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	8001	 オーストリア　100クローナ金貨　1915　KM2819　リストライク	 AU～UNC	 ¥130,000	
	8002	 オーストラリア　1/2ソヴリン金貨　1900Ｓ　女王　KM12　Fr27　NGC（XF45）	 VF ～EF	 ¥30,000	

第５部　外国貨幣
主催：書信館出版（株）

328 ロット　８月４日（日） 午前９時〜

 ★中　国	 	 	
	8003	 プルーフセット　珍奇動物　1988　100元金貨，10元銀貨（２種）　３点入	 ケース入　PF	UNC	 ¥40,000	

	8004	 パンダ　10元金貨（1/10オンス）　1983　KM69	 UNC	 ¥15,000	
	8005	 パンダ　10元金貨（1/10オンス）　1992　KM392	 UNC	 ¥15,000	
 ★フランス	 	 	
	8006	 100フラン金貨　1869Ａ　ナポレオン３世　KM802.1　PCGS Genuine Cleaned-AU Detail
  	 面小傷１　EF	 ¥100,000	

	8007	 100フラン金貨　2000　星の王子様　KM1264	 PF	UNC	 ¥90,000	
	8008	 10フラン二色金貨　1988　革命200年　KM964.1ａ	 PF	UNC	 ¥33,000	

8001

8002

8004 8005

8006

8007 8008

8003
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 ★ドイツ	 	 	
	8009	 バイエルン　20マルク金貨　1873Ｄ　KM894	 少スレ　VF	 ¥40,000	
	8010	 プロシア　20マルク　1906Ａ　KM521	 VF～EF	 ¥30,000	
	8011	 プロシア　20マルク　1901Ａ　KM521	 袋ズレ　EF	 ¥30,000	

	8012	 英国　ソヴリン金貨　1889　女王　KM767	 Ｆ	 ¥27,000	
	8013	 アイボリーコースト　25フラン金貨　1966　KM３　NGC（PF65）ULTRA　CAMEO	 PF	UNC	 ¥32,000	
	8014	 リベリア　20ドル金貨　1989　昭和天皇　KM未載　NGC（PF69）ULTRA　CAMEO	 PF	UNC	 ¥6,000	

 ★スペイン	 	 	
	8015	 80,000ペセタ金貨　1989Ｍ　アメリカ発見500年　KM845　NGC（PF68）ULTRA　CAMEO	
	 	 	 PF	UNC	 ¥140,000	
	8016	 10,000ペセタ金貨　1992　バルセロナ五輪・野球選手　KM915	 ケース入　PF	UNC	 ¥12,000	

 ★米　国	 	 	
	8017	 20ドル金貨　1861Ｓ　女神頭像　KM74.1　PCGS（XF40）	 Ｆ	 ¥80,000	
	8018	 20ドル金貨　1892Ｓ　女神頭像　KM74.3　NGC（AU55）	 顎に小傷　EF	 ¥80,000	

	8019	 20ドル金貨　1870Ｓ　女神頭像　KM74.2　	 VF	 ¥130,000	
	8020	 ５ドル金貨　1911　インディアン　KM129	 VF	 ¥34,000	

8009 8010 8011

8012 8013 8014

8015
8016

8017 8018

8019
8020
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	8021	 ５ドル金貨　1913　インディアン　KM129	 面スレ有　VF	 ¥30,000	
	8022	 20ドル金貨　1903　女神頭像　KM74.3　PCGS（MS64）	 軽袋ズレ　UNC	 ¥145,000	
	8023	 50ドル金貨　2007Ｗ　野牛　KM393　PCGS（PR69）DCAM	 PF	UNC	 ¥145,000	

	8024	 １ドル金貨　1903　マッキンリー　KM120　PCGS　Genuine Cleaning-UNC Details
  	 洗い　UNC	 ¥60,000	
	8025	 英国　２ポンド金貨　1887　女王　KM768	 袋ズレ　EF	 ¥135,000	
	8026	 北朝鮮　250ウォン金貨　1988　千里馬　KM29	 PF	UNC	 ¥38,000	

	8027	 デンマーク　20クローナ金貨　1915　クリスチャン10世　KM817.1	 AU	 ¥42,000	
	8028	 コロンビア　16ペソ金貨　1845　KM94.2　PCGS（AU55）	 EF	 ¥210,000	
	8029	 イラン　１トーマン金貨　AH1311（1894）　KM937　NGC（MS61）	 AU	 ¥45,000	

	8030	 ロシア　5ルーブル金貨　1877HI　YB26	 EF	 ¥45,000	
	8031	 タンザニア　1500シリンギ金貨　1974　チーター　KM９	 UNC	 ¥110,000	
	8032	 ザイール　100ザイール金貨　1975　レオパード　KM11	 PF	UNC	 ¥140,000	

	8033	 香港　1000ドル金貨　1976　龍年　KM40	 PF	UNC	 ¥70,000	
	8034	 バーレーン　50ディナール金貨　1978　サルマン国王　KM11	 PF	UNC	 ¥65,000	

8021

8022 8023

8024
8025 8026

8027
8028

8029

8030

8031 8032

8033 8034
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	8035	 ハンガリー　２ダカット金貨　1765ＫＢ　聖母子　KM379　NGC（AU58）	 EF	 ¥90,000	
	8036	 リベリア　250ドル金貨　2002　ウナとライオン　KM未載	 裏面・線状傷１有　PF	UNC	 ¥80,000	

	8037	 オーストリア　２シリング（記念貨）　1928～1937　KM2843～2859（10種組）	 EF～AU	 ¥18,000	

 ★ドイツ	 	 	
	8038	 バーデン　２マルク銀貨　1913　KM283	 面少スレ　EF	 ¥28,000	
	8039	 ブレーメン　２マルク銀貨　1904　KM250	 EF＋	 ¥6,000	
	8040	 プロシア　２マルク銀貨　1888　KM511	 EF	 ¥30,000	

