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	8001	 オーストラリア　ソヴリン金貨　1884Ｓ　女王　KM７	 輪小当　VF～EF	 ¥32,000	
	8002	 オーストリア　100コロナ金貨　1908　雲上の女神　KM2812　NGC　PF　Details obv Rim Filed 
   袋ズレ　PF	極	 ¥370,000	
	8003	 カナダ　10ドル金貨　1914　ジョージ５世　KM27　PCGS（MS63+）	 UNC	 ¥120,000	

 ★中　国	 	 	

第４部　外国貨幣
231 ロット　９月 27 日（日） 午前９時〜

	8004	 パンダ　10元金貨（1/10オンス）　1987　KM163　返品不可	 UNC	 ¥14,000	
	8005	 パンダ　10元金貨（1/10オンス）　1988　KM184　返品不可	 PF	UNC	 ¥15,000	
	8006	 パンダ　５元金貨（1/20オンス）　1990　KM268　返品不可	 UNC	 ¥8,000	

	8007	 フランス　20フラン金貨　1814Ａ　ルイ18世　KM706.1　Fr525	 VF	 ¥22,000	
	8008	 英国　1/2ソヴリン金貨　1912　ジョージ５世　KM819　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥30,000	
	8009	 南アフリカ　ソヴリン金貨　1931　KMＡ22　PCGS（MS63）	 AU～UNC	 ¥50,000	

	8010	 フランス　１00フラン金貨　1886Ａ　エンゼル　KM832	 縁軽当　EF	 ¥150,000	

8001

8002

8004 8005
8006

8007 8008

8003

8009

8010
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 ★米　国	 	 	

	8013	 ポルトガル　1000レイス金貨　1855　ペドロ５世　KM495	 VF～EF	 ¥12,000	

 ★ブラジル	 	 	

	8011	 20ドル金貨　1908　立像　KM127	 EF＋	 ¥150,000	
	8012	 ２1/2ドル金貨　1911　インディアン　KM128	 VF	 ¥15,000	

	8014	 20000レイス金貨　1725　KM117　PCGS　Genuine　Filed　Rims-AU　Details	 洗い　EF	 ¥500,000	
	8015	 10000レイス金貨　1889　女神　KM496　PCGS（AU55）	 EF	 ¥88,000	

	8016	 メキシコ　８エスクード金貨　1857Ｃ　KM383.2　PCGS（AU55）	 EF	 ¥170,000	
	8017	 カナダ　10ドル金貨　1912　ジョージ５世　KM27　PCGS（MS62）	 AU～UNC	 ¥130,000	

	8018	 デンマーク　20クローナ金貨　1900　KM791.2　PCGS（MS62）	 AU～UNC	 ¥60,000	
	8019	 イタリア　100リレ金貨　1931Ｒ（YrⅨ）　KM72　PCGS（MS63）	 AU～UNC	 ¥165,000	
	8020	 ブータン　５セルトーム金貨　1966　国王即位40周年　KM35　PCGS（PR64CAM）	 PF	UNC	 ¥270,000	

8011

8012

8013

8014

8015

8016
8017

8018 8019
8020
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	8021	 ギリシャ　20ドラクマ金貨　1970　革命記念　KM92　PCGS（MS67）	 FDC	 ¥73,000	
	8022	 アイボリーコースト　25フラン金貨　1966　KM３　NGC（PR65UC）	 PF	UNC	 ¥49,000	
	8023	 米国　10ドル金貨　2008　Ａ・ジャクソン　KM432　PCGS（PR70DCAM）	 PF	UNC	 ¥120,000	

	8024	 オーストラリア　ソヴリン金貨　1894Ｍ　女王　KM13	 袋ズレ　EF	 ¥35,000	
	8025	 オーストリア　200シリング金貨（1/10オンス）　1993　KM3004	 UNC	 ¥15,000	
	8026	 ベリーズ　100ドル金貨　1976　マヤのシンボル　KM52	 PF	UNC	 ¥14,000	
	8027	 カナダ　５ドル金貨（1/10オンス）　1991　メープル　KM188	 UNC	 ¥15,000	

