
　	 期		間	 ９月 25日（金）	11：00〜 18：00
	 	 	 	26 日（土）	10：00〜 18：00
	 	 	 	27 日（日）	10：00〜 17：00

	 会		場	 日本橋プラザ３階
  東京都中央区日本橋2-3-4 
  会場直通 (期間中のみ )  03-3231-2237

2020 C C F
（コイン専門の本格的ショーです）

主催　書信館出版株式会社
〒182-0026　東京都調布市小島町1-21-6 アジャンタ調布403号

電話：042-484-5531　FAX：042-484-6916

コイン・コレクション・フェアー

● JR「東京駅」八重洲北口より徒歩４分





　	期	間	 ９月 25日（金）	11：00〜 18：00
	 	 	 26 日（土）	10：00〜 18：00
	 	 	 27 日（日）	10：00〜 17：00
	 会	場	 日本橋プラザ	３階

2020 CCF へのご案内
（コイン専門の本格的ショーです）

主催　書信館出版株式会社

コイン・コレクション・フェアー

古代銭から現行貨。低額品から稀少品。
求めるコインはここにある！

全国各地より18社参加。

ふるってのご参加、心よりお待ち申し上げます。

		 ９月26日（土）	 		●９：00〜（下見会場は9：00開場）

		 ９月27日（日）	 		●９：00〜（下見会場は9：00開場）

９月25日(金)、26日(土)、27日(日)

ー	2020	CCF オークション	ー

ー	研	究	会	ー	

９月26日（土）
　　14：00〜17：00	 日本近代銀貨研究会

※上記の日時は予定です。変更される事もあります。

ー	即	売	会	ー

入場
無料

※ご来場の際には新型コロナウイルス感染予防のため、マスク着用、手指の消毒、検

温のご協力をお願い致します。37.5 度以上の発熱のある方、倦怠感のある方につきま

しては誠に申し訳ございませんが、ご入場をお断りさせて頂きます。なお、今回の低額

品コーナーは単独の区画となっています。そのため、開場直後等の混雑が予想される時
間帯は、受付にて入場整理券の配布をし、入場制限や時間制限を設けさせて頂きますので、
予めご了承下さい。

各日ご来場された方に先着限定でプレゼント有ります！
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◎来場者限定特別販売品
（数に限りがありますのでご注意ください）

①新１円銀貨
（明治年号）

（年号は選べません）
１枚	￥9,000（税込）

③万延小判金
万延元（1860）年〜明治３（1870）年

１枚	¥98,000（税込）

（画像はイメージです）

②東京五輪記念千円銀貨
昭和39年10月発行
１枚	￥2,000（税込）

◎2020CCFの日程（予定）

９月25日
（金）

◎即売会

◎即売会
９月26日
（土）

９月27日
（日）

◎オークション
　9：00〜
　（外国貨幣）

11：00〜18：00

10：00〜18：00

◎オークション
　９：00〜
　（日本の近代貨幣）
　（日本の古金銀）
　（穴銭他）

◎オークション下見
　11：00〜17：00

◎日本近代銀貨研究会
　14：00〜17：00

※掲載の日時は予定です。変更になることもございますのでご注意ください。

◎オークション下見
　9：00〜15：00

◎オークション下見
　９：00〜15：00

◎即売会
10：00〜17：00
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◎2020CCF会場配置図
（日本橋プラザ３階）

◎日本近代銀貨研究会（９月26日土曜日14時〜）

　講演 ･ 解説は「竜 20 銭銀貨　明治８〜 10 年銘　
最新分類」の予定です。また、よろず相談会として、
贋物鑑定大会のほか、近代銀貨の収集に関する情報

　近代・現行コイン＆紙幣、外国コイン＆紙幣、古
金銀（一分銀、一朱銀など）、各種穴銭類（中国古文銭、
歴代銭、日本銭各種、各種藩札）等。100 円から 3,000
円までの商品とはいえ、中には掘り出し物もある
かもしれません。皆様のお立ち寄りをお待ちして
おります。

◎研究会が開かれます。
聴講無料！		レジュメ有！	100円銀貨各種の販売あり！

◎低額品は今年も豊富な品揃えです！

〜来場者プレゼントあり〜
各日来場者先着各50名様に記念品をプレゼント致します！

　古貨幣の専門家による無料鑑定や処分のご相談を
承ります。お気軽にご持参ください。日本貨幣（大
判、小判、各種金銀貨、紙幣等）はもちろんのこと
外国金銀貨も高価買入致します。
　なお、古物に該当するものは取り扱いが出来ませ
んのでご了承下さい。

◎無料鑑定・買入コーナー特設！

交換会を行います。日頃の収集における不明点・疑
問点などございましたらお気軽に会場でお尋ね下さ
い。参加は無料です。

書信館出版
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◎ CCF 出店者  （五十音順）

	

	アカデミー商会

	薄井美術店

	駅前コイン

	銀座コイン

	銀座ステラ

	城南堂古美術店

	セキグチ

	世田谷スタンプ・コイン

	ダルマ

	日郵コイン

	ネットジャパン

	八王子ムササビコイン

	レトロコイン

	ワールドコインズ・ジャパン

	和楽屋

	蕨コインクラブ

	GBCA

	書信館出版

（
以
下
の
広
告
は
ご
出
店
の
皆
様
の
ブ
ー
ス
内
容
の
概
要
で
す
）
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CCFでの即売品一例

（株）アカデミー商会
〒450-0002
名古屋市中村区名駅四丁目25番 21号　石田ビル２階
TEL:(052)583-1144			FAX:(052)586-5434

営業時間　10：00〜 18：00（日曜・祝日休み）

１	 明治 150年カラー1,000円銀貨	 未開封	 17,000円

２	 小笠原復帰50周年 1,000円銀貨	 未開封	 14,000円

３	 ラグビーワールドカップ1,000円銀貨	 未開封	 18,000円

４	 ラグビーワールドカップ１万円金貨	 未開封	 250,000円

５	 2020東京オリンピック１次１万円金貨	 未開封	 170,000円

６	 2020東京オリンピック３次、４次１万円金貨	 未開封	 各 160,000円

７	 岩倉新 500円札　ES555555Y	 未使用	 18,000円

８	 伊藤 1,000円札　MP333333J　黒	 未使用	 25,000円

９	 夏目 1,000円札　珍番・ゾロ目	 未使用	 各種

10	 野口 1,000円札　CP888888M　黒	 未使用	 18,000円

11	 樋口 5,000円札　CB222222K　茶	 未使用	 38,000円

12	 聖徳 10,000円札　JX222222U	 未使用	 65,000円

13	 透かし大黒５円札	 並品	 48,000円

14	 横書き 20円札	 並品	 98,000円

15	 円銀　明治20年　大型　鑑付	 未使用	 200,000円

16	 貿易銀　明治８年　鑑付	 美品	 150,000円

17	 貿易銀　明治９年　鑑付	 美品	 150,000円

18	 天保丁銀　色良　鑑付	 美上	 55,000円

19	 享保大判金　書改　判良　鑑付	 美品	 295万円

20	 万延大判金　元書　のし目　鑑付	 極上	 295万円

21	 ローマ・インドグリーク銅貨	 	 2,500 円均一

22	 2002　スイス現代射撃祭　500F金貨ウナライオン　

	 	 NGC	PF69UC	 100万円

23	 2019、2020　新入荷２ユーロ記念貨各種	 	 1,000 円〜

24	 外国紙幣各種	 	 100円〜

25	 日本絵銭いろいろ	 	

26	 外国マイナーコイン	 	 50 円〜
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CCFでの即売品一例

