
「収集」１1月号不落  2020、11,4

「収集」１1月号不落品一覧です。お買上げご希望の方はお手数ですが
　必ずお電話で弊社までご連絡ください。11月9日（月）午前中迄受け付けます。

品番 品名 金額
3 旧５円金貨　明治６年 ¥220,000

15 旭竜20銭　明治４年　欠銭 ¥5,000
21 竜20銭　明治９年前期 ¥3,000
26 竜20銭　明治25年 ¥2,000
29 ハト10銭札　百枚束帯（1113） ¥28,000
30 八紘一宇10銭札　百枚束帯（１組） ¥28,000
39 ３次五円　＃53　補刷券（90万代） ¥7,800
40 ４次五円　＃95 ¥4,800
46 議事堂５円　昭和23年 ¥1,000
49 議事堂５円　昭和24年　２枚 ¥1,000
50 議事堂５円　昭和24年　２枚 ¥1,000
58 議事堂10円　秋田（24） ¥2,500
59 議事堂10円　秋田（24） ¥2,200
65 大正小額10銭　Ｔ７　＃97 ¥1,000
66 大正小額10銭　Ｔ７，８　＃124，207（計２） ¥1,200
67 大正小額10銭　Ｔ９，10　＃304，397（計２） ¥1,200
68 ４次100円　小田原（26） ¥2,000
69 ４次100円　小田原（26） ¥1,500
71 ４次100円　大阪（33）　２枚 ¥2,500
72 ４次100円　大阪（33） ¥1,000
80 議事堂10円　秋田（24） ¥3,000
81 議事堂10円　秋田（24） ¥2,000
82 大正小額　10銭　Ｔ７ ¥1,000
85 大正小額　10銭　Ｔ10 ¥1,000

105 桐１銭銅貨　Ｔ11 ¥1,000
116 現行50円　Ｓ44 ¥1,000
117 現行100円　Ｓ34 ¥1,000
118 現行100円　Ｓ36 ¥1,000
137 大正武内　五円 ¥50,000
150 桐１銭銅貨　昭和９年 ¥1,000
155 大型５銭白銅　大正７年 ¥1,800
157 龍10銭　明治29年 ¥1,100
159 龍10銭　明治39年 ¥1,200
161 旭10銭　明治44年 ¥1,500
163 白銅10銭　大正９年 ¥1,900
165 龍20銭　明治29年 ¥3,200
171 鳳凰50銭　昭和６年 ¥1,000
172 鳳凰50銭　昭和９年 ¥1,000
176 現行５円　昭和27年 ¥7,500
178 現行50円　昭和30年 ¥1,000
179 鳳凰100円　昭和33年 ¥1,000
185 旭竜20銭　明治３年 ¥1,200
193 神功皇后　壱円　＃279 ¥35,000
194 中央武内　五円 ¥35,000
195 漢数字壱円　＃62 ¥15,000
196 漢数字壱円　＃125 ¥10,000
203 藤原200円　＃２ ¥20,000
207 議事堂10円 ¥1,000
210 プルーフセット　東京五輪2020（１次）千円銀貨　「水泳」 ¥8,000
212 プルーフセット　東京五輪2020　2020（２次）千円銀貨「バドミントン」 ¥8,000
213 プルーフセット　東京五輪2020　2020（２次）千円銀貨「野球・ソフト」 ¥8,000
214 旭竜小型50銭　明治４年　２枚 ¥4,800
217 竜10銭　明治26年 ¥2,000
218 竜10銭　明治29年 ¥2,000
219 菊５銭白銅　明治23年 ¥2,500
222 龍20銭　明治18年 ¥3,000
223 龍20銭　明治20年 ¥2,500
224 龍20銭　明治24年 ¥2,500
228 龍10銭　明治29年 ¥2,000
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品番 品名 金額
229 １次百円　＃23 ¥5,000
232 高橋50円　Ｃ－Ｖ ¥1,600
236 １次百円　＃83 ¥4,800
238 ４次拾円　＃72　証紙付 ¥2,500
243 ミントセット　世界遺産　Ｈ９　原爆ドーム，厳島神社（２点組） ¥1,800
253 旧５円金貨　明治５年 ¥190,000
254 旧５円金貨　明治６年 ¥190,000
256 旧１円金貨　明治４年後期　 ¥40,000
259 神功皇后　壱円 ¥70,000
263 鳳凰50銭　昭和４年 ¥4,000
267 桐１銭銅貨　Ｔ10（３枚） ¥1,500
268 桐１銭銅貨　Ｔ10，11（計２） ¥1,000
272 ２次10円　証紙付 ¥1,500
274 ４次10円　後期　＃80 ¥6,000
277 プルーフセット　桜の通り抜け（2013） ¥4,500
289 朝鮮　一銭銅貨　光武10年 ¥1,000
313 ミントセット　広島・花　平成３年 ¥1,000
342 裏猪10円（アラビア）　＃32 ¥38,000