	8028	 フランス　５フラン金貨　1854Ａ　KM787.2	 VF	 ¥5,000	
	8029	 リベリア　20ドル金貨　1997　ダイアナ追悼　KM未載　純金（1.27ｇ）	 PF	UNC	 ¥5,000	
	8030	 南アフリカ　1/4オンス金貨　1982　KM106	 EF	 ¥35,000	
	8031	 トーゴ　1000フラン金貨　2004　翼の女神　KM27	 PF	UNC	 ¥5,000	
	8032	 ニカラグア　金メダル　N.D　1.4ｇ×（90％）　政治指導者	Ｊ．Ｆ．ケネディ	 軽スレ　AU	 ¥5,000	

 ★ブラジル	 	 	

	8033	 960レイス　1820Ｂ　KM326.2	 小傷有　VF	 ¥4,000	
	8034	 4000レイス　1900　発見400年　KM502.2	 面軽腐食有　EF	 ¥40,000	

8021 8022
8023

8024 8025
8026

8027

8028 8029
8030

8031 8032

8033

8034
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	8035	 チリ　１ペソ　1855　コンドル　KM129	 VF	 ¥12,000	
	8036	 フランス　５フラン　1824Ｉ　ルイ18世　KM711.6	 Ｆ～VF	 ¥4,000	

	8037	 ポルトガル　１エスクード　1915　KM564	 面少コスレ　EF	 ¥5,000	
	8038	 スペイン　20レアル　1854　イザベラ女王　KM593.3	 VF	 ¥12,000	

 ★スイス	 	 	

	8039	 ５フラン　1874Ｂ　女神座像　KM11	 VF	 ¥12,000	
	8040	 チューリヒ　40バッツェン　1813Ｂ　KM190	 VF＋	 ¥20,000	

 ★ドイツ	 	 	

	8041	 ヘッセン・ダルムシュタット　５マルク　1904　KM373	 EF	 ¥16,000	
	8042	 プロイセン　５マルク　1901　王国200周年　KM526	 面軽コスレ　UNC	 ¥8,000	
	8043	 ザクセン・ワイマール・アイゼナハ　５マルク　1908Ａ　イエナ大学　KM220	 微スレ　UNC	 ¥20,000	

8035 8036

8037 8038

8039 8040

8041 8042 8043
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 ★東ドイツ	 	 	

	8044	 20マルク　1967　フンボルト　KM18.1	 UNC	 ¥7,000	
	8045	 10マルク　1979　フォイエルバハ　KM73	 UNC	 ¥6,000	

	8046	 20マルク　1979　レッシング　KM74	 UNC	 ¥7,000	
	8047	 20マルク　1983　ルター　KM94	 AU～UNC	 ¥25,000	

	8048	 オーストラリア　クラウン　1938　KM34	 VF	 ¥5,000	

	8050	 ５フラン　1850Ａ　セレス　KM761.1	 輪当　VF＋	 ¥5,000	
	8051	 ５フラン　1876Ａ　三人像　KM820.1	 EF＋	 ¥4,000	

	8049	 ベルギー領コンゴ　50フラン　1944　象　KM27	 小傷有　VF	 ¥4,500	

 ★フランス	 	 	

8044 8045

8046 8047

8048

8049

8050 8051
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 ★英　国	 	 	

	8052	 バンクダラー　1804　ジョージ３世　KM-Ｔｎ１	 トーン　VF＋	 ¥40,000	

	8053	 クラウン　1890　ジュビリー　KM765	 傷・腐食有　VF	 ¥4,000	
	8054	 クラウン　1887　ジュビリー　KM765	 面小コスレ　EF	 ¥6,000	

 ★ドイツ	 	 	

	8055	 ババリア　３マルク　1911Ｄ　KM998	 EF	 ¥3,000	
	8056	 ザクセン　３マルク　1913Ｅ　KM1275	 AU～UNC	 ¥3,500	

	8057	 ポルトガル　１エスクード　1915　KM564	 EF	 ¥5,000	

 ★米　国　	 	 	

	8058	 １ドル　1860Ｏ　女神座像　KM71	 足下に小傷　VF	 ¥15,000	

8052

8053 8054

8055 8056

8057

8058
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	8059	 モルガンダラー　1883ＣＣ　KM110　NGC（MS63）	 財務省黒箱入　UNC	 ¥10,000	
	8060	 モルガンダラー　1884ＣＣ　KM110　NGC（MS64）	 財務省プラケース入　UNC	 ¥10,000	

