
－ 1－

	4001	 旧５円金貨　明治５年	 未	 ¥150,000
	4002	 旧５円金貨　明治６年	 準未	 ¥120,000
	4003	 旧10円金貨　明治４年　無輪　財務省ID00608　美品Ａ　NGC（MS66）	 財務省箱付　未	 ¥600,000

第１部　近代・現行貨幣
198 ロット　９月 26 日（土） 午前９時〜

	4004	 新20円金貨　大正９年　財務省ID19291　極美品　NGC（MS64）	 財務省箱付　未	 ¥280,000
	4005	 旧１円金貨　明治４年　前期　NGC（MS61）　日本貨幣商協同組合鑑定書付（H23.6）	 極	 ¥70,000
	4006	 旧１円金貨　明治４年　後期	 軽磨き　美	 ¥30,000
	4007	 旧２円金貨　明治３年	 美	 ¥60,000

	4008	 新10円金貨　明治42年	 小磨き　上〜美	 ¥48,000
	4009	 貿易銀　明治９年　NGC（MS62PL）	 面小スレ２　極	 ¥130,000
	4010	 円銀　明治３年　PCGS（MS65）	 未	 ¥80,000

	4011	 円銀　明治３年　	 洗い　ダイブレーク・バリ有　極	 ¥30,000
	4012	 円銀　明治３年　有輪　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上〜美	 ¥18,000
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－ 2－

	4013	 円銀　明治15年	 面微当　美	 ¥7,000
	4014	 円銀　明治16年	 面小傷　上	 ¥6,000

	4015	 円銀　明治16年	 縁小当　上＋	 ¥5,000
	4016	 円銀　明治18年	 トーン　上	 ¥7,000

	4017	 円銀　明治19年	 軽磨き　上	 ¥6,000
	4018	 円銀　明治19年　中期タイプ	 上	 ¥8,000

	4019	 円銀　明治22年	 小傷２・磨き　上	 ¥5,000
	4020	 円銀　明治25年	 佳〜上	 ¥5,000

	4021	 円銀　明治28年	 美	 ¥5,000
	4022	 円銀　明治13年	 面小当　美	 ¥7,000
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－ 3－

	4023	 円銀　明治15年	 トーン　美	 ¥7,000
	4024	 出品取消

	4025	 円銀　明治36年	 軽洗い　美〜極	 ¥5,000
	4026	 円銀　明治38年	 トーン　美	 ¥5,000

	4027	 円銀　明治28年	 少袋ズレ　美	 ¥5,000
	4028	 円銀　明治28年	 洗い　上/美	 ¥6,000

	4029	 円銀　明治30年	 上	 ¥5,500
	4030	 円銀　明治36年	 美＋	 ¥6,000

	4031	 円銀　明治28年	 少青カビ　極	 ¥4,000
	4032	 円銀　明治29年	 軽スレ　美	 ¥4,000
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－ 4－

	4033	 円銀　明治36年	 洗い・シミ有　極	 ¥4,000
	4034	 円銀　明治37年	 輪小当　極	 ¥4,000

	4035	 円銀　明治41年	 輪小当　上〜美	 ¥4,000
	4036	 円銀　明治45年	 上〜美	 ¥4,000

	4037	 円銀　大正３年	 袋ズレ　極	 ¥4,000
	4038	 円銀　明治38年	 洗い　美〜極	 ¥6,000

	4039	 円銀　明治36年	 微スレ　美〜極	 ¥5,000
	4040	 竜50銭　明治６年	 未	 ¥10,000

	4041	 円銀　明治22年	 面小当　極	 ¥5,500
	4042	 円銀　明治23年	 美〜極	 ¥6,000
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－ 5－

	4043	 竜50銭　明治31，34，35，36，37，38年　（６点組）	 佳〜美	 ¥10,000

	4044	 旭竜小型50銭　明治４年　大竜　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 輪軽当　上〜美	 ¥40,000
	4045	 小型50銭　昭和13年	 面端小黒錆　美〜極	 ¥5,000
	4046	 小型50銭　昭和13年	 軽スレ　美	 ¥5,000