	8041	 ザクセン　２マルク銀貨　1900　KM1245	 EF＋	 ¥9,000	
	8042	 シュヴァルツブルク・ゾンダースハウゼン　２マルク銀貨　1896　Ｙ209	 VF～EF	 ¥25,000	

8035 8036

8038 8039 8040

8041 8042

8037
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	8043	 イスラエル　５リロット銀貨　1963　船乗り　KM139	 PF	UNC	 ¥12,000	
	8044	 ブラジル　2000レイス銀貨　1863　KM466	 VF～EF	 ¥4,500	

 ★ドイツ	 	 	
	8045	 ザクセン　２ターラー銀貨　1839Ｇ　KM1149	 VF	 ¥16,000	
	8046	 ヘッセン・ダルムシュタット　２ターラー銀貨　1841　KM310	 VF	 ¥18,000	

	8047	 プロイセン　２ターラー銀貨　1841Ａ　KM440.1	 輪小当　VF＋	 ¥18,000	
	8048	 プロイセン　２ターラー銀貨　1855Ａ　KM467	 EF	 ¥22,000	

	8049	 バーデン　２ターラー銀貨　1852　KM220	 頬に小当　VF＋	 ¥18,000	
	8050	 ザクセン　２ターラー銀貨　1858Ｆ　KM1195	 VF	 ¥15,000	

	8051	 ハノーファー　２ターラー銀貨　1862Ｂ　KM240	 EF	 ¥23,000	

8043 8044

8045 8046

8047 8048

8049 8050

8051
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 ★米　国	 	 	
	8052	 モルガンダラー　1884Ｏ　KM110	 袋ズレ　AU	 ¥4,000	
	8053	 モルガンダラー　1885Ｏ　KM110	 AU	 ¥4,000	

 ★英　国 	 	
	8054	 1/2クラウン銀貨　1882　女王　KM756	 VF＋	 ¥10,000	
	8055	 クラウン銀貨　1821　SECUNDO　ジョージ４世　KM680.1	 少スレ　EF	 ¥50,000	

	8056	 クラウン銀貨　1844　女王　KM741	 少磨き　Ｆ	 ¥15,000	
	8057	 クラウン銀貨　1845　女王　KM741	 額に小凹有　VF～EF	 ¥30,000	

	8058	 クラウン銀貨　1928　ジョージ５世　KM836	 VF	 ¥12,000	
	8059	 クラウン銀貨　1929　ジョージ５世　KM836	 EF＋	 ¥40,000	

	8060	 クラウン銀貨　1931　ジョージ５世　KM836	 スポット２有　EF＋	 ¥40,000	
	8061	 クラウン銀貨　1933　ジョージ５世　KM836	 EF	 ¥35,000	

8052 8053

8054 8055

8056 8057

8058 8059

8060 8061
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	8062	 クラウン銀貨　1889　女王　KM765	 磨き　Ｆ	 ¥4,000	
	8063	 クラウン銀貨　1891　女王　KM765	 VF＋	 ¥6,000	

	8064	 クラウン銀貨　1893　女王　KM783	 Ｆ	 ¥4,000	
	8065	 フランス　５フラン銀貨　1812Ａ　ナポレオン１世　KM694.1	 磨き　VF＋	 ¥6,000	

	8066	 スペイン　５ペセタ銀貨　1891　アルフォンソ13世　KM689	 EF	 ¥7,000	
 ★ドイツ	 	 	
	8067	 ワイマール　３マルク銀貨　1925Ａ　ラインラント　KM46	 洗い　EF	 ¥5,000	

	8068	 ワイマール　５マルク銀貨　1925Ａ　ラインラント　KM47	 UNC	 ¥13,000	
 ★英　国	 	 	
	8069	 クラウン銀貨　1671　チャールス２世　Ｓ3354	 VG	 ¥11,000	

	8070	 ゴッドレス・フローリン銀貨　1849　KM745	 Ｆ＋	 ¥5,000	
	8071	 ソ連　１ルーブル銀貨　1924　労働者　Ｙ90.1	 UNC	 ¥5,000	

8062 8063

8064 8065

8066 8067

8068 8069

8070 8071
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 ★米　国	 	 	
	8072	 50セント銀貨　1926　オレゴン街道　KM159	 EF＋	 ¥12,000	
	8073	 50セント銀貨　1936　ブリッヂポート　KM175	 UNC	 ¥12,000	

	8074	 ポルトガル　1000レイス銀貨　1898　航路発見400年　KM539	 AU～UNC	 ¥8,000	
	8075	 グアテマラ　１ペソ銀貨　1896　女神座像　KM210	 トーン　EF＋	 ¥4,000	

	8076	 ラトビア　５ラチ銀貨　1929　農婦　KM９	 トーン　EF＋	 ¥3,500	
	8077	 オーストリア　２フローリン銀貨　1879　銀婚式　KMXM５	 面小凹有　EF＋	 ¥5,000	

	8078	 ロシア　１ルーブル銀貨　1913　ロマノフ王朝300年　Ｙ70	 UNC	 ¥15,000	
	8079	 英国　クラウン銀貨　1845　KM741	 磨き　VG	 ¥5,000	

 ★フランス	 	 	
	8080	 ５フラン銀貨　L’AN７（Ｌ）（1798-99）　KM639.6	 VG～Ｆ	 ¥5,000	
	8081	 試作　５フラン銅打　1848　女神　Gad710	 VF	 ¥10,000	

8072 8073

8074 8075

8076 8077

8078 8079

8080 8081
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	8082	 ロシア　5カペイク銅貨　1802ＥＭ　Ｃ115	 少ヤケ？　VF	 ¥6,000	
	8083	 ドイツ・フランクフルト　ターラー銀貨　1862　射撃祭　KM371	 EF	 ¥7,500	

	8084	 仏印　ピアストル銀貨　1909　KM５ａ	 VF～EF	 ¥5,000	
	8085	 米国　モルガンダラー　1899Ｏ　KM110	 UNC	 ¥5,000	