	8061	 イタリア　10リレ　1927Ｒ　KM68.2　PCGS（XF40）	 VF	 ¥5,000	

	★スイス射撃祭	 	 	

	8062	 チューリヒ　５フラン　1872　KMS11	 磨き　VF＋	 ¥10,000	
	8063	 ベルン　５フラン　1885　KMS17	 洗い・小スレ　EF	 ¥10,000	

	8064	 シュヴィーツ　５フラン　1867　KMS９	 洗い　VF＋	 ¥10,000	

	8065	 グアテマラ　１ペソ　1894　女神座像　KM210	 洗い　EF	 ¥5,000	

8059 8060

8061

8062 8063

8064

8065
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 ★ロシア	 	 	

	8066	 １ルーブル　1913　ロマノフ王朝300年　Ｙ70	 VF	 ¥5,000	
	8067	 １ルーブル　1818ЛＣ　Ｃ130	 ＶＧ	 ¥3,500	

 ★スイス射撃祭	 	 	

	8068	 ニドヴァルデン　５フラン　1861　KMS６　PCGS（MS63）	 AU～UNC	 ¥30,000	
	8069	 ラショードフォン　５フラン　1863　KMS７　PCGS（MS63）	 EF	 ¥25,000	

	8070	 フリブルク　５フラン　1881　KMS15　PCGS（MS63）	 AU	 ¥12,000	
	8071	 ベルン　５フラン　1885　KMS17　PCGS（MS63）	 面軽スレ　AU～UNC	 ¥15,000	

	8072	 米国　モルガンダラー　1884Ｏ　KM110	 UNC	 ¥4,000	

 ★カナダ	 	 	

	8073	 １ドル　1935　治世25年　KM30　PCGS（MS64）	 UNC	 ¥5,000	

8066 8067

8068 8069

8070 8071

8072

8073
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	8074	 １ドル　1936　KM31　PCGS（MS64）	 少袋ズレ　UNC	 ¥4,000	
	8075	 １ドル　1937　KM37　PCGS（MS63）	 軽袋ズレ　UNC	 ¥4,000	

	8076	 １ドル　1938　KM37　PCGS（MS62）	 AU	 ¥12,000	
	8077	 １ドル　1939　KM38　PCGS（MS63）	 UNC	 ¥2,500	

	8078	 １ドル　1945　KM37　PCGS（MS63）	 軽スレ　AU	 ¥20,000	
	8079	 １ドル　1946　KM37　PCGS（MS62）	 EF＋	 ¥7,000	

	8080	 １ドル　1947　KM37　PCGS（MS62）	 EF＋	 ¥10,000	
	8081	 １ドル　1948　特年　KM37　PCGS（MS63）	 AU	 ¥45,000	

－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）　

8074 8075

8076 8077

8078 8079

8080 8081
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	8082	 １ドル　1949，50，52　各PCGS（MS62），1951（Genuine Cleaned UNC Detail）　４点組
	 	 	 AU/UNC	 ¥7,500	

	8083	 １ドル　1953　PCGS（MS63），54（MS63），55（MS63），56（MS61），57（MS64）
	 	 ５点組	 AU/UNC	 ¥6,500	

8082

8083
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	8084	 １ドル　1958　PCGS（MS63），59（MS63），60（MS62），61（AU58），62（MS63）
	 	 ５点組	 AU/UNC	 ¥6,000	

	8085	 １ドル　1963，64，65，66，67　（銀貨５点組）	 AU/UNC	 ¥4,000	

8084

8085
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 ★中　国（LotNo.8086〜8113は返品不可）	 	 	

	8086	 袁世凱　壱円　民国10年　Ｙ329	 面小当　EF	 ¥4,000	
	8087	 孫文開国記念　壱円　ND　Ｙ318ａ	 面小青錆　EF	 ¥4,000	

