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	6423	 木札　島田通用　百文	 上〜美	 ¥3,000
	6424	 木札　松本藩　許信濃国安曇野水車札	 上	 ¥5,000

	6426	 米一石木札　京都松尾社勘定所　天保６年　150×99mm　厚17mm	 左側面虫食い他難有り　佳	 ¥35,000

	6425	 木札　松代藩　御役所質札　安政４年	 美	 ¥5,000

－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）　

6423 6424

6425

6426
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	6428	『紹治堂林翁隠退紀念泉譜』　昭和２年　東洋貨幣協会　和綴生拓本	 美	 ¥30,000
	6429	『藤井奥平両翁古稀祝寿銭帖』　昭和９年　東洋貨幣協会　和綴生拓本	 並	 ¥30,000
	6430	『東京古銭同業会創立記念泉譜』　昭和６年　同会一同　和綴生拓本	 並	 ¥15,000

	6427	 日乃出幸運券　３種組　『収集』2014年12月号参照	 極美	 ¥15,000

※書籍、道具類（LotNo.6486 〜 6561）の会場内
　での下見、及び会場での引き渡しは出来ません。
　書籍、道具類の引き渡しは後日配送のみとなり
　ます。ご了承下さい。

	 ［古銭書・道具類］

6427

6428（縮小） 6429（縮小） 6430（縮小）
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	6431	『皇儲御降誕奉祝記念泉帖』　昭和９年　東洋貨幣協会　和綴生拓本	 並	 ¥30,000
	6432	『東都愛泉家小集』　昭和５年　東都愛銭家小集会　和綴生拓本	 美	 ¥25,000
	6433	『芝蘭堂歓迎小集』　昭和３年　東洋貨幣協会　和綴生拓本	 美	 ¥20,000

	6434	『田中会長在任十年記念泉譜』　昭和５年　東洋貨幣協会　和綴生拓本	 上	 ¥15,000
	6435	『田中邦泉先生古希祝寿泉譜』　昭和28年　同祝寿会　和綴生拓本	 美	 ¥30,000
	6436	『立太子禮奉祝記念泉譜』　昭和27年　東京古泉会　和綴生拓本	 美	 ¥30,000

	6437	『新春祝賀泉譜』　昭和31年　東京古泉会　和綴生拓本	 上	 ¥20,000
	6438	『聚泉汜集』　昭和７年　平尾聚泉　和綴生拓本	 上	 ¥20,000
	6439	『七重寳集』　昭和12年　平尾聚泉　和綴生拓本	 上	 ¥20,000

※画像は全て原寸ではありません。

6431 6432 6433

6434 6435 6436

6437 6438 6439
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	6440	『延泉邸訪問記念小集』　昭和39年　日本貨幣協会　限定30部	 美	 ¥20,000
	6441	『銀婚奉祝紀念帖』　大正14年　万国貨幣協会　和綴生拓本	 並	 ¥15,000
	6442	『泉貨堂翁追悼泉譜』　昭和２年　追悼古泉会　和綴生拓本	 上	 ¥30,000

	6443	『向陵亭追悼泉譜』　昭和３年　発起人一同　和綴生拓本	 美	 ¥30,000
	6444	『搨摹交換会満一周年記念帖』　昭和５年　小川青宝楼　和綴生拓本	 上	 ¥30,000
	6445	『寳丹翁追弔泉譜』　大正２年　馬島杏雨　和綴生拓本	 美	 ¥40,000

	6446	『呆仙追懐』　大正14年　鷲田寳泉舎　和綴生拓本	 上	 ¥15,000
	6447	『佐野英山翁喜寿祝賀泉譜』　昭和29年　勢陽古泉会　和綴生拓本	 美	 ¥25,000
	6448	『奥秩父探勝泉譜』　昭和39年　日本貨幣協会　生拓本	 上	 ¥10,000

6440 6441 6442

6443 6444 6445

6446 6447 6448
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	6449	『秩父探勝記念泉譜』　昭和31年　東京古泉会　生拓本	 上	 ¥15,000
	6450	『長崎･博多小集』　昭和48年　日本貨幣協会	 上	 ¥3,000
	6451	『磐梯小集』　昭和46年　日本貨幣協会　生拓本	 上	 ¥10,000

	6452	『常陸旅行記念泉帖』　昭和38年　日本貨幣協会　生拓本	 上	 ¥20,000
	6453	『逸品泉帖』　昭和45年　日本貨幣協会有志　写真集	 上	 ¥5,000
	6454	『皇泉藤本先生古希祝賀記念貨幣大会之泉譜』　昭和52年　東海貨幣研究会、『積泉夢泉古稀祝賀古泉大会記念泉譜』
	 	 ２冊組	 上〜美	 ¥5,000
	6455	『みちのく合同古銭大会記念泉譜』　昭和62年、『英泉村上英太郎傘寿記念古札図譜』　平成26年　２冊組
	 	 	 上〜美	 ¥5,000
	6456	『平城遷都千三百年記念泉譜』　平成22年	 未	 ¥4,000
	6457	『和同開珎発行千三百年記念泉譜』　平成20年	 未	 ¥5,000
	6458	『福島古泉会創立二十周年記念泉譜』　昭和52年	 上	 ¥3,000
	6459	『二十周年記念泉譜』　平成14年　青森貨幣研究会、『茨城貨幣研究会創立二十周年記念泉譜』　平成５年　茨城貨幣研究
	 	 会　２冊組	 上〜美	 ¥6,000
	6460	『北陸古泉会第百回記念泉譜』　昭和48年　北陸古泉会、『全国貨幣大会記念之泉譜』　昭和48年　東海貨幣研究会
	 	 ２冊組	 上	 ¥5,000
	6461	『細道の会創立四十周年記念泉譜』　平成19年　細道の会	 上	 ¥4,000
	6462	『川崎古銭会十周年記念誌』　昭和62年　川崎古銭会	 上	 ¥3,000
	6463	『福岡古泉会創立四十周年記念泉譜』　平成８年　福岡古泉会	 上	 ¥4,000
	6464	『弊泉誌愛好読者元集』　平成16年　播磨古泉会	 上	 ¥5,000
	6465	『記念泉譜』　昭和45年　浜松古銭会	 上	 ¥5,000
	6466	『明治百年記念泉譜』　昭和43年　浜松古銭会　生拓貼付	 上	 ¥4,000
	6467	『葵拓模集』　昭和50年　静岡いづみ会	 上	 ¥3,000
	6468	『原流風亭古希祝寿銭譜』　昭和62年　吉備古泉協会	 上	 ¥3,000
	6469	『第三回記念泉譜』　昭和51年　静岡県合同貨幣ゼミナール	 上	 ¥3,000
	6470	『福井古泉会創立30周年記念　越前若狭藩札図譜』　平成８年　福井古泉会	 上	 ¥5,000
	6471	『多気志楼　札幌古泉会五周年記念』　平成４年　札幌古泉会、『第27回九州貨幣協会別府大会　愛泉譜』　平成６年
	 	 ２冊組	 上	 ¥5,000
	6472	『第３回日本貨幣界全国大会記念銭譜』　平成８年、『第４回日本貨幣界全国大会開催記念報告集』　平成９年　２冊組	
	 	 	 上	 ¥5,000

