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	8137	 甘粛省（天水沙版）　中華民国　五十文（鋳造）　Ｎ．Ｄ　ＹＤ407タイプ	 Ｆ	 ¥3,000	
	8138	 袁世凱　壱角　民国３年　Ｙ326	 EF	 ¥5,000	
	8139	 四川省　大清銅幣　十文　丙午　Ｙ10ｔ	 EF	 ¥4,000	

	8140	 四川省　大清銅幣　二十文　己酉　Ｙ21ｔ	 VF	 ¥4,000	
	8141	 四川省　光緒元寶　当二十（中央花）　Ｙ230	 F～VF	 ¥4,000	

	8142	 四川省　川字嘉禾銅幣　五十文　民国15年　Ｙ462	 VF	 ¥5,000	
	8143	 華興商業銀行　壱分銅幣　民国29年　ＹＡ522	 VF	 ¥5,000	

	8144	 冀東政府　五厘，壱分，五分，壱角，弐角　民国26年　Ｙ516～520　（５点組）	 Ｆ～VF	 ¥5,000	

	8145	 記念幣　壱円白銅　1984～88（８），壱元白銅　1991～94（８）　（16種組）	 UNC	 ¥10,000	

8137

8138

8140 8141

8142 8143

8139

8144

8145（縮小）
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	8146	 珍奇野生動物　５元銅貨　1993～1999　KM469～1214　（10種組）	 UNC	 ¥5,000	
	8147	 魯天佑生誕125年　100元銀幣　1987　KM177	 ケース入　PFUNC	 ¥50,000	

 ★中国　代用貨	 	 	
	8148	 霊台郷　臨時流通　壱角銅貨	 VF＋	 ¥7,000	
	8149	 大成郷　臨時流通　壱角銅貨	 VF＋	 ¥5,000	
	8150	 揚橋鎮　臨時流通　壱角銅貨	 VF＋	 ¥7,000	

	8151	 霊台厳興昌　臨時流通　壱角銅貨（TEN	CENTS）	 VF＋	 ¥7,000	
	8152	 坊前鎮・同盛商店　臨時流通　壱角銅貨	 VF＋	 ¥7,000	
	8153	 東青商業　流通　五分銅貨	 VF	 ¥8,000	

	8154	 鄭陸橋　流通　五分銅貨　（左右八弁花）	 泥付着　VF	 ¥8,000	
	8155	 東載鎮源成　臨時流通　大洋伍分銅貨	 VF	 ¥8,000	

 ★中国　紙幣	 	 	
	8156	 中国人民銀行　拾円　民国38年　（様票）　Ｐ816Ｓ　PMG55	 少へゲ有　AU	 ¥5,000	

8146（縮小）

8147（80％大）

8148 8149 8150

8151 8152 8153

8154 8155

8156
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	8157	 中国人民銀行　弐拾円　民国38年　（様票）　Ｐ821Ｓ　PMG55	 AU	 ¥5,000	

	8158	 中国人民銀行　弐百円　民国38年　Ｐ841	 VF	 ¥5,000	

	8159	 吉林永衝官銀銭号　拾円　民国７年　（様票）　パンチ穴３	 Good	 ¥5,000	

	8160	 河南省銀行　壱円　民国12年　（河南）　PS1688	 VG	 ¥4,000	

	8162	 六河溝煤礦工資券　壱角　民国22年	 EF	 ¥4,000	

	8161	 山西省銀行　壱円　民国19年　（太原）　PS2657	 EF	 ¥4,000	

8157

8158

8159

8160

8161

8162
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	8163	 棲霞県　金融救済委員会　臨時流通　壱円　民国29年	 Ｆ～VF	 ¥5,000	

	8164	 朝鮮銀行　甲百円　朝紙29　（連番２枚）　Ｐ36	 EF	 ¥4,000	

	8165	 ロシア　25，100ルーブル　1918　女神座像　Ｐ40＆42　（２点組）	 EF	 ¥5,000	

	8166	 エリザベス２世　紙幣ロット　英国及び英連邦諸国（重複多数）　（105枚）「下見してください」　	（VF主体）
	 	 	 　VG～UNC	 ¥25,000	

8163

8164

8165

8166（一部縮小）
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 ★ベルギー　	 	 	
	8167	 10サンチーム銅貨　1853　ご成婚　KM-Ｍ1.1	 軽コスレ　VF＋	 ¥4,000	
	8168	 ５フラン銅打　1880　ご成婚　KM-Ｍ８ａ	 少洗い　EF＋	 ¥7,000	

