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	8001	 インド・クシャン朝　スターテル金貨　249-265　ヴァシシュカ/アルドクショ座像　Fr36	 VF＋	 ¥70,000	
	★フランス	 	 	
	8002	 100フラン金貨　1857Ａ　ナポレオン３世　KM786.1	 EF	 ¥150,000	

第５部　外国貨幣
主催：書信館出版（株）

285 ロット　７月 29 日（日） 午前９時〜

	8003	 100フラン金貨　1881Ａ　エンゼル　KM832	 縁小当　EF	 ¥140,000	
	8004	 オランダ　10フルデン金貨　1877　ウイレム３世　KM106	 EF	 ¥24,000	
 ★ロシア	 	 	
	8005	 ５ルーブル金貨　1877　紋章　ＹＢ26	 文字に当有り　VF＋	 ¥80,000	

	8006	 ５ルーブル金貨　1902　ニコライ２世　紋章　Ｙ62	 EF	 ¥15,000	
	8007	 25ルーブル（パラジウム・１オンス）　1990　バレリーナ　Ｙ239	 PFUNC	 ¥65,000	
	8008	 ペルー　100ソル金貨　1963　女神座像　KM231	 AU	 ¥200,000	

	8009	 スイス　現代射撃祭　1000フラン金貨　1994　シュヴィーツ　KM-Ｓ45	 ケース入　PFUNC	 ¥100,000	

8001
8002

8003
8004 8005

8006 8007 8008

8009



－ 145 －

 ★英　国	 	 	
	8010	 ソヴリン金貨　1868　女王・若年像　（極印No.21）　KM736.2	 EF	 ¥50,000	
	8011	 ５ポンド金貨　1999　ダイアナ追悼　KM1006ｂ	 ケース入　PFUNC	 ¥250,000	

	8012	 ジブラルタル　２ソヴリン金貨　1997　ウナとライオン（３枚入）　KM29	 ケース入　PFUNC	 ¥500,000	

	8013	 イタリア　40リレ金貨　1811Ｍ　ナポレオン１世　KM12	 VF	 ¥70,000	
	8014	 ネパール　1/2モーハ金貨　1895　KM672.2	 EF	 ¥10,000	
	8015	 シンガポール　500ドル金貨　1975　独立10周年　KM14	 ケース入　PFUNC	 ¥150,000	

 ★米　国	 	 	
	8016	 ソルトレイク冬季五輪　５＄金貨　2002　KM337	 ケース入　PFUNC	 ¥25,000	
	8017	 ソルトレイク冬季五輪　５＄金貨　2002　KM337	 ケース入　PFUNC	 ¥25,000	

	8018	 アトランタ五輪　1/2ドル，1ドル銀貨（２），５ドル金貨　1995　KM262-265（４点入）
	 	 	 ケース入　PFUNC	 ¥29,000	
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	8019	 アトランタ五輪　1/2ドル，1ドル銀貨（２），５ドル金貨　1995　KM257，259-261（４点入）	
	 	 	 ケース入　PFUNC	 ¥29,000	

 ★神聖ローマ帝国	 	 	
	8020	 フェルディナント大公　ターレル　ND（1564-1595）　［ハル」　Dav8100	 量目調整有　Ｆ	 ¥10,000	
	8021	 レオポルト大公　ターレル　1620　「ハル」　Dav3328	 VF	 ¥20,000	

	8022	 レオポルト大公　ターレル　1632　「ハル」　KM804.3	 輪マウント痕　VF	 ¥12,000	
	8023	 レオポルト１世　ターレル　1695　「ハル」　Dav3245　　	 VF	 ¥20,000	

	8024	 フェルディナント２世　ターレル　1623　「プラハ」　Dav3136　KM1390.1	 VG	 ¥5,000	
	8025	 クレート　５ドラクマイ　1901　KM９	 Ｆ＋	 ¥8,000	
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	8026	 フランス　５フラン　1870Ａ　セレス　KM819	 VF	 ¥10,000	
 ★ドイツ	 	 	
	8027	 バイエルン　２グルデン　1855　マドンナ　KM465	 EF	 ¥7,000	

	8028	 フランクフルト　２グルデン　1848　KM338	 ヘアライン　EF＋	 ¥9,000	
	8029	 ザクセン　２ターレル　1872Ｂ　金婚　KM1231.1	 VF ～EF	 ¥12,000	

	8030	 英国　クラウン　1818（LⅨ）　ジョージ３世　Ｋ675	 VF～EF	 ¥35,000	
	8031	 ポーランド　10ズロッチ　1834　Ｃ134	 VF～EF	 ¥25,000	