※画像は全て原寸ではありません。

6449 6450 6451

6452
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	6473	『不知庵古稀紀念泉譜』　平成10年　平泉為造　和綴本	 上	 ¥10,000
	6474	『豊後国貨幣の歴史』　昭和52年　橋詰武彦、『日本の古銭』　昭和41年　小川浩　新人物往来社版、『新撰　古銭大鑑』
	 	 昭和48年　大文館書店、『古貨幣七十話』　平成14年　利光三津夫　計４冊組	 平均　上〜美	 ¥5,000
	6475	『福寿東海五歳之泉譜』　昭和44年　東海貨幣研究会　和綴	 上	 ¥5,000
	6476	『越佐古泉大会記念銭譜』　昭和45年　長岡古泉研究会　和綴	 上	 ¥5,000
	6477	『駿河古泉会記念泉譜』　昭和48年　駿河古泉会　和綴	 上	 ¥5,000
	6478	『岩手古泉会十周年記念銭譜』　昭和55年　岩手古泉会　和綴	 上	 ¥3,000
	6479	『知命泉譜　ひびき』　1990年　小森善治	 極美	 ¥50,000
	6480	『金銀図録』　全７巻揃い	 上	 ¥35,000
	6481	『金銀図録』　全７巻揃い　黄本	 佳〜上	 ¥27,000
	6482	『福島古泉会創立五十周年記念銭譜』、『寛永通宝二百撰』　大島延泉　２冊組	 上〜美	 ¥5,000
	6483	『明治新撰泉譜』　第１〜３集　計３冊組	 佳	 ¥12,000
	6484	『和漢銭彙』、『新校正孔方図鑑』、『新撰寛永泉譜	後編』　３冊組	 佳〜上	 ¥6,000
	6485	『奇鈔百圓』　京都書林　藤井文政堂、『和漢古今稀世泉譜』巻首、二編　計３冊	 佳〜上	 ¥8,000
	6486	『昭和四年価格表』、『補助貨引替』　２冊組	 佳〜上	 ¥4,000
	6487	『安南泉譜』　昭和50年　三浦吾泉　３冊組　和綴	 美	 ¥5,000
	6488	『図録日本の貨幣』　全11巻揃い	 並	 ¥70,000
	6489	『青宝楼喜寿記念泉影譜』（記念銭付）、『佳泉淘泉還暦祝寿泉譜』	 並	 ¥2,000
	6490	『藩札図録』　上巻　ボナンザ社	 並	 ¥5,000
	6491	『藩札図録』　上巻　ボナンザ社　初版	 美	 ¥5,000
	6492	『古銭語事典』　大鎌淳正、『銭幣の華』2006年版　銭幣学社　２冊組	 上	 ¥5,000
	6493	『新寛永通宝図会』　ハドソン社	 上	 ¥5,000
	6494	『不知天保通宝分類譜』別巻　平成３年　天保堂、『方泉處』特集天保通宝　マニアックワールド　ハドソン社　２冊組
	 	 	 上	 ¥5,000
	6495	『越中の金銀貨』　三鍋昭吉、『地方貨幣分朱銀判価格図譜』　清水恒吉　２冊組	 上	 ¥5,000
	6496	『銭幣館蔵泉覚』	 上	 ¥5,000
	6497	『日本金貨原色図鑑』	 上	 ¥5,000
	6498	『日本通貨変遷図鑑』　昭和32年　大蔵財務協会　函付、『日本紙幣体系図鑑』　昭和32年　大橋義春　函付、
	 	 『貨幣』　昭和48年　東海銀行　計３冊組	 上〜美	 ¥5,000
	6499	『世界貨幣大事典』　昭和49年　平木啓一、『符合銭鑑識の手引　初編』　昭和45年　大下武登、『清朝銭譜』　昭和48年
	 	 塙史朗　計３種組	 佳	 ¥5,000
	6500	『図録日本の貨幣』　全11巻揃い	 美	 ¥30,000

