）	 極	 ¥4,000
	4130	 旭竜20銭　明治４年　欠銭	 美＋	 ¥5,000

	4131	 旭竜大型50銭　明治３年　NGC（MS65）	 軽洗い　準〜未	 ¥14,000
	4132	 竜50銭　明治６年	 微汚れ有　極＋	 ¥8,000
	4133	 竜50銭　明治35年	 上〜美	 ¥6,000

	4134	 小型50銭　昭和13年	 準〜未	 ¥10,000
	4135	 小型50銭　昭和13年	 美	 ¥6,000
	4136	 旭竜５銭　明治３年　	 佳	 ¥12,000
	4137	 旭10銭　大正４年　ACCA（MS68）	 完未	 ¥10,000

	4138	 円銀　大正３年　PCGS（MS63）	 未	 ¥13,000
	4139	 竜50銭　明治18年	 少磨き　佳	 ¥6,000

	4140	 竜20銭　明治21年	 並〜佳	 ¥5,000
	4141	 竜50銭　明治35年	 上/美	 ¥5,000
	4142	 竜50銭　明治35年	 美〜極	 ¥10,000
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	4143	 竜20銭　明治９年　　	 面微コスレ　未	 ¥5,000
	4144	 竜20銭　明治31年	 未	 ¥5,000
	4145	 竜50銭　明治31年	 面微スレ　極＋	 ¥3,000

	4146	 竜20銭　明治34年	 上	 ¥20,000
	4147	 旭竜10銭　明治３年	 未	 ¥12,000
	4148	 旭竜５銭　明治３年	 美＋	 ¥15,000
	4149	 竜５銭　明治６年	 少洗い・微汚れ　準〜未	 ¥3,000

	4150	 竜10銭　明治38年　PCGS（MS67）	 未＋	 ¥5,000
	4151	 旭10銭　大正２年　PCGS（MS68）	 完未	 ¥10,000
	4152	 旭10銭　大正２年　PCGS（MS67）	 未〜完	 ¥8,000

	4153	 富士旗銭　一分	 準未	 ¥200,000

	4154	 竜１銭銅貨　明治７年　陰打	 上	 ¥40,000
	4155	 １厘銅貨　明治８年　後期止明	 美＋	 ¥45,000
	4156	 造幣局　材料見本　Ｋ	 軽スレ　美	 ¥20,000
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	4157	 現行50円　昭和49年　穴ズレエラー	 上	 ¥30,000
	4158	 ２銭銅貨　明治７年	 極	 ¥3,000
	4159	 ２銭銅貨　明治13年	 極＋/準未	 ¥4,000

	4160	 竜１銭銅貨　明治18年	 準未	 ¥3,000
	4161	 半銭銅貨　明治18年	 未	 ¥4,000
	4162	 桐１銭銅貨　大正５年　PCGS（MS66RD）	 未	 ¥5,000

	4163	 ５厘銅貨　大正６年　ACCA（MS67RD）	 未＋	 ¥4,000
	4164	 竜１銭銅貨　明治14年　大四	 佳	 ¥5,000
	4165	 大型５銭白銅　大正７年　PCGS（MS67）	 未	 ¥6,000

	4166	 稲１銭銅貨　明治34年　PCGS（MS67RD）	 完未	 ¥18,000
	4167	 稲１銭銅貨　明治34年　PCGS（MS66RD）	 未	 ¥12,000

	4169	 半銭銅貨　明治21年　PCGS（MS63RD）	 軽コスレ有　未	 ¥15,000
	4170	 桐１銭銅貨　大正５年　PCGS（MS66RD）	 未＋	 ¥8,000

	4168	 半銭銅貨　明治21年　PCGS（MS65RD）	 未	 ¥50,000
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	4171	 試鋳貨　大型５銭白銅　大正５年	 極	 ¥200,000

	4172	 現行５円　昭和27年　ACCA（MS64）	 極＋	 ¥3,000
	4173	 現行10円　昭和61年　後期	 美	 ¥10,000
	4174	 現行50円　昭和62年　PCGS（PR68DCAM）	 PF未	 ¥3,000