薄井美術店
〒124-0023
東京都葛飾区東新小岩2-1-3
TEL:03-3692-0103	
営業時間／10：00〜 18：00　休日／土・日・祝

①	 イギリス　１D　1797
	 PCGS	AU55
	 	 40,000 円

②	 イギリス　１D　1859
	 PCGS	MS64BN
	 	 50,000 円

③	 イギリス　１Shil　1817
	 PCGS	MS64
	 	 30,000 円

④	 アメリカ　＄１　1881cc
	 PCGS	MS64
	 	 100,000 円

⑤	 アメリカ　＄１　1928
	 PCGS	AU58
	 	 100,000 円

⑥	 中華民国壹円民国十年
	 1921　PCGS	AU58
	 	 30,000 円

⑦	 旭 50銭　明治39年
	 PCGS	MS64
	 	 60,000 円

⑧	 半銭　明治21年
	 PCGS	MS64RD
	 	 90,000 円

⑨	 天保一分銀　Sm
	 跳分長柱座　美品
	 	 100,000円

⑩	 天保一分銀　Qm
	 ハナレ分長柱座　美品
	 	 90,000 円

⑪	 天保一分銀
	 ハナレ分　Qr　美品
	 	 70,000 円

⑫	 天保一分銀
	 ハナレ分　Qs　美品
	 	 50,000 円
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CCFでの即売品一例
１	 万延大判金　のし目　元書	 （鑑定付）極	 ￥280万
２	 万延大判金	 （鑑定付）美	 ￥180万
３	 宝永小判金	 （鑑定付）美	 ￥120万
４	 享保・元文・文政・天保・万延小判金	 	 各種
５	 元禄一分判金　無刻印	 極	 ￥25万
６	 元文一分判金　逆打　無刻印	 極	 ￥23万
７	 文政南鐐一朱銀　逆打	 （鑑定付）極	 ￥30万
８	 宝永二ツ宝両面大黒豆板銀　６g	 美	 ￥18万
９	 盛岡八匁銀判	 （鑑定付）美	 ￥21万
10	 古寛永　御蔵銭　母銭	 （鑑定付）美	 ￥15,000
11	 新寛永　コ頭通背仙　母銭	 美	 ￥70,000
12	 新寛永　狭穿背小　母銭	 美	 ￥50,000
13	 箱館通宝　母銭	 美	 ￥50,000
14	 仙台通宝　母銭	 美	 ￥40,000
15	 旧 10円金貨　明治４年	 （鑑定付）極	 ￥65万
16	 旧５円金貨　明治３年	 （鑑定付）未	 ￥37万
17	 旧５円金貨　明治６年	 （鑑定付）極	 ￥18万
18	 旧５円金貨　明治６年「本」二重打	 （鑑定付）未	 ￥28万
19	 旧２円金貨　明治３年	 極／美	 ￥12万
20	 新 20円金貨　明治30年　ハネ明	 極	 ￥18万
21	 新 10円金貨　明治42年	 （鑑定付）未	 ￥95,000
22	 貿易銀　明治８年	 （鑑定付）美	 ￥14万
23	 旧１円銀貨　明治３年	 美	 ￥35,000
24	 新１円銀貨　明治８年深彫	 （鑑定付）美	 ￥120万
25	 旭日竜小型50銭銀貨　明治４年　小竜	 未	 ￥36万
26	 旭日小型 50銭　明治４年　小竜	 極	 ￥12万
27	 旭日竜５銭銀貨　明治３年　明瞭ウロコ	 極	 ￥10万
28	 東京 2020オリンピック　１次、３次、４次金貨	 	 ￥16万
29	 東京 2020オリンピック　３種組	 	 ￥45万
30	 東京 2020オリンピック銀貨　９種　コンプリート	 	 ￥17万
31	 東京 2020パラリンピック銀貨　３種　コンプリート	 	 ￥５万
32	 東京 2020オリンピック銀貨引継　１〜４次	 	 各種
33	 1964東京オリンピック千円銀貨	 完未	 ￥4,000
34	 ラグビーワールドカップ2019金貨	 	 ￥25万
35	 東日本震災復興金貨　１〜４次	 	 各￥14万
36	 東日本震災復興贈呈用：国債　４次金貨	 	 ￥35万
37	 天皇即位　在位10年、20年、30年金貨	 	 各種
38	 昭和天皇在位60年　金貨２点セット	 	 ￥45万
39	 カラー銀貨　地方自治　明治150年　りんご他	 	 各種
40	 貨幣セットのみの１円貨　平成23〜 25、28〜令和元年
41	 透かし大黒５円札	 未	 ￥298,000
42	 見本券　１次10円札	 準未	 ￥12万
43	 新福沢、樋口、野口　000001　３種組	 未	 ￥13万
44	 樋口五千円　黒ゾロ目８種揃	 未	 ￥32万
45	 新渡戸五千円　黒　000001	 未	 ￥10万
46	 新渡戸五千円　茶　000001	 未	 ￥90,000
47	 樋口五千円　黒　000001	 未	 ￥80,000
48	 夏目千円　茶　ジャスト番号９種全揃	 未	 ￥60,000
49	 記号番号エラー　二千円　J-Z/L-Z	 未	 ￥18万

（株）駅前コイン
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-20-7　神田ビル５階
TEL ／	FAX		03-3256-4384
営業時間／10：00〜 16：00（土は 15時まで）
休日／日曜・祝日
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〜より良い品をより安く〜

（株）銀座コインの即売品の一例

◎皇朝銭類、穴銭類、地方銭各種を取り揃えております。

◎明治以降の近代金貨・銀貨・銅貨も豊富な品揃えにてご紹介致します。

◎明治から現行まで日本の紙幣類も各種取り揃えております。

◎江戸期の希少な大判金・小判金・分金・分銀・丁銀・豆板銀を各種取り揃えております。

◎トレンドの外国金・銀貨も各種取り揃えております。

9	 宝永四ッ宝丁銀	184g	組鑑付	 美品	 ¥680,000
10	 享保丁銀	110g	 美品	 ¥140,000
11	 元文丁銀	131g	組鑑付	 美品	 ¥50,000
12	 天保丁銀	128g	組鑑付	 美品	 ¥42,000
13	 宝永二ツ宝豆板銀	大字宝	10.2g	大型	組鑑付
	 	 美品	 ¥400,000
14	 元禄両面大黒豆板銀	5.3g	 美品	 ¥75,000
15	 天保両面大黒豆板銀	12.4g	大型	美品	 ¥88,000
16	 天正大判金	後藤徳乗墨書	墨書	組鑑付
	 	 極美品	¥18,500,000
17	 享保大判金	十七代典乗	元書	組鑑付	
	 	 美品～極美品	 ¥6,500,000
18	 万延大判金	のし目打	元書	吉宇き	組鑑付
	 	 美品	 ¥1,800,000
19	 天保五両判	さ長	組鑑付	美品〜極美品	 ¥1,520,000
20	 慶長小判金	前期・細目打・無刻印	極美品	 ¥1,500,000
21	 慶長小判金	後期・荒目打	 美品	 ¥1,250,000
22	 宝永小判金	背：貞甚	 美品	 ¥880,000
23	 正徳小判金	背：本井	組鑑付	 極美品	 ¥2,750,000