6479
6481

6483

6488
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	6501	『世界の大型銀貨』　平木啓一	 上	 ¥5,000
	6502	『奇鈔百圓銭範』寛政５年、『日本紙幣収集手引書』第６集、第７集日本の軍票前・後編　計３冊組	 佳〜上	 ¥3,000	
	6503	『収集』　1977年〜1989年12月号　全148冊	 並	 ¥5,000
	6504	『ボナンザ』　創刊号〜6号（昭和40年〜41年）　６冊組　専用ファイル綴	 並	 ¥5,000
	6505	『趣味情報』　収集誌の前身　1974年4月号〜10月号（９月号欠）　６冊組	 並	 ¥2,000
	6506	『収集』　1995年、1998年〜2008年までの新年号のみ　計12冊	 美	 ¥3,000
	6507	『収集』　1998年６月号〜11月号（清朝銭図説「順治通宝」No.2〜No.7掲載号）　計６冊	 美	 ¥2,000
	6508	『収集』　1998年12月号〜1999年８月号（清朝銭図説「康熙通宝」No.8〜No.15掲載号）　計８冊	 美	 ¥2,000
	6509	『収集』　1999年10月号〜2000年３月号（清朝銭図説「雍正通宝」No.16〜No.20掲載号）　計５冊	美	 ¥2,000
	6510	『収集』　2000年４月号〜2002年２月号（清朝銭図説「乾隆通宝」No.21〜No.36掲載号）　計16冊	美	 ¥2,000
	6511	『収集』　2002年６月号〜11月号（清朝銭図説「嘉慶通宝」No.37〜No.42掲載号）　計４冊	 美	 ¥1,000
	6512	『収集』　1999年９月号など計14冊組	 美	 ¥2,000
	6513	『CCFオークションカタログ』　2007年〜2009年　３冊組	 美	 ¥1,000
	6514	『平成写真版　真贋古銭対照譜』　2004年　椿井琢光	 美	 ¥2,000
	6515	『方泉處』　0号（開館記念特別号）、創刊1号（方泉處全紹介）　２冊組	 美	 ¥1,000
	6516	『中国銭幣』　1983年創刊号〜４号、1987年２号、３号　中国人民銀行　計７冊組	 並	 ¥1,000
	6517	『銭幣天地』　1982年３月32号〜1983年11月号　台湾　祭養吾刊　計11冊組	 並	 ¥2,000
	6518	『収集』　2017年（5、6、10月号欠）、2018年（6、8月号欠）、2019年（4、8、CCF、11月号欠）	 美	 ¥2,000
	6519	『東洋各地古銭標準相場』　昭和13年　帝国スタンプ、『泰星オークションカタログ』　1977年　中国歴代銭	落札表付、
	 	 『万国古銭型録』　1965年、『東洋古銭名鑑』、『方泉處』　創刊号、『ローマ帝国の硬貨』、『文銭の耳より話』第2作、第3作、
	 	 『新寛永背千類収集録』、『亀戸四年銭』豆本、『天保銭薩摩広郭分類譜』、『北宋銭幣』創刊号　計12冊組
	 	 	 上〜美	 ¥5,000
	6520	『銀座コインオークションカタログ』　平成22年〜令和元年　10冊組　落札表付　特別号含む	 美	 ¥5,000
	6521	『銀座コインオークションカタログ』　平成16年〜23年　落札表付　９冊組	 美	 ¥5,000
	6522	『近代世界コインのカタログ』岡政博、『東京国際ヌミスマティックオークションカタログ』2017年　落札表付、
	 	 『財務省近代金貨公開オークションカタログ』第1回〜第３回（2005年〜2006年）落札表付、『日本コインオークション
	 	 カタログ』2017年　落札表付	 美	 ¥3,000
	6523	『江戸コインオークションカタログ』2011〜2015年　落札表付、『収集』　2017年〜2019年　計36冊組、
	 	 『CCFオークションカタログ』　2017〜2019年　落札表付	 美	 ¥3,000
	6524	 矢立　江戸期印籠型　武士用　約15cm	 佳	 ¥5,000
	6525	 矢立　江戸期　安親銘筆付　大名富裕層用　木箱入　約18.5cm	 美〜極	 ¥9,000
	6526	 矢立　赤銅大型　25cm	 上	 ¥5,000
	6527	 矢立　筆筒銀板象嵌　墨壺鳳凰図版　筒内小刀仕込の特製　約18cm	 美	 ¥12,000
	6528	 鍔　天保銭加工　銀覆輪	 美	 ¥5,000

※画像は注記のあるものを除き原寸ではありません。

6524

6526

6527

6525

6528

（原寸大）
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	6529	 矢立　筆２本入用　龍文堂造銘　約16.5cm	 極美	 ¥18,000
	6530	 矢立　龍文堂造銘　約17cm	 極美	 ¥11,000
	6531	 矢立　紙切り付　龍雲堂造銘　象嵌　約18.5cm	 上	 ¥9,000
	6532	 矢立　紙切り付　龍雲堂造銘　約18cm	 上	 ¥7,000
	6533	 矢立　角型　龍彫　約16.5cm	 汚れ有　上	 ¥9,000
	6534	 矢立　変わり型　約18cm	 上	 ¥7,000
	6535	 銀キセル　一朱銀、一分銀図　共箱　約21cm	 極美	 ¥18,000
	6536	 青銅鏡　中国明朝　112mm　海獣葡萄紋、永楽通宝（ヒビ有）付	 佳	 ¥50,000
	6537	 分銅２種組　20両（美）、三両（佳）　	 佳〜美	 ¥8,000
	6538	 分銅　三十両	 美	 ¥11,000
	6539	 金口キセル　煙草入れ　金前金具　義助銘	 美	 ¥70,000
	6540	 銀彫キセル　煙草入れ	 美	 ¥20,000

