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	6404	 江戸時代の木札　３種組	 上	 ¥9,000

	6405	 江戸時代の木札　付箋紙有り	 上	 ¥5,000
	6406	 江戸時代の木札　大小２種組	 上	 ¥6,000
	6407	 私札７種組（下見してください、返品不可）	 佳〜上	 ¥3,000

	6408	 村札２種組（三河寄近村百文、別所村百文）	 佳〜上	 ¥4,000
	6409	 尾張熱田魚代四十八文　鋏入	 佳	 ¥3,000
	6410	 尾張知多亀崎　二分、五分　２枚組　１枚虫入	 上	 ¥5,000

6405

6409

6404

6406

6408 6410
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	6411	 三河岡崎伝馬町　酒壱文字札	 上	 ¥3,000
	6412	 美濃岐阜釣銭十六文預	 上	 ¥3,000
	6413	 平藩美濃領下村三匁七分五厘預	 上	 ¥4,000

	6414	『図録日本の貨幣』第１巻〜第６巻　日本銀行調査局(第１巻〜４巻サック有函無し、第５、６巻函有)	極	 ¥60,000
	6415	『昭和泉譜』第６巻〜第10巻　支那編　平尾聚泉	 上	 ¥8,000
	6416	『東亜銭志』補遺２（昭和44年）、『緑泉古稀記念泉譜』（平成9年）、『積泉古稀泉譜』（平成22年）、
	 	 『積泉・夢泉古稀泉譜』（平成23年）、『米寿記念寅泉譜』黒川敏夫（平成25年）、『半両銭逍遙』横地真一（平成18年）
	 	 	 美	 ¥5,000
	6417	『日本貨幣図史』第１巻〜第９巻　小川浩	 上〜美	 ¥10,000
	6418	 新渡戸仙岳氏愛蔵　御領国全図原本	 極	 ¥100,000
	6419	『乙亥白雲記念鉄泉帖』小笠原吉亮　昭和10年2月（生拓）	 美	 ¥3,000
	6420	『青森貨幣研究会10周年記念泉譜』　平成４年	 極	 ¥5,000
	6421	『陰陽銭収録譜』青森貨幣研究会　平成４年	 極	 ¥8,000
	6422	『古銭価格年鑑』岡田弥太郎　昭和10年、『洪武通宝図譜』穴銭堂　昭和50年	 並〜上	 ¥5,000
	6423	『瀬戸内の基地軍需工場』1985年、『総点検在日米軍基地』1997年、『ワシントンハイツＧＨＱが東京に刻んだ戦後』
	 	 秋尾沙戸子　2011年	 美	 ¥5,000
	6424	『新撰古銭大鑑』　中橋掬泉　昭和３年　函入	 佳	 ¥5,000
	6425	『珍銭奇品図録』文政元年和綴、『古銭価格表』大正５年	 糸ホツレ有　上	 ¥5,000
	6426	『日本通貨変遷図鑑』大蔵財務協会　昭和32年　箱入、『日本紙幣大系図鑑』大橋義春　昭和32年　箱入　２冊組
	 	 	 佳〜上	 ¥5,000
	6427	『銀銀図録』　豆仙人　2007年	 美	 ¥5,000
	6428	『エラー銭ものがたり』　大高興	 上〜美	 ¥5,000
	6429	『世界クラウン貨銘鑑これだ200種』平木輝夫	 極	 ¥5,000
	6430	『古金銀分析表並二鋳造沿革』加賀千代太郎　タトウ付	 上	 ¥5,000
	6431	『日本のコイン』中村佐伝治　平成９年、『日本の紙幣』山口和雄　平成９年、『財務省放出金貨で儲けろ！』肥留間正明
	 	 2007年、『日本の近代銀貨-一円銀貨の部-』亀谷雅嗣、『第１回近代金貨公開オークション』カタログ　落札表付　2005年
	 	 	 上〜美	 ¥2,500

6411 6412 6413

※書籍、道具類（LotNo.6414 〜 6474）の会場内
　での下見、及び会場での引き渡しは出来ません。
　書籍、道具類の引き渡しは後日配送のみとなり
　ます。ご了承下さい。

