
「収集」１月号不落  2021.1.5

「収集」１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。1月12日（火）午前中迄受け付けます。

品番 品名 金額
5 新10円金貨　明治42年 ¥72,000

10 旭50銭　明治42年 ¥2,000
16 小型50銭　昭和13年 ¥8,000
17 旭竜20銭　明治３年 ¥2,000
20 竜20銭　明治37年 ¥2,000
21 竜20銭　明治38年 ¥2,000
23 大正小額　20銭　大正６年　＃７ ¥6,800
24 大正小額　10銭　大正７，８，10年（計３枚） ¥1,800
25 ３次百円　＃131 ¥4,800
54 旭50銭　大正元年 ¥1,000
55 旭50銭　大正３年 ¥1,000
97 竜50銭　明治32年 ¥2,000

104 取止め
105 旭竜20銭　明治４年 ¥1,000
119 竜10銭　明治31年 ¥7,000
145 旭20銭　明治39年 ¥5,000
153 円銀　明治36年 ¥20,000
158 ミントセット　平成17年　敬老 ¥1,000
159 ミントセット　平成18年　敬老 ¥1,000
160 ミントセット　平成19年　敬老 ¥1,000
162 現行50円　Ｓ35　５枚 ¥1,500
164 大正小額　10銭　大正10年 ¥1,000
175 旭50銭　大正２年 ¥1,000
176 旭50銭　大正５年（３枚） ¥1,400
178 旭竜20銭　明治３年 ¥1,000
179 大正小額50銭　大正９年 ¥1,000
183 靖国50銭　Ｓ19（２枚） ¥1,000
189 旭竜大型50銭　明治４年 ¥3,000
191 旭竜20銭　明治３年 ¥1,000
215 稲５銭白銅　明治33年 ¥1,000
216 稲５銭白銅　明治35年 ¥1,000
223 議事堂拾円　板橋，市ヶ谷（13，14）２点組 ¥1,000
224 議事堂拾円　武生（36） ¥1,000
225 東京パラ五輪2020（２次）千円銀貨（水泳） ¥5,500
228 稲100円　Ｓ39 ¥1,000
231 藤原200円　＃29 ¥7,500
233 １次百円　＃35 ¥1,200
234 １次百円　＃42 ¥1,800
238 ４次百円　末尾（12）　２枚 ¥1,200
254 桐１銭銅貨　Ｓ４，５（２点組） ¥1,800
260 天皇ご在位60年（金貨・銀貨・白銅貨）３点入セット　Ｓ62 ¥180,000
261 裏猪拾円（万葉） ¥80,000
262 中央武内五円 ¥80,000
267 夏目千円（黒）ＡＡ－Ａ　見本券　ミシン目入　PMG(63) ¥350,000
270 竜１銭銅貨　明治18年　PCGS（MS63RB） ¥6,500
271 ５厘銅貨　大正６年　PCGS（MS64RD） ¥5,000
272 桐１銭銅貨　大正10年　PCGS（MS65RD） ¥5,000
278 ２次拾円　証紙付 ¥1,500
288 旭竜小型50銭　明治４年 ¥4,000
289 稲５銭白銅　明治31年 ¥6,000
290 議事堂10円　秋田（24） ¥2,000
291 議事堂10円　秋田（24）　３枚組 ¥1,200
296 竜50銭　明治35年 ¥9,000
298 新国立　水兵壱円　第110銀行（山口） ¥120,000
299 中央武内五円 ¥18,000
300 ４次五円（赤番）＃97 ¥18,000
305 旭10銭　明治41年 ¥1,000
309 ２銭銅貨　明治13年 ¥1,200
311 ２銭銅貨　明治15年 ¥1,200
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品番 品名 金額
317 現行10円　昭和37年 ¥1,500
318 現行10円　昭和37年 ¥1,000
324 旧国立　壱円　武蔵（東京） ¥120,000
329 プルーフセット　平成６年（1994）　通常 ¥1,000
332 大東亜戦軍票　蘭印方面　現地刷100ルピア　軍14 ¥2,000
333 地方自治プルーフセット　岐阜　500円 ¥1,000
335 地方自治プルーフセット　福井　500円 ¥1,000
337 プルーフセット　平成６年　通常 ¥1,000
340 東京五輪・パラ五輪2020（百円・20種，五百円・２種）造幣局収納　パネル入¥9,600
341 東京五輪・パラ五輪2020（百円・20種，五百円・２種）造幣局収納　パネル入¥9,600
342 東京五輪・パラ五輪2020（百円・20種，五百円・２種）造幣局収納　パネル入¥9,600