	4047	 旭竜20銭　明治３年	 軽トーン　準未	 ¥5,000
	4048	 竜20銭　明治６年　欠日	 輪小傷　並〜佳	 ¥9,000
	4049	 竜５銭　明治６年　ハネ明	 佳	 ¥4,000
	4050	 旭竜５銭　明治４年	 上	 ¥12,000

	4051	 旭竜５銭　明治３年　竜頭磨耗	 極	 ¥12,000
	4052	 旭竜小型50銭　明治４年　大竜　	 磨き　佳	 ¥25,000
	4053	 竜50銭　明治６年　長年	 磨き　佳	 ¥12,000
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－ 6－

	4054	 竜５銭　明治９年　止め銭	 極	 ¥5,000
	4055	 旭大字５銭　明治４年後期　４枚組	 美〜極	 ¥8,000
	4056	 旭50銭　明治41年　PCGS（MS64）	 軽トーン　未	 ¥7,000

	4057	 竜10銭　明治25年　PCGS（MS63）	 軽スレ　準〜未	 ¥5,000
	4058	 旭10銭　明治44年　PCGS（MS63）	 準〜未	 ¥3,000
	4059	 旭10銭　大正２年　PCGS（MS67）	 未〜完	 ¥6,000
	4060	 旭10銭　大正６年　PCGS（MS67）	 未〜完	 ¥4,500

	4061	 小型50銭　大正12年　ACCA（MS67）	 未＋	 ¥3,000
	4062	 小型50銭　大正11年　NGC（MS66）	 未＋	 ¥3,000
	4063	 大型５銭白銅　大正７年　PCGS（MS67）	 未＋	 ¥4,000

	4064	 稲１銭銅貨　明治34年　PCGS（MS66RD）	 未＋	 ¥10,000
	4065	 桐１銭銅貨　大正５年　PCGS（MS66RD）	 微スレ　未	 ¥5,000
	4066	 半銭銅貨　明治21年　PCGS（MS64RD）	 　未	 ¥18,000

	4067	 ２銭銅貨　明治６年	 並〜佳	 ¥2,200
	4068	 菊５銭白銅　明治26年	 極＋/準未	 ¥3,000
	4069	 稲１銭銅貨　明治33年	 未	 ¥12,000
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－ 7－

	4070	 白銅10銭　大正12年　約90度傾打エラー	 上	 ¥10,000
	4071	 稲５銭白銅　明治36年	 上	 ¥20,000
	4072	 桐１銭銅貨　昭和２年	 未	 ¥3,000

	4073	 ２銭銅貨　明治10年　波ウロコ　（10枚組）	 洗い・シミ変色有　極/極＋	 ¥20,000
	4074	 桐１銭銅貨　昭和４年	 未	 ¥5,000
	4075	 現行10円　昭和28年	 軽トーン　未	 ¥4,000
	4076	 現行10円　昭和36年	 点錆有　未	 ¥4,000
	4077	 現行５円　昭和27年　ACCA（MS65）	 未	 ¥10,000
	4078	 現行５円　昭和27年　ACCA（MS65）	 トーン　未	 ¥10,000
	4079	 現行５円　昭和27年　ACCA（MS65）	 右端黒変有　未/準未	 ¥7,000

	4081	 未発行陶貨　分銅一銭/大日本（桜）昭和20年	 極	 ¥6,000
	4082	 未発行陶貨　菊稲一銭/桜　大日本	 準未	 ¥6,000
	4083	 未発行陶貨　菊稲五銭/大日本　昭和20年	 極	 ¥10,000

	4080	 現行５円　昭和24年　穴ズレエラー	 洗い・小傷有　並	 ¥5,000
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4073（原寸の50％大）
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－ 8－

	4084	 旧国立銀行　壱円　第４銀行　新潟	 微補修　やや劣〜並	 ¥100,000

	※4085〜4114は新国立銀行　水兵　壱円	 	

	4085	 第７銀行　高知	 並	 ¥100,000

	4086	 第13銀行　大坂	 並	 ¥100,000

	4087	 第25銀行　若狭小浜	 並	 ¥100,000

	4088	 第26銀行　大坂	 並	 ¥100,000

	4089	 第27銀行　東京	 佳	 ¥100,000
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－ 9－