	 ［古銭書・道具類］
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	6432	『絵解き金座銀座絵巻』『対読吾職秘鑑』『銀座御用留（１）』『真贋古銭対照譜』『金融研究』（第18巻４号）	
	 	 	 佳〜上	 ¥5,000
	6433	『貨幣博物館』『お金の玉手箱』『歴代古銭図説』『古銭利殖入門』『古銭』　５冊組	 並	 ¥5,000
	6434	『COIN	ATLAS』	 上	 ¥4,000
	6435	『世界の大型銀貨1800-1945』平木啓一	 上	 ¥4,000
	6436	『貨幣研究』創刊号〜8号　貨幣文化協会	 佳〜上	 ¥4,000
	6437	『泰星マンスリー』創刊号〜1975年3月号	 並〜佳	 ¥5,000
	6438	『世界貨幣大事典』平木啓一　初版	 佳	 ¥4,000
	6439	『銀座コインオークションカタログ』　20周年記念	 美	 ¥4,000
	6440	『COPPER	COINAGE	OF	IMPERIAL	RUSSIA』『THE	RUSSIAN	MONETARY	SYSTEM』	 佳〜上	 ¥5,000
	6441	『LES	MEDAILLES	DE	TIR	SUISSES』『SCHWEIZER	MEDAILLEN	AUS	ALTEM	PRIVATBESITZ』
	 	 	 上〜美	 ¥5,000
	6442	『THE	COINAGE	OF	ETHIOPIA	ERITREA	AND	ITALIAN	SOMALIA』	 美	 ¥5,000
	6443	『SELECT	GREEK	COINS』	 佳	 ¥3,000
	6444	『コインマガジン』原点社　創刊号〜平成８年12月　計125冊（昭和61年9月、平成６年３月欠）	 並	 ¥5,000
	6445	『泰星マンスリー』1974年4月〜1976年3月号	 並	 ¥3,000
	6446	『ジェミニオークションカタログ』3、４、６、７号、『外国コイン研究』10、13、17号、『西域の古代貨幣』
	 	 『MUNZEN	UND	MEDAILLEN	STADTAND	DES	BISTHUMS	LÜBECK』	 並〜極	 ¥5,000
	6447	『銀座コインオークションカタログ』　20周年記念	 未	 ¥12,000
	6448	『銀座コインオークションカタログ』　平成17年、平成28年、『財務省近代金貨公開オークションカタログ』第１回、
	 	 第３回　計４冊組	 極	 ¥3,000
	6449	『日本コインオークションカタログ』第45回、『スピンク泰星東京国際ヌミスマティクスオークション』平成28年、
	 	 『オークションワールド』第７回〜第12回（第９回欠）	 極	 ¥3,000
	6450	『銀座コインオークションカタログ』　20周年記念、『銀座コインオークションカタログ』2017年、『2016ＣＣＦオーク
	 	 ション/第41回日本コインオークション』『オークションワールド』第７回〜12回（第８回欠）、『日本コインオークション
	 	 カタログ』No.39,43,45、『江戸コインオークションカタログ』第27回	 上〜極	 ¥1,500
	6451	 和鍵　２点組　完動	 上	 ¥10,000
	6452	 李朝鍵　３点組　完動	 上	 ¥10,000
	6453	 両面銭枡　金二朱十両/壱朱五両	 上〜美	 ¥8,000
	6454	 銭枡　一朱銀五両80枡　安政四年墨書	 佳	 ¥5,000
	6455	 銭枡　明治二分金二十五両枡	 佳	 ¥6,000
	6456	 銭枡　天保二朱金十両枡　墨書き	 美	 ¥5,000

6451（縮小）

6452（縮小）

6453（縮小） 6454（縮小） 6455（縮小） 6456（縮小）
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	6457	 銭枡　一分金　十両枡　天保八年　墨書	 上	 ¥6,000
	6458	 銭枡　文政一朱銀二両枡	 上	 ¥6,000
	6459	 手秤　完品　34cm	 上	 ¥5,000
	6460	 銅銭箱　鍵付　13×21.7×11.6cm	 佳〜上	 ¥30,000
	6461	 印箱　11.5×20.5×8.8cm	 上	 ¥5,000
	6462	 丁銀箱　61.3×25×17cm　小泉中彦の焼印、拾壹番の墨書、箱内部に安政三丙辰年八月吉日
	 	 中澤彦治郎新調の墨書　一部虫有	 佳	 ¥10,000
	6463	 革製財布　巾着型　大小２種、四角型１種　計３種組	 佳〜上	 ¥5,000
	6464	 銭枡両面型　二朱金　一朱銀８×10　墨書、銭枡　50銭銀貨用　５×10　２種組	 佳〜上	 ¥6,000