2 ページ



「収集」１月号不落  2021.1.5

品番 品名 金額
1001 慶長小判　背：安　前期無刻印　日本貨幣商協同組合鑑定書付 ¥1,550,000
1002 文政角一朱金 ¥35,000
1003 明和五匁銀 ¥100,000
1005 三角定極印含む古金銀10種組・慶長小判　糸仁右打（カキ傷有　佳）・新南鐐二朱銀　側面（美）・天保一分銀　側面　Pt（上）・元文丁銀　文字三ヶ打　184.3ｇ（上）・文政丁銀　152.3ｇ（美）・慶長豆板銀　11.2ｇ（美）・享保豆板銀　9.4ｇ（上）・元文豆板銀　15.6ｇ（上）・元文豆板銀　11.2ｇ（佳）・天保豆板銀　9.8ｇ（佳）　下見して下さい¥950,000
1006 古南鐐二朱銀　座字斜点座　26.4×15.3mm ¥25,000
1007 古南鐐二朱銀　26.2×15.5mm ¥10,000
1009 古南鐐二朱銀　25.8×15.0mm ¥10,000
1012 安政丁銀　199.84ｇ ¥60,000
1013 筑前分金　一分、三分（２点組）　共に日本貨幣商協同組合鑑定書付 ¥800,000
1024 真文二分金 ¥54,000
1025 草文二分金 ¥38,000
1027 安政二分金　額縁様 ¥13,500
1029 享保一分金　桐面額縁様 ¥43,000
1031 文政一分金 ¥17,000
1032 天保一分金　額縁様 ¥20,000
1034 文政角一朱金 ¥23,000
1035 安政二朱銀　短柱座　額縁様 ¥99,000
1038 秋田四匁六分銀判　改丸印有 ¥33,000
1039 甲州一分金　背定 ¥78,000
1041 古南鐐二朱銀　額縁様　26.7×16.4mm ¥28,000
1048 嘉永一朱銀　Fb ¥1,000
1060 古南鐐二朱銀　27.0×15.0mm ¥12,000
1063 天保一分銀　Pn ¥5,000
1065 天保一分銀　Pt ¥1,800
1069 一朱銀（18枚組）　返品不可 ¥12,000
1083 元文豆板銀　常是　文廻り　6.2ｇ ¥2,500
1086 文政両面大黒豆板銀　3.3ｇ ¥19,000
1089 文政豆板銀　群文　12.9ｇ ¥4,000
1090 文政豆板銀　群文　4.7ｇ ¥2,000
1092 天保豆板銀　是　廻り保　15.4ｇ ¥3,500
1093 天保豆板銀　是　廻り保　14.5ｇ ¥3,400
1095 天保豆板銀　群保　8.9ｇ ¥2,500
1096 天保豆板銀　群保　5.6ｇ ¥2,300
1097 天保豆板銀　群保　4.7ｇ ¥2,100
1098 安政豆板銀　大黒　中央部　8.3ｇ ¥4,500
1099 安政豆板銀　大黒槌　常是一部　廻り政　17.7ｇ ¥6,500
1100 豆板銀　面削り不明　7.6ｇ ¥1,000
1105 嘉永一朱銀　Fa ¥1,200
1107 天保一分金 ¥18,000
1113 明治一分銀　Hb　本座 ¥15,000
1118 安政手別座一分銀　Cf　ウラ欠点銀 ¥15,000
1119 六福円点系一分銀　Bc1　ウラ四福円点 ¥15,000
1120 安政手別座一分銀　Be ¥15,000
1121 六福円点系一分銀　Bg1 ¥15,000
1122 六福円点系一分銀　Cc2 ¥15,000
1123 六福円点系一分銀　Cd1　ウラ四福円点 ¥15,000
1124 六福円点系一分銀　Dc1 ¥15,000
1125 六福円点系一分銀　Dc4 ¥15,000
1126 六福円点系一分銀　Dg ¥15,000
1127 安政手別座一分銀　Gc ¥15,000
1128 安政手別座一分銀　Gc ¥20,000
1129 安政手別座一分銀　Gf ¥20,000
1158 安政一朱銀　Kj ¥1,000
1161 安政一朱銀　Ko ¥1,000
1162 安政一朱銀　Ll ¥1,000
1163 安政一朱銀　Lm ¥1,000
1164 安政一朱銀　Ln ¥1,000
1165 安政一朱銀　Lo ¥1,000
1166 安政一朱銀　Lp ¥1,000
1171 安政一朱銀　Oo ¥1,000
1177 安政一朱銀　Qn ¥1,000
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1178 安政一朱銀　Qo ¥1,000
1179 安政一朱銀　Rj ¥1,000
1180 安政一朱銀　Rn ¥1,000
1182 嘉永一朱銀　Fa ¥1,000
1183 嘉永一朱銀　Ab ¥1,000
1187 嘉永一朱銀　Ea ¥1,000
1188 嘉永一朱銀　Ed ¥1,000
