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	日　本　JAPAN	 	 	

主催：（株）日本コインオークション
75ロット　８月３日（土）午前10時 30分〜（予定）

	7001	 富壽神宝(銅)	弘仁9年(818)	3.2g	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上品	 ¥40,000
	7002	 天保五両判金(原五)	33.72g	天保8年〜天保14年(1837〜1843)	古7	日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品+/極美品	 ¥800,000

第２部　日本貨幣
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	7003	 享保小判金	偶然大吉(大吉)	17.8g	正徳4年〜元文元年(1714〜1736)	古11A	日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品+	 ¥500,000

7003

7003（×1.5倍）
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	7004	 享保小判金(小吉)	｢弘｣字	17.8g	正徳4年〜元文元年(1714〜1736)	古11A	日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品+	 ¥350,000

7004

7004（×1.5倍）
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	7005	 享保小判金(喜吉)	17.78g	正徳4年〜元文元年(1714〜1736)	古11A	日本貨幣商協同組合鑑定書付	
	 	 	 美品+	 ¥300,000
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7005（×1.5倍）
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	7006	 文政小判金(沙神)	13.12g	文政2年〜文政11年(1819〜1828)	古13	日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品	 ¥110,000
	7007	 天保小判金(正神)	11.28g	天保8年〜安政5年(1837〜1858)	古14	日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 	 美品+	 ¥100,000

	7008	 玩賞品	天正大判金	162g	長径:151mm	短径:94mm	品位:(金)約75%	 極美品	 ¥300,000
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	7009	 玩賞品	慶長大判金	162.8g	長径:151mm	短径:91mm	品位:(金)約65%	 美品	 ¥300,000

7009
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	7010	 玩賞品	元禄大判金	164.2g	長径:154mm	短径:96mm	品位:(金)約55%	 極美品	 ¥300,000

7010
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	7011	 享保丁銀	113.1g	正徳4年〜元文元年(1714〜1736)	古49	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美品	 ¥70,000
	7012	 古南鐐二朱銀	八点小大型	額縁	27.2mm×15.8mm	明和9年〜文政7年(1772〜1824)	古36	美品ー	 ¥35,000
	7013	 古南鐐二朱銀	大型	27.7mm×16.5mm	明和9年〜文政7年(1772〜1824)	古36	 上品	 ¥13,000
	7014	 古南鐐二朱銀	大型	27.6mm×15.5mm	明和9年〜文政7年(1772〜1824)	古36	 上品	 ¥13,000
	7015	 新南鐐二朱銀	小字	文政7年〜天保元年(1824〜1830)	古37	 美品	 ¥6,000
	7016	 新南鐐二朱銀	小型	文政7年〜天保元年(1824〜1830)	古37	 美品ー	 ¥4,000

	7017	 旧20円金貨	明治3年(1870)	近1	日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美品	 ¥3,800,000

	7018	 新1円銀貨(大型)	明治13年(1880)	近10		 美品	 ¥8,000
	7019	 新1円銀貨(大型)	明治16年(1883)	近10		 極美品ー	 ¥9,000
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	7020	 新1円銀貨(大型)	明治17年(1884)	近10	PCGS AU55	 極美品	 ¥10,000
	7021	 新1円銀貨(大型)	明治18年(1885)	近10		 美品+	 ¥5,000

	7022	 新1円銀貨(小型)	明治23年(1890)	近10A		 美品+	 ¥5,000
	7023	 新1円銀貨(小型)	明治26年(1893)	近10A		 美品	 ¥5,000

	7024	 新1円銀貨(小型)	明治29年(1896)	近10A		 少トーン極美品	 ¥5,000
	7025	 新1円銀貨(小型)	明治34年(1901)	近10A		 トーン準未/未使用品	 ¥8,000

	7026	 新1円銀貨(小型)	明治36年(1903)	近10A		 極美品	 ¥5,000
	7027	 新1円銀貨(小型)	明治38年(1905)	近10A		 トーン極美品ー	 ¥5,000