6463（縮小）

6464（縮小）

6462（縮小）

6461（縮小）

6459（縮小）6458（縮小）6457（縮小）

6460（縮小）
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	6465	 金枡　三井銀行創立300年記念　鋳銅製　桐箱入	 極	 ¥5,000
	6466	 矢立　火縄銃型、古銭模様入柄杓型　計２種組	 上	 ¥5,000
	6467	 早道	 佳	 ¥3,000
	6468	 両替分銅　20両	 佳	 ¥8,000
	6469	 両替分銅　20両	 美	 ¥8,000
	6470	 両替分銅　10両	 美	 ¥5,000
	6471	 両替分銅　１両〜５両　５個組	 美	 ¥10,000
	6472	 両替分銅　１匁〜５匁　５個組	 上〜美	 ¥7,500
	6473	 両替分銅　30両〜１分　計15種組	 佳〜極	 ¥30,000
	6474	 南方系分銅　鳥形　4個組	 佳	 ¥5,000

6465（縮小） 6466（縮小）

6468（縮小）

6469（縮小）

6467（縮小）
6471（縮小）

6474（縮小）6473（縮小）6472（縮小）

6470（縮小）
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	6475	 匈奴刀　２本組	 佳〜上	 ¥8,000
	6476	 尖首刀　セロテープ跡有	 並	 ¥5,000
	6477	 円首刀　錆削跡、貼り付跡有	 並	 ¥5,000

6475 6476 6477
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	6478	 方首刀　２本組　ヒビ有	 上	 ¥6,000
	6479	 骨製貝化　10個組	 佳〜上	 ¥5,000

	6480	 緑石製貝貨　86ｇ、41ｇ　2個組	 上	 ¥3,000
	6481	 尖足布	 並	 ¥5,000

6479(80%大)

64816480

6478
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	6482	 方足布　襄垣　曲り有　少洗い	 佳	 ¥5,000
	6483	 方足布　梁邑　補修　青錆	 佳	 ¥5,000
	6484	 方足布　宅陽　洗い有	 佳	 ¥5,000

	6485	 方足布　羅平	 並〜佳	 ¥5,000
	6486	 方足布　平陽	 佳	 ¥3,000
	6487	 方足布　安陽	 並〜佳	 ¥3,000

	6488	 方足布　襄垣　洗い有	 佳	 ¥3,000
	6489	 方足布　陶陽　背左	 上	 ¥6,000
	6490	 方足布　羅平　ス穴	 佳	 ¥4,000

	6491	 方足布　羅平	 並	 ¥3,500

6482 6483 6484

6485 6486 6487

6488 6489 6490

6491
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	6492	 有耳布　垂	 上	 ¥50,000
	6493	 円肩方足布　安邑二釿　倒書	 佳	 ¥30,000

	6494	 秦半両	 佳〜上	 ¥3,000
	6495	 秦半両	 佳	 ¥3,000

	6496	 八銖半両　長字　ACCA-XF	 上〜美	 ¥3,000
	6497	 四銖半両　半字　傾字	 上〜美	 ¥8,000
	6498	 四銖半両　伝形	 上〜美	 ¥8,000

	6499	 四銖半両　伝形　倒両	 佳	 ¥5,000
	6500	 四銖半両　穿上立竪文　青錆　針穴１有	 佳	 ¥3,000
	6501	 楡莢半両　100枚組　ス穴、割れ含む	 佳	 ¥3,000

6501(50%大)

6492 6493

6494 6495

6496 6497 6498

6499

6500
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	6502	 三官五銖　面四決文　湯口付鋳放し	 佳	 ¥3,000
	6503	 小五銖　12枚組	 佳〜上	 ¥3,000
	6504	 貨布	 美	 ¥5,000

	6505	 後漢五銖　穿上三竪文	 並	 ¥3,000
	6506	 大泉五百　錆削り跡有　少曲り	 並〜佳	 ¥3,000
	6507	 五行大布　大様　27mm	 佳〜上	 ¥3,000

	6508	 魚幣　３枚組　青錆	 佳〜上	 ¥5,000

	6509	 馨幣　４枚組（有紋２枚）　青錆含む　ス穴有	 佳〜上	 ¥5,000
6509(60%大)

6502

6503
6504

6505
6506

6507

6508
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	6510	 馨幣　穴埋１　ス穴　セロテープ跡有	 並〜佳	 ¥4,000

	6511	 馨幣	 佳	 ¥3,000

	6512	 戈　210×115mm	 上	 ¥12,000

6510

6511

6512(50%大)
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	6513	 銅貝貨、方首刀、一匕、馨幣　計４種組	 佳〜上	 ¥5,000

	6514	 開元通宝　背下大星　右甲文	 並	 ¥5,000
	6515	 乾元重宝　当五十　背重輪	 上	 ¥6,000
	6516	 大暦元宝　小様	 佳	 ¥5,000