24	 享保小判金	背：栄亦	無刻印	組鑑付
	 	 たがね痕有	美品〜極美品	 ¥680,000
25	 文政小判金	献上大吉	組鑑付	
	 	 美品～極美品	 ¥1,250,000
26	 文政小判金	七福	背：馬神	PCGS(AU53)	
	 	 美品	 ¥285,000
27	 天保小判金	大当	 美品	 ¥250,000
28	 天保小判金	特別価格！	 極美品	 ¥160,000
29	 万延小判金	献上大吉	組鑑付	特別価格！	
	 	 極美品	 ¥800,000
30	 万延小判金	 美品	 ¥100,000
31	 文政二分判金	(草文二分)	逆打	組鑑付
	 	 極美品	 応談
32	 明治二分判金	逆打	 美品	 ¥45,000
33	 慶長一分判金	両本	左側極印不鮮明	組鑑付
	 	 美品	 ¥450,000
34	 佐渡一分判金	組鑑付	 美品/極美品	 ¥2,250,000
35	 天保一分判金	逆打	PCGS(MS62)	極美品	 ¥280,000
36	 安政一分判金	ハネ分	組鑑付	 美品	 ¥240,000
37	 文政一朱判金(角一朱)	逆打	組鑑付	美品	 ¥150,000

1	 富壽神宝	大様	大字	4.2g	組鑑付	 佳品	 ¥880,000
2	 承和昌宝	大様	3.00g	組鑑付	 上品	 ¥390,000
3	 長年大宝	1.40g	組鑑付	 佳品/上品	 ¥190,000
4	 天正通宝銀銭	大字	 上品	 ¥550,000

5	 筑前分金	三分	 美品	 ¥750,000
6	 但馬南鐐銀	小字	組鑑付	 美品	 ¥230,000
7	 甲州露一両金	組鑑付	 美品	 ¥2,850,000
8	 甲州一分金	中安	組鑑付	 美品+	 ¥295,000

38	 旧10円金貨	明治4年	有輪	PCGS(MS63)
	 	 未使用品	 ¥850,000
39	 旧5円金貨	明治3年	明瞭ウロコ	無輪	組鑑付
	 	 未使用品	 ¥420,000
40	 旧5円金貨	明治3年	有輪	財務省(美品A)
	 	 未使用品-	 ¥400,000
41	 旧1円金貨	明治4年	前期	 極美品	 ¥130,000
42	 旧1円金貨(縮小)	明治13年	NGC(MS61PL)
	 	 プルーフ	未使用品-	 ¥9,450,000
43	 新20円金貨	大正元年	NGC(MS64)
	 	 極美品〜未使用品	 ¥450,000

44	 新20円金貨	大正3年	PCGS(MS65)	
	 	 未使用品	 ¥350,000
45	 新10円金貨	明治31年	財務省(美品A)
	 	 極美品	 ¥140,000
46	 新5円金貨	明治30年	財務省(極美品)
	 	 未使用品	 ¥160,000
47	 新5円金貨	明治45年	財務省(極美品)
	 	 未使用品	 ¥160,000
48	 新5円金貨	昭和5年	財務省(未使用品)
	 	 未使用品+	 ¥3,850,000

49	 旧国立銀行券1円札(第2銀行・横浜)
	 	 美品-	 ¥240,000

50	 旧岩倉500円札	福耳エラー	少シワ有り
	 	 未使用品	 ¥880,000

51	 古代ギリシャ	アッティカ	アテネ	アテネ/ふくろう	テトラドラクマ銀貨	
	 	 NGC(MS	St：3/5	Su：4/5)	 ¥200,000
52	 アルゼンチン	太陽	8レアル銀貨	1815年PTS	F	KM14
	 	 NGC(MS63+)	 ¥450,000
53	 アルバニア	スカンデルベグ	20フランガアリ金貨	1926年R	KM12
	 	 NGC(MS64)	 ¥145,000
54	 チェコスロバキア	馬上の聖ヴァーツラフ	10ダカット金貨	1931年	KM14	
	 	 NGC(MS63)	 ¥2,450,000
55	 フランス	エンゼル	50フラン金貨	1904年A	KM831
	 	 NGC(MS63)	 ¥220,000

56	 英国	ヴィクトリア・ヤング	ソブリン金貨	1871年	KM736.2
	 	 NGC(MS64)	 ¥195,000
57	 英国	ソブリン金貨発行500周年	金貨4点セット	1989年	PS61	ケース付	
	 	 UNC	Proof(4)	 ¥800,000
58	 英国	チャールズ皇太子ご成婚記念プルーフセット	11点1組	1981年	PS40	ケース付	
	 	 UNC	Proof(11)	 ¥550,000
59	 アメリカ	モルガン	1ドル銀貨	1879年CC	超特年
	 	 PCGS(AU53	Capped	Die)	 ¥260,000
60	 ヴァチカン	ピウス11世	ジュビリー	100リラ金貨	1933-34年	KM19
	 	 PCGS(MS65)	 ¥100,000
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コインの専門店・銀座コインは江戸時代に造幣局があった銀座でコイ
ンの売買一筋に50年以上。国内外のたくさんのコインを展示販売し
ている楽しいお店です。お手持ちの品を鑑定・評価し、ご希望の場
合は買取りも致します。ご来店をお待ち致しております。

コ イ ン の 展 示 即 売・ 買 取

銀座コイン株式
会社

GINZA  COINS  CO.

第32回	銀座コインオークション  ●令和２年 11 月 21 日（土）●東京・帝国ホテル

「銀座コインオークション」は今年も国内外の希少貨幣を多数出品致します。
皆様のご参加をお待ち申し上げます！（ご出品受付は終了致しました）

〒104	− 0061　東京都中央区銀座５−１　銀座ファイブ１Ｆ　　TEL.03 − 3573− 1960　　FAX.03 − 3289− 1860
HP：http://ginzacoins.co.jp　通販サイト：https://shop.ginzacoins.co.jp　電子メールアドレス：ginza-co＠ginzacoins.co.jp
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CCFでの即売品一例

①天正長大判金　元書　約172mm	 鑑付　極美	 応談

②享保大判金　元書	 鑑付　極美	 395万

③万延大判金　のし目　元書	 鑑付　極美	 285万

④慶長小判金　前期無刻印　５枚有り	 鑑付　未使用	 155万〜

⑤慶長小判金	 鑑付　極美	 120万

⑥元禄小判金　分からないヒビ	 鑑付　極美	 125万

⑦正徳小判金	 鑑付　極美	 230万

⑧元禄丁銀	 鑑付　極美	 98万

⑨旧５円金貨M７	 未使用	 48万

⑩旧５円金貨M17	 鑑付　準未 -	 128万

⑪旧５円金貨M18	 準未	 78万

⑫旧５円金貨M22	 未 -	 125 万

⑬旧５円金貨M25	 鑑付　未 -	 115万

⑭旧国立銀行10円券　第15銀行	 鑑付　美品	 応談

⑮神功10円券	 極美	 75万

⑯神功５円券	 美品	 29万

⑰大黒10円券	 美品	 88万

⑱大黒５円券	 美品	 35万

⑲在位60年　61、62年金貨セット	 	 55 万

⑳フランス　1994　５オンス　オードリーヘップバーン	 220万

〒	104-0061
東京都中央区銀座8-9-15 銀座ミノリビル８階
TEL ／ 03-3572-5225　FAX ／ 03-3572-5226代表：渡　部　一　郎