※紙幣は全て原寸の 40％です。また、現行紙幣右下の赤斜線は偽造防止の為に引いています。ご了承下さい。

	4090	 第30銀行　東京	 佳〜上	 ¥100,000

	4091	 第32銀行　大坂北浜	 佳	 ¥100,000

	4092	 第33銀行　東京	 佳	 ¥100,000

	4093	 第36銀行　武蔵八王子	 佳	 ¥120,000

	4094	 第38銀行　播磨姫路	 佳	 ¥100,000

	4095	 第40銀行　上野館林	 上	 ¥100,000
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－ 10 －

	4096	 第42銀行　大坂	 上	 ¥100,000

	4097	 第43銀行　紀伊和歌山	 美	 ¥130,000

	4098	 第44銀行　東京	 佳	 ¥100,000

	4099	 第62銀行　常陸水戸	 佳	 ¥100,000

	4100	 第64銀行　近江大津	 佳	 ¥100,000

	4101	 第73銀行　摂津兵庫	 佳	 ¥180,000
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－ 11 －

	4102	 第74銀行　横浜	 並	 ¥100,000

	4103	 第82銀行　因幡鳥取	 並	 ¥100,000

	4104	 第98銀行　下総千葉	 並	 ¥100,000

	4105	 第106銀行　肥前佐賀	 並	 ¥100,000

	4106	 第110銀行　周防山口	 裏左端補修　佳	 ¥100,000

	4107	 第112銀行　東京	 並	 ¥120,000

※紙幣は全て原寸の 40％です。また、現行紙幣右下の赤斜線は偽造防止の為に引いています。ご了承下さい。
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－ 12 －

	4108	 第113銀行　函館	 並	 ¥100,000

	4109	 第122銀行　伊勢桑名	 並	 ¥100,000

	4110	 第131銀行　河内大庭一番	 並	 ¥120,000

	4111	 第133銀行　近江彦根	 並	 ¥120,000

	4112	 第134銀行　尾張名古屋	 並	 ¥100,000

	4113	 第142銀行　下総銚子	 並	 ¥180,000
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－ 13 －

	4114	 第147銀行　薩摩鹿児島	 上	 ¥100,000

	4115	 裏赤弐百円	 未	 ¥220,000

	4116	 裏紫百円　アラビア（大正２年）	 上〜美	 ¥650,000

	4117	 裏猪拾円　万葉	 上	 ¥60,000

	4118	 分銅　五円	 上〜美	 ¥500,000

※紙幣は全て原寸の 40％です。また、現行紙幣右下の赤斜線は偽造防止の為に引いています。ご了承下さい。
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－ 14 －

	4119	 大黒　五円	 軽洗い　美〜極	 ¥500,000

	4120	 中央武内　五円	 未	 ¥300,000

	4121	 中央武内　壱円　後期＃48　1,000枚官封	 未	 ¥1,500,000
	4122	 二宮壱円　1,000枚官封　（酒匂）	 未	 ¥90,000

	4123	 神功皇后　壱円	 微補修　やや劣	 ¥10,000

4119

4120

4121（縮小）

4123

4122（縮小）



－ 15 －

	4124	 裏猪拾円　（明治38年）	 ス穴１・小へゲ　並	 ¥25,000

	4125	 左和気拾円　＃６	 並〜佳	 ¥3,000
	4126	 大黒　壱円	 並〜佳	 ¥12,000

	4127	 タテ書き弐拾円　＃２	 小へゲ有　やや劣	 ¥2,500

	4128	 日本武尊　千円	 上〜美	 ¥120,000

	4129	 裏猪拾円	 下端小欠有　上	 ¥40,000

※紙幣は全て原寸の 40％です。また、現行紙幣右下の赤斜線は偽造防止の為に引いています。ご了承下さい。
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－ 16 －