	4175	 現行10円　昭和42年　NGC（MS67RD）	 未＋	 ¥4,000
	4176	 現行10円　昭和42年　NGC（MS66RD）	 未＋	 ¥4,000
	4177	 現行50円　昭和30年　NGC（MS65）	 未	 ¥4,000

	4178	 現行50円　昭和31年　NGC（MS66）	 未	 ¥4,000
	4179	 現行50円　昭和41年　NGC（MS67）	 完未	 ¥4,000
	4180	 現行50円　昭和42年　NGC（MS65）	 未＋	 ¥4,000

	4181	 稲100円　昭和34年　NGC（MS66）	 未	 ¥4,000
	4182	 稲100円　昭和39年　38度傾打エラー	 美/上	 ¥5,000
	4183	 未発行　ジャワ10銭錫貨　皇紀2603年　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 軽錆有　上	 ¥10,000
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	4184	 米軍代用貨　岩国　１＄白銅，嘉手納　１＄黄銅　（２点組）	 美	 ¥4,000

	4185	 地方自治　高知　千円銀貨（坂本竜馬）　PCGS（PR67DCAM）	 PF未	 ¥8,000

	4186	 透し大黒五円	 未	 ¥180,000

	4187	 漢数字壱円	 準未	 ¥20,000

	4188	 日本武尊千円	 極	 ¥270,000

※紙幣は全て原寸の 40％です。また、現行紙幣右下の赤斜線は偽造防止の為に引いています。ご了承下さい。
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	4189	 裏赤弐百円	 未	 ¥250,000

	4190	 裏紫百円	 微針穴１　極＋	 ¥600,000

	4191	 分銅五円	 上	 ¥450,000

	4192	 神功皇后五円	 美＋	 ¥300,000

	4193	 中央武内五円	 準〜未	 ¥320,000
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	4194	 裏猪拾円　（万葉）	 上	 ¥60,000

	4195	 大蔵卿　五拾銭	 準未	 ¥250,000

	4196	 明治通宝　壱円	 並〜佳	 ¥5,000
	4197	 神功皇后壱円	 やや劣	 ¥15,000

	4198	 大黒壱円	 やや劣	 ¥18,000

	4199	 裏猪拾円	 並	 ¥40,000
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	4200	 中央武内五円	 やや劣	 ¥25,000

	4201	 左和気拾円	 並	 ¥4,000
	4202	 大正武内五円	 佳＋	 ¥8,000

	4203	 藤原弐百円	 上	 ¥10,000

	4204	 たて書弐拾円	 やや劣	 ¥4,000
	4205	 ３次百円　＃27	 上〜美	 ¥5,000
	4206	 ２次拾円　＃304　（200001）	 上〜美	 ¥5,000

	4207	 神功皇后壱円	 やや劣	 ¥15,000
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	4208	 左和気拾円　＃270	 美	 ¥8,000

	4209	 旧国立銀行　壱円　東京・武蔵	 やや劣	 ¥100,000

	4210	 裏猪拾円　（万葉）	 上〜美	 ¥70,000

	4211	 神功皇后壱円	 小へゲ有　やや劣	 ¥10,000

	4212	 大黒壱円	 折目に小穴有　やや劣	 ¥10,000

4208

4209

4210

4211

4212
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	4213	 西郷札　五円，壱円，五拾銭，弐拾銭，拾銭（５点組）	 上〜美	 ¥130,000

	4214	 藤原弐百円	 上端微補修　美＋	 ¥10,000

	4215	 野口千円（茶）Ａ000490Ａ	 未	 ¥20,000
	4216	 高橋50円　Ｒ−Ｔ　２枚	 未	 ¥5,000

	4217	 ３次百円　＃47	 極	 ¥7,000

4214

4213

4215 4216

4217
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	4218	 裏赤弐百円	 下部小裂け　上	 ¥60,000

	4219	 議事堂拾円　秋田（111424）　２枚	 準〜未	 ¥5,000
	4220	 新福沢壱万円（黒）Ａ−Ａ	 未	 ¥12,000

	4221	 明治通宝　拾銭　３枚（１枚へゲ有）	 並〜美	 ¥3,000

	4222	 裏猪拾円　（万葉）	 シミ，少裂け有　劣	 ¥8,000

	4223	 藤原弐百円	 小へげ有　美	 ¥9,000

4219

4221

4218

4220

4222

4223
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	4224	 日華事変軍票　甲号壱円　軍５Ｂ	 上	 ¥5,000
	4225	 青島出兵軍票　銀拾銭　軍３Ｅ	 佳	 ¥50,000