	6517	 永通泉貨　大鉄銭	 佳	 ¥10,000
	6518	 大平通宝　背左星文	 佳	 ¥3,000

6513

6514
6515

6516

6517
6518
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	6519	 崇寧通宝　当十　18枚組	 佳〜上	 ¥5,000

	6520	 大観通宝　当十　黒色	 佳〜上	 ¥6,000
	6521	 大観通宝　当十　黒色	 上	 ¥5,000

	6522	 大観通宝　当十　青錆	 佳	 ¥5,000
	6523	 大観通宝　当十	 佳	 ¥5,000

	6524	 大観通宝　当十	 上	 ¥5,000
	6525	 大観通宝　当十	 上	 ¥5,000

6520 6521

6522 6523

6524 6525

6519(縮小)
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	6526	 大観通宝　当十	 上	 ¥5,000

	6527	 大観通宝　当三　２枚組	 上	 ¥5,000

	6528	 政和通宝　折二　篆書　母銭	 美	 ¥5,000
	6529	 宣和通宝　大字　降宝隔輪	 佳	 ¥5,000
	6530	 宣和元宝　真書　青錆	 上〜美	 ¥10,000

	6531	 靖康元宝　折二　真書（青錆）、篆書　２種組	 佳〜上	 ¥20,000
	6532	 建炎通宝　小字　少錆	 佳	 ¥7,000

	6533	 隆興元宝　折二　真書、篆書　２種組	 佳	 ¥8,000

	6534	 淳熈元宝　篆書　背月星小字　GBCA-美75	青錆	 上	 ¥5,000

6527

6526

6528 6529 6530

6531

6533

6532

6534
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	6535	 淳熈元宝　折二　背泉　青錆	 佳	 ¥6,000
	6536	 淳熈元宝　折二　背月星（篆書）、背泉（真書）　２種組	 佳〜上	 ¥15,000

	6537	 嘉泰通宝　当三	 上	 ¥8,000
	6538	 嘉泰通宝　当三	 佳	 ¥5,000

	6539	 端平通宝　当十	 佳〜上	 ¥5,000
	6540	 咸雍通宝　青錆	 佳	 ¥5,000

	6541	 泰和重宝　当十　篆書	 上	 ¥10,000
	6542	 至元元宝　供養銭	 佳	 ¥6,000
	6543	 至正通宝　折二　背辰	 上	 ¥8,000

	6544	 至正通宝　折二　背陰起文　母銭　薄青錆	 美	 ¥85,000
	6545	 至正通宝　当十　背戊十	 上	 ¥18,000

6536
6535

6537 6538

6539
6540

6541

6542

6543

6544

6545
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	6546	 龍鳳通宝　小平、折二、当三　３種組　小川青宝楼証明書付	 佳〜上	 ¥120,000

	6547	 天啓通宝　徐寿輝　当三　小川青宝楼証明書付　針穴２　穴埋１	 佳	 ¥20,000

	6548	 天定通宝　小平　小字　単点通	 佳	 ¥5,000
	6549	 天定通宝　当三　無背	 佳	 ¥10,000
	6550	 大中通宝　小平　重点通　背桂一	 佳	 ¥8,000

	6551	 大中通宝　当十　背北平	 佳	 ¥10,000
	6552	 洪武通宝　背十福　伝世	 美	 ¥15,000

	6553	 洪武通宝　背十福	 佳	 ¥7,000
	6554	 嘉靖通宝　未仕上母銭　青錆	 上	 ¥45,000

6546

6547

6548
6549

6550

6551 6552

6553

6554
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	6555	 隆慶通宝	 上	 ¥5,000
	6556	 天啓通宝　小平　両面銭	 上	 ¥5,000
	6557	 天啓通宝　当十　背上十　青錆	 上	 ¥8,000

	6558	 天啓通宝　当十　背十一両　青錆	 上	 ¥10,000
	6559	 天啓通宝　当十	 佳	 ¥5,000

	6560	 天啓通宝　当十　背十一両	 並	 ¥5,000
	6561	 永昌通宝　当五	 佳	 ¥5,000

	6562	 永昌通宝　当五	 佳	 ¥5,000
	6563	 大順通宝　川戸　27.1mm	 上/佳	 ¥30,000

6556

6555

6557

6558 6559

6560
6561

6562

6563
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	6564	 崇禎通宝　戸五、利用通宝　背壱分　２種組	 佳〜上	 ¥5,000