（株）銀座ステラ
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CCFでの即売品一例

〒153-0051
東京都目黒区上目黒4-31-10
TEL:03-3710-6776／	FAX:03-3710-6777	代表：田　中　勝　憲

（株）城南堂古美術店

１	 慶長大判　元書	 鑑・極美	 1,450万
２	 天保大判　元書	 鑑・極美	 730万
３	 享保大判　元書	 鑑・極美	 550万
４	 享保大判　書改	 鑑・美	 290万
５	 万延大判　元書（タガネ打）	 極・鑑	 350万
６	 万延大判　加筆（タガネ打）	 鑑	 260万
７	 万延大判　書改　のしめ打	 鑑	 170万
８	 天保五両判	 極・鑑	 145万
９	 天保五両判	 美・鑑	 115万
10	 慶長小判　前期右打	 鑑	 140万
11	 慶長小判　細目	 鑑	 135万
12	 元禄小判（短元）	 鑑・極	 220万
13	 盛岡八匁銀判	 鑑・極	 25万
14	 秋田九匁二分	 極	 11 万
15	 秋田四匁六分	 極	 ４万
16	 聖徳一万円100枚帯封	 	 125 万
17	 伊藤博文千円札100枚帯封	 	 20 万
18	 板垣百円千枚官封	 	 16 万
19	 大黒拾円札	 極美	 130万
20	 大黒五円札	 極美	 40万
21	 大黒壱円札	 未	 30 万
22	 神功拾円札	 美	 90 万
23	 神功五円札	 美	 45 万
24	 神功一円札	 極	 ９万
25	 横書弐拾円札	 極	 36 万
26	 裏紫百円札	 極	 36 万
27	 日本武尊千円札	 極	 25 万
28	 透大黒五円札	 美	 10 万
29	 表イノシシ拾円札	 美	 90 万
30	 旧拾円金貨　明治四年	 未	 86 万
31	 旧五円金貨　明治三年	 未	 38 万
32	 新弐拾円金貨（大正７年）	 未	 36 万
33	 竜 50銭　明治10年	 鑑・極美	 70万
34	 新弐拾円金貨（明治年号）	 極	 33 万
35	 旧２円金貨（明治３年）	 未	 25 万
36	 旧国立五円札	 美	 135万
37	 旧国立弐円札	 美	 50 万
38	 旧国立壱円札	 美	 25 万
39	 穴銭マザリ（310コ）	 	 １万
40	 天保銭マザリ（50コ）	 	 25,000
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CCFでの即売品一例
１	 慶長小判金	 細目打	 （鑑）美上	 980,000
２	 宝永小判金	 	 （鑑）美上	 950,000
３	 享保小判金	 弘字	 （鑑）美	 580,000
４	 享保小判金	 	 （鑑）美上	 450,000
５	 元文小判金	 	 （鑑）美	 200,000
６	 文政小判金	 	 （鑑）美上	 190,000
７	 天保小判金	 	 （鑑）極	 180,000
８	 万延小判金	 	 （鑑）極	 100,000
９	 元文十二面大黒丁銀	 	 美	 550,000
10	 文政十二面大黒丁銀	 	 美上	 980,000
11	 但馬南鐐銀	 小字	 （鑑）美	 180,000
12	 甲州一分金	 背重・背定	 （鑑）美	 各 75,000
13	 旧 10円金貨	 明４　有輪	 （鑑）未	 800,000
14	 旧５円金貨	 明４	 （鑑）未	 360,000
15	 旧２円金貨	 明３	 （鑑）未	 180,000
16	 旧１円金貨	 明４後期	 （鑑）極	 60,000
17	 新 20円金貨	 明 30　トメ明	 （鑑）未	 280,000
18	 新 20円金貨	 大元	 PCGS	MS64	 450,000
19	 新 10円金貨	 明 34	 （鑑）未	 100,000
20	 新 10円金貨	 明 36	 （鑑）未	 120,000
21	 新 10円金貨	 明 41	 （鑑）未	 100,000
22	 新 10円金貨	 明 42	 （鑑）未	 100,000
23	 貿易銀	 明８	 （鑑）美	 150,000
24	 貿易銀	 明 10	 （鑑）極	 280,000
25	 旧１円銀貨	 明３　右丸銀	 （鑑）美上	 180,000
26	 神功５円札	 	 極	 320,000
27	 神功１円札	 	 美上	 55,000
28	 裏紫 100円札	 アラビア	 極	 350,000
29	 裏紫 100円札	 アラビア	 美下	 240,000
30	 裏赤 200円札	 	 未	 280,000
31	 日本武尊 1000円札	 １組	 未	 400,000
32	 シベリア出兵10銭	 	 美	 10,000
33	 ろ号 10円札	 	 未	 80,000
34	 旧岩倉 500円札	 前期一桁	 未	 5,000
35	 岩倉 100円札	 前期一桁	 未	 6,000

セ キ グ チ
代表：関口　寧

〒371-0033　
群馬県前橋市国領町2-1-8
TEL ／ 027-232-5789　
FAX ／ 027-231-3025
営業時間／10：00〜 18：00　休日／木曜日
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CCFでの即売品一例
１	 明治４年10円金貨　無輪　鑑付	 未使用	 ￥850,000
２	 明治３年５円金貨	 極美品	 ￥350,000
３	 明治６年５円金貨　鑑付	 未使用	 ￥280,000
４	 明治３年２円金貨　鑑付	 未使用	 ￥190,000
５	 明治４年１円金貨　前期	 未使用	 ￥180,000
６	 明治４年１円金貨　後期	 未使用	 ￥55,000
７	 明治 30年 20円金貨　鑑付	 未使用	 ￥350,000
８	 明治 40年 20円金貨　鑑付	 極美品	 ￥580,000
９	 大正５年 20円金貨	 未使用	 ￥250,000
10	 明治 41年 10円金貨	 未使用	 ￥120,000
11	 明治 30年５円金貨	 未使用	 ￥140,000
12	 明治３年円銀各種	 美〜未	 25,000円より
13	 明治７年円銀　後期浅彫　鑑付	 極美品	 ￥450,000
14	 明治 13年円銀　右丸銀　プルーフライク	 極美品	 ￥85,000
15	 明治 15年円銀	 未使用	 ￥75,000
16	 明治 16年円銀　プルーフライク	 未使用	 ￥120,000
17	 明治 17年円銀	 未使用	 ￥120,000
18	 明治 19年円銀　トーン	 未使用	 ￥75,000
19	 明治 23年円銀　小頭二	 美品	 ￥35,000
20	 明治 25年円銀　前期	 極美品	 ￥25,000
21	 明治 41年円銀	 極美品	 ￥25,000
22	 明治８年貿易銀　トーン　鑑付	 未使用	 ￥350,000
23	 明治４年 50銭銀貨　小型大竜	 極美品	 ￥85,000
24	 明治 18年 50銭銀貨	 美品	 ￥15,000
25	 明治 33年 50銭銀貨　トーン	 未使用	 ￥18,000
26	 明治 40年 50銭銀貨	 未使用	 ￥18,000
27	 明治 43年 50銭銀貨　トーン	 未使用	 ￥15,000
28	 昭和 22年黄銅大型50銭　鑑付	 極美品	 ￥220,000
29	 明治６年 20銭銀貨　欠日	 極美品	 ￥35,000
30	 明治７年 20銭銀貨	 未使用	 ￥15,000
31	 明治 21年 20銭銀貨	 美品	 ￥9,000
32	 明治 34年 20銭銀貨	 極美品	 ￥35,000
33	 明治３年５銭銀貨各種	 美〜未	 10,000円より
34	 明治４年５銭銀貨旭竜	 未使用	 ￥75,000
35	 明治７年５銭銀貨	 極美品	 ￥25,000
36	 明治 10年半銭銅貨　角ウロコ	 美品	 ￥15,000
37	 明治 12年半銭銅貨	 美品	 ￥8,000
38	 半銭銅貨　陰打エラー	 美品	 ￥55,000
39	 明治 13年１銭銅貨　陰打エラー	 美品	 ￥48,000
40	 昭和 41年５円黄銅貨　穴ズレエラー	 美品	 ￥85,000
41	 昭和 49年 100円白銅貨　大ヘゲエラー	 美品	 ￥35,000
42	 甲州二朱金　背重　鑑付	 美品	 ￥130,000
43	 甲州一朱金　無背　鑑付	 美品	 ￥140,000
44	 真文二分判金　額縁	 美品	 ￥85,000
45	 万延二分判金　明治型	 美品	 ￥85,000
46	 享保一分判金	 美品	 ￥50,000
47	 元文一分判金　無刻印	 美品	 ￥28,000
48	 文政一分判金	 美品	 ￥25,000
49	 天保一分判金	 美品	 ￥35,000
50	 文政角一朱判金	 美品	 ￥28,000