1190 嘉永一朱銀　Fb ¥1,000
1191 嘉永一朱銀　Hd ¥1,000
1192 嘉永一朱銀　He ¥1,000
1195 嘉永一朱銀　Ic ¥1,000
1199 天保一分銀　Pq　表両替刻印 ¥1,500
1200 天保一分銀　Pt　裏両替刻印 ¥1,500
1201 天保一分銀　Pt　裏両替刻印 ¥1,500
1205 明治一分銀　Kh ¥75,000
1212 嘉永一朱銀　Ea ¥1,000
1214 嘉永一朱銀　Fb ¥1,000
1217 嘉永一朱銀　Gb ¥3,000
1218 嘉永一朱銀　He ¥1,000
1219 安政一朱銀　Jj ¥1,000
1222 安政一朱銀　Jn ¥1,000
1223 安政一朱銀　Jn ¥1,000
1226 安政一朱銀　Kn ¥1,000
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2003 長年大宝　小字狭年　19.39mm　1.69g　「聚泉寳帖」（昭和14年頃）原品［103］¥200,000
2004 富寿神宝　示神　22.24mm　2.73g　「貨幣」第55巻第1号（平成22年）原品［90］¥280,000
2037 古寛永　称岡山俯永進点永（穴銭入門古寛永の部） ¥2,000
2040 古寛永　称岡山小字手（穴銭入門古寛永の部） ¥1,000
2042 新寛永　延尾永小字［456］ ¥3,000
2044 新寛永　正字背文　母銭　25.1mm［008］ ¥8,000
2045 新寛永　正字背文玉点文［009系］ ¥2,500
2046 新寛永　正字背文２種組（短ノ、抱玉文）［009系］ ¥1,800
2047 新寛永　細字背文細縁　25.18/20.8/18.6mm［025系］ ¥28,000
2049 新寛永　細字小文入文［031系］ ¥5,000
2050 新寛永　細字小文短一文［031系］ ¥3,000
2051 新寛永　細字小文干用通（譜外、031系） ¥2,500
2056 新寛永　仙台異書長通欠目寛小異（永字切れ目無し）［213系］ ¥2,000
2057 新寛永　仙台異書長通日目宝［213系］ ¥1,500
2058 新寛永　仙台異書長通２種組（三王宝、断柱永）［213系］ ¥2,000
2059 新寛永　仙台異書大字断頭通欠柱　王［217系］ ¥3,500
2060 新寛永　鋳小字背千　母銭［398］ ¥3,800
2071 新寛永（四文銭）　明和正字　断足寛　選り出し譜外［579系］ ¥3,000
2072 新寛永（四文銭）　明和正字小頭通［579系］ ¥2,000
2073 新寛永（四文銭）　明和俯永落点尓　母銭　宝字尓画後点落（残跡有）［585系］¥35,000
2077 新寛永（四文銭）　安政小字異爪寛　２枚組［618系］ ¥8,000
2089 赤鐚　開元通宝　平頭通 ¥1,000
2090 新寛永　加島内跳寛濶永　母銭［475］ ¥5,000
2091 新寛永　石巻小字背千　母銭［361］ ¥4,000
2092 新寛永　亀戸四年銭　大様　狭足寛［531］ ¥2,000
2095 新寛永　一ノ瀬低寛無背［415］ ¥1,500
2101 新寛永　四文銭　明和俯永　失点通［586系］ ¥1,000
2106 永楽通宝　木楽 ¥3,000
2107 鐚永楽　赤銅質　２枚組 ¥1,000
2108 天下手祥符 ¥1,500
2109 天下手祥符 ¥2,000
2112 鋳写鐚　大観通宝　３枚組 ¥2,000
2113 鋳写鐚　元通通宝　小字　２枚組（１枚ヒビ有） ¥2,000
2114 筑前洪武 ¥2,000
2120 鉄銭２種組（仙台通宝　大様、新寛永　十字寛） ¥1,500
2123 新寛永　小名木川輪両川　鉄銭　２枚組［446］ ¥1,000
2127 新寛永　四文銭　水戸広穿　鉄銭［726］ ¥1,000
2128 新寛永　四文銭　津縮字　鉄銭［688］ ¥1,000
2129 天保通宝　本座広郭［10－３］ ¥1,000
2130 天保通宝　本座広郭［10－３］ ¥1,500
2131 天保通宝　秋田広長郭［131］ ¥3,000
2133 天保通宝　水戸接郭［97］ ¥1,000
2134 天保通宝　本座広郭［10－３］ ¥1,000
2135 天保通宝　薩摩広郭短尾通［22］ ¥1,000
2137 絵銭　鏡屋銭　鍵玉 ¥3,500
2138 絵銭　南部馬市（新） ¥1,000
2146 鐚銭　司元符 ¥1,000
2147 鐚銭　雲豊元豊 ¥1,500
2148 鐚銭　雲豊元豊　異書 ¥1,000
2149 鐚銭　雲豊元豊　24.3mm ¥1,500