	8086	 ブラジル　960レイス銀貨　1815　KM307	 VF＋	 ¥8,000	
	8087	 パナマ　20バルボア銀貨　1971　KM29	 UNC	 ¥7,000	

	8088	 ボリビア　１ボリビアーノ銀貨　1865　KM152.1	 EF	 ¥7,500	

8082 8083

8084 8085

8086

8087

8088
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	8093	 朝鮮　半銭銅貨　光武10年　KM1124　NGC（MS65BN）	 トーン　UNC	 ¥40,000	
	8094	 スペイン　５ペセタ銀貨　1871　アマディオ１世　KM666	 EF	 ¥35,000	

	8095	 米国　1/2ダラー銀貨　1910　バーバー　KM116　ANACS（PF62）	ダークトーン	PF	AU～UNC	 ¥70,000	
	8096	 キューバ　スーベニル・ペソ銀貨　1897　KM-XM２	 EF	 ¥25,000	

	8089	 チリ　１ペソ銀貨　1882/1　コンドル　KM142.1	 AU～UNC	 ¥7,000	
	8090	 フランス　２サンチーム銅貨　1842　ルイ・フィリップ　ESSAI　maz1116　NGC（MS65BN）
	 	 	 トーン　UNC	 ¥15,000	

 ★ドイツ	 	 	
	8091	 ヘッセン・ダルムシュタット　３マルク銀貨　1910Ａ　KM375　NGC（PF65）CAMEO　	PF	UNC	 ¥60,000	
	8092	 ワイマール　３マルク銀貨　1930Ａ　飛行船　KM67	 AU～UNC	 ¥15,000	

	★ドイツ	 	 	
	8097	 ヘッセン・ダルムシュタット　３マルク銀貨　1910Ａ　KM375	 VF＋	 ¥12,000	
	8098	 プロシア　５マルク銀貨　1888Ａ　KM513	 軽ヘアライン　EF	 ¥36,000	

8089

8090

8091 8092

8093
8094

8095 8096

8097
8098
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	8103	 イタリア　20リレ銀貨　1928Ｒ	YrⅥ　KM69　NGC　AU Details  CLEANED	 少磨き　VF＋	 ¥16,000	
 ★スイス	 	 	
	8104	 射撃祭　５フラン銀貨　1872　チューリヒ　KM-XS11　NGC（MS63）	 AU～UNC	 ¥30,000	

	8099	 ババリア　５マルク銀貨　1914Ｄ　KM521　PCGS（MS62＋）	 UNC	 ¥20,000	
	8100	 ワイマール　３マルク銀貨　1927Ａ　帆船　KM50	 EF	 ¥12,000	

	8101	 東ドイツ　20マルク銀貨　1969　ゲーテ生誕240周年　KM25	 UNC	 ¥5,000	
	8102	 英国　クラウン銀貨　1818ＬⅧ　KM675	 EF	 ¥40,000	

	8105	 射撃祭　銀メダル　グラルス　1892　Ｒ808ｂ	 EF	 ¥14,000	
	8106	 トルコ　１ピアストル銀貨　AH1187/1　KM368	 EF	 ¥14,000	

	8107	 ジャマイカ　ペニー白銅　1869　女王　KM17	 EF	 ¥3,000	

8101

8099 8100

8103 8104

8105 8106

8107

8102
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	8108	 ウルグアイ　４センテシモ銅貨　1869Ａ　KM13	 EF	 ¥3,000	
	8109	 トルコ　40パラ銅貨　AH1255　KM670	 VF～EF	 ¥3,000	

	8110	 エジプト　10，20，40パラ銅貨　KM241，244，248　（３点組）	 VF	 ¥4,000	

 ★ジャージー	 	 	
	8111	 1/13シリング銅貨　1861　女王　KM３	 VF～EF	 ¥3,500	

	8112	 1/26Ｓ　1858，1/13Ｓ　1851，1/12S　1870　KM２，３，５　（３点組）	 VF～EF	 ¥5,000	

8111

8108 8109

8110

8112
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 ★ポルトガル　	 	 	
	8113	 20レイス銅貨　1847，53，83　KM482，527　（３点組）	 Ｆ～VF	 ¥4,000	

	8114	 10レイス銅貨　1844，50　KM481　（２点組）	 VF/EF	 ¥4,000	

 ★アンゴラ	 	 	
	8115	 １マクタ銅貨　1860　KM59	 VF＋	 ¥5,000	

	8116	 1/2マクタ銅貨　1853　KM56，１マクタ銅貨　1814　KM46　（２点組）	 VF＋/VF	 ¥6,000	

8114

8116

8113

8115
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	8117	 アゾレス　５，10レイス銅貨　1901　KM16，17　（２点組）	 VF/VF＋	 ¥3,000	
	8118	 アイルランド　ペニー銅貨　1822　ジョージ４世　KM151	 頬少スレ　EF	 ¥5,000	

 ★イタリア　　	 	 	
	8119	 ナポリ・シチリア　10トルネシ銅貨　1859　KM148ｂ	 縁小当　VF～EF	 ¥5,000	
	8120	 ナポリ・シチリア　10トルネシ銅貨　1859　KM159	 頬に当有　VF＋	 ¥4,000	

 ★中国（LotNo.8121 〜8173は返品不可）	 	 	
	8121	 孫文開国記念　壱円　Ｙ318ａ	 AU	 ¥5,000	
	8122	 袁世凱　壱円　民国３年　Ｙ329	 EF	 ¥5,000	

	8123	 孫文開国記念　壱円　Ｙ318ａ	 VF	 ¥4,000	

	8124	 孫文開国記念　壱円　Ｙ318ａ　（２枚組）	 VF	 ¥10,000	

8117

8124

8121 8122

8119 8120

8118

8123
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	8125	 袁世凱　壱円　民国３年　Ｙ329　（８枚組）	 VF	 ¥20,000	
	8126	 孫文　ジャンク壱円　民国23年　Ｙ345　（４枚組）	 VF/EF	 ¥10,000	