世田谷スタンプ・コイン
〒156-0051　東京都世田谷区宮坂2-2-10
ＴＥＬ 03-3429-6953　ＦＡＸ03-5451-5367
ＵＲＬ　http://www.setagaya-sc.com
メール　ssc@setagaya-sc.com
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CCFでの即売品一例

〒108-0074	

東京都港区高輪2-16-32	レアール高輪701

TEL：03-3447-5567　FAX：03-3449-3344

メール　info@darumacoins.co.jp
URL　www.darumacoins.co.jp

	1.	 ベルギー	キャバリアードール金貨	N.D.	フィリップ3世	Fr27	 VF+/EF	￥275,000

	2.	 ブラジル	12800レイス金貨	1723(M)	ポルトガル王ジョアン5世	Fr55	KM139

		 	 EF	￥950,000

	3.	 ダンツィヒ (ポーランド )	1 ダカット金貨1660ヨハン・カシミール	Fr24	KM41.2

		 	 VF+	￥840,000

	4.	 エジプト 100クルシュ金貨	AS1277/4(1864)	アブドゥル・アジズ	Fr82	KM263

		 	 VF	￥72,000

	5.	 エチオピア1ワーク金貨	EE1923( 西暦 1930-1931) 皇帝ハイレ・セラシエ1世	Fr28	KM21

		 	 EF+	￥490,000

	6.	 イギリス	1/2 ギニー金貨	1785	ジョージ 3世	SPINK3734	Fr361	KM605	 VF	￥145,000

	7.	 イギリス	1ソボレン金貨	1859	ヴィクトリア	W.W. 陰刻	SPINK3852D	Fr387e	KM736.1

		 	 -VF	￥63,000

	8.	 イラン	ペルシア	1トーマン金貨	AH1311	ナーセロッディーン・シャー	Fr62	KM937

		 	 	AU/UNC	￥67,000

	9.	 イタリア	ナポリ	1ダカット金貨	N.D.	アルフォンソ2世	Fr820	 UNC	￥1,250,000

	10.	イタリア	ピエモンテ共和国	20フラン金貨	L'AN9(1800)	Fr1172	(KM)C5	 EF+	￥495,000

	11.	ペルー	8 エスクード金貨	1765	スペイン王カルロス3世	Fr27a	KM70	 -VF	￥550,000

	12.	ポルトガル	6400レイス金貨 (ペカ )	1826	ペドロ 6世	Fr134	KM378	 EF+	￥800,000

	13.	ロシア	10ルーブル金貨	1911	ニコライ 2世	Fr179	Y64	 EF	￥170,000

	14.	スペイン	100レアル金貨	1854	イザベラ 2世	八頂星タイプ	Fr330	KM596.1	 EF	￥78,000

	15.	スペイン	4エスクード金貨	N.D.	フェリペ 2世	Fr158	 F	￥390,000

	16.	チュニジア	100ピアステル金貨	AH1281(1864)	ムハンメド・アル・サディク	Fr1	KM149

		 	 EF	￥330,000	

	17.	オスマン帝国	1アルティン金貨	AH1222//1	ムスタファ4世	Fr82	KM546	 EF	￥47,000

	18.	アメリカ	5ドル金貨	1850(C)	シャーロットミント	コロネットヘッド	Fr139	KM69

		 	 VF	￥400,000

	19.	バチカン	1スクード・ドーロ金貨	N.D.	グレゴリオ13世	イエス・キリスト胸像	Fr85

		 	 VF	￥540,000

	20.	ベネズエラ	100ボリバー金貨	1886	シモン・ボリバル	極美品	Fr2	Y34	 EF	￥320,000

	21.	アルゼンチン	8レアル銀貨　1834(RA-P)	KM20	 NGC-AU55　EF+	￥185,000

ダルマ（株）
代表：大　谷　雄　司
　　　高　馬　大　三
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CCFでの即売品一例

ダルマ（株）
代表：大　谷　雄　司
　　　高　馬　大　三

〒108-0074	

東京都港区高輪2-16-32	レアール高輪701

TEL：03-3447-5567　FAX：03-3449-3344

メール　info@darumacoins.co.jp
URL　www.darumacoins.co.jp

	22.	オーストリア	ザルツブルク	フランツ ･アントン ･フォン ･ハーラッハ

		 1 ターレル銀貨	1716	KM311	Dav1238	 AU	￥300,000

	23.	フランス	ナポレオン1世	5 フラン銀貨	陰打ちエラー	ND	月桂冠像 (KM686又は 694)

		 	 EF	￥280,000

	24.	フランス	ナポレオン2世	5 フラン試作銀貨	1816	Gad596	ESSAI 銘入り

		 	 NGC-MS62	AU/UNC	￥530,000

	25.	フランス	アンリ 5世	5 フラン試作銀貨	1831	Gad651	PCGS-SP62	Toned	UNC	￥360,000

	26. フランス	第 2共和制	5フラン銀貨	1852(A)	KM773.1	Dav94	ルイ・ナポレオン大統領

		 	 NGC-MS66	Toned	FDC	￥325,000

	27.	フランス	ナポレオン4世 5フラン試作銀貨	1874	Gad741	ESSAI 銘入り

		 	 NGC-MS63	Proof	UNC	￥600,000	

	28.	イギリス	ヘンリー8世	テストン銀貨	ND(1544-47)	S2364	 VF　￥1,300,000

	29.	イギリス	エリザベス1世	4 テストン銀貨	ND	S2607B	 VF　￥2,500,000

	30.	英領ガイアナ	ジョージ3世	3 ギルダー銀貨	1816	KM15	 EF　￥360,000

	31.	イタリア	パルマ	ロベルト	5リレ	1858	C36	Dav205	発行枚数 1000枚	 EF　￥290,000

	32. イタリア	ピアチェンツァ	1スクード銀貨	1629XS	オドアルド1世・ファルネーゼ	DAV4128	KM16

		 	 EF+	￥520,000

	33.	オランダ	ルイ ･ナポレオン	50ステューバー銀貨　1808	KM28	Dav228

		 	 NGC-MS63		UNC　￥230,000

	34.	オランダ	ルイ ･ナポレオン	2･1/2 グルデン試作銀貨	1808	KM32	Dav299

		 	 NGC-MS63　UNC　￥2,500,000

	35.	ポルトガル	マヌエル2世	半島戦争100年記念 2種 (500.1000レイス )セット	1910

		 ・500Reis	NGC-PF65ULTRA	CAMEO.	・1000Reis	NGC-PF64CAMEO.