2150 鐚銭　元通中字 ¥1,000
2154 鐚銭　永楽通宝　接郭 ¥1,000
2160 新寛永　鋳背千　母銭［398］ ¥4,000
2162 新寛永（四文鉄銭）　背狭波イ　28.2mm［683］ ¥1,000
2163 新寛永（四文鉄銭）　背狭波イ　26.0mm［683］ ¥1,000
2165 銅山至宝　当五十 ¥11,000
2170 天保通宝　高知額輪［52］ ¥1,000
2171 天保通宝　水戸短足宝［108］ ¥1,000
2174 新寛永（四文銭）　背盛無背［784］ ¥6,000
2175 新寛永　十字寛　鉄銭　２枚組［555］ ¥1,000
2176 絵銭　松梅天神　銀色　26.7mm（新） ¥1,200
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2177 絵銭　普賢菩薩　白銅　27.5mm ¥1,000
2178 絵銭　釣恵比須（冠恵比須）　23.7mm（新） ¥1,600
2181 文久永宝　草文　鋳放し　鉄銭 ¥2,500
2184 天保通宝　会津短貝宝［122］ ¥4,000
2186 天保通宝　薩摩美制［24］ ¥1,500
2187 天保通宝　福岡離郭［41］ ¥10,000
2189 新寛永（改造母銭）　四文銅銭［804系］ ¥1,200
2190 新寛永（改造母銭）　一文銅銭［798系］ ¥1,000
2191 新寛永　南部鋳　背元様　鉄銭 ¥1,000
2193 天保通宝　本座広郭細輪［11］ ¥1,100
2195 天保通宝　水戸背異　極印２ッ打［87］ ¥1,200
2197 細倉当百鉛銭　日本貨幣商協同組合鑑定書付 ¥40,000
2200 秋田鍔銭　長尾 ¥12,000
2203 秋田鍔銭　長尾 ¥9,000
2208 天保型絵銭　稲荷（新） ¥5,500
2209 絵銭　白狐通宝（新） ¥5,800
2213 新寛永　陰目寛中濶縁［189］ ¥1,000
2214 新寛永　細字背文背爪文［会49］ ¥1,000
2215 宣和通宝　広穿大字（初－４） ¥2,000
2222 絵銭　鏡屋銭　宝珠 ¥6,000
2224 絵銭　打印銭　大黒 ¥5,900
2225 貨泉　小様 ¥1,000
2232 鐚銭　至道元宝　鋳写し濶縁 ¥2,000
2233 新寛永　四文銭　津狭波背イ［683］ ¥1,000
2234 朝鮮通宝　赤銅 ¥2,000
2235 中国絵銭　独占鰲頭　55.5mm　28g（新） ¥1,000
2236 中国絵銭　万病不侵　47.8g（新） ¥1,000
2242 宝永通宝　久用間珍 ¥1,000
2245 天保通宝　薩摩広郭深字離足宝［28］ ¥1,000
2252 天保通宝　本座広郭［10－３］ ¥1,000
2253 天保通宝　本座広郭［10－3］ ¥1,000
2255 天保通宝　秋田広長郭［131］ ¥3,500
2256 天保通宝　秋田広郭［135］ ¥6,500
2258 鐚永楽　鋳写し（楽字白画陰起） ¥1,200
2259 筑前洪武 ¥1,000
2264 上棟銭（新）　叡福寺　純銀打　11.93g ¥1,000
2281 元豊通宝　横点宝降豊宝（２－６） ¥1,000
2283 元豊通宝　大頭通右元降宝（丙集６） ¥1,000
2288 元祐通宝　星無背大字　真書（２－６） ¥1,000
2307 新寛永　高寛無背［410］ ¥6,500
2310 天保通宝　水戸短足宝［108］ ¥1,000
2311 慶長通宝　四ッ千鳥　慶字横削れ有 ¥13,000
2314 和鋳鐚　元符通宝 ¥1,000
2317 和鋳鐚　元通通宝　小字 ¥1,000
2319 和鋳鐚　元豊通宝　濶縁 ¥1,000
2320 和鋳鐚　雲豊元豊 ¥1,000
2322 絵銭　穴一銭　橋合戦　背分銅一　厚肉 ¥3,000
2323 絵銭　鏡屋銭　扇 ¥3,000
2324 絵銭　三猿背11波　写し ¥2,300
2325 絵銭　陰陽銭　背11波（新） ¥3,500
2326 絵銭　円郭背陰刻　当十様２種組（恵比須、大黒） ¥5,000
2327 絵銭　仙台和同　背駒曳　黒色　40mm（新） ¥4,000
2328 絵銭　大福二神　37mm（新） ¥2,300
2329 絵銭　駒曳３枚組 ¥1,200
2330 絵銭　大の字大黒　無背（新） ¥1,000
2331 絵銭　仙台叭俵 ¥3,500
2334 大黒銭　鋳南部写　鉄銭 ¥3,500
2337 上棟銭　清水山浄林寺　折二様　昭和46年６月 ¥2,000
2338 上棟銭　明治神宮 ¥2,000
2339 上棟銭　牛島神社 ¥1,000