	8169	 セイロン　１リクスダラー　1821　ジョージ４世　KM84	 Ｆ～VF	 ¥4,000	
	8170	 オーストラリア　フローリン　1927　議会　KM31　PCGS（MS63）	 AU～UNC	 ¥3,000	
	8171	 英国　クラウン　1889　女王　KM765	 VF	 ¥5,000	

	8172	 インド　１ルピー　1879Ｂ，1913Ｂ　KM473＆524　（２点組）	 VF/EF	 ¥3,000	

 ★英　国	 	 	
	8173	 ペニー銅貨　1797　車輪銭　KM618	 Ｆ	 ¥3,000	
	8174	 ２ペンス銅貨　1797　車輪銭　KM619	 Ｆ～VF	 ¥5,000	

	8175	 ２ペンス銅貨　1797　車輪銭　KM619	 小当　Ｆ～VF	 ¥4,000	

8167
8168

8169 8170

8171

8173
8174

8175

8172
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	8176	 スタッフォード（トークン）　ペニー銅貨　1811　ジョージ３世/女神座像　DavIS15	 VF＋	 ¥4,000	
	8177	 オーストリア・オルミュッツ　３クロイツア　1669　レオポルト・Ｗ・Ｅ　KM65	 VF＋	 ¥4,000	
 ★英　国	 	 	
	8178	 チャールス２世　ペニー銀貨　1677　Ｓ3390　KM432	 EF	 ¥8,000	
	8179	 チャールス２世　２ペンス銀貨　1679　Ｓ3388　KM429	 EF	 ¥7,000	

	8180	 ジョージ２世　６ペンス銀貨　1758/7　Ｓ3711　KM582.2	 EF	 ¥10,000	
	8181	 ジョージ３世　６ペンス銀貨　1787　Ｓ3749　KM606.2	 EF	 ¥7,000	
	8182	 女王　シリング銀貨　1887　KM761	 UNC	 ¥4,000	

 ★インド	 	 	
	8183	 １ルピー　1840　女王　KM458.1	 軽汚れ　EF	 ¥5,000	
	8184	 ビカニール　１ルピー　1937　KM-ＸＭ１	 VF～EF	 ¥4,000	
	8185	 ハワイ　50セント　1883　カラカウア１世　KM６	 VF	 ¥12,000	

	8186	 ノルウェー　２クローナ　1906　建国記念　KM363	 AU	 ¥20,000	
	8187	 朝鮮　五文銅貨　開国497年　KM1101	 VF	 ¥5,000	
	8188	 仏領インドシナ　１サペク銅貨　1901Ａ　KM６	 少汚れ　UNC	 ¥4,000	

	8189	 ドイツ・ヴェストファーレン　１万マルク青銅（金鍍）　1923　跳ね馬　Ｊ-Ｎ20ａ	 AU～UNC	 ¥4,000	
	8190	 スイス　射撃祭銅メダル　1892　グラルス　Ｍ432	 EF	 ¥6,000	

8176
8177

8178 8179

8180 8181 8182

8183 8184 8185

8186 8187

8189

8188

8190
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	8191	 西ドイツ　５マルク　1952Ｄ　博物館　KM113　ICG（MS63）	 UNC	 ¥35,000	
	8192	 英国　クラウン　1819LIX　KM675	 軽スレ有　EF	 ¥40,000	

	8193	 ギリシャ　100ドラクマ　（1970）　1967年革命　KM94	 UNC	 ¥7,000	
 ★英領インド	 	 	
	8194	 １ルピー　1840　女王　KM458	 VF＋	 ¥4,000	

	8195	 1ルピー　ND（1912～36）　KM524　陰打エラー　PCGS（XF45）	 VF	 ¥35,000	
	8196	 スイス　射撃祭　５フラン　1865　シャフハウゼン　KM-XS８	 EF＋	 ¥18,000	

	8197	 スウェーデン　５オーレ銅貨　1864/2　KM707　NGC（MS62BN）	 トーン　AU	 ¥20,000	

	8198	 ドイツ・ヴェストファーレン　5000万マルク・アルミ　1923　シュタイン	 EF	 ¥3,000	

8191
8192

8193 8194

8195 8196

8197

8198
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 ★ドイツ	 	 	
	8201	 プロシア　３マルク　1911Ａ　KM531	 PFUNC	 ¥20,000	
	8202	 プロシア　ターラー　1861Ａ　KM488	 小傷有　VF＋	 ¥3,000	