	8127	 孫文　ジャンク壱円　民国22年　Ｙ345　（３枚組）	 VF	 ¥15,000	

	8128	 広東省　光緒元寶　七銭二分，宣統元寶　七銭二分（チョップ１）　Ｙ203，206　（２点組）	 VF	 ¥10,000	

	8129	 北洋造　光緒元寶　七銭二分　29年　Ｙ73	 VF	 ¥10,000	

8126（縮小）8125（縮小）

8127

8129

8128
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	8130	 北洋造　光緒元寶　七銭二分　34年　Ｙ73　（２枚組）	 VF	 ¥12,000	

	8131	 造幣総廠　光緒元寶　七銭二分　Ｙ14　（２枚組）「１枚腐食有」	 VF/Ｆ	 ¥20,000	

	8132	 仏印　富字一両　KMＡ２ａ	 VF＋	 ¥10,000	
	8133	 仏印　富字半両　KMＡ1.2	 磨き　VF	 ¥5,000	

	8134	 仏印　鹿頭一両　KMＡ３	 VG	 ¥5,000	
	8135	 造幣総廠　光緒元寶　七銭二分　Ｙ14　	 輪小当　VF	 ¥10,000	

	8136	 北洋造　光緒元寶　七銭二分　34年　Ｙ73	 VF	 ¥7,000	
	8137	 大清銀幣　壱円　宣統３年　Ｙ31	 VF	 ¥10,000	

8130

8131

8132 8133

8134 8135

8136 8137



－ 175 －

	8138	 広東省　宣統元寶　七銭二分　Ｙ206	 EF	 ¥10,000	
	8139	 四川銀幣　壱円　民国元年　Ｙ456	 VF	 ¥5,000	

	8140	 黎元洪　開国記念　無帽壱円　Ｙ321	 スレ有　Ｆ	 ¥5,000	
	8141	 袁世凱　壱円　民国３年　Ｙ329	 頬少スレ　EF	 ¥4,000	

	8142	 孫文開国記念　壱円　Ｙ318ａ	 VF～EF	 ¥4,000	
	8143	 淅江省　大清銅幣　二十文　丙午　Ｙ11ｂ	 Ｆ～VF	 ¥7,000	

	8144	 奉天省　大清銅幣　二十文　乙巳　Ｙ11ｅ	 Ｆ	 ¥3,000	
	8145	 奉天省　大清銅幣　二十文　丁未　Ｙ11ｅ	 Ｆ～VF	 ¥4,000	

	8146	 四川省　大清銅幣　二十文　丙午　Ｙ11ｔ	 VF＋	 ¥4,000	
	8147	 四川省　大清銅幣　二十文　丙午　Ｙ11ｔ	 少錆　AU	 ¥6,000	

8138 8139

8140 8141

8142 8143

8144 8145

8146 8147



－ 176 －

	8148	 孫文開国記念　壱円　Ｙ318ａ	 VF＋	 ¥4,000	
	8149	 孫文　ジャンク壱円　民国22年　Ｙ345	 EF	 ¥5,000	

	8150	 袁世凱　壱円　民国３年　Ｙ329	 EF	 ¥4,000	
	8151	 袁世凱　壱円　民国10年　Ｙ329	 VF～EF	 ¥4,000	

	8152	 貴州省　竹幣　壱円　民国38年　Ｙ433	 磨き　Ｆ	 ¥150,000	
	8153	 新疆省　餉金一銭　ND　Ｙ8.1　Kann1508ｂ　ACCA（EF40）	 VF	 ¥80,000	

	8154	 新疆省　光緒銀円　伍銭（横書）　AH1313　Ｙ19	 VF	 ¥5,000	
	8155	 新疆省　喀造　光緒銀円　伍銭　AH1322　Ｙ19ａ.1	 VF	 ¥4,000	

	8156	 仏印　富字一両　KMＡ２ａ	 EF	 ¥30,000	
	8157	 四川　馬蘭幣　五文型銅/蘭花	 VF＋	 ¥5,000	

8148 8149

8150 8151

8152

8153

8154 8155

8156

8157
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	8158	 四川　馬蘭幣　十文型黄銅/蟹蘭	 付着物有　VF	 ¥5,000	
	8159	 雲南　鞍型銀錠　天盛慶記　141.7ｇ	 VF	 ¥30,000	
	8160	 東昌造　馬蹄銀錠　足銀壱両　31.3ｇ	 VF	 ¥5,000	

	8161	 大清銀幣　壱円　宣統３年　Ｙ31	 暗色　面小当　VF	 ¥5,000	
	8162	 袁世凱　壱円　民国３年　Ｙ329	 暗色　VF	 ¥4,000	

	8163	 満州中央銀行　甲号壱円　旗図　満紙６　PJ125	 UNC	 ¥12,000	
	8164	 江蘇省農民銀行　伍角　民国25年　PS1198	 Ｆ～VF	 ¥4,000	

	8165	 塔頭呉集成荘　銀票壱円　民国２年　塔と二児　Ｐ未載	 UNC	 ¥4,000	

8158

8159 8160

8163

8161 8162

8164

8165

側面

底面
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	8166	 吉林永衝帖官銀銭號　伍吊整　民国６年　PS985	 VF	 ¥5,000	
	8167	 吉林永衝帖官銀銭號　壱百吊整　民国９年　PS1029	 下端小欠　VF	 ¥5,000	

	8168	 独領青島　５セント白銅　1909　Ｙ１	 VF	 ¥6,000	
	8169	 中央儲備銀行　壱万円　外279　PJ38	 VF ～EF	 ¥9,800	

	8170	 中央儲備銀行　壱万円　外280　PJ39	 VF ～EF	 ¥12,000	

	8171	 中央儲備銀行　五千円　外281　PJ41	 AU	 ¥6,000	

8166 8167

8168

8169

8170

8171
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	8172	 中国連合準備銀行　五千円　石船　外229　PJ92　（見本券）表・裏	 UNC	 ¥68,000	