	4226	 青島出兵軍票　銀拾銭（日露軍票に加刷）　軍３Ｅ	 佳	 ¥200,000

	4227	 満州　必勝儲蓄票　参円，壱円（２），五角　康徳11年　（計４点組）	 佳〜上	 ¥4,000

	4228	 野口千円（茶）Ｓ111111Ｙ	 未	 ¥15,000
	4229	 野口千円（茶）Ｙ222222Ｗ	 未	 ¥10,000
	4230	 野口千円（茶）ＣＪ222222Ｈ	 未	 ¥6,000

4224 4225

4226

4227

4228 4229 4230
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	4231	 聖徳壱万円　（１桁）Ｌ111111Ｕ	 未	 ¥40,000
	4232	 聖徳壱万円　（１桁）Ａ222222Ｔ	 極〜準未	 ¥28,000

	4233	 聖徳壱万円　（１桁）Ｃ444444Ｔ	 未	 ¥30,000
	4234	 聖徳壱万円　（１桁）Ｍ555555Ｒ	 未	 ¥30,000

	4235	 聖徳壱万円　（２桁）ＮＷ000001Ｔ	 未	 ¥30,000
	4236	 聖徳壱万円　（２桁異記号）111111〜888888　ゾロ目（８種組）	 未	 ¥160,000

	4237	 聖徳壱万円　（１桁）Ｓ900000Ｖ	 右上角小黒シミ有　極	 ¥20,000
	4238	 聖徳壱万円　（２桁）ＡＬ500000Ｓ	 未	 ¥16,000

	4239	 聖徳五千円　（２桁）ＧＴ000001Ｌ	 準〜未	 ¥30,000
	4240	 聖徳五千円　（２桁異記号）111111〜888888　ゾロ目（８種組）	 未	 ¥180,000

4231 4232

4233 4234

4235 4236（一部）

4237 4238

4239 4240（一部）
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	4241	 聖徳五千円　（２桁異記号）100000〜500000　（５種組）	 未	 ¥80,000
	4242	 新岩倉五百円　（１桁）Ｓ111111Ｓ	 未	 ¥14,000

	4243	 新岩倉五百円　（１桁）Ｎ222222Ｔ	 未	 ¥11,000
	4244	 新岩倉五百円　（１桁）Ｈ333333Ｖ	 未	 ¥11,000
	4245	 新岩倉五百円　（１桁）Ｓ444444Ｔ	 未	 ¥10,000

	4246	 新岩倉五百円　（１桁）Ｘ666666Ｕ	 未	 ¥11,000
	4247	 新岩倉五百円　（１桁）Ｅ777777Ｗ	 微薄シミ　未	 ¥11,000
	4248	 新岩倉五百円　（１桁）Ｓ888888Ｊ	 準〜未	 ¥11,000

	4249	 新岩倉五百円　（２桁）RD000001Ｄ〜10Ｄ　（連番10枚）	 縁微黒シミ　未	 ¥15,000
	4250	 新岩倉五百円　（２桁異記号）111111〜888888　ゾロ目（８種組）	 未/準〜未	 ¥58,000
	4251	 新岩倉五百円　（２桁異記号）100000〜900000　（９種組）	 未/準〜未	 ¥50,000

	4252	 板垣百円　（２桁）ＪＰ111111Ｎ	 未	 ¥50,000
	4253	 板垣百円　（２桁）PR222222Ｈ	 準〜未	 ¥40,000
	4254	 板垣百円　（２桁）RP333333Ａ	 未	 ¥50,000

4241（一部）

4243 4244 4245

4246 4247 4248

4249（一部） 4250（一部） 4251（一部）

4252 4253 4254

4242
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	4255	 板垣百円　（２桁）ＫＭ444444Ｊ	 準〜未	 ¥37,000
	4256	 板垣百円　（２桁）ＣＲ555555Ｆ	 準〜未	 ¥40,000
	4257	 板垣百円　（２桁）ＨＲ666666Ｈ	 未	 ¥40,000