	7028	 新1円銀貨(小型)	明治45年(1912)	近10A		 極美品+/準未	 ¥7,000
	7029	 旭日竜大型50銭銀貨	明治3年(1870)	近13	 美品ー	 ¥2,000
	7030	 竜50銭銀貨	明治6年(1873)	近14		 未使用品	 ¥10,000
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	7031	 竜50銭銀貨	明治6年(1873)	近14		 極美品ー	 ¥6,000
	7032	 竜50銭銀貨	明治18年(1885)	近14	 美品+	 ¥15,000
	7033	 竜50銭銀貨	2枚組	明治30年(1897)	近14	要下見	返品不可	 美品ー	 ¥2,000
	7034	 竜50銭銀貨	5枚組	明治31年(1898)	近14	要下見	返品不可	 並品〜美品	 ¥5,000
	7035	 竜50銭銀貨	明治32年(1899)	近14		 極美品ー	 ¥2,000
	7036	 竜50銭銀貨	明治33年(1900)	近14	 極美品	 ¥3,000
	7037	 竜50銭銀貨	明治34年(1901)	近14	 極美品	 ¥3,500
	7038	 竜50銭銀貨	明治35年(1902)	近14	 美品	 ¥6,000
	7039	 竜50銭銀貨	明治36年(1903)	近14	 極美品ー	 ¥5,000
	7040	 竜50銭銀貨	明治37年(1904)	近14	 極美品	 ¥2,000
	7041	 竜50銭銀貨	明治38年(1905)	下切	近14	 美品	 ¥1,000
	7042	 竜50銭銀貨	明治38年(1905)	上切	近14	 美品ー	 ¥1,000
	7043	 旭日竜20銭銀貨	3枚組	明治3年(1870)	近20	 美品〜極美品	 ¥2,500
	7044	 旭日竜20銭銀貨	3枚組	明治3年(1870)	近20		 並品	 ¥1,000
	7045	 旭日竜20銭銀貨	明治4年(1871)	近20	 極美品ー	 ¥2,000
	7046	 竜20銭銀貨	明治7年(1874)	近21	 極美品	 ¥6,000

	7047	 竜20銭銀貨	明治8年(1875)	前期	近21	 美品	 ¥20,000
	7048	 竜20銭銀貨	明治8年(1875)	後期	近21	 極美品	 ¥20,000
	7049	 竜20銭銀貨	明治9年(1876)	前期	近21	 極美品+	 ¥10,000

	7050	 竜20銭銀貨	明治10年(1877)	近21	 極美品	 ¥8,000
	7051	 竜20銭銀貨	明治21年(1888)	近21	 美品	 ¥15,000
	7052	 竜20銭銀貨	明治33年(1900)	近21	 美品	 ¥7,000

	7053	 竜20銭銀貨	明治34年(1901)	近21	 美品+	 ¥25,000
	7054	 旭日竜10銭銀貨	3枚組	明治3年(1870)	明瞭ウロコ	近23	要下見	返品不可	 並品〜美品	 ¥2,500
	7055	 旭日竜10銭銀貨	3枚組	明治3年(1870)	近23	要下見	返品不可	 並品	 ¥1,000
	7056	 竜10銭銀貨	明治7年(1874)	近24		 極美品	 ¥30,000
	7057	 竜10銭銀貨	明治7年(1874)	近24		 並品	 ¥10,000

7032 7038
7046

7047 7048 7049

7050 7051 7052

7053 7056 7057



－ 33 －

	7058	 竜10銭銀貨	明治8年(1875)前期	近24		 極美品	 ¥5,000
	7059	 竜10銭銀貨	明治10年(1877)	近24		 未使用品	 ¥8,000
	7060	 竜10銭銀貨	明治35年(1902)	近24		 美品?	 ¥12,000
	7061	 旭日竜5銭銀貨	明治3年(1870)	近33	 準未/未使用品	 ¥25,000

	7062	 旭日竜5銭銀貨	明治4年(1871)	近33	 並品	 ¥15,000
	7063	 竜5銭銀貨	明治7年(1874)	近35		 美品	 ¥12,000
	7064	 竜5銭銀貨	明治7年(1874)	近35		 並品?	 ¥6,000
	7065	 旭日大字5銭銀貨	明治4年(1871)	前期	近34	 美品ー	 ¥2,500
	7066	 旭日大字5銭銀貨	4枚組	明治4年(1871)	近34	要下見	返品不可	 並品〜美品+	 ¥4,000
	7067	 竜5銭銀貨	明治6年(1873)	ハネ明	近35		 美品	 ¥8,000
	7068	 竜5銭銀貨	3枚組	明治6年	2枚,	8年(トメ銭)	近35	要下見	返品不可	 並品〜美品+	 ¥4,500

	7069	 在日米軍軍票	B券	千円	昭和26年(1951)	軍20	 未使用品	 ¥90,000

	7070	 在日米軍軍票	B券	100円､20円､10円､5円､1円､50銭､10銭券	昭和26年(1951)	軍20	要下見	返品不可
	 	 	 準未〜未使用品	 ¥7,000
	7071	 地方時治法施行60周年記念貨幣	佐賀県1,000円銀貨	平成22年(2010)		 プルーフ	 ¥4,000
	7072	 地方時治法施行60周年記念貨幣	滋賀県1,000円銀貨	平成23年(2011)		 プルーフ	 ¥4,000
	7073	 地方時治法施行60周年記念貨幣	鹿児島県1,000円銀貨	平成25年(2013)		 プルーフ	 ¥4,000
	7074	 地方時治法施行60周年記念貨幣	愛媛県1,000円銀貨	平成26年(2014)		 プルーフ	 ¥4,000
	7075	 新幹線鉄道開業50周年記念	1,000円銀貨	平成26年(2014)	 プルーフ	 ¥25,000
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