	8088	 孫文開国記念　壱円　ND　Ｙ318ａ	 VF	 ¥5,000	
	8089	 孫文　ジャンク壱円　民国23年　Ｙ345	 VF	 ¥5,000	

	8090	 北洋造　光緒元寶　七銭二分　34年　Ｙ73　（２枚組）	 輪当・磨き　VF	 ¥10,000	

	8091	 四川銀幣　壱円　民国元年　Ｙ456　（２枚組）	 VF	 ¥12,000	

	8092	 孫文　ジャンク壱円　民国23年　Ｙ345	 VF＋	 ¥5,000	

8086 8087

8088 8089

8092

8090

8091
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	8093	 袁世凱　壱円　民国３年　Ｙ329　（２枚組）　［１枚・小傷有］	 Ｆ/VF	 ¥9,000	

	8094	 袁世凱　壱円　民国９年　Ｙ329	 トーン　AU	 ¥6,000	
	8095	 広東省　光緒元寶　七分二厘　ND　Ｙ200　PCGS（MS62）	 AU	 ¥4,000	

	8096	 袁世凱　壱円　民国10年　Ｙ329	 洗い　VF	 ¥4,000	
	8097	 袁世凱　壱円　民国３年　Ｙ329	 磨き・腐食有　VF	 ¥4,000	

	8098	 四川銀幣　壱円　民国元年　Ｙ456　	 Ｆ～VF	 ¥5,000	
	8099	 雲南省　半円銀幣　民国21年　Ｙ492	 小錆有　VF＋	 ¥4,000	

	8100	 チベット・四川省　１ルピー　（1902-11）　横花　Ｙ3.1　	 磨き　VF＋	 ¥4,000	

8100

8093

8098 8099

8096 8097

8094

8095
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	8101	 孫文開国記念　壱円　ND　Ｙ318ａ　（６枚組）	 VF/EF	 ¥15,000	

	8102	 袁世凱　壱円　民国３年　Ｙ329　（８枚組）	 Ｆ（１），VF（６），EF（１）	 ¥25,000	

	8103	 孫文　ジャンク壱円　民国23年　（３枚組）　「１枚・輪当」	 VF～VF＋	 ¥10,000	
	8104	 孫文　ジャンク壱円　民国22年　（３枚組）	 VF	 ¥15,000	

	8105	 袁世凱　中円　民国３年　（２枚組）　「１枚・糊付着」	 VF	 ¥20,000	

	8106	 北洋造　光緒元寶　七銭二分　34年　Ｙ73　（３枚組）	 洗い・磨き含む　VF	 ¥30,000	

8101

8102

8103 8104

8105

8106
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	8107	 造幣総廠　光緒元寶　七銭二分　ND　Ｙ14　（３枚組）　「２枚・荘印有」	 Ｆ（２），VF（１）	 ¥30,000	

	8108	 湖南省　二十文　ND　Ｙ400.7　ズレ打エラー	 Ｆ	 ¥4,000	
	8109	 奉天省　光緒元寶　十文　癸卯（1903）　Ｙ88　一年タイプ	 VF	 ¥10,000	
	8110	 奉天省　光緒元寶　十文　癸卯（1903）　Ｙ89	 VF	 ¥5,000	

	8111	 奉天省　光緒元寶　十文　甲辰（1904）　Ｙ89	 VF	 ¥5,000	
	8112	 奉天省　光緒元寶　二十文　甲辰（1904）　Ｙ90	 汚れ　Ｆ～VF	 ¥4,000	
	8113	 四川省　弐百文　民国２年　Ｙ459.1	 VF	 ¥4,000	

	8114	 カンボジア　10サンチーム　1860　KM43	 面軽錆・軽スレ　EF	 ¥4,000	

	8115	 フランス　10サンチーム　1880Ａ　セレス　KM815	 EF	 ¥4,000	

8107

8108 8109 8110

8111

8112

8113

8114

8115



－ 160 －

	8116	 アイルランド　１ペニー　1822　KM151　	 Ｆ＋	 ¥1,000	

	8117	 イタリア　10センテシミ　1894　KM27.2	 EF＋	 ¥4,000	
	8118	 モナコ　デシーム　1838　KM97	 VF	 ¥4,000	