6529

6531

6533

6535

6536

65396538
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6540
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	6541	 潭段箱　５段10枚（8段のうち5段）　10×19.5×10cm	 美	 ¥7,000
	6542	 小箱　25.8×13.8×10ｃｍ	 鍵無し　痛み有　味有　佳	 ¥12,000
	6543	 小型銭箱　欅製　15×9.5×11.5cm	 鍵付完動　美	 ¥20,000
	6544	 小型印箱　引き出し有り　金具多く重厚　欅製　19×11.7×13cm	 上	 ¥8,000
	6545	 銭枡　一朱銀用　３枚組	 一部板外れ有り　並下〜佳	 ¥5,000
	6546	 変わり大型銭箱　鍵付　41.5×30×24cm　下見して下さい	 上	 ¥12,000
	6547	 鍔　古銭後付　約73mm　下見して下さい	 美	 ¥18,000
	6548	 銭刀　万延小判20両用　約27cm　下見して下さい	 上〜美	 ¥70,000
	6549	 銭刀　刀身筒型　約37cm　下見して下さい	 美	 ¥50,000
	6550	 銭刀　分金銀用か？　約33.5cm　下見して下さい	 美	 ¥35,000
	6551	 古銭図鉄瓶　下見して下さい	 佳	 ¥8,000
	6552	 根来塗金蒔絵漆器　古銭図菓子器　下見して下さい	 上〜美	 ¥5,000
	6553	 染付古銭図湯呑　５個組　共箱付　下見して下さい	 上〜美	 ¥5,000
	6554	 道中用財布　早道　３個組	 佳〜上	 ¥5,000
	6555	 小判蒔絵木杯、和同土鈴、樹脂古銭図プラ大盆、和同小プラ飾り　計４個組	 美	 ¥5,000
	6556	 銭枡　３種組（一朱銀型　28.5×11.3cm、角型　25.0×11.2cm、瓢箪型　25×7.7cm）	 佳〜上	 ¥5,000
	6557	 上棟銭極印　伊勢神宮　平成５年10月	 美	 ¥18,000
	6558	 宝銭極印　生駒聖天	 美	 ¥18,000
	6559	 拓墨　高級椿油もぐさ使用　200ｇ入　平成20年８月造	 未	 ¥12,000
	6560	 拓墨　高級椿油もぐさ使用　35ｇ入　平成20年９月造	 未	 ¥2,000
	6561	 拓墨　高級椿油もぐさ使用　95ｇ入　平成14年６月造　やや硬め	 未	 ¥5,500

※道具類の画像は原寸ではありません。

6541 6542
6543

6544

6559
65476546

6558

6557

6548

6549

6550
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	6562	 三字刀　52.2g	 ホツレ多　並	 ¥50,000
	6563	 三字刀　49.4g	 円環部ヒビ入　先端部補修有　並	 ¥30,000

	 ［中国・朝鮮・安南の鋳造貨幣他］
※中国貨幣（LotNo.6562 〜 6787）は一部真贋の意見が分かれる品物もございます。ぜひご下見の上、ご自身の責任
　でご参加下さいますようお願い申し上げます。落札後の一切の異議、返品は認められませんのでご注意下さい。

6562 6563
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	6564	 尖首刀　160mm　15.8g	 円環部欠有　佳	 ¥6,000
	6565	 円首刀　137mm　8.4g	 ス穴有　並	 ¥5,000
	6566	 方首刀　２本組	 接着剤付着有　歪み　並〜佳	 ¥3,000
	6567	 称匈奴刀　約150mm		48g	 上	 ¥5,000

	6568	 青銅貝化２個、原貝貨２個　計４個組（合計5.80g）	 並〜佳	 ¥3,000
	6569	 骨製貝化、淡水貝化　２種組（合計6.10g）	 並〜佳	 ¥3,000

6564 6565

6568

6567
6566

6569
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	6570	 骨製貝化　10個組（合計23.0g）	 佳	 ¥3,000
	6571	 緑色石貝貨　３個組（22.8g、40.8g、42.5g）	 佳〜上	 ¥3,000

	6572	 緑色石貝貨　小型〜中型　10個組（合計61.9g）	 上	 ¥5,000
	6573	 尖足布　商丘　	 全体ホツレ面スリ　穴埋め補修　青錆　並	 ¥5,000

	6574	 方足布　匋陽	 ヒビ有　青錆　並〜佳	 ¥5,000
	6575	 方足布　襄坪	 青錆　佳	 ¥3,000
	6576	 方足布　　	 佳	 ¥5,000

－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）　

6570（70％大） 6571（70％大）

6572（70％大） 6573

6574 6575 6576
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	6577	 梁充釿金當爰　14.75g	 上	 ¥50,000
	6578	 垣字銭　42.5mm　9.0g	 少欠　佳〜上	 ¥9,000

	6579	 斉陰　8.75g	 上〜美	 ¥10,000
	6580	 共屯赤金　8.65g	 佳	 ¥30,000

	6581	 長垣一釿　11.0g	 上〜美	 ¥20,000
	6582	 　　6.9g	 上	 ¥10,000

	6583	 半睘　5.1g	 佳	 ¥25,000
	6584	 宝六化　10.3g	 佳	 ¥15,000

6577

6578

6579 6580

6581 6582

6583 6584
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	6585	 宝六化　8.0g	 穿内少欠　ヒビ有　佳	 ¥10,000

	6588	 わらじ虫の宝化　1.24g	 青錆　欠有　並	 ¥10,000
	6589	 明四　7.8g	 美	 ¥5,000
	6590	 長安　2.40g	 上	 ¥15,000

	6591	 明匕（2.1g）、一匕（1.3g）　２種組	 佳	 ¥5,000
	6592	 明匕（2.0g）、一匕（1.8g）　２種組　伝世	 佳	 ¥5,000
	6593	 秦半両（補修有）、秦二世半両　狭穿　計２種組	 佳	 ¥3,000

	6594	 秦半両　36mm		7.4g	 上	 ¥4,000
	6595	 先秦半両　32.5mm		15.7g	 上	 ¥8,000

	6586	 宝四化　5.0g	 佳	 ¥10,000
	6587	 宝四化　5.9g	 並〜佳	 ¥8,000

6585

6586 6587

6588
6589

6590

6591 6592
6593

6594 6595
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	6596	 六銖半両、六銖半両　伝形　計２種組	 佳	 ¥6,000
	6597	 四銖半両　２種組（十字両、十字両　伝形）	 佳	 ¥3,000
	6598	 四銖半両　３種組（人字両、広穿、伝形）	 佳	 ¥3,000

	6599	 三銖	 並	 ¥8,000
	6600	 三銖（並）、五銖（上）　計２種組	 	 ¥5,000
	6601	 四銖	 洗い　並〜佳	 ¥3,000

	6602	 古文銭３種組（前漢五銖、前漢五銖　穿下半星、後漢五銖　五中星様　背四道）	 上	 ¥3,000

	6603	 漢小五銖４種組（穿上半星伝形、無郭、穿上横文、穿下半星）	 佳	 ¥6,000

	6604	 一刀平五千		33.7g	 上	 ¥100,000

6596 6597 6598

6600

6602

6603

6599 6601

6604
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	6605	 大泉五十４種組（正様、額輪細字、背四決、鉄銭）	 佳〜上	 ¥6,000
	6606	 大泉五十　伝形		3.8g	 佳	 ¥3,000