	6565	 裕民通宝　小平銭、背壱分銭　２種組	 上	 ¥5,000
	6566	 隆武通宝　折二	 上	 ¥5,000

	6567	 永暦通宝　背国、背輔　２種組	 佳	 ¥10,000
	6568	 天命通宝	 佳	 ¥5,000

	6572	 康煕通宝　宝南局　濶縁小字	 佳	 ¥5,000
	6573	 康煕通宝　宝南局　平マ頭通	 佳	 ¥5,000
	6574	 康煕通宝　宝台局	 佳	 ¥5,000

	6569	 順治通宝　穿上圏星	 佳	 ¥5,000
	6570	 順治通宝　背上浙	 佳	 ¥5,000
	6571	 康煕通宝　臣康煕	 佳	 ¥5,000

	6575	 康煕通宝　背桂	 佳	 ¥5,000

6566

6568

6569 6570 6571

6572 6573 6574

6565

6567

6575

6564
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	6576	 雍正通宝　宝済局	 佳	 ¥5,000
	6577	 雍正通宝　宝晋局	 佳	 ¥5,000
	6578	 雍正通宝　宝河局　磨輪	 佳	 ¥5,000

	6579	 雍正通宝　宝河局	 佳	 ¥5,000
	6580	 雍正通宝　宝武局　少磨き	 佳	 ¥5,000
	6581	 雍正通宝　宝安局	 佳	 ¥5,000

	6582	 雍正通宝　宝黔局	 佳	 ¥5,000
	6583	 雍正通宝　宝浙局	 佳	 ¥5,000
	6584	 雍正通宝　宝川局　大宝川	 上	 ¥7,500

	6585	 雍正通宝　宝源局　短足宝大濶縁	 佳	 ¥5,000
	6586	 雍正通宝　宝源局　長字、宝黔局　計２枚組	 佳	 ¥5,000

	6587	 雍正通宝　宝泉局　重点通	 上	 ¥5,000
	6588	 雍正通宝　宝南局	 佳	 ¥25,000
	6589	 雍正通宝　宝鞏局	 佳	 ¥5,000

	6590	 雍正通宝　宝晋局	 佳	 ¥8,000
	6591	 雍正通宝　宝雲局	 佳	 ¥6,000

6576 6577 6578

6579 6580 6581

6582 6583 6584

6585

6587 6588 6589

6586

6590 6591
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	6592	 雍正通宝　背鳳凰　30mm		9.4g	 佳	 ¥10,000

	6593	 雍正通宝　５枚組（宝泉局、宝鞏局、宝武局、宝蘇局、宝雲局）	 佳	 ¥8,000

	6594	 乾隆通宝　宝蘇局　広穿大字	 上	 ¥3,500
	6595	 乾隆通宝　宝浙局　正隆ユ頭単点通	 上	 ¥4,000
	6596	 乾隆通宝　宝雲局　低頭通背曲首	 上	 ¥4,500

	6597	 乾隆通宝　宝雲局　低頭通背曲首手	 上	 ¥5,500
	6598	 乾隆通宝　紅銭　ヤルキム局　厚肉	 佳	 ¥8,000
	6599	 乾隆通宝　紅銭　ヤルカンド局　厚肉	 佳	 ¥8,000

	6600	 乾隆通宝　紅銭　宝源局　背月	 佳	 ¥5,000
	6601	 乾隆通宝　紅銭　不知局　背月	 佳	 ¥5,000
	6602	 乾隆通宝　宝浙局　正隆ユ頭通	 佳	 ¥5,000

6592

6593

6594 6595 6596

6597 6598 6599

6600 6601 6602
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	6603	 乾隆通宝　宝雲局　金隆	 佳	 ¥5,000
	6604	 乾隆通宝　宝台局	 佳	 ¥5,000
	6605	 乾隆通宝　宝台局	 佳	 ¥5,000

	6606	 嘉慶通宝　宝泉局　北廠異吉跳用長通長宝　背出頭宝　母銭	 上	 ¥45,000
	6607	 道光通宝　詩銭　背宝薊　焼け？	 佳	 ¥5,000
	6608	 道光通宝　天下太平	 上	 ¥10,000

	6609	 道光通宝　天下太平	 佳	 ¥8,000

	6610	 乾隆通宝〜光緒通宝　紅銭32枚組	 佳	 ¥5,000

6603 6604 6605

6606

6607

6608

6609

6610（縮小）
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	6611	 咸豊元宝　宝源局　当五百　缶宝ハ貝宝　閉口円頭宝　55mm		58g		厚4mm［咸譜10B-88］	 上	 ¥5,000