343 大型５銭白銅　大正６年 ¥2,000
344 大型５銭白銅　大正６年～９年（４）　年号揃い ¥3,000
348 旭竜小型50銭　明治４年 ¥3,000
350 地方自治　千円銀貨　北海道 ¥9,000
351 地方自治　千円銀貨　岩手（23年） ¥9,000
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1003 天保豆板銀　大字寶　9.00ｇ　見本打　変形 ¥590,000
1004 天保丁銀　184.9ｇ ¥38,000
1009 甲州一朱金　背中安 ¥220,000
1011 元禄二朱金 ¥200,000
1012 草文二分金 ¥38,000
1014 明和五匁銀 ¥90,000
1016 古南鐐二朱銀　明和　27.0×16.9mm ¥58,000
1017 古南鐐二朱銀　安永　26.6×15.3mm ¥28,000
1019 文政小判　背：へい七　無刻印 ¥140,000
1027 嘉永一朱銀　Hd ¥1,000
1028 嘉永一朱銀　Ic ¥1,000
1029 嘉永一朱銀　Ae ¥1,000
1030 安政一朱銀　Rl ¥1,000
1031 安政一朱銀　Rm ¥1,000
1032 文政小判　背：へい東　刻印１ヶ　日本貨幣商協同組合鑑定書付（H18.6）¥152,000
1035 天保小判　背：堺神　無刻印 ¥136,000
1038 草文二分金　額縁様　日本貨幣商協同組合鑑定書付 ¥50,000
1039 安政二分金 ¥12,000
1040 明治二分金　逆打 ¥48,000
1041 慶長一分金　江戸座大光頭　日本貨幣商協同組合鑑定書付 ¥110,000
1042 享保一分金　両面額縁様　日本貨幣商協同組合鑑定書付 ¥49,000
1043 天保一分金 ¥20,000
1045 万延二朱金　額縁様 ¥4,500
1046 万延二朱金　額縁様　逆打 ¥42,000
1048 秋田四匁六分銀判　改丸印無し ¥35,000
1049 甲州一分金　背重　日本貨幣商協同組合鑑定書付（H15.12） ¥85,000
1051 甲州一朱金　無背　日本貨幣商協同組合鑑定書付 ¥89,000
1058 元文豆板銀　片面大黒　左３分の１　文字廻り　9.1ｇ ¥2,800
1060 元文豆板銀　宝字廻り文　4.7ｇ ¥2,800
1061 元文豆板銀　宝字廻り文　6.2ｇ ¥2,900
1062 元文豆板銀　宝字廻り文　9.2ｇ ¥3,000
1063 元文豆板銀　群文　3.9ｇ ¥1,900
1064 元文豆板銀　是字　9.6ｇ ¥2,900
1067 天保豆板銀　片面大黒　左４分の１　10.0ｇ ¥3,000
1068 天保豆板銀　片面大黒　中央下部　9.3ｇ ¥3,200
1071 天保豆板銀　是字　廻り保　6.7ｇ ¥2,400
1072 天保豆板銀　群保　8.3ｇ ¥2,400
1073 天保豆板銀　群保　7.2ｇ ¥2,300
1074 天保豆板銀　群保　6.7ｇ ¥2,200
1075 天保豆板銀　群保　5.4ｇ ¥2,100
1076 天保豆板銀　群保　5.2ｇ ¥2,000
1077 天保豆板銀　片面大黒　左下　保字　9.4ｇ ¥3,000
1078 天保豆板銀　片面大黒　右上２分の１　保字　14.6ｇ ¥4,000
1080 天保豆板銀　是字　廻り保　8.7ｇ ¥2,800
1081 天保豆板銀　是字　廻り保　10.2ｇ ¥3,000
1082 天保豆板銀　是字　廻り保　8.1ｇ ¥2,800
1083 天保豆板銀　常字　12.3ｇ ¥3,200
1084 天保豆板銀　群保　9.8ｇ ¥2,500
1085 天保豆板銀　群保　5.1ｇ ¥2,400
1086 天保豆板銀　群保　4.2ｇ ¥2,300
1087 安政豆板銀　群政　4.6ｇ ¥2,200
1089 文政豆板銀　群文　7.6ｇ ¥2,800
1096 天保一分銀　Zt ¥2,000
1097 一朱銀　ハネ銀　Ea、Fa、Ia（３枚組） ¥4,000
1098 一朱銀　Ia、Qo、Mm、Rn（４枚組） ¥3,500
1100 一朱銀　Lm、Ln、Lo、Mk（４枚組） ¥3,500
1101 一朱銀　Rn、Fa、Ab、Ll（４枚組） ¥4,500
1105 天保豆板銀　群保　やや変型長丸形　6.1ｇ ¥2,500
1107 天保豆板銀　群保　8.0ｇ ¥2,700
1108 天保豆板銀　群保　7.9ｇ ¥2,600
1109 天保豆板銀　群保　6.6ｇ ¥2,400
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1110 天保豆板銀　群保　5.6ｇ ¥2,300
1111 天保豆板銀　群保　6.2ｇ ¥2,400
1112 天保豆板銀　群保　2.3ｇ ¥1,500