	6607	 小泉直一４種組（大、中、小、広穿）	 佳〜上	 ¥3,000
	6608	 小泉直一　伝形		1.8g	 佳	 ¥7,000

	6609	 壮泉四十		2.9g	 美	 ¥10,000

	6610	 大布黄千	 佳	 ¥5,000
	6611	 貨布	 上〜美	 ¥5,000

	6612	 太平百銭　小様、太平百金　伝形、定平一百　計３種組	 並〜佳	 ¥3,000

6605

6606

6609

6607 6608

6612

6610 6611
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	6613	 大泉当千　33.3mm		8.2g	 青錆　佳〜上	 ¥5,000
	6614	 大泉五百		9.3g	 ヒビ割れ　並	 ¥3,000
	6615	 漢興　縦書き	 佳	 ¥3,000

	6616	 漢興　縦書き	 青錆　並	 ¥3,000
	6617	 孝建　	 割れ、ヒビ、ス穴有　劣	 ¥3,000
	6618	 太和五銖		1.4g	 ヒビ割れ　洗い　佳	 ¥18,000

	6619	 古文銭２種組（永安五銖、常平五銖）	 上	 ¥3,000
	6620	 古文銭３種組（永安五銖、常平五銖、五行大布）	 佳〜上	 ¥5,000
	6621	 磬幣　紋様入　114mm		15.2g	 上	 ¥3,000

	6622	 永通万国		5.4g	 上〜美	 ¥9,000
	6623	 永通万国		5.2g	 上	 ¥10,000

	6624	 乾封泉宝　大ぶり銭		26.0mm		4.5g	 上	 ¥16,000

6621

6616 6617 6618

6613 6614
6615

6619

6620

6622 6623

6624
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	6625	 乾元重宝　大中小３種組	 上	 ¥10,000

	6626	 漢通元宝３種組（通下星、背左月含む）	 佳	 ¥5,000

	6627	 中国銭各種５枚組（通正元宝　大字左跳元、天漢元宝、光天元宝、乾徳元宝、咸康元宝）	 並〜佳	 ¥8,000
	6628	 永通泉貨　鉄銭	 佳	 ¥20,000

	6629	 淳化元宝　細縁　背夷漫　書体違い３種組（真書、篆書、行書）	 佳	 ¥8,000
	6630	 咸平元宝　草元　4.82g	 茶錆　上〜美	 ¥40,000
	6631	 至和元宝　美制　真書	 佳〜上	 ¥8,000

	6632	 至和重宝　折二　銅銭	 上	 ¥25,000
	6633	 治平元宝　大字内斜平　２種組（真書、篆書）　下見して下さい	 佳	 ¥50,000

6627

6628

6630 6631

6632

6625

6626

6629

6633
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	6634	 元符通宝　背上　篆書　鉄銭	 佳〜上	 ¥3,000
	6635	 崇寧通宝　美制	 上	 ¥5,000
	6636	 崇寧通宝　濶字	 佳	 ¥8,000

	6637	 崇寧通宝　当三　真書　鉄銭	 上	 ¥3,000
	6638	 大観通宝　昂通広大　25.7mm		4.3g　大観通宝分類譜原品	 上	 ¥70,000

	6639	 大観通宝　当十　伝世		17.9g	 美	 ¥5,000
	6640	 大観通宝　当十		16.8g	 美	 ¥5,000

	6641	 政和通宝　仰俯　篆書	 佳	 ¥15,000
	6642	 政和通宝　広郭　真書	 佳	 ¥5,000
	6643	 政和通宝　広郭　篆書	 佳	 ¥5,000

	6644	 政和通宝　広郭俯通　篆書	 佳	 ¥5,000
	6645	 政和通宝　小政　真書	 佳	 ¥5,000
	6646	 政和通宝　小政　篆書	 少錆　佳	 ¥10,000

6634 6635 6636

6637 6638

6639

6641 6642 6643

6644 6645 6646

6640
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	6647	 政和通宝　幺小政　真書	 佳〜上	 ¥3,000
	6648	 政和通宝　狭穿退和　篆書	 佳	 ¥15,000
	6649	 政和通宝　正郭狭穿　真書	 佳	 ¥13,000

	6650	 政和通宝　正郭狭穿（退和）　篆書	 佳	 ¥13,000
	6651	 政和通宝　濶縁小字　篆書	 佳	 ¥5,000
	6652	 政和通宝　文政抱正	 佳	 ¥15,000

	6653	 政和通宝　文政御書　真書	 佳	 ¥5,000
	6654	 政和通宝　文政御書　篆書	 佳	 ¥5,000
	6655	 政和通宝　文政曳尾	 上	 ¥12,000

	6656	 政和通宝　文政和	 佳	 ¥4,000
	6657	 政和重宝　当三　真書　鉄銭	 上	 ¥6,000

	6660	 淳熈元宝　背十五　母銭　25.2mm	 上	 ¥10,000

	6658	 宣和元宝　小字　真書	 佳〜上	 ¥7,000
	6659	 濶縁手　宣和元宝　篆書	 佳	 ¥5,000

6647 6648 6649

6650 6651 6652

6653 6654 6655

6656 6657

6660

6658 6659
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	6661	 南宋番銭　88種組（下見して下さい　返品不可）	 佳〜上	 ¥20,000
	6662	 重熙通宝　楷通　長字	 佳	 ¥5,000
	6663	 中国銭各種３枚組（清寧通宝、咸雍通宝、大康通宝　赤銅質）	 佳	 ¥6,000
	6664	 大安元宝、大安元宝　長安　計２種組	 佳〜上	 ¥10,000
	6665	 中国銭各種２枚組（寿昌元宝、乾統元宝）	 上	 ¥5,000
	6666	 天慶元宝	 佳	 ¥5,000