	8173	 中国連合準備銀行　千円　長城　外230　PJ91	 EF	 ¥9,000	

	8174	 フィリピン　現地刷（南方券）　100ペソ　1944　ホセ・リサール　軍126　Ｐ116　（見本券）	UNC	 ¥48,000	

 ★朝　鮮	 	
	8175	 朝鮮銀行　金券壱円　朝紙16　P176　PCGS（EF45）	 EF	 ¥20,000	

（表紙） （中扉）8172

8173

8174

8175
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	8176	 朝鮮銀行　金券拾円　朝紙14		P196　PCGS（VF35）	 VF	 ¥58,000	

	8177	 五両銀貨　開国501年　KM1114　NGC（AU55）	 VF	 ¥160,000	
	8178	 半円銀貨　隆煕２年　KM1141　PCGS（XF45）	 スレ有・磨き　VF	 ¥5,000	

	8179	 大東一銭　銀銭　七宝（緑）少落ち　KM1081，20銭銀貨　光武10年　KM1128　（２点組）	 VF/Ｆ	 ¥5,000	
	8180	 五文銅貨　開国497年　KM1101　PCGS（AU55）	 EF	 ¥10,000	

	8181	 中国　碗型銀錠　永積礼泉　155.5ｇ　（返品不可）	 Ｆ	 ¥5,000	

	8182	 チベット　乾隆宝蔵　SHO　五十八年　Ｃ72.1（返品不可）	 Ｆ～VF	 ¥16,000	
	8183	 ファンタジー　山東省造　銅元弐拾文　民国廿二年（中国銅元譜）山東＃004タイプ　（返品不可）	 VF	 ¥5,000	

8176

8177
8178

8179 8180

8181

8182 8183
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	8184	 セレウコス朝シリア　テトラドラクマ銀貨　162-150BC　デメトリオス１世　Sear7015
	 	 	 一部潰れ有　VF	 ¥15,000	
	8185	 マケドニア王国　ドラクマ銀貨　336-323BC　アレクサンドロス３世　Sear6730	 VF	 ¥5,000	

	8186	 神聖ローマ帝国　ターラー銀貨　1668　レオポルト１世　KM643	 少磨き　VF＋	 ¥20,000	
 ★ドイツ	 	 	
	8187	 ザクセン・アルテンベルク　ターラー銀貨　1624　Ｄ7369　墨書き有	 Ｆ～VF	 ¥15,000	

	8188	 フランクフルト　２ターラー銀貨　1861　フランコ二ア　KM365	 VF～EF	 ¥14,000	
	8189	 プロイセン　２ターラー銀貨　1842　フリードリヒ・ウイルへルム４世　KM440.1	 VF＋	 ¥13,000	

	8190	 ザクセン　２ターラー銀貨　1872　金婚式　KM1231.1	 一部色ムラ有　VF＋	 ¥12,000	
	8191	 ワイマール　３マルク銀貨　1930Ｅ，５マルク銀貨　1930Ａ　飛行船　KM68，69　（２点組）　	VF	 ¥20,000	

8184
8185

8186 8187

8188 8189

8190

8191
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 ★オーストラリア	 	 	
	8192	 クラウン銀貨　1937　KM34	 EF＋	 ¥3,500	
	8193	 クラウン銀貨　1938　KM34　PCGS（MS62）	 AU～UNC	 ¥50,000	

	8194	 フローリン銀貨　1927　キャンベラ議会　KM31　PCGS（MS63）	 UNC	 ¥7,000	
	8195	 英国　クラウン銀貨　1887　KM765	 Ｆ＋	 ¥4,000	

 ★香　港　	 	 	
	8196	 ５セント銀貨　1885　KM５　PCGS（AU58）	 汚れ　EF	 ¥4,000	
	8197	 ５セント銀貨　1904　KM12　PCGS（MS65）	 UNC	 ¥6,000	
	8198	 10セント銀貨　1904　KM13　NGC（MS64）	 トーン　UNC	 ¥4,000	

	8199	 ボリビア　１ボリビアーノ銀貨　1872　KM155.4	 VF＋	 ¥4,000	
	8200	 中央アメリカ　８レアル銀貨　1826　太陽と連山　KM４	 VF	 ¥8,000

	8201	 コロンビア　１ペソ銀貨　1858　KM118	 Ｆ	 ¥4,000	
	8202	 グアテマラ　１ペソ銀貨　1865　KM182	 VF	 ¥4,000	

8192 8193

8194
8195

8196 8197 8198

8199 8200

8201 8202
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	8203	 ホンジュラス　１ペソ銀貨　1892/0　KM52	 Ｆ～VF	 ¥4,000	
	8204	 メキシコ　５ペソ銀貨　1950　南東鉄道　KM466	 AU	 ¥4,000	

	8205	 パラグアイ　１ペソ銀貨　1889　KM５	 VF	 ¥9,000	
	8206	 ポルトガル　400レイス銀貨　1816　KM331	 VF	 ¥4,000	

	8207	 スペイン　５ペセタ銀貨　1888　KM689	 VF＋	 ¥4,000	
	8208	 ウルグアイ　１ペソ銀貨　1917　アルティガス　KM23	 VF	 ¥4,000	

 ★東ドイツ　	 	 	
	8209	 10マルク銀貨　1966　シンケル　KM15.1	 EF	 ¥13,000	
	8210	 20マルク銀貨　1966　ライプニッツ　KM16.1	 EF	 ¥8,000	

	8211	 20マルク銀貨　1968　マルクス　KM21	 UNC	 ¥6,000	
	8212	 20マルク銀貨　1969　ゲーテ　KM25	 UNC	 ¥7,000	

8203 8204

8205 8206

8207 8208

8209 8210

8211 8212
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	8213	 20マルク銀貨　1972　クラナッハ　KM41	 曇り　EF	 ¥3,500	
	8214	 20マルク銀貨　1973　ベーベル　KM46	 AU～UNC	 ¥4,000	