1113 安政両面大黒豆板銀　ダルマ形　6.9ｇ ¥25,000
1114 安政豆板銀　是字　政字２　13.1ｇ ¥2,600
1115 安政豆板銀　群政　14.1ｇ ¥3,600
1121 慶長豆板銀　7.3ｇ ¥8,000
1122 慶長豆板銀　4.1ｇ ¥7,000
1124 元文一分金 ¥22,000
1127 天保豆板銀　群保　16.0ｇ ¥50,000
1130 安政両面大黒豆板銀　8.10ｇ ¥16,000
1131 明治一分銀　Mb　PCGS（Genuine　Cleaning-　UNC　Details） ¥35,000
1132 明治一分銀　Hh　PCGS（MS64） ¥50,000
1137 天保一分銀　Zt ¥1,900
1139 安政一分銀　Ba ¥1,400
1195 安政一朱銀　Kj ¥1,000
1201 安政一朱銀　Qj ¥1,000
1202 安政一朱銀　Rj ¥1,000
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2001 延喜通宝　小字　19.04mm　　2.60g　日本貨幣商協同組合鑑定書付 ¥40,000
2003 文久永宝　母銭 ¥15,000
2004 鐚銭　元豊通宝（譜外） ¥5,000
2005 鐚銭　元豊通宝　異頭通 ¥5,000
2008 鐚銭　元祐通宝　隷足宝 ¥8,000
2013 山頭手　天聖元宝　異元 ¥3,000
2014 鐚銭　皇宋通宝　二王宝 ¥8,000
2016 東国通宝 ¥3,000
2019 三韓通宝　長冠宝 ¥5,000
2022 東国重宝　隷書　小字曲頭重　濶縁 ¥3,000
2027 新寛永　正字背文細縁　25.15/20.8/19mm［会2］ ¥8,000
2028 新寛永　正字背文　短尾寛破冠寛　欠画通（初見）［009系］ ¥5,000
2029 新寛永　正字勁文細縁　寛左傍星　25.4/20.7/19mm［014系］ ¥10,000
2030 新寛永　正字勁文入文　25.14mm［会20］ ¥1,500
2031 新寛永　細字爪文［会49］ ¥1,000
2032 新寛永　細字小文細縁　欠叉文様［会56系］ ¥3,800
2033 新寛永　縮字背文短尾寛跳文（末画）［037系］ ¥2,800
2035 新寛永　後打輪十　場替銅通頭脇（削永様）［250系］ ¥15,000
2037 新寛永　後打輪十　無印背左星［247系］ ¥1,800
2041 新寛永　接郭宝背元濶縁大様　23.5mm［493］ ¥1,000
2046 鐚銭　司元符 ¥1,000
2048 鐚銭　元通小字 ¥1,000
2049 鐚銭　雲豊元豊　異書 ¥1,000
2055 古寛永　称岡山良恕 ¥2,000
2058 新寛永　重揮通背仙［201］ ¥2,000
2061 新寛永（四文銭）　明和俯永　背削波［584］ ¥1,000
2063 新寛永（四文銭）　踏潰正永背削輪［779系］ ¥4,000
2065 絵銭　大題目背三十番神　28.4mm ¥10,000
2067 絵銭　草喰駒背和同開珎（新） ¥3,000
2068 絵銭　駒曳背和同開珎 ¥2,000
2069 絵銭　鍵稲荷（新） ¥2,000
2070 絵銭　大字恵比須大黒　背和同開珎（新） ¥2,000
2071 絵銭　大福二神 ¥1,500
2072 絵銭　唐人駒曳　26.6mm ¥2,000
2073 絵銭　七福神　28.7mm ¥2,000
2074 絵銭　真向念仏　赤銅写銭 ¥2,000
2075 絵銭　八体仏　虚空蔵（新） ¥1,500
2076 福銭　開運鐙島山　昭和壬申 ¥1,000
2077 福銭　招福銭　京恵比須　初期製造 ¥2,500
2079 福銭　招福観音　背吾唯足知 ¥1,500
2080 福銭　竹駒稲荷　金色　打製 ¥1,500
2088 平安通宝 ¥6,000
2091 水戸虎銭　日本貨幣商協同組合鑑定書付 ¥55,000
2092 水戸大黒銭　日本貨幣商協同組合鑑定書付 ¥65,000
2095 絵銭　大瓢駒 ¥3,000
2096 絵銭　野駒 ¥1,000
2098 絵銭　念仏南無阿弥陀仏　背11波（新） ¥1,800
2099 絵銭　三仏浮上型　背念仏 ¥2,000
2100 絵銭　要務通宝（新） ¥1,000
2101 絵銭　鎌倉大仏　29.5mm（新） ¥3,000
2103 福銭　大阪今宮神社　背宝尽し ¥1,000
2106 天保通宝　水戸大字［102］ ¥3,000
2107 天保通宝　水戸濶字退宝［107］ ¥1,500
2110 天保通宝　本座広郭異制［14］ ¥1,500
2111 天保通宝　不知広郭手［221］ ¥2,000
2116 天保通宝　高知額輪濶縁［52］ ¥1,500
2119 天保通宝　薩摩横郭［16］ ¥3,000