	6667	 日本絵銭　大定通宝　背四曲文	 上	 ¥6,000

	6668	 泰和重宝　当十　44.5mm		22.7g	 上	 ¥10,000

6663

6664

6665

6662

6661 6666

6667

6668
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	6669	 至正通宝　背辰３種組（小平、折二、当三［錆］）	 上	 ¥8,000

	6670	 至正通宝　背卯３種組（小平［穿ズレ］、折二［錆］、当三［錆］）	 上	 ¥10,000

	6671	 至正通宝　背巳２種組（折二、当三）	 佳〜上	 ¥6,000

	6672	 至正通宝　陰起文２種組（折二、当三）	 錆　佳	 ¥5,000

	6673	 至正通宝　当三　背午		9.6g	 上	 ¥10,000
	6674	 至正通宝　当十　陰起文		22.2g	 錆　佳〜上	 ¥20,000

6669

6670

6671

6672

6673 6674
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	6675	 至正通宝　当十　背戌十		30.5g	 錆　上	 ¥12,000

	6676-2	弘治通宝　通用銭89枚組　生拓付メンチ入　下見して下さい（返品不可）	 並〜美	 ¥190,000

	6676-1	永楽通宝各種60枚組（鐚含む）　下見して下さい（返品不可）	 佳〜上	 ¥30,000

6675

6676-1（縮小）

6676-2（縮小）
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	6676-3	宣徳通宝　98枚組　一部生拓付メンチ入　針穴ス穴は５枚程度、ヒビ割れは無し
	 	 下見して下さい（返品不可）	 佳〜上	 ¥190,000

	6676-4	明銭12種計120枚組（大中、洪武、宣徳、弘治、嘉靖、萬暦、天啓、崇禎、隆武、利用、昭武、永暦）
	 	 下見して下さい（返品不可）	 並〜上	 ¥96,000

6676-3（縮小）

6676-4（縮小）
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	6677	 大明通宝　背右帥	 佳〜上	 ¥12,000
	6678	 大明通宝　背上戸	 少湯不足有　佳	 ¥5,000

	6679	 泰昌通宝４種組（無背細縁、濶縁、背星、背月）	 上〜美	 ¥12,000

	6680	 天啓通宝　背上十		23.2g	 輪当り有　佳	 ¥5,000

	6681	 隆武通宝４種組（断画、背星、背戸含む）	 佳〜上	 ¥12,000

	6682	 利用通宝２種組（縦一分、横一分）	 上	 ¥10,000

	6683	 背五厘２種組（利用通宝［針穴１］、興朝通宝）	 佳	 ¥5,000

6679

6681

6682

6683

6677 6678

6680
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	6684	 康熙通宝２種組（満漢同淅江手、満漢台）	 佳	 ¥5,000

	6685	 雍正通宝　宝泉局２種組（ム幺背出頭、マ頭単点通）	 佳	 ¥5,000

	6686	 雍正通宝　宝泉局２種組（マ頭単点通　大濶縁、マ頭単点通　小様）	 佳	 ¥5,000

	6687	 雍正通宝　宝泉局２種組（ム幺、民鋳［少磨き］）	 佳	 ¥5,000

	6688	 雍正通宝　宝源局２種組（重点短宝、く幺長通）	 佳	 ¥5,000

	6689	 雍正通宝　宝源局　ソ幺　２枚組	 佳	 ¥5,000

6684

6685

6686

6687

6688

6689
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	6690	 雍正通宝　宝源局２種組（重点長宝、ム幺広通）	 佳	 ¥5,000

	6691	 雍正通宝　２種組（宝晋局　斜晋、宝河局）	 佳･並	 ¥5,000

	6692	 雍正通宝　宝安局２枚組	 佳	 ¥6,000

	6693	 雍正通宝　宝蘇局２枚組	 佳	 ¥6,000

	6694	 雍正通宝　宝浙局　コ頭重点通　３枚組	 佳	 ¥9,000

	6695	 雍正通宝　宝昌局２枚組	 佳	 ¥6,000

6690

6691

6692

6693

6695

6694
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	6696	 雍正通宝　宝黔局３枚組	 佳	 ¥9,000

	6697	 雍正通宝　宝雲局３枚組	 佳	 ¥6,000

	6698	 乾隆通宝　宝晋局　背広穿大字		23.42mm		4.02g　（清朝銭図説7E-07）	 佳	 ¥5,000
	6699	 乾隆通宝　宝南局　大制銭同類　26.22mm		4.25g	（清朝銭図説7K-13）	 上	 ¥10,000
	6700	 乾隆通宝　宝雲局　四字背原品　26.31mm		4.48g	（清朝銭図説7Q-17）	 佳	 ¥10,000

	6701	 乾隆通宝　宝浙局２種組（正隆、金隆）	 佳	 ¥5,000

	6702	 清朝銭２種組（乾隆通宝　宝川局　大宝川、嘉慶通宝　宝東局　寿銭）	 佳	 ¥5,000

	6703	 道光通宝　宝黔局２種組（穿上大、穿下匕）	 佳	 ¥5,000

6696

6697

6698 6699 6700

6701

6702

6703
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	6704	 道光通宝　天下太平　37.4mm		26.55g	厚3.2mm	 上	 ¥5,000

	6705	 咸豊重宝　宝泉局　当五十　46.4mm		45.9g［咸譜10A-267］	 上	 ¥5,000

	6707	 咸豊元宝　宝泉局　当千　61.5mm		85.4g		厚4.5mm［咸譜10A-300］	 佳	 ¥10,000

	6706	 咸豊元宝　宝泉局　当五百　56.3mm　58.7g［咸譜10A-291］	 上	 ¥10,000

※咸豊銭の明細末尾にある［  ］内の数字は『咸豊泉譜』の分類番号です。

6704

6705

6706

6707
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	6708	 咸豊元宝　宝河局　当百　49.8mm　52.5g［咸譜10F-12］	 上	 ¥10,000