	4258	 板垣百円　（２桁）ＦＲ777777Ｄ	 未	 ¥50,000
	4259	 板垣百円　（２桁）ＤＪ888888Ｘ	 未	 ¥50,000
	4260	 板垣百円　（２桁）ＪＲ123456Ｆ	 未	 ¥15,000

	4261	 旧福沢壱万円　（黒・１桁）Ｇ000001Ｌ	 未	 ¥20,000
	4262	 旧福沢壱万円　（黒・１桁）Ｊ111111Ｄ	 未	 ¥16,000
	4263	 旧福沢壱万円　（黒・１桁）Ｔ222222Ｍ	 未	 ¥15,000

	4264	 旧福沢壱万円　（黒・１桁）Ｑ333333Ｚ	 未	 ¥15,000
	4265	 旧福沢壱万円　（黒・１桁）Ｓ444444Ｗ	 未	 ¥14,000
	4266	 旧福沢壱万円　（黒・１桁）Ｎ666666Ｖ	 未	 ¥15,000

	4267	 旧福沢壱万円　（黒・１桁）Ｌ888888Ｓ	 未	 ¥16,000
	4268	 旧福沢壱万円　（黒・２桁）ＱＦ000001Ｑ	 未	 ¥15,000
	4269	 旧福沢壱万円　（黒・２桁異記号）111111〜888888　ゾロ目（８種組）	 未	 ¥112,000

4255 4256 4257

4258 4259 4260

4261 4262 4263

4264 4265 4266

4267 4268 4269（一部）
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	4270	 旧福沢壱万円　（黒・２桁異記号）100000〜900000　（９種組）	 未/準〜未	 ¥112,000
	4271	 旧福沢壱万円　（茶大蔵・１桁）Ｊ000001Ｑ	 未	 ¥15,000
	4272	 旧福沢壱万円　（茶大蔵・１桁）111111〜888888　ゾロ目（８種組）「１枚小薄シミ」	 未	 ¥100,000

	4273	 伊藤千円　（黒・２桁）ＤＹ000001Ｇ	 未	 ¥15,000
	4274	 伊藤千円　（黒・２桁異記号）111111〜888888　ゾロ目（８種組）	 準〜未	 ¥64,000
	4275	 伊藤千円　（紺・１桁）Ｓ000001Ｅ	 準〜未	 ¥12,000

	4276	 伊藤千円　（紺・１桁）Ｑ222222Ｙ	 準〜未	 ¥10,000
	4277	 伊藤千円　（紺・１桁）Ｈ333333Ｌ	 未	 ¥10,000
	4278	 伊藤千円　（紺・１桁）Ｈ555555Ｘ	 未	 ¥10,000

	4279	 伊藤千円　（紺・１桁）Ｕ666666Ｖ	 未	 ¥10,000
	4280	 伊藤千円　（紺・１桁）Ｃ777777Ｘ	 未	 ¥11,000
	4281	 伊藤千円　（紺・１桁）Ｑ888888Ｘ	 未	 ¥11,000

	4282	 伊藤千円　（紺･２桁異記号）111111〜888888　ゾロ目（８種組）	 未	 ¥60,000
	4283	 伊藤千円　（紺・２桁異記号）100000〜900000　（９種組）	 未/準〜未	 ¥50,000
	4284	 新渡戸五千円　（黒・１桁）Ｌ000001〜10F（連番10枚）	 未	 ¥70,000

4270（一部） 4271 4272（一部）

4273 4274（一部） 4275

4276 4277 4278

4279 4280 4281

4282（一部） 4283（一部） 4284（一部）
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	4288	 新渡戸五千円　（黒・２桁異記号）111111〜888888　ゾロ目（８種組）	 未	 ¥160,000
	4289	 新渡戸五千円　（黒・２桁異記号）100000〜900000　（９種組）	 未	 ¥125,000
	4290	 夏目千円　（黒・１桁）Ｃ000001Ｓ	 未	 ¥10,000

	4291	 夏目千円　（黒・１桁異記号）111111〜888888　ゾロ目（８種組）	 未	 ¥64,000
	4292	 夏目千円　（黒・２桁）ＴＸ000001Ｓ	 未	 ¥9,000
	4293	 夏目千円　（黒・２桁）ＪＺ000001Ｂ〜10Ｂ（連番10枚）	 未	 ¥18,000