2124 天保通宝　山口方字［77］ ¥3,000
2127 天保通宝　水戸短足宝［108］ ¥1,000
2131 天保通宝　水戸深字［112］ ¥1,500
2132 天保通宝　水戸正字背異反足宝［89］ ¥2,000
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2136 天保通宝　本座広郭［10-3］ ¥1,000
2137 天保通宝　薩摩広郭深字美制［33］ ¥1,000
2138 天保通宝　薩摩広郭深字離足宝［28］ ¥1,500
2139 天保通宝　薩摩広郭短尾通小字［22］ ¥1,000
2140 天保通宝　本座長郭［３-２］ ¥1,000
2141 天保通宝　本座広郭［10-３］ ¥1,000
2142 天保通宝　本座長郭［３-２］ ¥1,000
2143 天保通宝　高知額輪肥郭［52］ ¥1,000
2148 天保通宝　水戸短足宝［108］ ¥1,000
2150 天保通宝　水戸濶字［107］ ¥1,000
2151 天保通宝　水戸接郭［97］ ¥1,200
2152 天保通宝　水戸接郭［97］ ¥1,000
2156 宝永通宝　永用間珍 ¥1,000
2157 新寛永　退点文［045］ ¥1,000
2159 絵銭　大黒　36mm（新） ¥1,000
2160 細倉当百　鉛銭 ¥35,000
2161 新寛永　鳥取小字［465］ ¥1,000
2162 絵銭　玉乗大黒　白銅質 ¥8,000
2163 絵銭　鏡屋銭　本字　厚肉 ¥6,000
2164 絵銭　鏡屋銭　三保松原 ¥6,800
2165 祥宋手　正隆元宝 ¥1,000
2171 新寛永　改造母銭　一文銅銭 ¥1,000
2172 新寛永　改造母銭　四文銅銭 ¥1,100
2173 絵銭　普賢菩薩　28.2mm ¥1,000
2174 絵銭　大福二神　25.5mm（新） ¥1,500
2175 絵銭　駒曳銭　26.3mm（新） ¥1,200
2176 絵銭　吉田牛曳　25.4mm ¥1,600
2177 絵銭　和同駒曳　24.9mm（新） ¥1,500
2178 絵銭　恵比須背浅間　43.1mm（新） ¥5,000
2179 宝永通宝 ¥1,000
2180 新寛永（四文銭）　浄法寺く頭通　銅銭［784系］ ¥4,000
2181 新寛永（四文銭）　浄法寺フ頭通　銅銭［784系］ ¥4,000
2182 新寛永（四文銭）　浄法寺盛無背　鋳放し銅銭［784系］ ¥6,000
2183 新寛永（四文銭）　浄法寺背盛　鋳放し銅銭［784系］ ¥4,500
2186 天保通宝　本座広郭［10－３］ ¥1,000
2187 天保通宝　水戸正字背異［87］ ¥1,000
2189 筑前洪武 ¥2,000
2190 絵銭　南部七福神　赤銅　48.9mm（新） ¥5,000
2196 絵銭　二神宝尽し（新） ¥5,000
2201 上棟銭　陸軍81連隊兵舎 ¥3,000
2210 新寛永　輪両川［446］ ¥1,000
2214 中国絵銭　貨布型（新） ¥2,000
2223 和鋳鐚　永楽通宝　赤色　２種組 ¥1,500
2224 細倉当百　鉛銭 ¥32,000
2231 絵銭（新）２種組（猿駒曳　やや肉厚、唐人） ¥2,000
2235 絵銭　穴一銭　橋合戦　23.9mm ¥2,500
2236 絵銭　円郭手　大黒　背陰刻壺　39.1mm（新） ¥2,800
2237 絵銭　円郭手　大黒　背陰刻魚　籃　38.1mm ¥3,000
2238 絵銭　円郭手　恵比須　背陰刻　宝尽し　39.1mm（新） ¥2,800
2239 新寛永　亀戸小様降通平永　母銭 ¥7,000
2240 新寛永　石ノ巻小字背千　鋳　母銭 ¥4,800
2241 天保通宝　水戸短足宝［102］ ¥1,000
2243 天保通宝　福岡離郭［41］ ¥7,500
2244 慶長通宝 ¥5,000
2247 和鋳鐚　司元符 ¥1,000
2248 和鋳鐚　至道元宝 ¥1,000
2249 和鋳鐚　元符通宝 ¥1,000
2250 和鋳鐚　元豊通宝　２枚組 ¥1,500
2251 和鋳鐚　元豊通宝　真書、篆書　２種組 ¥1,500
2261 紅銭　咸豊通宝　当十　小字 ¥1,000
2262 紅銭　光緒通宝　阿十　アクス局 ¥1,000
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2263 紅銭　光緒通宝　喀十　カシュガル局　２枚組 ¥2,000
2264 安南　洪徳通宝　４枚組 ¥1,200
2265 中国絵銭　道光通宝　背天下太平（新） ¥5,000
2266 中国絵銭　福寿延長　背釈迦図（新） ¥4,000
2267 中国絵銭　洪武通宝　61.1mm（新） ¥4,000
2268 乾元重宝　当十 ¥3,000