	6709	 咸豊元宝　宝河局　当百　48.3mm　54.1g［咸譜10F-12］	 佳	 ¥8,000

	6710	 咸豊元宝　宝鞏局　当百　53.8mm　46.2g［咸譜10J-27］	 上	 ¥20,000

	6711	 咸豊元宝	宝蘇局	当百	56.0g［咸譜10K-84］、咸豊重宝	宝蘇局	当十	17.9g［咸譜10K-44］２種組	佳	 ¥15,000

6708

6709

6710

6711
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	6712	 咸豊元宝　宝蘇局　当百　59mm　54.5g［咸譜10K-92］	 上	 ¥5,000

	6713	 咸豊重宝　宝昌局　当五十　51.4mm　45.3g［咸譜10N-12］	 上	 ¥5,000

	6714	 咸豊重宝　宝昌局　当五十　51.0mm　41.9g［咸譜10N-12］	 佳	 ¥5,000

	6715	 咸豊重宝　宝昌局　当五十　51.2mm　47.7g［咸譜10N-12］	 佳	 ¥5,000

6712

6713

6714

6715
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	6716	 咸豊通宝　宝福局　当二十　46.5mm		38.2g［咸譜10P-25］	 上	 ¥5,000

	6717	 咸豊通宝　宝福局　当五十　57.4mm		104.9g［咸譜10P-26］	 輪ホツレ有　佳	 ¥6,000

	6718	 咸豊通宝　宝福局　当百　70.8mm		182.3g［咸譜10P-28］	 輪少ホツレ有　上	 ¥50,000

	6719	 咸豊重宝　宝福局　当十　37.0mm		20.2g［咸譜10P-32］	 上	 ¥5,000

6716

6717

6718

6719
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	6720	 咸豊重宝　宝武局　当五十　49.6mm		39.5g［咸譜10R-21］	 上	 ¥12,000

	6721	 咸豊重宝　宝川局　当五十　49.9mm		42.5g［咸譜10V-27］	 佳	 ¥18,000

	6722	 咸豊重宝　伊犂局　当四　34.6mm　13.6g［咸譜10b-05］	 錆　上	 ¥5,000
	6723	 咸豊元宝　伊犂局　当百　51.2mm　39.2g［咸譜10b-12］	 青錆　上	 ¥10,000

	6724	 咸豊元宝　アクス局　当百　小字短宝　41.4mm　19.2g［咸譜10c-12］	 上	 ¥20,000

6720

6721

6722

6723

6724
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	6725	 咸豊元宝　アクス局　当百　40.4mm　18.4g［咸譜10c-12］	 上	 ¥30,000
	6726	 咸豊重宝　ヤルカンド局　当五十　36.0mm　11.6g［咸譜10e-03］	 上	 ¥30,000

	6727	 同治通宝　宝晋局　官鋳希少品　22.49mm		3.69g	 佳	 ¥5,000

	6728	 同治通宝　伊犂局　当十　大字　33.57mm		13.98g	 佳	 ¥10,000
	6729	 同治通宝　伊犂局　当十　小字　厚肉薄錆　34.55mm		15.90g	 上	 ¥17,000

	6730	 光緒通宝　宝東局　穿上金	 上	 ¥5,000
	6731	 光緒通宝　天下太平　47mm		39.6g	 輪打ち傷　少焼け　佳	 ¥25,000

	6732	 太平天国　縦聖宝	 佳	 ¥5,000
	6733	 中国絵銭　車輪型	 輪ゴム付着　上	 ¥3,000
	6734	 中国絵銭　貨泉　両面銭	 佳	 ¥5,000

6725 6726

6727

6728 6729

6730

6731

6732
6733 6734
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	6735	 中国絵銭　千金日入	 上	 ¥12,000
	6736	 中国絵銭　護心長寿　38.8g	 美	 ¥12,000

	6737	 中国絵銭（新）　変型　福禄字銭　38.2g	 佳	 ¥5,000
	6738	 中国絵銭（新）　２種組（橋楽天　35.3g、武士と馬　15.6g）	 佳	 ¥5,000

	6739	 中国絵銭　空楼銭　２枚組	 佳	 ¥8,000

6735 6736

6737

6738

6739
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	6740	 中国絵銭　52×41mm		28.7g	 佳	 ¥4,000
	6741	 中国絵銭　63.8×51mm		46.6g	 上	 ¥5,000

	6742	 中国絵銭　46.9mm		22.4g	 上	 ¥5,000
	6743	 中国絵銭　42.7mm		16.7g	 上〜美	 ¥5,000

	6744	 中国絵銭　52.1mm		38.2g	 上	 ¥5,000

	6745	 中国絵銭　50.7mm		28.5g	 上	 ¥5,000

6740 6741

6742 6743

6744

6745
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	6746	 中国絵銭　51.4mm		39.1g	 美	 ¥5,000

	6747	 中国絵銭　42mm		18.8g	 美	 ¥5,000
	6748	 中国絵銭　56.4×39mm		19.2g	 上	 ¥5,000

	6749	 中国絵銭　63.6×38.8mm		13g	 佳	 ¥3,000
	6750	 中国絵銭　55.1×38.8mm		19.9g	 上	 ¥5,000

－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）　

6746

6747

6748

6749 6750
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	6751	 中国絵銭　68×42.6mm		28.7g	 上	 ¥6,000

	6752	 中国絵銭か？　風花雪月　67.5mm		126g	 上〜美	 ¥10,000

	6753	 中国絵銭　光緒通宝　天下太平　白銅　47.4mm		34.0g	 美	 ¥5,000
	6754	 中国絵銭　嘉慶通宝　天下太平　63.5mm		130g	 上	 ¥5,000

6751

6752

6753

6754
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	6755	 中国絵銭　龍鳳星祥　福寿　60.6mm		102g	 上	 ¥5,000

	6756	 中国絵銭　独占鰲頭　月中折桂　55.5mm		28g	 美	 ¥5,000

	6757	 中国絵銭３種組（康熙重宝　龍鳳		56.0g、咸豊通宝　一統天下		41.5g、乾隆通宝　天下太平	33.6g）	上〜美	 ¥6,000

6755

6756

6757
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	6758	 中国絵銭２種組（指日高升　魁星点斗		55.7g、指日高升　福隨在邇		31.4g）	 美	 ¥5,000