2340 福銭　成田山大本山　金色、銀色２種組 ¥1,000
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2341 福銭２種組（成田山大本山　銀色、善光寺　黄銅） ¥1,000
2343 メダル　寛永通宝背11波型　２種（三日月村２枚、松本城１枚）計３枚組 ¥1,000
2345 順治通宝　マ頭単点通 ¥1,200
2348 順治通宝　背右臨 ¥1,000
2350 光緒通宝　宝福局　４枚組（民鋳２枚含む） ¥1,000
2353 絵銭　開元通宝　当十　背太平藍大王　42.4mm（新） ¥1,000
2368 常平通宝　背戸宿 ¥1,000
2369 咸豊通宝　20mm　２種組（宝泉局、宝源局） ¥1,000
2370 同治重宝　宝泉局　当十　民鋳？　24.5mm ¥1,000
2371 宝永通宝　２枚組 ¥1,000
2372 康熙通宝　２種組（宝泉局、宝広局） ¥1,000
2378 後漢五銖　大字穿上右短決文　25.7mm ¥1,000
2381 大泉五十　額輪細郭　背下堆起　27.6mm ¥1,200
2383 貨泉　無郭大字　貨下決文　22.8mm ¥1,000
2391 会昌開元　低頭通　背下逆洪 ¥1,500
2392 乾元重宝　濶字　背下月 ¥1,000
2393 開元通宝　孕星 ¥1,000
2394 開元通宝　背進洛 ¥1,000
2395 安南　天福鎮宝　背黎 ¥1,000
2396 安南　爪正隆手　洪徳通宝　正字 ¥1,000
2404 南宋折二鉄銭　淳熈元宝　濶縁広穿 ¥2,000
2406 南宋折二鉄銭　淳熈元宝　背上漢 ¥2,000
2408 南宋折二鉄銭　淳熈元宝　背上同　大型 ¥2,000
2409 南宋折二鉄銭　淳熈元宝　背柒 ¥1,500
2411 南宋折二鉄銭　淳熈元宝　背同九 ¥1,500
2412 南宋折二鉄銭　淳熈元宝　背同十四 ¥1,500
2413 南宋折二鉄銭　淳熈元宝　背同十五 ¥1,500
2430 南宋折二鉄銭　紹興通宝 ¥1,000
2432 南宋当三鉄銭　淳熈元宝　背孕二星 ¥1,500
2440 安南祥宋手　立元通宝 ¥1,000
2443 安南祥宋手　永治通宝 ¥1,000
2444 安南祥宋手　政和通宝　背上月 ¥1,000
2446 安南祥宋手　政和通宝　背左星右月 ¥1,000
2447 安南祥宋手　永楽通宝 ¥1,000
2451 安南祥宋手　治平元宝　24.7mm ¥1,500
2454 安南祥宋手　開元通宝　背左月右星 ¥1,000
2455 安南祥宋手　周通元宝　背右月 ¥1,000
2457 安南祥宋手　順治通宝　24.0mm ¥1,500
2460 安南祥宋手　利用通宝　背右月 ¥1,000
2472 絵銭　勇駒　約71.9mm（新） ¥3,000
2473 周通元宝　小字写し ¥1,000
2474 宋通元宝　長通　背刔輪 ¥1,000
2479 崇寧通宝　当十　寛字系　34.4mm ¥1,200
2485 宣和通宝　美制大様　篆書（２－２） ¥2,500
2488 弘治通宝　正字 ¥1,000
2493 洪武通宝　背旋辺　長嘴系 ¥1,500
2494 筑前洪武 ¥1,800
2496 明　永楽通宝　ノム楽 ¥1,000
2499 開元通宝　短頭元　縮字刔輪 ¥1,000
2500 開元通宝　短頭元異元 ¥1,000
2504 開元通宝　平頭通　左跳元 ¥1,000
2507 会昌開元　背洛　低頭通　異水洛（四水洛） ¥2,000
2513 会昌開元　背興　平頭通　中縁 ¥1,000
2519 元豊通宝　曲元狭穿長字　真書（大全６） ¥10,000
2520 元豊通宝　広穿肥郭降元　篆書（大全７） ¥1,500
2524 元符通宝　跳元小字俯通　真書（大全５） ¥1,500
2529 宣和通宝　円冠濶縁　篆書（大全６） ¥1,000
2534 安南　別炉正隆手　開元通宝 ¥2,000
2537 安南　爪正隆手　開元通宝　背月 ¥3,000
2538 安南　爪正隆手　延寧通宝　24.5mm ¥1,000
2558 咸豊通宝　宝泉局　マ頭重点通　鉄銭 ¥1,200
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2559 咸豊通宝　宝源局　マ頭重点通　鉄銭 ¥1,200
2566 常平通宝　当五　背戸八　32.7mm ¥1,000
2567 常平通宝　折二　背平二　30mm ¥1,000
2568 常平通宝　折二　背戸二　濶縁　29.6mm ¥1,000
2569 常平通宝　折二　背賑二　左月　31.3mm ¥1,000