	8215	 10マルク銀貨　1975　シュヴァイツアー　KM56	 UNC	 ¥3,500	
	8216	 20マルク銀貨　1976　リープクネヒト　KM63	 UNC	 ¥4,500	

	8217	 メキシコ　８レアル銀貨　1892MoAM　KM377，１ペソ銀貨　1902CnJQ　KM409　（２点組）	
	 	 	 VF	 ¥5,000	

 ★スイス	 	 	
	8218	 ５フラン銀貨　1939Ｂ　ラウペン戦闘　KM42	 UNC	 ¥40,000	
	8219	 射撃祭銅メダル　ジュネーブ　1887　R628d　NGC（MS64BN）	 トーン　UNC	 ¥8,000	

	8220	 射撃祭銅メダル　グラルス　1892　Ｒ808ａ	 AU	 ¥7,000	
	8221	 ウルグアイ　試作　20センテシモ白銅貨　1899　KM-Pn37　PCGS　AU　Details	 EF	 ¥10,000	

8213 8214

8215 8216

8218

8219

8220

8221

8217
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 ★米国	 	 	
	8222	 モルガンダラー　1878Ｓ　KM110　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥6,000	
	8223	 モルガンダラー　1878ＣＣ　KM110　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥20,000	

	8224	 モルガンダラー　1879Ｏ　KM110　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥8,000	
	8225	 モルガンダラー　1880Ｓ　KM110　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥5,000	

	8226	 モルガンダラー　1880ＣＣ　KM110　PCGS（MS63）	 UNC	 ¥20,000	
	8227	 モルガンダラー　1881Ｓ　KM110　PCGS（MS64＋）	 UNC	 ¥5,000	

	8228	 モルガンダラー　1881ＣＣ　KM110　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥20,000	
	8229	 モルガンダラー　1882Ｓ　KM110　PCGS（MS65）	 UNC	 ¥7,000	

	8230	 モルガンダラー　1882ＣＣ　KM110　PCGS（MS63）	 UNC	 ¥10,000	
	8231	 モルガンダラー　1883Ｏ　KM110　PCGS（MS65）	 UNC	 ¥7,000	

8222 8223

8224 8225

8226 8227

8228 8229

8230 8231
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	8232	 モルガンダラー　1883ＣＣ　KM110　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥10,000	
	8233	 モルガンダラー　1884Ｏ　KM110　　PCGS　Genuine  Cleaned UNC Detail	 UNC	 ¥5,000	

	8234	 モルガンダラー　1884ＣＣ　KM110　PCGS（MS63）	 UNC	 ¥10,000	
	8235	 モルガンダラー　1885Ｏ　KM110　PCGS（MS65）	 UNC＋	 ¥7,000	

	8236	 モルガンダラー　1885ＣＣ　KM110　PCGS（MS63）	 UNC	 ¥30,000	
	8237	 モルガンダラー　1886　KM110　PCGS（MS65）	 UNC	 ¥7,000	

	8238	 モルガンダラー　1887　KM110　PCGS（MS64）　	 UNC	 ¥5,000	
	8239	 モルガンダラー　1888　KM110　PCGS（MS63）	 UNC	 ¥5,000	

	8240	 モルガンダラー　1889　KM110　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥5,000	
	8241	 モルガンダラー　1890Ｏ　KM110　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥5,000	

8232 8233

8234 8235

8236 8237

8238 8239

8240 8241
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	8242	 モルガンダラー　1891Ｏ　KM110　PCGS（MS63）	 AU～UNC	 ¥5,000	

	8243	 モルガンダラー　1890ＣＣ（Ｆ），91ＣＣ（Good），93ＣＣ（VG）　（３点組）	 Good～Ｆ	 ¥10,000	

	8244	 モルガンダラー　1892Ｓ（Ｆ），93（VF），94Ｏ（Ｆ＋），95Ｓ（Good）　（４点組）	 Good～VF	 ¥10,000	
	8245	 モルガンダラー　1896，97Ｏ，98Ｏ，99Ｏ，1900Ｏ　（５点組）	 EF～UNC	 ¥8,000	

	8246	 モルガンダラー　1901Ｏ，02Ｏ，03，04Ｏ，1921　（５点組）	 EF＋～UNC	 ¥8,000	

 ★スイス　現代射撃祭	 	 	
	8247	 50フラン銀貨　1985　アルトドルフ　KMS24　NGC（PF69）ULTRA CAMEO	 PF	UNC	 ¥10,000	
	8248	 50フラン銀貨　1988　アールガウ　KMS30　PCGS（PF68）DCAM	 PF	UNC	 ¥10,000	

8242

8243

8244（縮小） 8245（縮小）

8246（縮小）

8247 8248
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	8249	 50フラン銀貨　1993　ツールガウ　KMS42　PCGS（PR68）DCAM	 PF	UNC	 ¥10,000	
	8250	 50フラン銀貨　2002　チューリヒ　KMS63　ウナとライオン　PCGS（PF68）DCAM	 PF	UNC	 ¥30,000	

	8251	 50フラン銀貨　2015　ヴァレー　NGC（PF69）	 PF	UNC	 ¥10,000	
	8252	 50フラン銀貨　2010　アーラウ　MH83ａ	 PF	UNC	 ¥7,500	

	8253	 50フラン銀貨　2012　グラウビュンデン　MH87ａ	 PF	UNC	 ¥7,500	
 ★英　国	 	 	
	8254	 ６ペンス銀貨　1887　女王　KM759　Ｓ3928	 トーン　UNC	 ¥4,000	
	8255	 ２フローリン銀貨　1887（アラビア１）　女王　KM763　Ｓ3923	 へアライン　AU	 ¥12,000	

	8256	 クック諸島　100＄特大銀貨　1990　アメリカ500年　KM113	 少ヘアライン　PF	UNC	 ¥7,000	

8249 8250

8251 8252

8253 8255

8256

8254
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	8257	 フォークランド　25ポンド特大銀貨　1986　ご成婚　KM23	 PF	UNC	 ¥6,500	