 ★ロシア	 	 	
	8032	 ルーブル　1850　紋章　Ｃ168.1	 VF	 ¥9,000	
	8033	 ルーブル　1913　ロマノフ政権　Ｙ70	 EF	 ¥8,000	

 ★スイス　近代射撃祭	 	 	
	8034	 バーゼル　５フラン　1879　KM-Ｓ14	 トーン　VF＋	 ¥8,000	
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	8035	 フリブルク　５フラン　1881　KM-Ｓ15	 VF～EF	 ¥10,000	
	8036	 ブラジル　2000レイス　1865　KM466	 EF	 ¥5,000	

	8037	 チリ　１ペソ　1854　コンドル　KM129	 VF	 ¥8,000	
	8038	 中央アメリカ　８レアル　1836Ｍ　太陽と連山　KM４	 VF	 ¥12,000	

 ★グアテマラ	 	 	
	8039	 １ペソ　1894　女神座像　KM210	 EF	 ¥4,500	
	8040	 １ペソ　1894/1892　（台ペルー）　KM224	 EF	 ¥5,000	

	8041	 ハイチ　グールド　1882　若き女性　KM47	 輪小当　VF	 ¥5,000	
	8042	 メキシコ　１ペソ　1870Ｍｏ　秤　KM408.5	 VF＋	 ¥5,000	

	8043	 海峡植民地　１ドル　1904　KM25	 VF＋	 ¥5,000	
 ★英　国 	 	
	8044	 クラウン　1822　ジョージ４世　KM680	 VG	 ¥4,000	
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	8045	 クラウン　1847　女王　KM741	 ダイブレーク有　VF	 ¥15,000	
	8046	 クラウン　1902　エドワード７世　KM803	 EF	 ¥18,000	

	8047	 アイルランド　バンクダラー（６シリング）　1804　ジョージ３世　KM-Tn１	 トーン　UNC	 ¥120,000	

 ★フランス	 	 	
	8049	 エキュ　1690Ｂ　ルイ14世　KM275.2	 Ｆ/VF	 ¥18,000	
	8050	 エキュ　1704　再刻貨　ルイ14世　KM360	 Ｆ～VF	 ¥12,000	

	8048	 ブラジル　4000レイス　1900　カブラル　KM502.2	 少磨き　VF	 ¥70,000	

	8051	 ５フラン　1870Ａ　セレス　KM819	 少磨き　VF	 ¥7,000	
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	8054	 米国　モルガンダラー　1880Ｓ　KM110　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥5,000	
	8055	 ドイツ・バイエルン　ターラー　1778　カール・テオドール　KM260	 Ｆ～VF	 ¥8,000	

 ★英　国	 	 	
	8052	 クラウン　1662　チャ-ルス２世　KM417　Ｓ3352	 Ｆ～VF	 ¥35,000	
	8053	 クラウン　1889　女王　KM765　PCGS（MS63）	 UNC	 ¥30,000	

	8056	 中央アメリカ　８レアル　1824Ｍ　太陽と連山　KM４	 面小当　EF	 ¥20,000	
 ★ボリビア	 	 	
	8057	 ８レアル　1796PP　Ｋ73.1　縁製造時の縁小欠有	 Ｆ～VF	 ¥5,000	

	8058	 ８ソル　1834LM　ボリヴァル　KM97	 VF	 ¥4,500	

	8059	 ペルー　１，５ペセタ　1880　女神　KM200＆201　（２点組）	 EF＋/VF～EF	 ¥7,000	
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	8060	 メキシコ　８レアル　1890Ｃｎ，92Ｃｎ　１ペソ　1898Ｍｏ　KM377＆409　（３点組）
	 	 　	 EF/VF＋	 ¥8,000	

	8061	 イタリア　ナポリ・シチリア　120グラニ　1855　Ｃ153ｃ	 量目調整有　EF	 ¥10,000	
	8062	 ドイツ･プロシア　ターラー　1861　戴冠式　KM488	 VF～EF	 ¥4,000	

	8063	 英国　貿易銀　１ドル　1900（Ｂ）　KMＴ５　（２点組）	 EF/VF＋,EF＋	 ¥10,000	

	8064	 フランス　５フラン　1873Ａ，75Ａ，76Ａ　KM820.1　（３点組）	 VF＋～EF	 ¥7,500	
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	8067	 カナダ　１ドル　1935　治世25周年　KM30	 UNC	 ¥5,000	
	8068	 サンマリノ　20リレ　1931Ｒ　KM11	 磨き　VF～EF	 ¥5,000	

	8065	 米国　モルガンダラー　1880Ｓ　KM110	 UNC	 ¥5,000	
	8066	 オーストリア　５クローネ　1908　治世60周年　KM2809	 縁小黒変有　EF～AU	 ¥5,000	