	8199	 ドイツ・オストザクセン（陶貨）　20マルク　1921	 EF	 ¥3,000	
	8200	 ドイツ領ニューギニア　10ペニヒ銅貨　1894　KM３	 軽磨き　EF	 ¥14,000	

	8203	 ザクセン　３マルク　1913Ｅ　KM1275	 PFEF	 ¥5,000	
 ★東ドイツ	 	 	
	8204	 10マルク銀貨　1966　シンケル　KM15.1	 AU～UNC	 ¥13,000	

	8205	 20マルク白銅　1979Ａ　KMPR22　（プローバ）　	 AU	 ¥8,000	
	8206	 スイス　５フラン　1939Ｂ　ラウペン戦闘　KM42	 AU～UNC	 ¥35,000	

〒 182 － 0026　東京都調布市小島町１－ 21 －６　アジャンタ調布 403 号
TEL：042 － 484 － 5531　書信館出版（株）　

　本オークションより「オークション規定と条件」を一部改訂しております。

　本オークションに御参加の方は「オークション規定と条件」をご確認、ご理解の

　上で、ご応札をお願い申し上げます。

8199
8200

8201 8202

8203 8204

8205 8206
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 ★ドイツ・ヴェストファーレン（インフレ貨）	 	 	
	8207	 １兆マルク洋銀貨　1923　シュタイン	 VF＋	 ¥45,000	

	8208	 １万，500万，5000万マルク　1923　シュタイン　（３種組）	 EF	 ¥10,000	

	8209	 50ペニヒ，１Ｍ（マルク），５Ｍ，50Ｍ，100Ｍ（２），25万Ｍ，200万Ｍ　1922-23　（９種組）	 EF/AU	 ¥10,000	

8207

8208

8209
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	8210	 1万マルク，5000万マルク青銅（金鍍）　1923　シュタイン　（２種組）　	 VF＋/EF	 ¥5,000	

	8211	 ５マルク　1921，25万マルク　1923（少錆）　シュタイン　（アルミ貨・２種組）	 AU/EF	 ¥3,000	

	8212	 100マルク青銅（金鍍）　1922，23　（２種組）	 VF＋/EF	 ¥3,000	

	8213	 ポルトガル　20レイス銅貨　1848，49，73　KM482，515　（３点組）	 Ｆ～VF	 ¥4,500	

	8214	 アンゴラ　１マクタ銅貨　1860　KM59	 少錆　VF	 ¥3,000	
	8215	 ブラジル　40レイス　1828，80レイス　1830　KM364.1＆366.1　（銅貨２点組）　	 VF＋/VF	 ¥4,000	

8214

8210

8211

8212

8213

8215
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	8216	 タイ　陶貨　11種組　「返品不可」	 VF	 ¥5,000	

	★フランス	 	 	
	8217	 試作　５フラン錫貨　1848　女神　Gad-695　KM-Pn54	 EF	 ¥7,000	
	8218	 試作　５フラン錫貨　1848　女神　Gad-701　KM-Pn72	 EF	 ¥7,000	

 ★ドイツ	 	 	
	8219	 ビーレフェルト　緊急　25マルク　1921（絹札），1922（麻札）　２種組	 EF	 ¥8,000	

	8220	 ビーレフェルト　緊急　50マルク　絹札　1922	 AU	 ¥5,000	
	8221	 ビーレフェルト　緊急　500マルク　麻札　1922	 EF	 ¥5,000	

8216（縮小）

8217 8218

8220 8221

8219
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	8222	 ビーレフェルト　緊急　1000マルク　絹札，麻札　1920　（２種組）	 VF＋	 ¥7,000	

	8223	 ビーレフェルト　緊急　１ゴールド・マルク　絹札　1923	 VF＋	 ¥5,000	

	8224	 アンチグア・バーブーダ（英領カリブ地域）　金箔札　30ドル　1981　蝶，魚類（９種組）	 UNC	 ¥17,000	

8223

8222

8224
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	8225	 ベリーズ　金箔札　10，20，25，75，100ドル　1984　蝶，鳥，鹿，花，帆船（５種組）	 UNC	 ¥9,000	