	4130	 透かし大黒　五円	 美	 ¥100,000

	4131	 旧福沢壱万円（茶）ＤＦ888888Ｖ	 準〜未	 ¥16,000

	4132	 夏目千円（黒）ＡＺ333333Ｖ	 未	 ¥6,000
	4133	 夏目千円（黒）ＹＶ666666Ｚ	 未	 ¥6,000

	4134	 夏目千円（紺）Ｅ666666Ｘ	 未	 ¥9,000
	4135	 夏目千円（紺）Ｆ777777Ｇ	 未	 ¥10,000

	4136	 夏目千円（黒）ＭＦ555555Ｓ	 未	 ¥6,000
	4137	 夏目千円（緑）ＬＡ777777Ｚ	 未	 ¥7,000

4130

4131

4132 4133

4134 4135

4136 4137



－ 17 －

	4138	 ３次百円　＃130	 一部剝げ有　準未	 ¥8,000
	4139	 左和気拾円　＃129	 並〜佳	 ¥5,000

	4140	 聖徳千円　Ｚ−Ｅ，Ｚ−Ｐ　（２点組）	 上〜美	 ¥5,000

	4141	 聖徳五千円　Ｍ−Ｑ	 未	 ¥6,000
	4142	 夏目千円（茶）MS222222Ｓ	 未	 ¥5,000

	4143	 明治通宝　半円	 未	 ¥20,000
	4144	 伊藤千円（紺）ＴＷ333333Ｖ	 未	 ¥7,000

	4145	 旧福沢壱万円（茶）ＮＤ000001Ｕ	 未	 ¥15,000
	4146	 旧福沢壱万円（黒）ＱＷ888888Ｓ	 未	 ¥15,000

※紙幣は全て原寸の 40％です。また、現行紙幣右下の赤斜線は偽造防止の為に引いています。ご了承下さい。
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－ 18 －

	4147	 板垣百円　ＲＲ333333Ｇ	 極＋	 ¥25,000
	4148	 板垣百円　Ｌ−Ｈ　連番２枚	 右端微薄シミ　準〜未	 ¥4,000

	4149	 藤原弐百円　＃23	 微薄シミ　美〜極	 ¥7,000
	4150	 中央武内壱円　＃34　最終組	 未	 ¥5,000

	4151	 聖徳壱万円　ＶＤ888888Ｙ	 未	 ¥55,000
	4152	 新福沢壱万円（黒）Ａ−Ａ券　朝陽会台紙入	 未	 ¥15,000

	4153	 野口千円（黒）Ａ−Ａ券　朝陽会台紙入	 未	 ¥5,000
	4154	 東京五輪千円銀貨（1964）　12枚組	 準未/未	 ¥16,000

4147 4148

4149 4150

4151 4152

4153

4154（縮小）



－ 19 －

	4155	 小型50銭　大正11年〜昭和13年（年号揃い）16枚組	 上〜美	 ¥7,000

	4160	 東京五輪千円銀貨（1964）　PCGS（MS67）	 未	 ¥5,000
	4161	 東京五輪千円銀貨（1964）　PCGS（MS67）	 未	 ¥5,000

	4156	 稲５銭白銅　明治32年　NGC（MS66）	 やや色サメ　未	 ¥15,000
	4157	 現行５円　昭和27年　PCGS（MS66）	 未	 ¥10,000

	4158	 現行50円　昭和50年　穴無しエラー　PCGS（MS64）	 準未	 ¥170,000
	4159	 現行50円　昭和50年　穴無しエラー　PCGS（MS64）	 準未	 ¥170,000

※紙幣は全て原寸の 40％です。また、現行紙幣右下の赤斜線は偽造防止の為に引いています。ご了承下さい。

4155（縮小）

4156 4157

4158 4159

4158（×1.5倍） 4159（×1.5倍）

4160 4161



－ 20 －

	4162	 東京五輪千円銀貨（1964）　PCGS（MS66）　３点組	 未	 ¥10,000
	4163	 花と緑博　5,000円銀貨（平成２年）　PCGS（MS66）	 PL完未	 ¥5,500
	4164	 裁判所制度　5,000円銀貨（平成２年）　PCGS（MS67）	 PL完未	 ¥5,500
	4165	 議会開設　5,000円銀貨（平成２年）　PCGS（MS67）	 PL完未	 ¥5,500
	4166	 プルーフセット　平成29年　リカちゃん50年	 未	 ¥5,000

	4167	 稲１銭銅貨　明治34年　PCGS（MS66+RD）	 未＋	 ¥10,000
	4168	 竜１銭銅貨　明治19年　PCGS（MS64RD）	 未	 ¥9,000
	4169	 現行１円　昭和30年　PCGS（MS64）	 未	 ¥4,000