2269 絵銭　鏡屋銭　五三桐　中型 ¥5,000
2272 常平通宝　戸宇右一～戸宇右十　10枚揃 ¥4,500
2273 常平通宝　開一右月～開十右月　10枚揃 ¥4,500
2274 常平通宝　戸日左一～戸日左十　10枚揃 ¥4,500
2275 常平通宝　戸住左一～戸住左十　10枚揃 ¥4,500
2280 八銖半両　30mm　4.12g ¥1,000
2283 四銖半両　村雨 ¥1,000
2287 佳泉庵旧蔵品　至道元宝　中縁昂元　草書（２-８） ¥1,000
2289 佳泉庵旧蔵品　皇宋通宝　仰皇陰通　真書（初-４） ¥1,000
2294 佳泉庵旧蔵品　元豊通宝　背星文　真書 ¥1,000
2295 佳泉庵旧蔵品　元豊通宝　大字横点宝　真書（初-７） ¥1,000
2296 佳泉庵旧蔵品　政和通宝　濶縁　真書（２-10） ¥1,000
2298 熈寧元宝　省冠（３-３） ¥5,000
2299 熈寧元宝　三点熈大様 ¥1,000
2300 皇宋通宝　正郭　篆書（大全２） ¥2,000
2301 政和通宝　広郭俯通　篆書（３-７） ¥1,000
2302 政和通宝　幺小政　真書（３-６） ¥1,000
2308 紅銭　乾隆通宝　アクス局　中阿十 ¥1,000
2309 紅銭　乾隆通宝　アクス局　小阿十 ¥1,000
2310 紅銭　光緒通宝　迪化局　新十 ¥1,000
2311 紅銭　光緒通宝　庫車局　庫十 ¥1,000
2312 紅銭　光緒通宝　カシュガル局　喀十　小様 ¥1,200
2313 紅銭　光緒通宝　迪化局　新十　小字 ¥1,000
2315 安南　天福鎮宝　背黎 ¥1,000
2316 島銭　宋通元宝 ¥1,000
2323 上棟銭（新）　叡福寺　純銀打　11.72g ¥1,000
2324 上棟銭（新）　平等院　純銀打　10.3g ¥1,000
2326 上棟銭（新）　平城宮　純銀打　10.3g ¥1,000
2327 福銭（新）　平城宮　純銀打　10.2g ¥1,000
2331 天保通宝　不知長郭手［159］ ¥7,000
2332 天保通宝　秋田長郭［131］ ¥4,000
2338 鐚銭　元通小字濶縁 ¥1,000
2339 鐚銭　雲豊元豊　異書 ¥1,000
2340 鐚銭　司元符 ¥1,000
2344 宝永通宝 ¥1,000
2359 六銖半両　上湯口　26.2mm ¥1,000
2363 赤側五銖　26mm ¥1,500
2364 磨輪五銖　三官 ¥1,000
2367 大泉五十　広穿大様　27.3mm ¥1,200
2368 貨泉　広郭広穿 ¥1,000
2374 淳祐元宝　背上元 ¥1,000
2377 永楽通宝　25.2mm ¥1,000
2381 常平通宝（折二）　江二　重点通 ¥1,000
2384 常平通宝（折二）　訓列　中型 ¥1,000
2388 会昌開元　背京　厚肉 ¥1,000
2390 会昌開元　背藍 ¥1,500
2409 南宋折二銭　淳熈元宝　背十 ¥1,000
2410 南宋折二銭　淳熈元宝　背十一 ¥1,000
2412 南宋折二銭　淳熈元宝　背十三 ¥1,000
2415 南宋折二銭　淳熈元宝　背十六 ¥1,000
2416 南宋折二銭　紹熙元宝　背五 ¥1,000
2421 南宋折二銭　嘉泰通宝　背四 ¥1,000
2427 南宋折二銭　紹定通宝　背三 ¥1,000
2434 開元通宝　短頭元退元　乾封手 ¥3,000
2445 会昌開元　直元　背潭 ¥1,000
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2447 大観通宝　狭穿広大　25.85×25.55mm ¥1,000
2449 宋通元宝　長宝濶縁 ¥1,000
2450 洪武通宝　不知（譜外） ¥5,000
2454 洪武通宝　進共（角点武）　背広郭　旋辺 ¥1,000
2456 乾徳元宝　２枚組 ¥1,000
2458 昭武通宝　貝中宝 ¥1,000
2459 昭武通宝　マ頭単点通異通俯冠宝（譜外） ¥1,000
2460 昭武通宝　マ頭重点通退昭工刮去 ¥1,000
2462 洪化通宝　背小工　短尾足宝　断匕 ¥1,000
2464 淳化元宝　濶縁　真書　背広郭反郭（譜外） ¥3,500
2465 淳化元宝　不知背巨郭　草書（譜外） ¥3,800
2468 天聖元宝　縮字背星　真書 ¥1,500
2469 皇宋通宝　離郭昂仰通　真書　２枚組 ¥3,800
2471 皇宋通宝　隷宝俯通小異（狭宝）　篆書 ¥1,500
2474 治平元宝　細縁広穿背広郭　篆書 ¥3,000
2476 元豊通宝　曲元大字　真書 ¥1,000
2477 元豊通宝　容弱肥字濶縁縮字　篆書［宋銭綜鑑No.688］ ¥1,500
2478 元豊通宝　細郭仰元俯通　篆書［宋銭綜鑑No.713］ ¥2,000