		 	 Proof	FDC　￥1,800,000

	36.	スイス	ルツェルン	40バッツェン銀貨1817	KM113	Dav369	特年	 EF+　￥210,000

	37.	スイス	ソロツルン	4フランケン	1813	KM73	Dav365	発行枚数 250枚	 UNC　￥430,000

	38.	スイス	ティシーノ	4フラン	1814	KM6	Dav367	★あり	 UNC　￥560,000

	39.	スウェーデン	1リックスダラー銀貨1805	OL グスタフ 4世アドルフ	DAV346	KM561

		 	 Toned	UNC	￥320,000

40.	 スペイン	20レアル銀貨	1835(CR)	イサベル 2世	KM576	DAV330	EF+/UNC	 ￥650,000
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CCFでの即売品一例
１	 天保五両判	 	 160万円
２	 天保小判	 	 16 万円
３	 新 20円金貨（明治36年）	 極美	 25万円
４	 新 20円金貨（大正６年）	 極美	 25万円
５	 新 10円金貨（明治36年）	 未使用	 15万円
６	 新 10円金貨（明治36年）	 極美	 14万円
７	 新５円金貨（明治31年）	 	 13 万円
８	 旧１円金貨（明治４年）前期	 	 ８万円
９	 旧１円金貨（明治４年）後期	 未使用	 ５万円
10	 皇太子御成婚５万円金貨	 	 時価
11	 長野オリンピック１次金貨	 	 時価
12	 天皇在位 10年１万円金貨	 	 時価
13	 享保丁銀（110.6g）	 	 14 万円
14	 元文一分金	 	 15,000 円
15	 天保一分金	 	 26,000 円
16	 古南鐐二朱銀	 	 17,000 円
17	 新南鐐二朱銀	 	 15,000 円
18	 旧１円銀貨	 極美	 48,000円
19	 旭日竜 50銭銀貨（明治３年）	 	 4,000 円
20	 旭日竜 50銭銀貨（明治４年）小竜	 	 5,000 円
21	 愛知博千円銀貨	 	 8,000 円
22	 国連 50年千円銀貨	 	 8,000 円
23	 奄美千円銀貨	 	 8,000 円
24	 文政南鐐一朱銀	 	 12,000 円
25	 東京オリンピック３次銀貨	 	 15,000 円
26	 震災復興千円銀貨１〜４次	 	 各 10,000円
27	 東京パラリンピック銀貨	 	 13,000 円
28	 東京パラリンピック金貨	 	 時価
29	 令和２年ミントセット	 	 各 4,000円
30	 旭日竜 20銭銀貨	 	 2,500 円
31	 旭日竜 10銭銀貨	 	 2,000 円
32	 旭日竜５銭銀貨	 	 15,000 円
33	 旭日大字５銭銀貨	 	 5,000 円
34	 １次百円札	 極美	 8,000円
35	 ３次百円札（証紙付）	 	 15,000 円
36	 タテ書 20円札	 	 9,000 円
37	 ４次 10円（証紙付）	 未使用	 20,000円
38	 旧国立銀行券５円	 	 140万円
39	 裏紫百円札	 未使用	 85万円
40	 大黒一円札	 未使用	 30万円

〒160-0022　
東京都新宿区新宿4-2-25 三ツ星不動産ビル４F	
TEL ／ FAX	03-3226-7385
営業時間　10：30〜 17：30　水曜定休
ＵＲＬ　http://www.nichiyucoin.com

日郵コイン
代表：斉　藤　勝　重
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CCFでの即売品一例

〒192-0352

東京都八王子市大塚633-6

TEL ／ 090-9206-7656

MAIL ／ musasabicoin@gmail.com代表：梅　田　幸　男

八王子ムササビコイン

《大判コーナー》
１	 享保大判　17代典乗元書
	 	 鑑付　極美	 応談
２	 享保大判　15代真乗元書
	 	 鑑付　極美	 450万
３	 享保大判　15代真乗加筆
	 	 鑑付　極美	 345万
４	 万延大判　中間期　槌目打墨書初期判
	 	 鑑付　極美	 280万

《慶長小判コーナー》
５	 慶長小判　前期花２型　桐極印・丸枠
	 花押同一　小判師左打・右打
	 ２枚セット	 鑑付　極美+	 660万
６	 慶長小判　前期花２型　離光次
	 	 鑑付　極美+	 270万
７	 慶長小判　前期花３型　源
	 	 鑑付　極美	 180万
８	 慶長小判　後期　荒目打　津五
	 	 鑑付　美品	 125万

《特選小判コーナー》
９	 元禄小判　長元忠吉	 鑑付　極美	180万
10	 正徳小判　後字印　伍井
	 	 鑑付　美品	 195万
11	 佐渡小判　又神	鑑付　美品	 410万
12	 享保小判　大吉　弘字印
	 	 鑑付　美品	 100万
13	 享保小判　新井　無刻印
	 	 鑑付　極美	 78万
14	 享保小判　山井　無刻印
	 	 鑑付　極美	 78万
15	 元文小判　献上大吉	 鑑付　未級	130万
16	 元文小判　久吉　異式槌目　無刻印
	 	 鑑付　極美	 125万
17	 元文小判　逆打　市吉
	 	 PCGS入　極美	 195万
18	 元文小判　大型　異式槌目	 	
	 	 鑑付　極美	 50万

19	 元文小判　佐渡鋳　筋神
	 	 鑑付　美品	 50万
20	 文政小判　偶然大吉　細目打
	 	 鑑付　美品	 65万
21	 文政小判　七福馬神	 鑑付　極美	 27万
22	 文政小判　坂七　無刻印　細目打
	 	 鑑付　極美	 33万
23	 文政小判　久神　無刻印　細目打
	 	 鑑付　極美	 30万
24	 天保小判　偶然大吉	 鑑付　未級	150万
25	 安政小判　柏神	鑑付　極美	 65万
26	 万延小判　献上大吉	 鑑付　極美	 80万

《特選分金コーナー》
27	 額一分判金	 鑑付　美品	 125万
28	 慶長一分金　前期　無刻印
	 	 鑑付　極美	 35万
29	 慶長一分金　片本　無刻印
	 	 鑑付　極美	 42万
30	 真文二分金　逆打　額縁
	 	 鑑付　極美	 32万
31	 享保一分金　逆打　額縁
	 	 鑑付　極美	 45万
32	 元文一分金　逆打	 鑑付　極美	 25万
33	 元禄二朱金　無刻印	 鑑付　極美	 30万