	4170	 鳳凰100円　昭和32年　ACCA（MS67）	 未	 ¥3,000
	4171	 地方自治　山梨　千円銀貨　PCGS（PR70DCAM）	 PF未	 ¥6,000
	4172	 地方自治　北海道　千円銀貨　PCGS（PR69DCAM）	 PF未	 ¥8,000
	4173	 東京五輪（2020）　壱万円金貨　流鏑馬と心技体	 PF未	 ¥90,000

	4174	 天皇ご在位10万円金貨（昭和62年）	 PF未	 ¥105,000
	4175	 震災復興（1次）壱万円金貨	 PF未	 ¥92,000

4162

4167 4168
4169

4170

4171 4172

4173

4174

4175



－ 21 －

	4176	 震災復興（1次）千円銀貨	 PF未	 ¥6,000
	4177	 震災復興（1次）千円銀貨　「国債贈呈用」	 未	 ¥12,000
	4178	 造幣局　500円貨発行記念メダル（1982）　純銀120ｇ	 ケース付　未	 ¥5,500

	4179	 造幣局　沖縄海洋博記念メダル（1975）　純銀183ｇ，銅製164ｇ（２点入）	 ケース付　未	 ¥7,500

	4180	 旧１円金貨　明治４年	 面ハンダ跡　並	 ¥10,000
	4181	 純金メタル　ミニ小判型（純金印・潰れ）　3.75ｇ　「返品不可」	 佳	 ¥10,000
	4182	 明治通宝　壱円（やや劣），拾銭（佳）２枚　計３点組	 やや劣/佳	 ¥4,000

※紙幣は全て原寸の 40％です。また、現行紙幣右下の赤斜線は偽造防止の為に引いています。ご了承下さい。

4182

4179

4180

4181

4176

4178



－ 22 －

	4183	 預かり小切手　河野製糸部　金五拾銭（明治37年），小切手　下館商業銀行金壱銭大正8年（２点組）	並	 ¥4,000

	4184	 軍票ロット　大東亜戦　ビルマ方面主体　約50枚	 上/美	 ¥5,000
	4185	 軍票ロット　大東亜戦　ビルマ方面主体　約50枚	 上/美	 ¥5,000

	4186	 戦時債券，福券，勝札等　多種・計50枚（昭和13〜20年）	 並〜極（美〜極）多	 ¥5,000

4183

4184（縮小） 4185（縮小）

4186（縮小）



－ 23 －

	4187	 戦時債券類　多種・計20枚（昭和16〜19年）	 極〜未	 ¥5,000

	4188	 戦時衣料切符　多種・20枚（昭和17〜25年）	 並〜美	 ¥5,000

4187（縮小）

4188（縮小）



－ 24 －

	4189	 旧１円金貨　明治４年後期　財務省ID09452　美品Ａ	 極＋	 ¥35,000
	4190	 新５円金貨　明治30年　財務省ID29109　極美品	 極	 ¥70,000
	4191	 新５円金貨　明治31年　財務省ID30973　極美品	 極	 ¥70,000

	4192	 円銀　明治18年	 極+	 ¥40,000
	4193	 竜50銭　明治６年　NGC（MS63）	 準未	 ¥18,000

	4194	 ４次拾円　簡易見本券　PMG-64EPQ	 準未	 ¥10,000

	4195	 伊藤千円（紺）ＬＵ700000Ｓ　PMG-66EPQ	 未	 ¥8,000

	4196	 樋口五千円（茶）ＡＦ000001Ｒ　PMG-66EPQ	 未	 ¥8,000

4189 4190 4191

4192
4193

4194

4195

4196



－ 25 －

	4197	 満州中央銀行　乙号百円　満紙８　（表・裏２点組）　PMG53/PMG45	 極	 ¥10,000

	4198	 西郷札　金五円	 佳	 ¥30,000	

※紙幣は全て原寸の 40％です。また、現行紙幣右下の赤斜線は偽造防止の為に引いています。ご了承下さい。

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：９月 24 日（木）必着
FAX 入札締切日：９月 24 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）　

4197

4198