2479 元豊通宝　細郭仰元昂宝●冠（譜外）　篆書 ¥1,800
2480 熈寧元宝　正郭大字　真書　24.2mm ¥3,500
2481 熈寧元宝　正郭濶縁小様　真書［宋銭綜鑑No.29］ ¥1,500
2482 熈寧元宝　正郭濶縁小様　篆書［宋銭綜鑑No.30］ ¥3,500
2484 元祐通宝　中昂宝離点宝　真書［宋銭綜鑑No.159］ ¥1,000
2485 元祐通宝　俯通昂祐　真書（大全７） ¥1,000
2486 元祐通宝　大様左元　真書 ¥1,000
2487 聖宋元宝　広穿小字　昂聖　真書（２-２） ¥1,000
2488 聖宋元宝　広穿小字　濶元退聖　篆書 ¥1,000
2490 政和通宝　狭和狭穿　真書（３-７） ¥1,000
2491 政和通宝　面反郭　篆書 ¥1,500
2494 順治通宝　無背　コ頭重点通　缶宝　23.9mm ¥1,000
2497 延寧通宝　広穿長通濶縁 ¥1,000
2499 背濶縁手　開元通宝　低頭通　島銭系 ¥3,500
2500 背濶縁手　咸平元宝　島銭系 ¥3,500
2503 背濶縁手　元豊通宝　篆書 ¥3,500
2505 背濶縁手　紹聖元宝　篆書 ¥3,000
2510 島銭　内地物　写し様　永楽通宝 ¥3,800
2513 順治通宝　無背　コ頭重点通　缶宝　26.7mm ¥1,500
2515 順治通宝　宝泉局　背右戸　濶縁　25.1mm ¥1,000
2516 順治通宝　宝源局　背右工　26.2mm ¥1,500
2522 順治通宝　淅江局　背上浙　24.2mm ¥1,500
2523 順治通宝　南昌局　背昌一厘　24.8mm ¥1,000
2524 順治通宝　雲南省局　背雲一厘　25.0mm ¥1,000
2526 道光通宝　伊犂局　背上下竪文　23.5mm ¥3,500
2528 康熙通宝　宣府局　満漢宣 ¥1,000
2532 光緒通宝　アクス局　背阿十　25.6mm ¥1,000
2533 光緒通宝　カシュガル局　喀十　大字 ¥1,000
2539 道光通宝　八年五　24.0mm ¥1,000
2547 光緒通宝　宝河局　背上圏星　22.0mm ¥1,000
2548 光緒通宝　宝河局　背上星　22.0mm ¥1,000
2552 康熙通宝　宝泉局　小　27.2mm ¥1,000
2554 康熙通宝　宝源局　広熙ハ貝宝　26.4mm ¥1,000
2555 康熙通宝　宝源局　広熙七分銭　跳水 ¥1,000
2556 康熙通宝　満漢東　五点康熙　23.4mm ¥1,000
2559 道光通宝　宝東局　省画大光 ¥1,000
2561 嘉慶通宝　宝黔局　民鋳　大吉　コ頭通　22.4mm ¥1,000
2564 同治通宝　宝浙局　19.6mm ¥1,000
2565 光緒通宝　宝河局　背上星 ¥1,000
2567 光緒通宝　宝津局　背下圏円 ¥1,000
2568 光緒通宝　庫車局　庫十 ¥1,000
2569 中国絵銭　勇駒　背馬　円穿（新） ¥1,000
2571 秋田藩　調銭切手　永井京左衛門 ¥6,000
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2572 秋田藩　諸上納役所札　銭拾貫文 ¥1,300
2573 秋田藩　諸上納役所札　甲辰大朱印　銭拾貫文 ¥2,000
2574 秋田藩　諸上納役所　五百文（丸頭印） ¥1,000
2575 秋田藩　諸上納役所　五百文（角頭印） ¥1,000
2576 秋田藩　久保田会所札　拾文（天保期） ¥20,000
2580 但馬手邊銭五匁 ¥1,000
2582 商品切手　弘前吉川屋　酒二升 ¥1,000
2583 商品切手　玉岸屋　五厘　２枚組 ¥1,000
2584 信州上田商法社　銀六拾匁　明治３年 ¥5,500
2590 和州両村　銀壱匁　米会所 ¥1,000
2592 関宿銀壱匁 ¥7,000
2593 水戸藩会計局　永二百五十文 ¥7,000
2598 分銅　二両 ¥3,000
2601 分銅　四匁 ¥2,500
2602 分銅　三匁 ¥2,500
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3002 チェコスロバキア　100Ｋ銀　1951　KM33 ¥1,200
3003 チェコスロバキア　100Ｋ銀　1975　KM83 ¥1,200
3004 チェコスロバキア　100Ｋ銀　1981　KM103 ¥1,200
3005 マラウイ　10Ｋ銀　1985　準備銀行　KM14 ¥2,500
3015 モロッコ　10Ｍ銅　AH1321（1902）　Ｙ17 ¥1,500
3018 ハンガリー　20Ｆ銀　1956　KM553 ¥2,500
3024 イスラエル　５Ｌ銀　1961　バーミツバー　KM33 ¥3,000