2572 中国絵銭　42.3mm　写し ¥1,500
2578 絵銭　富貴大黒二神　40.5mm（新） ¥3,000
2579 絵銭　三玉二神　39.2mm（新） ¥3,000
2580 絵銭　大黒　36.6mm（新） ¥4,500
2582 咸豊重宝　宝直局　当十　鉄銭［咸譜10C-24］ ¥5,000
2584 大和通宝　正字進和 ¥1,000
2585 光順通宝　重点通 ¥1,000
2586 洪徳通宝　正字類　25mm ¥1,000
2589 明命通宝　広人大様　25.6mm ¥1,000
2590 嗣徳通宝　正字大様 ¥1,000
2591 嗣徳通宝　背六文中様 ¥1,000
2592 成泰通宝　背十文　長十　26mm ¥1,000
2593 成泰通宝　背十文　広成　26mm ¥1,000
2600 熈寧重宝　折二　濶字大様 ¥1,000
2603 紅銭　光緒通宝　迪化局　新十　小字 ¥1,000
2611 新発田藩　銭五百文 ¥12,000
2612 久美浜県札　銭五百文 ¥11,000
2613 大津為替会社　金壱両 ¥60,000
2614 信濃全国通用札　高島　百文 ¥22,000
2615 信濃全国通用札　松本　六百文 ¥55,000
2619 開拓使兌換証券　銭十銭 ¥2,300
2620 京通商司為替会社　銭二百文 ¥2,500
2621 仙台飢饉札　十五匁、七匁五分　２種組 ¥5,000
2622 高崎藩　銭二百文、百文　２種組 ¥8,000
2623 小倉地下　銀壱匁預 ¥1,000
2624 伊勢崎会計局　未発行　銭五貫文 ¥4,000
2627 分銅　三匁 ¥1,000
2630 分銅　五匁 ¥1,000
2635 分銅　五匁 ¥2,000
2636 分銅　五匁 ¥2,000
2637 分銅　四匁 ¥2,000
2638 分銅　三匁 ¥2,000
2639 分銅　二匁 ¥2,000
2641 分銅　五匁 ¥2,500
2642 分銅　四匁 ¥2,500
2643 分銅　三匁 ¥2,500
2644 分銅　二匁 ¥2,500
2645 分銅　一匁 ¥2,500
2648 秋田藩（元治）　金一朱 ¥5,000
2649 秋田藩（元治）　金二朱 ¥6,000
2650 秋田藩（慶応）　銭五拾文 ¥1,800
2651 秋田藩（慶応）　銭拾文 ¥1,500
2659 小浜藩　米二升銀壱匁（寛政） ¥1,000
2660 宇和島藩　銀壱匁（文政） ¥1,000
2663 津藩　銀壱匁（安永） ¥1,000
2665 播磨佐用　壱匁（文政） ¥1,000
2666 大和福地銀壱匁（天明） ¥1,000
2668 播磨揖東郡興濱一文目 ¥1,000
2669 和歌山藩　壱匁（文政） ¥1,500
2670 福山藩　銀壱匁（天明） ¥1,000
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3012 モザンビーク　100Ｍ白　1988　教皇訪問　KM109 ¥1,200
3014 セイシェル　100Ｒ銀　1986　独立10周年　KM55 ¥2,000
3015 シンガポール　10＄銀　1976　船　KM15 ¥1,200
3018 ハイチ　50Ｇ銀　1981　FAO　KM149 ¥2,000
3022 南アフリカ　1Ｒ銀　1991　看護学校　KM142 ¥1,300
3023 チェコスロバキア　50Ｋ銀　1978　造幣局　KM91 ¥1,200
3027 フォークランド　５Ｐ銀　1992　独立10周年　KM36ａ　PF面　霜状劣化有 ¥3,000
3029 トルコ　50Ｌ銀　1972　KM901 ¥1,200
3032 ロシア　15Ｋ銀　1916　Y21a.1 ¥1,500
3035 ベルギー　500Ｆ銀　1980　KM162 ¥1,300
3036 オーストリア　25Ｓ銀　1955　劇場再開　KM2880 ¥1,500
3037 英領ホンジュラス　50Ｃ銀　1919　KM18 ¥1,700
3038 レバノン　10Ｌ銀　1980　冬季五輪　KM33 ¥3,000
3042 パナマ　10Ｃ銀　1904　KM３ ¥1,300
3043 カナダ　１＄銀　1987　北西　航路　KM154 ¥2,500
3045 マレーシア　25Ｒ銀　1986　５ケ年計画　KM37 ¥2,100
3046 インド　20Ｒ白　1986　FAO　KM697 ¥1,500
3051 米国　10＄金　1907　女神　KM125 ¥115,000
3052 米国　10＄金　1911　女神　KM130 ¥130,000
3054 米国　５＄金　1993　第２次大戦　終結　KM245 ¥55,000