	8119	 ニュージーランド　ペニー　ND（1881）　マオリ/風景　KM-Ｔｎ49	 VF～EF	 ¥5,000	
	8120	 セント・ヘレナ　1/2ペニー　1821　KM４	 EF	 ¥5,000	

	8121	 サラワク　１セント　1884　KM６	 EF＋	 ¥5,000	
	8122	 セルビア　10パラ　1863　KM３	 軽磨き　EF	 ¥4,000	
	8123	 南アフリカ　ペニー　1892　KM２	 AU	 ¥4,000	

	8124	 ウルグアイ　40センテシミ　1857　KM10	 VF	 ¥3,000	

8116

8117
8118

8119 8120

8121 8122 8123

8124
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	★英　国	 	 	

	8125	 シリング　1787　ジョージ３世　KM607.2	 VF/VF＋	 ¥4,000	
	8126	 ペニー　1853　女王　KM739	 小錆有　VF～EF	 ¥4,000	

	8127	 ロシア　５カペイク　1802ＥＭ　Ｃ115.1	 VF＋	 ¥8,000	

	8128	 ウルグアイ　40センテシモ　1857　KM10	 VF～EF	 ¥3,500	
	8129	 ローマ教皇領　５バイオッキ　1850Ｒ　KM1356	 VF	 ¥4,000	

	8130	 オーストリア　２シリング（記念貨）1928～1937　KM2843～2859　（10種組）	 EF～AU	 ¥16,000	

8125
8126

8127

8128 8129

8130
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 ★仏領インドシナ	 	 	

	8131	 20サンチーム　1885　KM３	 VF＋	 ¥3,000	
	8132	 20サンチーム　1911　KM10	 錆跡有　EF	 ¥3,000	
	8133	 20サンチーム　1914　KM10	 小スレ　UNC	 ¥5,000	

	8134	 20サンチーム　1916　KM10	 軽磨き　VF+	 ¥4,000	

 ★ドイツ	 	 	

	8135	 プロシア　３マルク　1911　ブレスラウ大学　KM531	 EF＋	 ¥5,000	
	8136	 ヴュルテンベルク　３マルク　1911　銀婚式　KM636	 UNC	 ¥5,000	

	8137	 ザクセン　５マルク　1907Ｅ　KM1266	 PF	AU	 ¥20,000	
	8138	 ザクセン　５マルク　1914Ｅ　KM1266	 EF＋	 ¥9,000	

	8139	 ワイマール　３マルク　1925Ｆ　ラインラント1000年　KM46	 VF～EF	 ¥3,000	
	8140	 ワイマール　３マルク　1929Ｅ　マイセン1000年　KM65	 VF	 ¥4,000	

8131 8132 8133

8134

8135 8136

8137 8138

8139 8140
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	★ソ連 	 	

	8141	 １ルーブル　1921　星章　Ｙ84	 EF＋	 ¥5,000	
	8142	 １ルーブル　1924　労働者　Ｙ90	 AU	 ¥5,000	

	8143	 セネガル　ジュトン銀　曳航会社　帆船/錨　ND（1860-80）　Gad２	 VF＋	 ¥7,000	
	8144	 アイスランド　２クローナ　1930　KM-Ｘ１	 VF＋	 ¥3,000	

 ★ドイツ	 	 	

	8145	 バーデン　２マルク　1902　治世50年　KM271　PCGS（MS61）	 トーン　EF	 ¥4,500	
	8146	 ババリア　２マルク　1911Ｄ　ルイトポルト生誕90年　KM997	 トーン　PF	UNC	 ¥14,000	
	8147	 ババリア　２マルク　1914Ｄ　KM1002	 EF	 ¥6,000	

	8148	 プロシア　３マルク　1911Ａ　ブレスラウ大学　KM531	 EF	 ¥5,000	

	8149	 プロシア　２，３マルク　1913Ａ　ナポレオン撃退　KM532＆534	 UNC/AU	 ¥5,000	

8141 8142

8143 8144

8145 8146 8147

8148

8149



－ 164 －

	8150	 プロシア　５マルク　1914Ａ　KM536	 EF	 ¥5,000	
	8151	 ザクセン　５マルク　1903Ｅ　KM1258	 VF	 ¥5,000	