	6612	 咸豊重宝　宝源局　当五十　尓ハ貝宝　開口円頭宝　加刀有　母銭か？［咸譜10B-79］	 極	 ¥50,000

	6613	 咸豊通宝　宝福局　当二十　小字　尓ス貝宝　開口宝［咸譜10P-25］	 上	 ¥8,000
	6614	 咸豊元宝　アクス局　当百　尓ハ貝宝［咸譜10c-12］	 上	 ¥15,000

	6615	 咸豊元宝　宝陝局　当百［咸譜10I-26］　ヒビ有	 並	 ¥5,000
	6616	 咸豊元宝　宝河局　当百［咸譜10F-12］　ヒビ有	 佳	 ¥5,000

6611

6612

6613 6614

6615
6616
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	6617	 咸豊重宝　宝泉局　当五十［咸譜10A-257］　輪傷	 佳	 ¥5,000

	6618	 咸豊元宝　宝河局　当百［咸譜10F-12］	 佳	 ¥5,000

	6619	 咸豊重宝　宝昌局　当五十［咸譜10N-12］	 佳	 ¥5,000

	6620	 咸豊重宝　宝鞏局　当五　２枚組	 佳	 ¥5,000
	6621	 咸豊元宝　宝泉局　当百　月星銭［咸譜10A-311］	 佳	 ¥10,000

6617

6618

6619

6620

6621



－ 125 －

	6622	 咸豊重宝　宝泉局　当五十　２枚組	 佳	 ¥5,000

	6623	 咸豊通宝、咸豊重宝　当十銭４枚組（宝蘇局２枚、宝浙局、宝福局）	 佳	 ¥5,000

	6624	 咸豊重宝　宝東局　当十［咸譜10X-09］	 佳	 ¥3,000
	6625	 咸豊重宝　宝源局　当五十［咸譜10B-80］	 佳	 ¥5,000

	6626	 咸豊重宝　宝蘇局　当五十［咸譜10K-60］	 佳	 ¥5,000
	6627	 咸豊元宝　宝伊局　当百［咸譜10b-12］	 佳	 ¥5,000

6623(80%大)

6624
6625

6626 6627

6622
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	6628	 咸豊元宝　宝河局　当百［咸譜10F-12］	 佳	 ¥5,000

	6629	 咸豊通宝　宝福局　当十、当二十　２枚組［咸譜10P-24,25］	 上	 ¥5,000

	6630	 咸豊重宝　宝泉局　当五十［咸譜10A-259］	 佳	 ¥5,000

	6631	 咸豊重宝　宝武局　当五十［咸譜10R-19］	 佳	 ¥7,000

6628

6630

6631

6629
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	6632	 咸豊元宝　宝泉局　当百　毛彫り銭	 上	 ¥40,000

	6633	 同治通宝　天下太平	 佳	 ¥5,000
	6634	 光緒通宝　天下太平　47mm	 上	 ¥30,000
	6635	 光緒通宝　宝東局　背穿下村	 佳	 ¥5,000

	6636	 光緒通宝　宝晋局　２種組	 上、佳	 ¥5,000
	6637	 太平天国　背聖宝　折二	 佳	 ¥5,000

	6638	 皇帝通宝　背浙	 佳	 ¥10,000

	6639	 義記金銭　輪ヒビ入	 佳	 ¥5,000

6632

6633

6635
6634

6637

6638

6639

6636
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	6640	 中国絵銭　太平天国　背聖宝　128mm	 上	 ¥10,000

	6641	 中国絵銭　中華民国三年　65g	 佳	 ¥8,000

	6643	 中国絵銭　龍対事	 上〜美	 ¥5,000
	6644	 中国絵銭　天錫純　	 上	 ¥5,000

	6642	 中国絵銭　西王賞功　大銭　面キズ有	 佳	 ¥5,000

6640(60%大)

6641

6642

6643 6644
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	6645	 中国絵銭　太和五銖	 佳	 ¥5,000

	6646	 中国絵銭　長命富貴、長命百銭　２種組	 佳	 ¥5,000

	6647	 中国絵銭　乾隆通宝　大型	 佳	 ¥10,000

－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）　

6645

6646

6646
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	6648	 中国絵銭　亀鶴斉寿　ヒビ３有	 佳	 ¥3,000

	6649	 中国絵銭　長命富貴　90.6g	 佳	 ¥6,000

	6650	 中国絵銭　加官進禄　背十二支	 上	 ¥5,000

	6651	 中国絵銭　太平富貴	 上	 ¥5,000
	6652	 中国絵銭　龍鳳凰	 上	 ¥5,000

6648

6649

6650

6651 6652
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	6653	 中国絵銭　状元及第　背五子登科	 上	 ¥5,000
	6654	 中国絵銭　乾隆通宝　三角穿　ACCA-AU55	 美	 ¥6,000