《特選銀物コーナー》
34	 文政南鐐一朱銀　逆打
	 	 鑑付　極美	 27万
35	 安政二朱銀　長柱座	 鑑付　美品	 14万
36	 安政二朱銀　短柱座　額縁
	 	 鑑付　極美	 17万
37	 明和五匁銀	 鑑付　極美	 14万
38	 天保一分銀　長柱座　ハネ分
	 	 	 極美 +	 15 万
39	 盛岡八匁銀判	 鑑付　極美	 30万
40	 秋田九匁二分銀判　秋刻印逆打
	 	 鑑付　極美	 応談
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CCFでの即売品一例

〒105-0013　
東京都港区浜松町1-15-5	コープ浜松町2階	
TEL ／ 03-5777-0351　FAX ／ 03-5777-0352
月〜土	11:30 〜 18:00　日曜定休
店頭販売はご予約制とさせて頂きます。
お問い合わせください。

１	 日本　試作貨　永十　各種	 	 700,000円から
２	 日本　試作貨　二字宝永　鑑付	 	 600,000円
３	 日本　試作貨　宝永通宝　永 久 世 用 	 	 900,000 円
４	 古南鐐二朱銀　額縁	 極 / 未	 120,000円
５	 明和五匁銀	 極美品　	 160,000円
６	 貿易銀　明治９年	 極 / 準	 180,000円
７	 試作アルミ貨　10銭　昭和13年　1.51g	 proof　未使用品	 900,000円
８	 旧一圓金貨　明治４年　前期	 小キズ　EF	 70,000 円
９	 旧一圓金貨　明治４年　後期	 縁小キズ　AU	 36,000 円
10	 旧一圓金貨　明治４年　後期　	 AU/UNC	 44,000 円
11	 旧二圓金貨　明治３年	 AU	 130,000円
12	 旧五圓金貨　明治３年　不明瞭　無輪	 EF	 220,000円
13	 旧五圓金貨　明治５年	 cleaned	AU	 150,000円
14	 旧五圓金貨　明治５年	 AU/UNC	 190,000円
15	 旧五圓金貨　明治５年	 平金破損　UNC	 210,000円
16	 旧五圓金貨　明治５年	 UNC+	 240,000円
17	 旧五圓金貨　明治６年	 UNC	 200,000円
18	 旧五圓金貨　明治16年　8.09g	 穴埋めミガキ　FINE	 120,000円
19	 旧十圓金貨　明治４年　無輪	 AU	 750,000円
20	 新五圓金貨　明治30年	 P/L　AU	 90,000 円
21	 新五圓金貨　明治31年	 AU	 80,000 円
22	 新十圓金貨　明治42年	 UNC	 90,000 円
23	 新二十圓金貨　明治30年　止め明	 ややミガキ　EF	 160,000円
24	 新二十圓金貨　明治30年	 AU	 220,000円
25	 新二十圓金貨　大正６年	 UNC〜 FDC	 240,000円
26	 新二十圓金貨　大正６年	 － FDC	 280,000円
27	 新二十圓金貨　大正７年	 P/L　UNC	 400,000円
28	 新二十圓金貨　大正８年	 UNC+	 320,000円
29	 新二十圓金貨　大正８年	 － FDC	 360,000円
30	 日本ミントセット　プルーフセット　大特価　沢山ゴ用意予定アリマス
31	 古代リディア　Light	Stater	 NGC	XF	5/5，4/5　小コスレ	1,800,000円
32	 リディア王国　EL	1/3	Stater	 NGC	VF	4/5，3/5	 500,000円
33	 アケメネス朝ペルシア　Daric	 NGC	Ch	VF	2/5，3/5	 180,000円
34	 古代ローマ帝国	Aureus 金貨　ネロ	 NGC	Ch	VF	4/5，3/5	 500,000円
35	 古代ギリシア　アッティア　アテネ　フクロウ銀貨　各種　各様	
36	 オーストリア　100	Kronen	1923年	 PCGS	PL62　617枚	 700,000円
37	 アルバニア　20	Franga	Ari	1927V	 NGC	MS64	 90,000 円
38	 フランス　Salut	d'or	アンリ６世	 NGC	MS61	 220,000円
39	 フランス　２Louis	d'or　1717A　ルイ 15世	 PCGS	AU55	 360,000円
40	 フランス　ナポレオン金貨　各年号　状態　イロイロ取り揃えております
41	 ドイツ　ハンブルク1/2　Bank	portugal	lozor	1801年	17.20g　縁小キズ　EF	 50 万円
42	 イギリス　５Pounds	1887年　ジュビリー	 AU/UNC	 400,000円
43	 エジプト　500	Piastre	1922年	 AU	 400,000円
44	 ベルギー　リエージュ司教領	Patogon	1771年　セデ・バカンテ　150枚
	 	 NGC	AU50	 120,000円
45	 ドイツ　バイエルン	２	Taler	1856年	1152枚	NGC	MS61	 110,000円
46	 イングランド　Crown	1551年	 PCGS	VF-Detail　加工アト	 135,000円
47	 イギリス　Shilling	1663年　チャールズ２世	 PCGS	AU53	 100,000円
48	 イギリス　1/3	Farthing	1868年	 PCGS	PR65RB	 130,000円
49	 世界各国　クラウン・マイナーお持ちします
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CCFでの即売品一例
１、	文政小判金鑑定書付	 並	 16 万円