3055 英国　１Ｓ金　1872　極印No.55　KM736.2 ¥53,000
3056 英国　１Ｓ金　1893　KM785 ¥62,000
3057 英国　２Ｐ金　1887　ジュビリー　KM768 ¥146,000
3058 オーストラリア　１Ｓ金　1889Ｓ　KM10 ¥59,000
3059 イタリア　50Ｌ金　1931　Ⅸ　KM71 ¥71,000
3062 コスタリカ　10Ｃ金　1897　コロンブス　KM140 ¥55,000
3064 マカオ　500Ｐ金　1988　グランプリ　KM42 ¥69,000
3070 米国　ピースダラー　1921　初年号　KM150 ¥13,000
3071 オーストラリア　１F銀　1934-35　メルボルン100年　KM33 ¥18,000
3072 朝鮮　半円銀貨　光武９年（1905）　KM1129 ¥17,000
3073 ギリシャ　1000Ｄ銀　1996　レスリング　KM166 ¥5,500
3074 ギリシャ　100Ｄ銀　1970　革命記念　KM94 ¥9,500
3076 スペイン　12エキュ銀　2005　ドン・キホーテ　KM1067 ¥3,000
3077 スペイン　2000Ｐ銀　2001　セゴビア　KM1038 ¥4,500
3079 ボリビア　１Ｒ銀　1825JL　KM87 ¥7,000
3081 メキシコ　２Ｐ銀　1921　立像　KM462 ¥8,000
3082 米国記念銀貨　１＄　1996　KM275　コミュニティサービス ¥6,500
3084 米国記念銀貨　１＄　1997　KM278　ボタニック　ガーデン　 ¥4,500
3085 米国記念銀貨　１＄　1998　KM288　ブラック　パトリオット ¥9,500
3086 米国記念銀貨　１＄　2000　KM313　エリクソン ¥6,900
3087 米国記念銀貨　１＄　2004　KM363　ルイス・クラーク ¥4,500
3088 米国記念銀貨　１＄　2008　KM439　ハクトウワシ ¥6,100
3089 米国記念銀貨　１＄　2010　KM479　傷病軍人 ¥5,000
3090 米国記念銀貨　１＄　2012　KM530　星条旗 ¥5,200
3091 フランス　冬季五輪プルーフセット　100Ｆ銀（９），500Ｆ金（１）1990-91（10点入）¥125,000
3093 英国　２Ｐ銅　1797　車輪銭　KM619 ¥3,400
3094 英国　クラウン銀　1935　KM842 ¥3,300
3107 朝鮮　五銭白銅　光武９年（1905）　KM1126 ¥1,000
3109 冀東政府　壱角白銅　民国26年　Ｙ519 ¥1,000
3124 ギリシャ　20Ｄ銀　1960　KM85 ¥1,000
3125 スペイン　100Ｐ銀　1966（68）　KM797 ¥1,300
3126 ロシア　１Ｒ銀　1898　KM59.1 ¥1,000
3129 マカオ　５Ｐ銀　1952　KM５ ¥1,200
3132 スペイン　４Ｅ金　1866　イザベル２世　KM631.1 ¥63,000
3135 独ワイマール　３Ｍ銀　1932　ゲーテ　KM76 ¥11,000
3136 独ワイマール　３Ｍ銀　1930Ａ　飛行船　KM67 ¥14,000
3137 独ブレーメン　24Ｇ銀　1749　KM195　PCGS Genuine Cleaned UNC Detail¥24,000
3138 スイス　射撃祭　５Ｆ銀　1879　バーゼル　KM-Ｓ14　PCGS（AU55） ¥18,000
3139 フランス　５Ｆ銀　1812Ｌ　KM694　NGC　VF　Details　Cleaned ¥27,000
3140 英領バージン諸島　100＄金　1979　ドレーク　KM25 ¥49,000
3141 フランス王国　銀貨（18mm）　1337-1350　フィリップ６世　十字架 ¥3,600
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3142 フランス王国　ドザン銀（25mm）　1550　アンリ３世　サン・ロー鋳 ¥5,800
3143 ウィーン　ペニヒ銀　1308-1330　フレデリック公　３羽のアヒル　頭図 ¥2,900
3144 オーストリア・フリーザッハ市　ペニヒ銀　1200-1246　エベルハルト２世　教会図¥4,900
3145 仏・ストラスブール市　２ドニエ銀　1500頃　百合章 ¥4,900
3146 伊・ジェノア領カッファ（クリミア）　アスプル銀　1420-1421　ヴィスコンティ統領¥3,300