	8069	 スイス　射撃祭　50フラン　1985　アルトドルフ　KM-Ｓ24	 PFUNC	 ¥8,000	
	★ドイツ	 	 	
	8070	 フランクフルト　２グルデン　1848　KM338	 少磨き　VF＋	 ¥8,000	

	8071	 ワイマール　３マルク　1929Ｅ　マイセン市1000年　KM65	 AU～UNC	 ¥8,000	
	8072	 ワイマール　３マルク　1930Ａ　ラインラント占領終了　KM70	 AU	 ¥7,000	

	8073	 ブラジル　960レイス　1820Ｒ　KM326	 少洗い　VF	 ¥10,000	
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 ★仏領インドシナ	 	 	
	8074	 ピアストル　1903　KM５a.1	 VF＋	 ¥5,000	
	8075	 ピアストル　1907　KM５a.1	 VF＋	 ¥4,000	

	8076	 ピアストル　1913　KM５a.1	 顔に小傷　VF＋	 ¥5,000	
	8077	 ピアストル　1922Ｈ　KM５a.3	 トーン　VF＋	 ¥5,000	

	8078	 ピアストル　1925　KM５a.1	 線傷１有　EF＋	 ¥5,000	
	8079	 ピアストル　1926　KM５a.1	 EF	 ¥5,000	

	8080	 ポルトガル　エスクード　1915　KM564	 EF	 ¥5,000	
	8081	 メキシコ　２ペソ　1921　独立100年　KM462	 VF	 ¥5,000	

	8082	 米国　１ドル　2000　エリクソン　KM313	 UNC	 ¥4,000	
 ★英　国	 	 	
	8083	 クラウン　1821　ジョージ４世　KM680.1	 Ｆ	 ¥5,000	
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	8084	 クラウン　1897　女王　KM783	 磨き　VF	 ¥5,000	
	8085	 1/2クラウン　1820　ジョージ３世　KM672	 VF	 ¥5,000	

	8086	 アンギラ　自由ドル　1967　（台メキシコ　５Ｐ　KM465）　KMＸ２	 VF	 ¥3,500	
	8087	 ドイツ・プロシア　ターラー　1861Ａ　KM488	 VF	 ¥3,500	

	8088	 海峡植民地　１ドル　1904　KM25	 磨き　VF	 ¥5,000	
	8089	 ブラジル　960レイス　1817　KM307	 VF	 ¥4,500	

	8090	 英国　シリング　1887　女王　KM761	 AU～UNC	 ¥4,000	
	8091	 ブラジル　1200レイス　1843　KM454　PCGS（AU53）	 量目調整有　EF	 ¥30,000	

 ★米　国	 	 	
	8092	 １ドル　1872　女神座像　KM100　PCGS（AU50）	 EF＋	 ¥80,000	
	8093	 モルガンダラー　1888Ｓ　KM110　NGC（MS63）	 UNC	 ¥40,000	

8084 8085

8086 8087

8088 8089

8090
8091

8092 8093



－ 155 －

	8094	 1/2ドル　1834（小字）　バスト型　KM37　PCGS（AU55）	 トーン　AU	 ¥50,000	
 ★英　国	 	 	
	8095	 イングランド　シリング　（1601-02）　エリザベス１世　Ｓ2592　NGC（XF45）	 VF＋	 ¥165,000	

	8096	 クラウン　1844　女王　KM741　PCGS（AU53）	 EF	 ¥165,000	
	8097	 貿易銀　１ドル　1902Ｃ　KMＴ５　PCGS　Genuine	 洗い　EF	 ¥15,000	

	8098	 スペイン・バルセロナ　５ペセタ　1809　KM69　PCGS（VF30）	 VF	 ¥45,000	
	8099	 スイス　射撃祭　50フラン　1984　オーバーハスリ　KM-Ｓ22	 PFUNC	 ¥70,000	

	8100	 ベルギー　５フラン銅打　1880　ご成婚　KM-ＸＭ８	 EF＋	 ¥7,000	

 ★インド	 	 	
	8101	 50ルピー　1974　ＦＡＯ　KM255	 PFUNC	 ¥4,000	
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	8102	 10，100ルピー　1981　ＷＦＤ　KM196＆276　（２点組）	 PFUNC	 ¥5,000	

	8103	 シンガポール　10ドル銀貨　1991　羊年　KM84ａ	 PFUNC	 ¥3,000	
 ★米　国	 	 	
	8104	 貿易銀　１ドル　1874Ｓ　KM108	 VF	 ¥8,000	