２、	ベトナムボートピープル金貨		 8 万円

３、	興朝通宝背五厘	 美品	 13,000円

４、	永歴通宝背壱分	 美品	 13,000円

５、	利用通宝背二厘	 美品	 7,000 円

６、	天啓通宝背エ	 美品	 8,000 円

７、	利用通宝背貴	 美品	 6,000 円

８、	利用通宝背右厘	 美品	 6,000 円

９、	元文両面大黒豆板銀	 	 35,000 円

10、	函館通宝背錯氾	 	 10,000 円

11、	琉球大世通宝	 	 10,000 円

12、	玉塚天保 (人の鏡 )	 	 22,000 円

13、	一円銀貨Ｍ29年	 美	 10,000 円

14、	一円銀貨Ｍ34年	 美	 10,000 円

15、	一円銀貨Ｍ38年	 美	 10,000 円

16、	一円銀貨Ｔ３年	 美	 9,000 円

17、	旧一円銀貨Ｍ３年	 美	 38,000円

18、	旧一円銀貨Ｍ３年	 極	 50,000円

19、	一円銀貨Ｍ16年	 美	 15,000 円

20、	一円銀貨Ｍ17年	 美	 25,000 円

21、	一円銀貨Ｍ20大	 美	 38,000 円

22、	一円銀貨Ｍ30年	 極	 12,000 円

23、	一円銀貨Ｍ36年	 極	 18,000 円

24、	一円銀貨Ｍ38年	 未	 35,000 円

25、	50銭銀貨Ｍ４年	 準	 25,000円

26、	50銭銀貨Ｍ４小	 極	 9,000 円

27、	50銭銀貨Ｍ６年	 美	 15,000円

28、	50銭銀貨Ｍ32年	 未	 18,000 円

29、	50銭銀貨Ｍ42年	 未	 15,000 円

30、	50銭銀貨Ｓ13年	 美	 12,000 円

31、	20銭銀貨Ｍ７年	 極	 15,000円

32、	20銭銀貨Ｍ９後	 極	 10,000円

33、	大字５銭Ｍ４後	 美	 10,000円

34、	東京OP引継	 外箱無し	 30,000円

35、	東京OP野球	 外箱無し	 10,000円

36、	東京OP水泳	 外箱無し	 10,000円

37、	震災４次銀貨	 外箱無し	 10,000円

38、	小笠原銀貨	 外箱無し	 9,000円

39、	岩手県銀貨	 外箱無し	 8,000円

40、	リンゴ銀貨	 カプセル無し	 5,000円

41、	IMF 銀貨	 カプセル無し	 5,000円

42、	北海道銀貨	 カプセル無し	 5,000円

43、	高知県銀貨	 カプセル無し	 10,000円

44、	東京都銀貨	 カプセル無し	 5,000円

45、	2001年バーゼルミント	 15万円

46、	令和２年ミントセット	 3,000円

47、	令和２貨幣まつりミント	 3,000円

48、	その他商品を取り揃え

皆様のご来場をお待ちしております。

〒579-8061	
大阪府東大阪市六万寺町１－20－ 32
（事務所のみ、出張販売、買取専門）　
TEL ／ 090-8654-5163

和楽屋
代表：吉　田　和　弘
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１	 ボリビア　ピエフォーボリビアーノ銀貨　WHITTIER コレクション　1868　KMP6
	 	 NGC(PF62)	 700,000
２	 フランス　５フラン銀貨　1831-A	KM745.1　PCGS(MS64)	 180,000
３	 フランス　５フラン銀貨　1855-A　KM782.1　PCGS(MS64+)	 250,000
４	 ドイツ・バイエルン　ターレル銀貨　1837　KM790　-FDC	 250,000
５	 ドイツ・バイエルン　５マルク銀貨　1908D　KM915　PCGS(PF64	CAM)	 95,000
６	 ドイツ・ブレーメン　５マルク銀貨　1906J　KM251　PCGS(MS66)	 120,000
７	 ドイツ・リューベック　５マルク銀貨　1907D　KM213　PCGS(PF64)	 170,000
８	 ドイツ・ナッソー　ターレル銀貨　1863　KM79　PCGS(MS66)	 135,000
９	 スウェーデン　コロナ銀貨　1897EB　KM760　PCGS(MS65)	 80,000
10	 スイス　５フラン銀貨　1851A　KM11　NGC(MS64)	 150,000
11	 アメリカ　貿易銀１ドル　1876S　KM108　AU〜 UNC	 100,000
スラブ入りハイグレードコイン。状態の良いマイナーコインや日本近代銭をご用意して皆様の
お越しをお待ちしております。

蕨コインクラブ
代表：坂　元　正　明

〒335-0002
埼玉県蕨市塚越1-4-5-804
TEL	090-6040-6679
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CCFでの即売品一例

日本でのお問い合わせ先：アベノスタンプコイン社

〒 545-0012  大阪市阿倍野区桃ヶ池２の 11 の 16

電話：06-6621-4634
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国内外の金貨・銀貨を中心に
ご用意しております。
みなさまのお越しを
お待ちしております。

〒110-0005
東京都台東区上野5-24-16	KDX ビル	7 階
TEL ／ 03-3832-6606（コイン課直通）
MAIL：coin@net-japan.co.jp　URL：www.net-japan.co.jp
営業時間：月〜金　10：00〜 17：00（完全予約制）

（株）ネットジャパン
コイン課

イメージ入る

2020CCF
コイン・コレクション・フェアー

皆様のご来場を心よりお待ちしております。
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書信館出版 ( 株 )
〒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　FAX	042-484-6916　

CCFでの即売品一例
鳳凰・稲穂100円銀貨各種を特価販売！

・稲穂百円銀貨　昭和38年　粗稲穂・短ヒゲ
	 	 ￥20,000
・稲穂百円銀貨　昭和39年　粗稲穂・長ヒゲ
	 	 ￥20,000
・稲穂百円銀貨　昭和40年　粗稲穂・短ヒゲ
	 	 ￥15,000（２点限り）
・稲穂百円銀貨　昭和39年　裏写りエラー
	 	 ￥8,000（２点限り）
・稲穂百円銀貨　昭和41年　裏写りエラー
	 	 ￥12,000
・稲穂百円銀貨　昭和41年　裏写りエラー
	 	 ￥5,000
・稲穂百円銀貨　昭和41年　短ヒゲのみ
	 	 ￥5,000
・鳳凰・稲穂百円銀貨	 ￥3,000（３点）

・鳳凰・稲穂百円銀貨	 ￥2,000（12点）
・鳳凰・稲穂百円銀貨	 ￥1,500（21点）
・鳳凰・稲穂百円銀貨	 ￥1,000（72点）
・鳳凰・稲穂百円銀貨	 ￥500（60点）
・鳳凰・稲穂百円銀貨　未使用品
	 	 ￥1,000（24点）
・鳳凰・稲穂百円銀貨　未使用品
	 	 ￥500（24点）
・鳳凰・稲穂百円銀貨　ヘゲエラー
	 	 ￥1,000（24点）
・鳳凰・稲穂百円銀貨　ヘゲエラー
	 	 ￥500（48点）
・鳳凰・稲穂百円銀貨　12種セット
	 	 ￥5,000（７点）
・鳳凰・稲穂百円銀貨	手変りを両替で@¥100
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歴泉会	例会資料集第６号	 1,000円
琉球通宝半朱銭の分類研究	 1,200円
加治木洪武銭　祥雲斎研究資料①
	 	 2,000 円
安南美號大銭の研究（銅銭の部）
	 	 4,500 円
天顕堂大川鐵雄氏遺稿	 3,800円
中国歴代貨幣	 2,500円

日本紙幣の肖像やデザインの謎　紙幣の図柄
などに関する歴史を探る	 2,420円
中国銅元譜	第三版	 3,000円
英国銀貨カタログ	 7,000円
会誌『銀』第三報	 2,200円
MONACO	GOLD	COINS	 1,500 円
コインの呟き	 3,850円
コインの水族館	 3,300円

書信館出版 ( 株 )
〒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　FAX	042-484-6916　

CCFでの即売品一例
既存の書籍を特価販売！　乞うご期待！

『皇朝銭	収集ガイド』
皇朝銭研究会　編／音田俊幸　著
B５　232頁　5,500円

知名泉譜・壱（日本古貨幣の部）
『愛泉家雑記』ーこの深遠なる世界に一灯をー　

鳳凰山　神野良英　著
B５　104頁　2,200円

『日本の近代銀貨研究（６）』
日本近代銀貨研究会　編

『日本の近代銀貨』
ー一円銀貨の部（第２版）ー

亀谷雅嗣　編
B５　180頁　3,850円

作成中
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カタログのご用命は書信館出版株式会社まで
〒182-0026　東京都調布市小島町1-21-6 アジャンタ調布403号

電話：042-484-5531　FAX：042-484-6916

開催日：2020 年９月 26 日（土）9：00〜　日本・中国貨幣
  27 日（日）9：00〜　世界の貨幣
場　所：日本橋プラザ３階
主　催：書信館出版（株）

2020 CCF オークション