3032 東ドイツ　５Ｍ白　1989　KM129 ¥1,200
3033 東ドイツ　10Ｍ白　1989　東独40周年　KM132 ¥1,600
3035 フランス　100Ｆ銀　1989　エンゼル　KM970 ¥4,000
3039 メキシコ　50Ｃ銀　1887　KM407.1 ¥1,800
3040 ハンガリー　200Ｆ銀　1976　ラコッツイ　KM606 ¥1,600
3048 米国　10＄金　1909　インディアン　KM130 ¥110,000
3049 オーストラリア　１Ｓ金　1885Ｓ　女王　KM４ ¥55,000
3050 オーストラリア　１Ｓ金　1870　女王　KM７ ¥55,000
3051 フランス　100Ｆ金　1907　エンゼル　KM858 ¥210,000
3052 ブルガリア　20Ｌ金　1908　再鋳　KM33 ¥52,000
3054 コロンビア　８Ｅ金　1792Ｐ　KM62.2 ¥200,000
3055 コロンビア　10Ｐ金　1860　女神　KM129.1 ¥120,000
3056 チリ　100Ｐ金　1976　新政権　KM213 ¥126,000
3057 ベルギー　20Ｆ金　1874　KM32 ¥40,000
3060 ブラジル　２万Ｒ金　1889　女神　KM497 ¥138,000
3061 イタリア　20Ｌ金　1882　ウンベルト１世　KM21 ¥45,000
3062 オランダ　２1/2Ｇ銀　1855　KM82 ¥7,500
3063 ギリシャ　５Ｄ銀　1875　KM46 ¥16,500
3064 スイス　５Ｆ銀　1923　KM37 ¥11,000
3067 イタリア　10Ｌ銀　1936Ｒ　KM80 ¥13,000
3068 メキシコ　８Ｒ銀　1889Ｇａ　KM377.6 ¥9,000
3069 メキシコ　８Ｒ銀　1887Ｍｏ　KM377.10 ¥7,500
3072 ドイツ第３帝国　２Ｍ銀　1934Ｆ　シラー　KM84 ¥6,000
3073 独ワイマール　３Ｍ銀　1931Ａ　シュタイン　KM73 ¥15,000
3074 独プロイセン　３Ｍ銀　1911Ａ　ブレスラウ大学　KM531 ¥25,000
3076 ポーランド　10Ｚ銀　1933　Ｙ23 ¥9,500
3077 ポーランド　10Ｚ銀　1933　第２次蜂起　Ｙ24 ¥6,000
3078 英領インド　１Ｒ銀　1918　KM524 ¥3,200
3079 英領インド　１Ｒ銀　1919　KM524 ¥3,000
3080 印度カッチ　５Ｋ銀　1936　Ｅ８世　Ｙ67 ¥3,300
3081 パナマ　１Ｂ銀　1947　KM13 ¥3,000
3083 英国　５銀　1999　標準時　KM1006ａ ¥5,000
3084 英国　２銀（１オンス）　2000　KM1029 ¥3,500
3085 英国　２銀（１オンス）　2003　KM1019 ¥3,800
3088 米国　５Ｃ白　1919Ｓ　野牛　KM134 ¥3,000
3089 米国　50Ｃ銀　1858Ｏ　座像　KMＡ68 ¥8,800
3091 米国　50Ｃ銀　1963　フランクリン　KM199 ¥2,000
3092 米国　50Ｃ銀　1936　ブリッジポート　KM175 ¥14,000
3093 米国　50Ｃ銀　1936　ベイブリッジ　KM174　NGC（MS65） ¥20,000
3094 オーストラリア　１Ｓ金　1884Ｍ　女王　KM７　NGC（XF45） ¥54,000
3095 カナダ　10＄金　1914　KM27　PCGS（MS63+） ¥170,000
3097 米国　５＄金　2011Ｐ　名誉のメダル　KM505　PCGS（MS69） ¥65,000
3100 メキシコ　五輪　25ペソ銀貨　1968　タイプI ¥1,000
3103 サンマリノ　日本・サンマリノ友好　２Ｓ，５Ｓ金貨　2007（２種入） ¥190,000
3104 海峡植民地　１＄銀　1907　KM26 ¥3,500
3106 ウルグアイ　10Ｐ銀　1961　英雄　KM43 ¥1,200
3112 ニューへブリデス　100Ｆ銀　1966　KM１ ¥2,600
3113 フィンランド　500Ｍ銀　1952　五輪　KM35 ¥2,500
3118 オーストリア　50Ｓ銀　1974　大聖堂　KM2921 ¥1,000
3119 オーストリア　50Ｓ銀　1974　音響放送　KM2922 ¥1,000
3121 イングランド　ペニー銀　1216-1272　ヘンリー３世　Ｓ1369 ¥6,500
3123 米国軍票　シリーズ541　５セント（1958-61） ¥2,000
3126 米国軍票　シリーズ611　５セント（1964） ¥4,000
3129 米国軍票　シリーズ651　１ドル（1969-73） ¥5,000