	8152	 英国　ファージング　1881　女王　KM753	 AU	 ¥4,000	
	8153	 英領ホンジュラス　１セント　1926　KM19　NGC（AU58BN）　	 トーン　EF	 ¥4,000	
	8154	 ポルトガル　１エスクード　1928　KM578　GBCA（MS66）	 UNC	 ¥7,000	

	8155	 インド　１ルピー　1916（Ｂ），17（Ｂ），18（Ｂ），19（Ｂ），20（Ｂ）　KM524　（５点組）	 AU/EF	 ¥8,000	

	8156	 キューバ　スターペソ　1933　KM15.1	 VF+	 ¥4,000	
	8157	 グアテマラ　１ペソ　1894Ｈ　女神座像　KM210	 EF	 ¥4,000	

8150 8151

8152
8153

8154

8155

8156 8157
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	8158	 英国　貿易銀　１ドル　1930　KMＴ５	 EF	 ¥5,000	

 ★米　国	 	 	

	8159	 モルガンダラー　1921　KM110　（３枚組）	 EF/AU	 ¥6,000	

	8160	 ピースダラー　1922，23　KM150　（２枚組）	 AU/EF	 ¥4,000	

	8161	 キプロス　９ピアストル　1901　女王　KM６	 VF	 ¥4,000	

 ★英　国	 	 	

	8162	 1/2ペニー　1773　ジョージ３世　KM601	 VF	 ¥4,000	
	8163	 1/2クラウン　1893　オールド　KM782	 EF＋	 ¥8,000	

8158

8161

8159

8160

8162 8163
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	8164	 ロシア　50カペイク　1912　Ｙ58.2	 VF	 ¥4,000	
	8165	 シャム　虎の舌丁銀　124mm　（121ｇ）	 VF	 ¥6,000	

	8166	 ミニ金メタル　（８金）　各種16枚	 UNC	 ¥8,000	
	8167	 モンゴル　5000トグリク　2002　馬年　KM198　（長方形・銀貨）	 ケース入　PF	UNC	 ¥12,000	

	8168	 シンガポール　５オンス銀貨　1986　ハレー彗星　KM-XMB22	 PF	UNC	 ¥7,000	

8164

8165

8166（縮小）

8167（縮小）

8168
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	8169	 英領バージン諸島　カリブの秘宝　20ドル　1988　KM41～72　（銀貨25種）	ケース入　PF	UNC	 ¥23,000	
	8170	 クック諸島　大航海　50ドル　1988　KM-PA16　（銀貨25種）	 ケース入　PF	UNC	 ¥23,000	

	8171	 ジャマイカ　25ドル（特大銀貨）　1984　五輪・ランナー　KM116	 ケース入　PF	UNC	 ¥6,000	

	8172	 スイス　射撃祭　50フラン　2016　テチーノ　MH97ａ　NGC（PF69ULTRACAMEO）	 PF	UNC	 ¥9,000	

8169（縮小）

8170（縮小）

8171

8172



－ 168 －

	8173	 ジブラルタル　ピーターラビット　クラウン　1993　（銀貨６種入）　ケース劣化有	 PF	UNC	 ¥9,000	

	8174	 スペイン　1989　アメリカ発見500年　KM834-839　（銀貨６種）	 木製ケース入　PF	UNC	 ¥5,000	

	8175	 米国　ケネディ　50セント　1964-1993（年・ミント別80種揃い）アルバム入（書き込み有）
	 	 	 UNC/PF	UNC	 ¥23,000	

8173（縮小）

8175（縮小）

（縮小）
8174
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	8176	 ソ連　モスクワ五輪　５ルーブル（４），10ルーブル（２）1977　（銀貨６種入）	 UNC	 ¥5,000	

	8177	 スリナム　10000ＧＬ　2000　鷲，25000ＧＬ　2000　フクロウ　（紙幣２点組）	 UNC	 ¥4,000	

	8178	 ベリーズ　25ドル金箔札　1984　独立３周年	 UNC	 ¥3,000	

8176

8177

8178
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	8179	 フランス　50，100，200フラン札　1997/96　Ｐ157～159　（３枚組）	 UNC	 ¥5,000	