	6655	 中国絵銭　空楼銭	 上	 ¥5,000

	6656	 中国絵銭　福寿延長	 上	 ¥5,000

	6657	 中国絵銭　透かし花文様	 佳	 ¥5,000

6653
6654

6655

6656

6657
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	6658	 中国絵銭　李仙鉄拐　31.8mm		11.6g	 美	 ¥5,000
	6659	 中国絵銭　趙南貨布　背鶴北斗七星　40mm	 上	 ¥5,000

	6660	 中国絵銭　五銖連銭型　蝙蝠付　39.5mm	 上	 ¥5,000
	6661	 中国絵銭　黄金万両招財進宝　49.8mm	 美	 ¥5,000

	6662	 中国絵銭　永安五男　54.2mm		41.9g	 上	 ¥5,000

	6663	 中国絵銭　天子萬年　背福　56.4mm		54.6g	 上	 ¥5,000

6658
6659

6660 6661

6662

6663
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	6664	 中国絵銭　連生貴子　53mm		52g	 上	 ¥5,000

	6665	 中国絵銭　咸豊通宝　鉄銭　当百　宝福局　69.7mm		166.4g	 並〜佳	 ¥5,000
	6666	 出品取消	

	6667	 中国絵銭　十二支	 佳	 ¥5,000

6664

6665

6667

－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）　
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	6668	 中国絵銭　寿比南山、長命富貴　２種組	 佳	 ¥5,000

	6669	 中国絵銭　空楼銭　大小２種組	 佳	 ¥5,000

	6670	 中国絵銭　正徳通宝、至正通宝　２種組	 佳	 ¥5,000

	6671	 中国絵銭　風花雪月３枚、大泉五十　計４枚組	 佳〜上	 ¥5,000

6668

6669

6670

6671
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	6672	 中国絵銭　正徳通宝、蝦蟇仙人　２種組	 佳〜上	 ¥5,000

	6673	 中国絵銭　天下太平	 佳	 ¥3,000
	6674	 中国絵銭　四海昇平　背宝泉	 上	 ¥6,000

	6675	 中国絵銭　風花雪月　各種８枚組	 佳〜上	 ¥20,000
	6676	 中国絵銭２枚組（金玉福鹿　46.2mm、十二支　41.2mm）	 佳〜上	 ¥8,000

	6677	 中国絵銭２枚組（卦文雷霆　41.5mm、十二支　46.4mm）	 佳〜上	 ¥8,000

6672

6673
6674

6676

6675(縮小)

6677
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	6678	 中国絵銭２枚組（雷霆　46.4mm、十二支　41.4mm）	 佳〜上	 ¥8,000

	6679	 中国絵銭４枚組（長命富貴　43.0mm、永通　34.1mm、至正［新］　42.3mm、五行［新］	28.5mm）	
	 	 	 並〜上	 ¥5,000

	6680	 中国絵銭２枚組（五百［新］　86.6mm		87.5g、福禄寿　33.2mm		19.0g）	 佳	 ¥5,000
	6681	 中国絵銭２枚組（差布　49.8mm		28.5g、大布　63.6mm		44.9g）	 佳〜上	 ¥5,000

6678

6679

6680

6681
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	6682	 中国絵銭４枚組（一刀五千［新］　79.4mm、小布［新］　41.5mm、第布［新］　64.2mm、貨布五百［新］　141.1mm）	
	 	 	 佳〜上	 ¥5,000

	6683	 中国絵銭２枚組（崇寧重宝　44.8mm、天啓通宝　42.4mm）	 佳〜上	 ¥5,000

	6684	 朝鮮通宝	 美	 ¥18,000
	6685	 朝鮮通宝	 並	 ¥5,000
	6686	 古常平通宝　背備二　火中品	 劣	 ¥5,000

	6687	 常平通宝　当百　母銭　白銅	 極	 ¥50,000
	6688	 常平通宝　訓生左四右月　母銭	 美	 ¥5,000

6682(縮小)

6684 6685 6686

6687

6688

6683
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	6689	 常平通宝　訓中左五　鋳放し母銭	 美	 ¥5,000
	6690	 常平通宝　当五　春六　母銭　29.1mm	 上	 ¥5,000
	6691	 常平通宝　折二　訓下日　母銭　28.1mm	 上	 ¥5,000

	6692	 常平通宝　戸光　左二　母銭　24.7mm	 佳	 ¥5,000
	6693	 常平通宝　武天　左十四　母銭　26.1mm	 美	 ¥5,000
	6694	 常平通宝　武天　左十四　母銭	 美	 ¥5,000