	4294	 夏目千円　（黒・２桁異記号）111111〜888888　ゾロ目（８種組）	 未	 ¥45,000
	4295	 夏目千円　（黒・２桁異記号）100000〜900000　（９種組）	 未/準〜未	 ¥36,000
	4296	 夏目千円　（紺・１桁）Ｃ000001Ｂ	 未	 ¥8,000

	4297	 夏目千円　（紺・１桁異記号）111111〜888888　ゾロ目（８種組）	 未	 ¥45,000
	4298	 夏目千円　（紺・１桁異記号）100000〜900000　（９種組）	 未	 ¥27,000
	4299	 夏目千円　（紺・２桁）ＪＢ000001Ｑ	 未	 ¥7,000

	4285	 新渡戸五千円　（黒・１桁異記号）111111〜888888　ゾロ目（８種組）	 未	 ¥160,000
	4286	 新渡戸五千円　（黒・２桁）ＥＧ000001Ｐ	 未	 ¥25,000
	4287	 新渡戸五千円　（黒・２桁）ＣＵ000001Ｘ〜10Ｘ（連番10枚）	 未	 ¥65,000

4285（一部） 4286 4287（一部）

4288（一部） 4289（一部） 4290

4291（一部） 4292 4293（一部）

4294（一部） 4295（一部） 4296

4297（一部） 4298（一部） 4299
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	4300	 夏目千円　（紺・２桁異記号）111111〜888888　ゾロ目（８種組）	 未	 ¥38,000
	4301	 夏目千円　（紺・２桁異記号）100000〜900000　（９種組）	 未	 ¥27,000
	4302	 夏目千円　（茶・１桁）Ｗ000001Ｘ	 未	 ¥7,000

	4303	 夏目千円　（茶・１桁異記号）111111〜888888　ゾロ目（８種組）	 未	 ¥43,000
	4304	 夏目千円　（茶・１桁）ＶＢ000001Ｙ	 未	 ¥6,000
	4305	 夏目千円　（茶・２桁）ＪＤ000001Ｒ〜10Ｒ（連番10枚）	 未	 ¥15,000

	4306	 夏目千円　（茶・２桁異記号）111111〜888888　ゾロ目（８種組）	 未	 ¥40,000
	4307	 夏目千円　（茶・２桁異記号）100000〜900000　（９種組）	 未/準未（１枚のみ準未）	 ¥27,000
	4308	 夏目千円　（緑大蔵・１桁異記号）111111〜888888　ゾロ目（８種組）	 未	 ¥45,000

	4309	 夏目千円　（緑大蔵・１桁異記号）100000〜900000　（９種組）	 未	 ¥30,000
	4310	 夏目千円　（緑大蔵・２桁異記号）100000〜900000　（９種組）	 未	 ¥27,000
	4311	 夏目千円　（緑大蔵・１桁）Ｍ000001Ｚ	 未	 ¥8,000

	4312	 夏目千円　（緑大蔵・２桁）ＰＢ000001Ｗ	 未	 ¥7,000
	4313	 夏目千円　（緑財務・２桁）ＶＣ000001Ｗ	 未	 ¥7,000
	4314	 夏目千円　（緑財務・２桁異記号）111111〜888888　ゾロ目（８種組）	 未	 ¥40,000

4300（一部） 4301（一部） 4302

4303（一部） 4304 4305（一部）

4306（一部） 4307（一部） 4308（一部）

4309（一部） 4310（一部） 4311

4312 4313 4314（一部）
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	4315	 夏目千円　（緑財務・２桁異記号）100000〜900000　（９種組）	 未	 ¥27,000
	4316	 守礼門弐千円　（１桁）Ｍ000001Ｕ	 未	 ¥27,000
	4317	 守礼門弐千円　（１桁）Ｌ111111Ｘ	 未	 ¥24,000

	4318	 守礼門弐千円　（１桁）Ｕ222222Ｖ	 未	 ¥20,000
	4319	 守礼門弐千円　（１桁）Ｒ333333Ｔ	 未	 ¥24,000
	4320	 守礼門弐千円　（１桁）Ｓ444444Ｚ	 未	 ¥20,000