 ★ドイツ	 	 	

	8180	 ラウルベルク市　20マルク（アルミ箔札）　1922	 VF	 ¥4,000	

	8181	 ビーレフェルト市　500マルク（絹札）　1922	 AU	 ¥5,000	

	8182	 スイス　100フラン札　1973　子羊を抱く少年　Ｐ177　PMG-64	 UNC	 ¥8,000	

8179

8180

8181

8182
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	8183	 フランス　１00フラン札　（1976-79）　ピエール・コルネイユ　Ｐ149ｆ　PMG-63EPQ	 UNC	 ¥4,000	

	8184	 香港　１ドル札　1959　女王　Ｐ328ｂ　PMG-66EPQ	 UNC	 ¥3,000	

	8185	 イタリア　50000リレ　1992，10000リレ　1984，5000リレ　1985　（紙幣３点組）	 VF/UNC	 ¥3,000	

	8186	 フランス　100フラン　1993，50フラン　1992，20フラン　1993　（紙幣３点組）	 AU/EF	 ¥3,000	

－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）　

8183

8184

8185

8186
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	8187	 アケメネス朝ペルシャ　シグロス銀貨　546～450BC　Mitch104	 Ｆ	 ¥6,300	

 ★インド　　	 	 	

	8188	 コーサラ国　1/4サタマナ銀貨　500～470BC　Mitch3856	 Ｆ～VF	 ¥6,300	
	8189	 アヴァンチ国　1/2カルシャパナ銀貨　400～312　魚と獅子　Mitch4096	 Ｆ～VF	 ¥6,300	
	8190	 マウリア帝国　１カルシャパナ銀貨　297～272BC　ビンビサーラ王　Mitch4162	 Ｆ～VF	 ¥5,000	
	8191	 マウリア帝国　１カルシャパナ銀貨　272～232BC　アショーカ王　Mitch4178	 Ｆ～VF	 ¥5,000	
	8192	 サウラシュトラ国　１ユニット銀貨　150～50BC　ヴァッツア型	 Ｆ～VF	 ¥5,000	
	8193	 バーミャン・月氏国　オボル銀貨　１～45　へライオス王　Mitch2840	 洗い　VF	 ¥7,300	

 ★ササン朝ペルシャ	 	 	

	8194	 ペローズ　ドラクマ銀貨　457～483　Mitch994	 Ｆ～VF	 ¥6,500	
	8195	 カワード１世　ドラクマ銀貨　524　Mitch1024	 磨き　Ｆ＋	 ¥6,000	

	8196	 ホスロー２世　ドラクマ銀貨　621　ホスロー２世　Mitch1125	 VF＋	 ¥6,500	
	8197	 ペルシャ・タバリスタン　1/2ドラクマ銀貨　780～794　不明王　Mitch1388	 VF	 ¥6,500	

 ★フランス王国	 	 	

	8198	 フィリップ６世　Gros　Tournois　1341-1350　Dup263	 腐食有　Ｆ～VF	 ¥6,300	
	8199	 アンリ２世　Douzain銀貨　1551　トロワ鋳　Dup997	 Ｆ～VF	 ¥6,000	
	8200	 アンリ３世　Douzain銀貨　1576　トロワ鋳　Dup1140	 Ｆ	 ¥6,000	
	8201	 ドーフィネ司教区　Denier銀貨　12～13世紀　双頭の鷲	 VF	 ¥5,300	

8187

8188 8189 8190 8191 8192 8193

8194 8195

8196
8197

8198 8199 8200

8201
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	8202	 アンジュー伯領　Denier銀貨　1109-1129　フルク５世	 Ｆ	 ¥5,500	
	8203	 プロヴァンス伯領　Denier銀貨　1222-1249　レーモン７世	 縁欠有　Ｆ～VF	 ¥6,000	
	8204	 プロヴァンス伯領　Denier銀貨　1249-1271　アルフォンス伯	 腐食有　Ｆ＋	 ¥6,000	
	8205	 アングレーム伯領　Denier銀貨　1250-1270　ユーグ12世	 Ｆ～VF	 ¥6,000	