	8226	 インド・グリーク　バクトリア王国　ドラクマ銀貨　171-160BC　アンティマコス/二ケ　Sear7546
	 	 	 錆有　VF	 ¥5,000	
	8227	 共和制ローマ　デナリウス銀貨　150BC頃　ローマ神　Sear226	 Ｆ	 ¥8,000	
	8228	 帝政ローマ　デナリウス銀貨　238-244　ゴルディアヌス３世/プロヴィデンス立像	 VF＋	 ¥6,000	
	8229	 ポーランド　1/4ターレル銀貨　1621　ジクムント３世　KM39	 VF＋	 ¥14,000	

	8230	 スウェーデン　1/6リクスダーレル　1790　グスタス３世　KM524	 量目調整有　VF	 ¥4,000	
	8231	 アルゼンチン　２ソル銀貨　1826　太陽　KM18	 Ｆ＋	 ¥7,000	
	8232	 アルゼンチン（ラ・リオハ）　４レアル銀貨　1850RB　KM20	 Ｆ＋	 ¥7,000	

	★ササン朝ペルシャ	 	 	
	8233	 ドラクマ銀貨　462　ペローズ　Mitch975	 Ｆ	 ¥4,000	

8225

8226 8227 8228
8229

8230 8231
8232

8233
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	8234	 ドラクマ銀貨　521　カワード１世　Mitch1023	 洗い　Ｆ～VF	 ¥4,000	
	8235	 ドラクマ銀貨　581　ホルムズド４世　Mitch1074	 洗い　VF	 ¥4,000	
	8236	 タバリスタン　1/2ドラクマ銀貨　793　太守イブラヒム　Mitch1388	 VF	 ¥4,000	

 ★フランス王国	 	 	
	8237	 ルイ８世　Denier銀貨　1223-1226　	 Ｆ	 ¥4,000	
	8238	 フィリップ４世　Obel銀貨　1285-1314　	 VF	 ¥4,000	
	8239	 ルイ１1世　Douzain銀貨　1461-1483	 Ｆ	 ¥5,000	
	8240	 アンリ３世　Douzain銀貨　1575-1589	 少青錆　Ｆ	 ¥5,000	

	8241	 マゲローネ伯領　Denier銀貨　1080-1120	 VF	 ¥5,000	
	8242	 ラマルシェ伯領　Denier銀貨　1199-1219　ユーグ９世	 Ｆ～VF	 ¥5,000	
	8243	 アングレーム伯領　Denier銀貨　1250-1270　ユーグア12世	 Ｆ～VF	 ¥5,000	
	8244	 ドーフィネ司教区　Denier銀貨　12世紀　双頭の鷲	 Ｆ＋	 ¥5,000	

	8245	 ブザンソン市　銀貨（20mm）　1550　王胸像	 Ｆ	 ¥4,000	
	8246	 ストラスブール市　ブラクティアート（薄銀）　1335頃　百合章	 Ｆ～VF	 ¥4,000	
	8247	 オーストリア・カリンチア公国　ペニヒ銀貨　1202-1256　ベルンハルド１世	 Ｆ	 ¥5,000	
 ★ドイツ	 	 	
	8248	 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＋	 ¥5,000	
	8249	 ハル市　ヘラー銀貨　1250-1300　手の図	 Ｆ～VF	 ¥5,000	

	8250	 レーゲンスベルク市　ペニヒ銀貨　1290-1296　オットー３世	 Ｆ	 ¥4,000	
	8251	 アウグスブルク司教区　ペニヒ銀貨　1424-1469　ペーター司教	 洗い　VF	 ¥5,000	
	8252	 イタリア・ジェノア共和国　Denar銀貨　1139-1252　コンラッド２世	 VF	 ¥4,000	
 ★ハンガリー	 	 	
	8253	 イシュートワン４世　フォリス碗型銅貨　1162-1163　ビザンツ様式	 VF	 ¥5,000	

8234 8235 8236

8237 8238
8239 8240

8241 8242
8243

8244

8245 8246 8247 8248 8249

8250 8251 8252
8253
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	8254	 ベラ３世　フォリス銅貨　1172-1196　アラブ様式	 VF	 ¥5,000	
	8255	 十字軍・カスティリア王国　ミラレス角銀　1158-1214　アルフォンソ８世　Mitch528	 Ｆ～VF	 ¥4,000	
	8256	 十字軍・アケーア公国　Denier銀貨　1316-1318　マオー女王	 Ｆ～VF	 ¥4,000	
	8257	 十字軍・シチリア王国　Denier銀貨　1194-1197　エンリコ４世　鷲図	 Ｆ～VF	 ¥4,000	