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3131 米国軍票　シリーズ661　10セント（1968-69） ¥2,000
3133 サラワク　１Ｃ銅　1863　KM３ ¥2,000
3134 パナマ　１Ｂ銀　1966　KM27 ¥2,400
3135 コロンビア　50Ｃ銀　1947　KM209 ¥1,000
3136 海峡植民地　１Ｃ銅　1903　KM19 ¥1,000
3138 インド　１Ｒ　1947　KM559 ¥1,000
3139 キューバ　40Ｃ銀　1920　星　KM14.3 ¥1,500
3142 オランダ　２1/2Ｇ銀　1930　KM165 ¥1,500
3143 ウルグアイ　1000Ｐ銀　1969　FAO　KM55 ¥1,700
3144 チェコスロバキア　25Ｋ銀　1954　KM41 ¥1,500
3145 スロバキア　20Ｋ銀　1941　KM7.1 ¥1,200
3147 ウィーン　ペニヒ銀　1282-1308　アルブレヒト１世　六芒星 ¥2,800
3165 エフタル王国（カブール）　１Ｄ銅　475～576 ¥5,300
3166 ブハラ汗国　１Ｄ銀　770～785　マフディ治下　Mitch76 ¥3,900
3167 ハルジ朝　ジタル銀　1296-1315　モハメド２世　Mitch2570 ¥2,200
3168 トグルーク朝　ジタル銀　1320-1325　トグルーク１世　Mitch2583 ¥2,200
3169 トグルーク朝　タンカ銀　1351-1388　フィロツ３世　Mitch2604 ¥1,900
3170 ロディ朝　タンカ低銀　1489-1517　シカンダール２世　Mitch2627 ¥2,300
3171 スール朝　１ダム銅　1545-1554　イスラム・シャー　Mitch2688 ¥1,800
3172 ジャウンプール王国　タンカ低銀　1472　フサイン王　Mitch2890 ¥2,200
3173 グジャラート王国　タンカ銀　1536-1553　マフムド３世　Mitch2938 ¥2,800
3175 ナワナガル王国　１コリ銀　1570～1850　Ｙ６ ¥2,300
3176 カッチ王国　１コリ銀　1806-　1837　Ｃ53 ¥2,100
3178 チャガタイ汗国　１Ｄ銀　1267　ブラク汗 ¥6,600
3179 金帳汗国・クリミア政権　１Ｄ銀　1313-1339　ウズベク汗 ¥3,600
3180 イラン・白羊朝　2/5タンカ銀　1493-1497　ルスタム王　Mitch1833+ ¥3,300
3181 サルベダール朝　６Ｄ銀　1374-1384　Mitch1873 ¥4,300
3182 イエメン　１Ｂ銅　1955　Ｙ12 ¥1,300
3183 独ザクセン　20ペニヒ茶陶貨　1921　麦と鎌 ¥1,300
3184 仏・アッシニア札　５リーブル　1793　ＰＡ76 ¥2,600
3185 仏・パリ市地域札　１フラン　1920　マリアンヌ ¥2,600
3186 仏・パリ市地域札　0.5フラン　1920　マーキュリー ¥2,600
3198 ベルギー　10ＦＮｉ　1930　KM99 ¥6,000
3203 独ババリア　３Ｍ銀　1911Ｄ　ルイトポルト公　KM517 ¥3,000
3204 独ババリア　３Ｍ銀　1914Ｄ　KM520 ¥4,500
3207 独ザクセン　５Ｍ銀　1909　ライプチヒ大学　KM1269 ¥36,000
3209 西ドイツ　５Ｍ銀　1957Ｊ　アイフェンドルフ死去100周　年　KM117 ¥18,000
3210 西ドイツ　５Ｍ銀　1966Ｄ　ライプニッツ　KM119.1 ¥4,500
3211 西ドイツ　５Ｍ銀　1967Ｆ　フンボルト兄弟　KM120.1 ¥6,000
3218 フィリピン　50Ｃ銀　1885　KM150 ¥3,000
3220 モザンビーク　20Ｃ銅　1941　KM71 ¥3,500
3221 モザンビーク　１Ｅ銅　1945　KM74 ¥3,500
3222 エラム王国　４Ｄ低銀　前54～32　カムナスキレス　５世　NGC（Ch　VF） ¥27,000
3224 英領インド　１Ｒ銀　1907　KM508 ¥1,800
3225 独プロシア　３Ｍ銀　1911　ブレスラウ大学　KM531 ¥11,000
3228 米国　50Ｃ銀　1936　ロングアイランド　KM182　PCGS（MS64） ¥17,000
3230 独ハノーファー　２Ｔ銀　1855　KM229　NGC　XF　Details　EXCESSIVE　SURFACE　HAIRLINES¥36,000
3237 ニュージーランド　１Ｐ銅　1862　女神座像　KM-Tn17 ¥6,000
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