	4321	 守礼門弐千円　（１桁）Ｔ555555Ｚ	 未	 ¥20,000
	4322	 守礼門弐千円　（１桁）Ｑ666666Ｔ	 未	 ¥20,000
	4323	 守礼門弐千円　（１桁）Ｙ888888Ｑ	 未	 ¥24,000

	4324	 守礼門弐千円　（１桁異記号）100000〜900000　（９種組）	 未	 ¥63,000
	4325	 守礼門弐千円　（２桁）ＫＡ000001Ｍ	 未	 ¥20,000
	4326	 守礼門弐千円　（２桁）ＢＡ444444Ｐ	 未	 ¥17,000

	4327	 守礼門弐千円　（２桁）ＵＡ555555Ｃ	 未	 ¥17,000
	4328	 守礼門弐千円　（２桁）ＦＡ666666Ｔ	 未	 ¥17,000
	4329	 守礼門弐千円　（２桁）ＳＡ777777Ｅ	 未	 ¥20,000

4315（一部） 4316 4317

4318 4319 4320

4321 4322 4323

4324（一部） 4325 4326

4327 4328 4329
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	4330	 守礼門弐千円　（２桁）ＳＡ888888Ｅ	 未	 ¥20,000
	4331	 守礼門弐千円　Ｊ−Ｚ/Ｌ−Ｚ　記番号エラー券	 未	 ¥60,000
	4332	 伊藤千円　（紺・２桁）ＮＷ000001Ｔ〜10Ｔ（連番10枚）	 準〜未	 ¥20,000

	4333	 新岩倉五百円　（２桁）ＧＡ000001Ｔ〜10Ｔ（連番10枚）	 準〜未	 ¥20,000
	4334	 旧福沢壱万円　（茶大蔵・２桁）ＳＣ555555Ｌ	 未	 ¥14,000
	4335	 旧福沢壱万円　（茶財務・２桁）ＸＤ333333Ｔ	 未	 ¥14,000

	4336	 新福沢壱万円　（黒・２桁）ＧＲ111111Ｃ	 上	 ¥12,000
	4337	 新福沢壱万円　（黒）若番号　Ａ000395Ａ	 未	 ¥80,000
	4338	 伊藤千円　（紺）Ａ−Ａ券	 微薄シミ　未	 ¥40,000

	4339	 伊藤千円　（黒）Ａ−Ａ	 並	 ¥35,000
	4340	 伊藤千円　（紺）ＡＡ−Ａ	 準未	 ¥43,000
	4341	 板垣百円　Ｚ−Ｚ	 並	 ¥80,000

	4342	 板垣百円　ＡＡ−Ａ	 並	 ¥200,000
	4343	 旧福沢壱万円　（国立）ＺＣ−Ｃ　滝野川最初	 準〜未	 ¥17,000
	4344	 旧福沢壱万円　（国立）ＺＵ−Ａ　滝野川最終	 未	 ¥25,000

4330 4331 4332（一部）

4333（一部） 4334 4335

4336 4337 4338

4339 4340 4341

4342 4343 4344
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	4345	 旧福沢壱万円　（国立）ＹＢ−Ｐ　静岡最初	 未	 ¥17,000
	4346	 旧福沢壱万円　（国立）ＺＦ−Ｒ　静岡最終	 準〜未	 ¥17,000
	4347	 新渡戸五千円　（国立）ＮＴ−Ｌ　小田原最初	 準〜未	 ¥8,000

	4348	 新渡戸五千円　（国立）ＰＣ−Ｌ　小田原最終	 上〜美	 ¥10,000
	4349	 夏目千円　（茶）Ａ004428Ａ	 未	 ¥10,000

	4350	 ４次百円　＃7352　最終組	 未	 ¥135,000

4345 4346 4347

4348 4349

4350

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：７月 26 日（木）必着
FAX 入札締切日：７月 26 日（木）午後６時到着分まで

郵便入札（Mail  Bid）でご参加の方は…

ご送付先：〒 182 － 0026　東京都調布市小島町１－ 21 －６　アジャンタ調布 403 号
FAX：042 － 484 － 6916　書信館出版（株）　