	8206	 プロヴァン伯領　Denier銀貨　1201-1253　チボー４世	 Ｆ＋	 ¥6,000	
	8207	 オーストリア・ウイーン市　ペニヒ銀貨　1251-1261　オットカール２世	 Ｆ＋	 ¥5,000	
	8208	 ドイツ・レーゲンスブルク市　ペニヒ銀貨　1231-1240　オットー２世　鳥頭獅子	 Ｆ	 ¥6,000	
	8209	 イタリア・パヴィア市　Denaro銀貨　973-983　オットーネ２世	 Ｆ	 ¥5,500	

	8210	 バルト・リヴォ二ア騎士団　シリング銀貨　1424-1433　ルーテンベルク総長	 Ｆ	 ¥5,000	
	8211	 バルト・リヴォ二ア騎士団　シリング銀貨　1485-1494　ヨハン総長	 Ｆ/Ｆ＋	 ¥5,000	
	8212	 十字軍・アケーア公国　Denier銀貨　1316-1318　マオー女王	 Ｆ	 ¥5,600	
	8213	 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	 	 	

	8214	 スズダリ公国　デンガ銀貨　1426-1429　ダニエル公　鳥図	 少ズレ打　Ｆ～VF	 ¥6,800	
	8215	 モスクワ大公国　デンガ銀貨　1533-1547　イワン雷帝　馬上抜刀	 Ｆ～VF	 ¥5,000	
	8216	 ノブゴロド公国　１ノブゴロドフカ銀貨　1480-1505　イワン３世	 Ｆ～VF	 ¥6,900	
	8217	 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	 VF/Ｆ	 ¥5,000	
	8218	 ハンガリー　フォリス銅貨　1162-1163　アラブ様式	 VF	 ¥6,000	

	8219	 中央アジア・ホレズム帝国　大型Dirham銀貨　1200-1220　ムハンマド王　Mitch910	 Ｆ	 ¥5,800	
	8220	 セルジューク・ルム領　Dirham銀貨　1267　ホスロー３世　Mitch1001	 Ｆ～VF	 ¥5,500	
	8221	 金帳汗国　Dirham銀貨　1341-1348　ジャニベク汗　Mitch1523+	 Ｆ～VF	 ¥5,600	
	8222	 金帳汗国　Dirham銀貨　1358　バーディベク汗　Mitch1530	 マウント痕　Ｆ～VF	 ¥5,000	

8202 8203 8204 8205

8206 8207 8208 8209

8210 8211 8212 8213

8214 8215 8216 8217
8218

8219
8220

8221

8222
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 ★インド	 	 	

	8223	 ハルジ朝　タンカ銀貨　1296-1315　モハメド２世　Mitch2540	 Ｆ～VF	 ¥6,500	
	8224	 インドール　１ルピー銀貨　1869　太陽　KM76	 少錆　Ｆ＋	 ¥5,300	

	8225	 中央アジア・サーマン朝　マルチDirham（45mm）　976-997　ヌフ２世　Mitch728	 Ｆ～VF	 ¥8,300	

 ★中国茶業公司	 	 	

	8226	 ティーブリックマネー（紅茶製）　1949～　楼門図　185×117×20mm　Mitch4144+	 VF	 ¥7,400	
	8227	 ティーブリックマネー（緑茶製）　1949～　楼門図　185×117×20mm　Mitch4144+	 VF	 ¥8,300	

8226（縮小） 8227（縮小）

8223
8224

8225
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	8228	 メキシコ・アステカ帝国　斧型銅貨　1200-1520　133×81×３mm　Mitch5495+	 Ｆ＋	 ¥12,000	

 ★フランス	 	 	

	8229	 アッシニア札　25フラン　1796　Ｐ-Ａ83ｂ	 VF	 ¥5,500	

	8230	 アッシニア札　100フラン　1796　Ｐ-Ａ84ｂ	 VF	 ¥6,000

8231	 英国　クラウン銀貨　1889　女王　KM765	 EF	 ¥15,000

8229（縮小）

8231

8228（縮小）

8230（縮小）