3147 クリミア・ギレイ汗国　アクチェ銀　1476-1478　ヌール汗　Mitch1547+ ¥2,300
3148 インドコイン　サウラシュトラ国　１Ｕ銀　前150-50　ヴァッツァ型 ¥5,500
3149 インドコイン　マウリア帝国　１Ｋ角銀　前272-232　アショーカ王　Mitch4178¥3,600
3150 インドコイン　サカ族　１Ｄ銀　288-295　バルトルダマン王　Mitch2779 ¥2,800
3151 インドコイン　サカ族　１Ｄ銀　294-304　ヴィスヴァセナ王　Mitch2785 ¥2,800
3154 インドコイン　カルキア朝　１Ｄ銀　800～950　ササン様式　前期型　Mitch422¥2,600
3155 インドコイン　ハルジ朝　ジタル銀　1296-1315　モハメド２世　Mitch2570 ¥2,400
3156 インドコイン　トグルーク朝　ジタル銀　1324　ギヤーツ王　Mitch2583 ¥2,600
3158 インドコイン　マドーラ王国　1/3タンカ銀　1325　モハメド３世　Mitch2808 ¥2,800
3159 インドコイン　ナワナガル王国　１コリ銀（14mm）　1570～　Ｃ21 ¥2,300
3160 インドコイン　カッチ王国　１コリ銀（14mm）　1819-1831　C53 ¥2,300
3161 インドコイン　ハバリ朝　銀貨（９mm）　870～1009　アラブ銘文　Mitch639 ¥1,900
3163 モスクワ大公国　１Ｋ銀　1535-1538　イワン雷帝　騎馬像　ノブゴロド鋳 ¥2,600
3164 ロシア　１Ｋ銀　1689-1696　ピョートル大帝　騎馬像 ¥2,300
3166 イル汗国　２Ｄ銀（24mm）　1304-1317　ウルジャイツ　Mitch1610 ¥4,900
3167 オスマン帝国　アクチェ銀　1451-1481　メフメト２世　Mitch1246+ ¥2,300
3168 サルべダール朝（中央アジア）　４Ｄ銀　1364-1381　アリー王　Mitch1877 ¥4,300
3174 仏・アッシニア札　50ソル　1793　P-A72 ¥2,300
3175 ソ連　建設国債　10ルーブル　1955 ¥1,900
3177 中国農民銀行　拾円　民国24年 ¥1,500
3178 中央銀行　壱万円　民国36年　孫文　中華書局 ¥2,000
3180 オーストリア　５Ｓアルミ　1957　特年　KM2879　NGC（MS63） ¥40,000
3184 フランス　５Ｆ銀　1870Ａ　セレス　KM819　NGC（AU53） ¥20,000
3185 フランス　1/2エキュ銀　1704Ａ　KM355.1 ¥14,000
3187 英国　２Ｐ銅　1797　車輪銭　KM619 ¥20,000
3188 英国　ＦＡ銅　1806　KM661 ¥8,000
3189 英国　１Ｓ銀　1902　KM800 ¥13,500
3191 独ワイマール　３Ｍ銀　1931Ｊ　KM74　PCGS（AU58） ¥36,000
3200 スイス　射撃祭　５Ｆ銀　1885　ベルン　KM-S17 ¥20,000
3208 印度ジャイプール　１Ｒ銀　1913/34　KM147　NGC（MS62） ¥14,000
3209 蘭領東インド・スマトラ　１Ｄ銅　1836　スワン　KM-Pn20　NGC（AU55BN）¥40,000
3210 リベリア　１Ｃ銅　1868　女神　KM-Pn16 ¥18,000
3216 エリザベス２世像クラウン銀貨　オルダーニー　２ポンド　1992　治世40年　KM３ａ¥3,600
3218 エリザベス２世像クラウン銀貨　バミューダ　クラウン　1964　KM14 ¥1,000
3221 エリザベス２世像クラウン銀貨　カナダ　１＄　1984　トロント　KM140 ¥1,400
3222 エリザベス２世像クラウン銀貨　カイマン諸島　５＄　1985　地図と帆船　KM80ａ¥2,300
3228 ササン朝　ドラクマ銀　531-579（Yr50）　ホスロー１世 ¥7,000
3229 ハンガリー　ドニエ銀　1204-1205　ラースロー３世　十字架 ¥4,800
3230 英国　1/2Ｐ銅　1929　KM837 ¥1,000
3231 インド　１Ｒ銀　1904　Ｅ７世　KM508 ¥1,800
3232 インド　1/4Ｒ銀　1943　KM546 ¥1,000
3233 印度カッチ　５Ｋ銀　1936　Ｅ８世　Ｙ67 ¥2,800
3237 モザンビーク　２Ｃ銅　1975　Ｓ・マシェル　KM91 ¥5,000
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