 ★パナマ	 	 	
	8258	 20バルボア特大銀貨　1974　KM31	 PF	UNC	 ¥5,500	
	8259	 20バルボア特大銀貨　1974　KM31	 曇り　UNC	 ¥5,500	

	8260	 ジブラルタル　クラウン銀貨　1993　KM132ａ～143ａ　女王戴冠40年　（12種）　ケース入
	 	 	 PF	UNC	 ¥18,000	
	8261	 マーシャル諸島　50＄銀貨　1994　KM167～178　太陽系惑星シリーズ　（12種）　ケース入	
	 	 	 PF	UNC	 ¥18,000	

8257

8258 8259

8260（縮小） 8261（縮小）
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	8262	 ロシア　100ルーブル銀貨　2001　帆船　Ｙ795	 PF	UNC	 ¥50,000	

	8263	 ツバル　30ドル銀貨　2010　葛飾北斎生誕250周年　KM未載	 PF	UNC	 ¥55,000	

 ★モンゴル	 	 	
	8264	 2500トグリク（５オンス銀貨）　2000　龍年　KM未載	 PF	UNC	 ¥9,000	
	8265	 2500トグリク（５オンス銀貨）　2001　巳年　KM未載	 PF	UNC	 ¥9,000	

8262（原寸の70％大）

8263（原寸の70％大）

8264（原寸の70％大） 8265（原寸の70％大）
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	8266	 ウガンダ　5000シリング銀貨　2002　KM87，88，90　（野生動物	３種）	 PF	UNC	 ¥5,000	

	8267	 英国　ブリタニア　２ポンド銀貨　1998，99，2001，2003～2007　（８種組）（下見して下さい、返品不可）	
	 	 	 PF	UNC/UNC	 ¥10,000	

	8268	 南満州鉄道　株券　百円（４），五百円，五千円（２），五万円（２）　（６種・９枚組）　（返品不可）	 VF/EF	 ¥5,000	
 ★五輪，冬季五輪記念貨（発行後30年以上経過したものにケース劣化有り。）	 	 	
	8269	 ピョンチャン（韓国）　5000ウォン銀貨　2018　（４種）セット	 PF	UNC	 ¥7,000	
	8270	 ソチ（ロシア）　３ルーブル銀貨　2014　（６種）セット	 PF	UNC	 ¥11,000	

8266
（共通面）

8267

8268（縮小）

8269（縮小）

8270（一例、縮小）
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	8271	 ロンドン（英国）　５ポンド銀貨　2012　（18種）セット	 PF	UNC	 ¥30,000	
	8272	 ロンドン（英国）カウントダウン　５ポンド銀貨　2009/12　（４種）セット	 PF	UNC	 ¥7,000	

	8273	 北京（中国）　10元銀貨　2008　１～３次（12種）セット	 PF	UNC	 ¥28,000	
	8274	 バンクーバー（カナダ）　25＄銀貨　2008　（10種）	 PF	UNC	 ¥18,000	

	8275	 トリノ（イタリア）　５ユーロ銀貨（３），10ユーロ銀貨（３）　2006　（６種）セット	 PF	UNC	 ¥9,000	
	8276	 アテネ（ギリシャ）　10ユーロ銀貨　2004　１～６次（12種）セット	 PF	UNC	 ¥22,000	

	8277	 シドニー（オーストラリア）　５＄銀貨　2000　（16種）セット	 PF	UNC	 ¥24,000	
	8278	 リレハンメル（ノルウェー）　50，100クローナ銀貨　1994　KM431-434，438-441，447-450（12種）
	 	 	 PF	UNC	 ¥20,000	

8271（縮小）

8272（縮小）

8273（一例、縮小） 8274（一例、縮小）

8275（縮小） 8276（一例、縮小）

8277（縮小） 8278（一例、縮小）
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	8279	 バルセロナ（スペイン）　2000ペセタ銀貨　1990　（16種）	 PF	UNC	 ¥18,000	
	8280	 カルガリー（カナダ）　20＄銀貨　1988　（10種）セット	 PF	UNC	 ¥14,000	

	8281	 ソルトレイク（米国）　１＄銀貨　2002　KM336　（５個）	 PF	UNC	 ¥8,000	
	8282	 アトランタ（米国）　１＄銀貨　1996　KM268，269，272，Ａ272　（４種）	 PF	UNC	 ¥7,000	

	8283	 近代五輪100年　オーストラリア　20＄銀貨　1993　KM218,219、カナダ　15＄銀貨　1996　KM215，216
	 	 （計４枚組）	 PF	UNC	 ¥5,000	
	8284	 オーストラリア　五輪歴代チャンピオン　10＄銀貨　1994/96　（６種）×２セット	 PF	UNC	 ¥12,000	

	8285	 アルベールビル（フランス）　100フラン銀貨　1992　（13枚）重複４枚含む	 PF	UNC	 ¥13,000	
	8286	 ソウル（韓国）　5000，10000ウォン銀貨　1988　（16種）	 PF	UNC	 ¥18,000	

8279（一例、縮小） 8280（縮小）

8281（一例、縮小） 8282（一例、縮小）

8283（一例、縮小） 8284（一例、縮小）

8285（一例、縮小）
8286（一例、縮小）
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	8287	 モスクワ（ソ連）　５，10ルーブル銀貨　1980　１次、２次（10種）	 UNC/PF	UNC	 ¥12,000	
	8288	 モントリオール（カナダ）　5，10＄銀貨　1976　（各９枚計18枚）重複含む	 UNC	 ¥20,000	

	8289	 インド・クシャン朝　スターテル金貨　330-360　キパナダ王　Mitch3581	 VF	 ¥34,000	
	8290	 インド･サウラシュトラ国　１ユニット銀貨　150-50BC　ヴァッツア型	 VF	 ¥4,500	
 ★フランス王国	 	 	
	8291	 ルイ１1世　Blanc銀貨　1461-1483　リヨン鋳　Dup553	 Ｆ	 ¥5,000	
	8292	 アンリ２世　Douzain銀貨　1551　トロワ鋳　Dup997	 Ｆ	 ¥5,000	