	6759	 中国絵銭　長命富貴　富寿　57mm		62.3g	 上〜美	 ¥5,000

	6760	 中国絵銭　天興厥福　其徳乃昌　49mm		30.2g	 美	 ¥5,000
	6761	 中国絵銭　五福　封神公　48mm		27.4g	 美	 ¥5,000

6759

6760 6761

6758
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	6762	 中国絵銭　天下太平　十二支　54.5mm		51.7g	 上	 ¥5,000

	6763	 中国絵銭２種組（寿南　52.5mm		40.3g、十全老人　48mm		33.8g）	 美	 ¥5,000

	6764	 中国絵銭２枚組（張仙送子　平安如意　66.4g　厚4.8mm、二十四福　二十四寿　44.5mm		20.2g）	美	 ¥5,000

6762

6763

6764
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	6765	 中国絵銭２種組（護法天王　光背　57mm		78.6g、鶴鹿同春　70mm		122.4g）	 上	 ¥5,000

	6766	 中国絵銭２種組（持戟将軍　背馬　42.5mm、趙将李牧　背将馬　28.6mm）	 佳･美	 ¥5,000

6765

6766



－ 136 －

	6767	 中国絵銭新含む６種組（観音大士長命富貴　観音　60mm、呂仙洞賓　30.8mm、符咒　本命星官狗　41mm、
	 	 淳化仏像　24mm、太平通宝　富百　28.5mm、周元通宝　羅漢降虎　38.7g）	 佳〜美	 ¥5,000

	6768	 中国絵銭　洪武通宝　65.63mm　103.4g	 上	 ¥5,000

6768

6767（縮小）
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	6769	 中国絵銭　正徳通宝　龍鳳　72.0mm　105.7g	 上	 ¥5,000

	6770	 中国絵銭　周通元宝　65.9mm　85.3g	 上	 ¥5,000

	6771	 中国絵銭　萬暦通宝　96.7mm　199.1g	 上	 ¥5,000

6769

6770

6771
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	6772	 中国絵銭　天后座鎮　雷局　75.1mm　厚8.9mm　268.0g	 美	 ¥5,000

	6773	 中国絵銭　春図　背十二支　鉄銭　69.7g	 並	 ¥10,000
	6774	 中国絵銭　周通元宝　仏と虎　21.3g	 上	 ¥7,000

	6775	 中国絵銭　周通元宝　人と竜	 リング付　佳	 ¥5,000
	6776	 中国絵銭　周通元宝　龍鳳	 上	 ¥5,000
	6777	 中国絵銭　周元羅汗面仏	 上	 ¥5,000

	6778	 中国絵銭　面馬背人物　16.6g	 上	 ¥5,000

6772

6773

6774

6775 6776 6777

6778
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	6779	 中国絵銭　面三人背龍と戦　37.0g	 佳〜上	 ¥10,000
	6780	 中国絵銭　春夏秋冬　背十二支　49.5g	 美	 ¥10,000

	6781	 中国絵銭　万病不侵　47.8g	 佳	 ¥5,000

	6782	 中国絵銭　透かし彫り銀飾り　花鳥両面彫り　一対　総重量	167.5g	 美	 ¥50,000

6779 6780

6781

6782（60％大）
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	6783	 中国絵銭（新）　長命富貴　背金玉満堂　35.0g	 佳	 ¥4,000

	6784	 中国絵銭（新）　劉海戯金蟾　63.7g	 佳	 ¥5,000

	6785	 中国絵銭（新）　宝七福神　63.6g	 佳	 ¥4,000

－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）　

6783

6784

6785
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	6786	 中国絵銭（新）７枚組（風花雪月　背秘図）　下見して下さい	 佳〜上	 ¥3,000

	6787	 中国絵銭16枚組（一部新含む）　下見して下さい	 佳〜上	 ¥10,000

6786

6787
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	6788	 高麗　開元通宝	 内郭少難　佳〜上	 ¥8,000
	6789	 朝鮮通宝　八分書　大様	 上	 ¥8,000
	6790	 乾元重宝　背東国　鉄銭	 佳	 ¥20,000

	6791	 常平通宝　背戸水一　母銭	 美	 ¥5,000
	6792	 常平通宝　母銭　２枚組	 佳〜上	 ¥12,000

	6793	 常平通宝　昌一　二連母銭	 極美	 ¥12,000

	6795	 朝鮮別銭　太平安楽　寿富多男　大型　赤銅　44.3mm　24.0g	 佳	 ¥5,000

	6794	 常平通宝２種組（当百［上］、訓土三　母銭［美］）	 	 ¥5,000

6788 6789 6790

6791

6793

6795

6792

6794
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	6796	 常平通宝　当一銭コレクション計374枚（母銭1枚、重文銭２枚、手変り６枚含む）
	 	 落札者には1973年版『韓国貨幣カタログ』もプレゼント。　下見して下さい（返品不可）	 並〜美	 ¥40,000

	6797	 朝鮮絵銭（新含む）14枚組　下見して下さい（返品不可）	 佳〜上	 ¥3,000

6797

6796（縮小）
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	6798	 大治元宝　結び大治	 上	 ¥10,000
	6799	 景興通宝　背三	 佳	 ¥10,000
	6800	 景興通宝　背山南	 佳	 ¥5,000

	6801	 景興通宝　背山西　コ頭通	 佳	 ¥5,000
	6802	 景興通宝　背北	 少錆　佳	 ¥10,000
	6803	 景興通宝　背太	 並/佳	 ¥5,000

	6804	 景興通宝　背下帛	 佳	 ¥5,000
	6805	 景興通宝　背上星　篆書	 薄ヒビ有　佳〜上	 ¥3,000
	6806	 景興通宝　背右星　篆書	 佳	 ¥5,000

	6807	 景盛通宝　両面銭　逆背	 上	 ¥5,000
	6808	 不知　安南　金帯通宝　23.2mm　2.65g	 佳	 ¥50,000

－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）　

6798 6799 6800

6801 6802 6803

6804 6805 6806

6807 6808