	6695	 常平通宝　訓文七　母銭	 美	 ¥5,000
	6696	 常平通宝　訓土三接月文　母銭	 美	 ¥5,000
	6697	 常平通宝　訓工左八　母銭	 上	 ¥5,000
	6698	 出品取消	
	6699	 出品取消	
	6700	 出品取消	

	6701	 常平通宝　均一左九　母銭　未仕立	 佳	 ¥5,000
	6702	 常平通宝　武天　左二十　母銭	 美	 ¥5,000
	6703	 常平通宝　戸宇　左四　母銭	 佳	 ¥3,000

	6704	 常平通宝　禁五　母銭	 上	 ¥5,000

	6705	 常平通宝　訓正　左二　母銭	 佳	 ¥5,000

6689 6690 6691

6692 6693 6694

6695 6696 6697

6701 6702 6703

6704

6705
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	6706	 常平通宝　当百　毛彫り銭　吊り金具付	 上	 ¥5,000
	6707	 常平通宝　当百　八角花型銭	 佳	 ¥5,000

	6708	 常平通宝　戸餘　八角型銭　ヒビ有	 佳	 ¥6,000
	6709	 朝鮮別銭　富寿多男（新）　125mm	 佳	 ¥10,000

	6710	 朝鮮別銭　常平通宝　連銭	 美	 ¥5,000
	6711	 朝鮮別銭　桂　忍耐　ス穴　ヒビ	 佳	 ¥5,000

	6712	 朝鮮別銭　宝船　黄金萬	 上	 ¥5,000

6706

6707

6708

6710
6711

6709(縮小)

6712
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	6713	 朝鮮別銭　山自青永自流	 上	 ¥10,000
	6714	 朝鮮別銭　双童有環	 佳	 ¥8,000

	6715	 朝鮮別銭　双童　加工穴	 佳	 ¥6,000
	6716	 朝鮮別銭　双童　加工穴	 佳	 ¥5,000

	6717	 朝鮮別銭　月工八弁	 上	 ¥6,000

	6720	 朝鮮別銭　双童無量寿童（鋳放し）、双魚魚陽　２種組	 上	 ¥8,000

	6718	 朝鮮別銭　鹿透かし両面銭	 上	 ¥6,000
	6719	 朝鮮別銭　扇型　瑞雲吉祥　両面銭	 上	 ¥6,000

6713

6714

6715
6716

6717

6718
6719

6720
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	6721	 朝鮮別銭　開金牌台銭　後鋳	 佳	 ¥5,000

	6722	 朝鮮別銭　開金牌台銭（新）　152.5mm	 佳	 ¥5,000

	6723	 朝鮮別銭　開金牌台銭　二童八財　115mm		197.2g	 上	 ¥50,000

6721(40%大)

6722(40%大)

6723(80%大)
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	6724	 朝鮮別銭　太平萬歳　両面銭　51.8mm	 美	 ¥15,000

	6725	 朝鮮別銭　億年無疆　50.6mm	 上〜美	 ¥15,000
	6726	 朝鮮別銭　五嶽眞形圖　37.2mm	 佳	 ¥7,000

	6727	 朝鮮別銭　東宮萬歳　40.0mm　メタル穴	 上	 ¥7,000
	6728	 朝鮮別銭　春王正月　40.6mm	 佳	 ¥7,000

	6729	 朝鮮別銭　長命守富貴　37.2mm	 上	 ¥5,000
	6730	 朝鮮別銭　躍魚銭　河海　43.1mm	 上	 ¥5,000

6724

6725
6726

6727 6728

6729
6730
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	6731	 朝鮮別銭　双童双寿　32.1mm　加工穴	 佳	 ¥5,000
	6732	 朝鮮別銭　双童六日　40.0mm	 佳〜上	 ¥5,000
	6733	 朝鮮別銭　常平通宝　当百　加工銭　39.8mm	 上	 ¥5,000

	6734	 朝鮮別銭　七宝	 佳	 ¥3,000
	6735	 朝鮮別銭　水得女汝勿於日易	 上	 ¥6,000

	6736	 朝鮮別銭　五蝠銭　康寧九五福、双亀銭　２種組	 上	 ¥8,000
	6737	 朝鮮別銭　富貴福禄百子千孫	 佳	 ¥3,000

	6738	 安南歴代銭　天福鎮宝　大黎	 佳	 ¥5,000
	6739	 安南歴代銭　紹平通宝　面錯笵重文	 佳	 ¥5,000
	6740	 安南歴代銭　宣和祐宝	 上	 ¥10,000

6731
6732

6733

6734
6735

6736

6737

6738 6739 6740