	8293	 アンリ３世　Douzain銀貨　1577　リヨン鋳　Dup1140	 Ｆ＋	 ¥5,000	
	8294	 ドーフィネ司教区　Denier銀貨　11～13世紀　双頭の鷲	 Ｆ＋	 ¥5,000	
	8295	 ラマルシュ伯領　Denier銀貨　1199-1219　ユーグ９世	 Ｆ＋	 ¥5,000	
	8296	 アングレーム伯領　Denier銀貨　1250-1270　ユーグ12世	 Ｆ＋	 ¥5,000	

	8297	 プロヴァンス伯領　Denier銀貨　1201-1253　チボー４世	 Ｆ	 ¥5,000	
	8298	 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	 Ｆ	 ¥5,000	
	8299	 オーストリア・カリンチア公国　ペニヒ銀貨　1202-1256　ベルンハルト１世	 Ｆ	 ¥4,500	
	8300	 ハンガリー　フォリス銅貨　1162-1163　ビザンツ様式	 VF	 ¥5,000	

8287（一例、縮小）

8288（一例、縮小）

8289 8290
8291 8292

8293 8294 8295 8296

8297 8298 8299 8300
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	8301	 イタリア・ジェノア領カッファ（クリミア）　デンガ銀貨　1465-1466　ジョバンニ統領　Mitch2358
	 	 	 Ｆ	 ¥5,000	
	8302	 十字軍・アケーア公国　Denier銀貨　1316-1318　マオー女王	 Ｆ＋	 ¥5,000	
	8303	 十字軍・アテネ公国　Denier銀貨　1280-1287　ウイリアム１世	 Ｆ	 ¥5,000	
	8304	 十字軍・シチリア王国　Denier銀貨　1250-1254　コンラッド１世	 Ｆ～VF	 ¥5,000	
 ★ロシア	 	 	
	8305	 モスクワ大公国　１カペイク銀貨　1462-1505　イワン３世　花弁図	 Ｆ	 ¥6,000	

	8306	 ノブゴロド公国　ノブゴロドフカ銀貨　1480-1505　イワン３世	 Ｆ	 ¥6,000	
	8307	 モスクワ大公国　デンガ銀貨　1533-1547　イワン雷帝　馬上抜刀　モスクワ鋳	 洗い　Ｆ～VF	 ¥4,000	
	8308	 モスクワ大公国　カペイク銀貨　1533-1547　イワン雷帝　騎馬像　ノブゴロド鋳	 Ｆ	 ¥4,000	
	8309	 ロシア　カペイク銀貨　1547-1584　イワン雷帝　騎馬像　ノブゴロド鋳	 Ｆ	 ¥4,000	
	8310	 中央アジア　クルズワン公国　ジタル銅貨　1221　チンギス汗軍包囲下発行	 Ｆ	 ¥5,000	

 ★インド	 	 	
	8311	 インドール　１ルピー銀貨　1809　太陽　KM76	 VF	 ¥4,000	
	8312	 インドール　１ルピー銀貨　1869　太陽　KM76	 Ｆ～VF	 ¥4,000	

 ★ドイツ・ヴェストファーレン　（インフレ貨）	 	 	
	8314	 １万マルク青銅貨（金色鍍金）　1923　跳ね馬	 AU	 ¥5,000	
	8315	 500万マルク青銅貨（金色鍍金）　1923　跳ね馬	 EF	 ¥5,000	

	8313	 中央アジア　サーマン朝　大型銀貨　913-942　ナスル２世　Mitch672	 Ｆ	 ¥7,000	

8301 8302 8303 8304 8305

8306 8307 8308 8309 8310

8311 8312

8313

8314 8315
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	8316	 5000万マルク青銅貨（金色鍍金）　1923　跳ね馬	 AU	 ¥5,500	
	8317	 タイ　タムラング銀錠　1290-1545　62ｇ　Mitch2751	 VF	 ¥7,000	

 ★メキシコ・アステカ帝国	 	 	
	8318	 斧型銅貨（薄型）　1200-1520　６ｇ　Mitch5495	 Ｆ	 ¥10,000	
	8319	 斧型銅貨（厚型）　1200-1520　40ｇ　Mitch5495+	 Ｆ	 ¥10,000	

 ★中国茶業公司	 	 	
	8320	 ティーブリックマネー（紅茶製）　1949～　楼門図　185×120×20mm　Mitch4144+	 VF	 ¥7,400	

8318

（原寸の60％大）

8319（原寸の60％大）

8316

8317

8320（原寸の45％大）
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	8321	 ティーブリックマネー（緑茶製）　1949～　楼門図　185×120×20mm　Mitch4144+	 VF	 ¥8,300	

 ★中　国	 	 	
	8322	 新疆財政廠庫官票　紅銭四百文　民国20年　PS1851　（返品不可）	 Ｆ～VF	 ¥4,000	
	8323	 新疆財政廠庫官票　紅銭五両　民国21年　PS1869　（返品不可）	 VG	 ¥4,000	

 ★フランス・革命	 	 	
	8324	 アッシ二ア　25フラン札　1796　ＰＡ83ｂ	 Ｆ	 ¥4,000	

8322

8321（原寸の45％大）

8323

8324
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	8325	 アッシ二ア　100フラン札　1796　ＰＡ84ｂ	 VF	 ¥4,500	

	8326	 ロシア・リヤザン公国　デンガ銀貨　1402-1427　フョードル公	 F～VF	 ¥8,800		
	8327	 中央アジア　チャッチ地域　銅貨（20mm）　７～８世紀　ゾグド文字　タルナビッチ王	 焼け　VG	 ¥6,000		
	8328	 インド・ハルジ朝　タンカ銀貨　1296-1315　アッラー王		Mitch2540	 磨き　F	 ¥6,500		

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：８月１日（木）必着
FAX 入札締切日：８月１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）　

8326
8327

8328

8325