	8258	 エチオピア　ディナール銀貨　11世紀　イエメン様式　Mitch536	 VF	 ¥5,000	
	8259	 ムワヒッド帝国（北アフリカ）　Dirham角銀　13世紀　Mitch421	 VF	 ¥4,000	
	8260	 インド・サウラシュトラ国　１ユニット銀貨　150-50BC　ヴァッツァ型	 VF	 ¥5,000	
	8261	 インド・インドール　１ルピー銀貨　1784-1817　太陽　KM76	 VF	 ¥4,000	
 ★ロシア	 	 	
	8262	 モスクワ大公国　デンガ銀貨　1425-1433　ヴァシリー２世　王座像	 Ｆ～VF	 ¥7,000	

	8263	 ロシア　１カペイク銀貨　1547-1584　イワン雷帝　騎馬像　（ノブゴロド鋳）	 VF＋	 ¥5,000	
	8264	 中央アジア・サーマン朝　大型銀貨（46mm）　976-997　ヌフ２世　Mitch725	 Ｆ＋	 ¥7,000	

 ★メキシコ・アステカ帝国	 	 	
	8265	 斧型銅貨　1200-1520　135×80×３mm　Mitch5495+	 Ｆ～VF	 ¥11,000	

8254 8255 8256 8257

8258 8259 8260 8261
8262

8263

8264

8265（縮小）
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	8266	 斧型銅貨　1200-1520　132×73×３mm　Mitch5495+	 Ｆ～VF	 ¥11,000	
	8267	 碗型銅貨　1200-1520　153×120×３mm　Mitch5495+	 Ｆ～VF	 ¥12,000	

 ★中国茶業公司	 	 	
	8268	 ティーブリックマネー（紅茶製）　1949～　楼門図　185×120×20mm　Mitch4144+	 VF	 ¥7,400	
	8269	 ティーブリックマネー（緑茶製）　1949～　楼門図　185×120×20mm　Mitch4144+	 VF	 ¥8,300

8266（縮小）
8267（縮小）

8268（縮小）

8269（縮小）
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8270	 ササン朝ペルシャ　ドラクマ銀貨　625　ホスロー２世　Mitch1130	 VF	 ¥4,000	
8271	 フランス王国　銀貨（26mm）　1328-1350　フィリップ６世	 腐食有　F＋	 ¥4,000
8272	 フランス・プロヴァンス伯領　Denir銀貨　1222-1249　レーモン７世	 小欠有　F	 ¥4,000

8273	 フランス・プロヴァンス伯領　Denir銀貨　1249-1271　アルフォンス伯	 F	 ¥4,000
8274	 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
8275	 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
8276	 オーストリア・ウィーン市　ペニヒ銀貨　1308-1330　フリードリヒ公	 F	 ¥4,000
8277	 フランス・ストラスブール市　Denir銀貨　1500頃　百合章	 F	 ¥3,000

8278	 イタリア・ヴェネチア共和国　Denar銀貨　碗型　1289-1311　ピエトロ統領	 錆有　F＋	 ¥4,000
8279	 十字軍・シチリア王国　１フォラーロ銅貨　1130-1154　ルッジェーロ２世　十字架	 F	 ¥4,000
8280	 十字軍・シチリア王国　Denar低銀　1197-1250　フェデリコ２世　鷲	 F	 ¥4,000
8281	 中央アジア・カラハン朝　ファルス銅貨　992-1009　ナスル１世　Mitch892	 F＋	 ¥4,000

8282	 中央アジア・クルズワン公国　ジタル銅貨　1221　チンギスハン包囲下発行	 F	 ¥4,000
8283	 ロシア　１カペイク銀貨　1584-1598　ヒョードル　騎馬図	 F～VF	 ¥3,000
8284　ルーマニア・ワラキア公国　１バン銅貨　1377-1383　ラドゥ１世	 F	 ¥5,000
8285	 オスマン帝国　１ユズルク銀貨（45mm）　1788　セリム３世　C93	 F	 ¥7,000
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