	8105	 モルガンダラー　1885-Ｏ，1921　KM110　（２点組）	 AU～UNC/AU	 ¥5,000	

	8106	 ピースダラー　1922，23　KM150　（２点組）	 AU	 ¥4,000	

	8107	 ポーランド　100ズロッチ　1977，78（２），79　Ｙ87，92，96，98　（銀貨４点組）	 PFUNC	 ¥5,000	
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	8108	 北朝鮮　500ウォン　1989　笛を吹く天女　KM32	 PFUNC	 ¥3,500	
	8109	 ロシア　25ルーブル（５オンス銀）　1994　シベリア鉄道　Ｙ390	 ケース入　PFUNC	 ¥15,000	

	8110	 ポーランド　100ズロッチ　1975，76，200ズロッチ　1979　Ｙ78，82，101　（銀貨３点組）
	 	 	 PFUNC	 ¥5,000	

	8111	 スイス　射撃祭　50フラン　2002　チューリヒ（ウナとライオン）　KM-XS63	 ケース入　PFUNC	 ¥60,000	
	8112	 オーストラリア　30ドル（１Ｋｇ銀貨）　2007　猪年	 ケース入　UNC	 ¥60,000	

 ★中　国（LotNo.8113〜8163は返品不可）	 	 	
	8113	 大清銀幣　壱円　宣統３年　Ｙ31	 磨き　Ｆ～VF	 ¥5,000	
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	8114	 大清銀幣　壱円　宣統３年　Ｙ31　（３枚組）　「要下見返品不可」	 Ｆ/VF～EF	 ¥30,000	

	8115	 湖北省　光緒元寶　七銭二分　Ｙ127	 少錆　VF	 ¥10,000	
	8116	 湖北省　宣統元寶　七銭二分　Ｙ131	 VF	 ¥10,000	

	8117	 江南省　光緒元寶　七銭二分　壬寅　Ｙ145a.8	 少磨き　VF	 ¥10,000	
	8118	 江南省　光緒元寶　七銭二分　甲辰　Ｙ145a.	 VF	 ¥10,000	

	8119	 袁世凱　中円　民国３年　Ｙ328	 磨き　縁少削れ　Ｆ～VF	 ¥8,000	
	8120	 袁世凱　壱円　民国３年　Ｙ329	 面小傷１　VF＋	 ¥5,000	
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	8121	 袁世凱　壱円　民国３年　Ｏ版　Ｙ329.4　Ｌ＆Ｍ63Ｃ	 縁小当　VF	 ¥5,000	
	8122	 袁世凱　壱円　民国３年　甘粛版　Ｙ329　Ｌ＆Ｍ63Ｄ	 EF	 ¥6,000	

	8123	 袁世凱　壱円　民国３年　△円版　Ｙ329	 縁小当　EF	 ¥7,000	
	8124	 袁世凱　壱円　民国９年　Ｙ329	 EF＋	 ¥7,000	

	8125	 袁世凱　壱円　民国10年　エ字年　Ｙ329　Ｌ＆Ｍ79Ａ	 小剥離傷１　EF	 ¥6,000	
	8126	 孫文　ジャンク壱円　民国23年　Ｙ345	 少コスレ有　EF	 ¥6,000	

	8127	 孫文　ジャンク壱円　民国23年　Ｙ345	 VF＋	 ¥6,000	
	8128	 孫文　ジャンク壱円　民国23年　Ｙ345	 EF	 ¥6,000	

	8129	 孫文　開国記念　壱円　Ｙ318ａ	 EF	 ¥6,000	
	8130	 四川銀幣　壱円　民国元年　Ｙ456	 VF	 ¥4,000	
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	8131	 新疆　餉銀　五銭　Ｎ．Ｄ　中央無地　Ｙ６　（３枚組）	 Ｆ	 ¥4,500	

	8132	 江南省　光緒元寶　七銭二分　甲辰　Ｙ145ａ　PCGS（XF40）	 VF	 ¥10,000	
	8133	 吉林省　光緒元寶　三銭六分　丙午　Ｙ182　PCGS（VF20）	 Ｆ	 ¥5,000	

	8134	 新疆　大清銀幣　五銭　N.D.　Ｙ25，餉銀　五銭　Ｙ６，喀什　弐銭　Ｙ17ａ　（３点組）	 VG～Ｆ	 ¥4,000	

	8135	 新疆　喀什　伍銭　Ｙ19ａ　NGC　VF　Details，喀造　伍銭　Ｙ19a.1　NGC　Ｆ　（２点組）	 Ｆ	 ¥4,000	

	8136	 新疆　十文　Ｙ38.5，Ｙ44.1　（２点組）	 Ｆ/VF	 ¥3,000	
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