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第２部　日本の古金銀
143 ロット　７月 10 日（土） 午後１時〜

	5001	 文政丁銀　大型　222.3g　日本貨幣商協同組合鑑定書、銀座コイン鑑定書付	 美	 ¥70,000
	5002	 天保丁銀　158.0g	 美	 ¥20,000
	5003	 天保丁銀　138.7g	 上	 ¥15,000
	5004	 天保丁銀　133.0g	 上	 ¥15,000
	5005	 安政丁銀　大型　212.4g	 美	 ¥70,000
	5006	 安政丁銀　199.5g	 上	 ¥20,000
	5007	 安政丁銀　171.3g	 佳	 ¥12,000
	5008	 安政丁銀　119.3g	 上	 ¥12,000

5001

5002

5003

5005

5004

5006 5007 5008



－ 29 －

	5009	 慶長片面大黒豆板銀　11.5g	 佳	 ¥10,000
	5010	 元禄両面大黒豆板銀　7.2g	 上	 ¥40,000
	5011	 元禄豆板銀　5.2g	 美	 ¥10,000
	5012	 元文両面大黒豆板銀　3.47g	 美	 ¥12,000
	5013	 元文豆板銀　22.6g	 美	 ¥5,000
	5014	 元文豆板銀　16.2g	 上	 ¥5,000

	5015	 文政両面大黒豆板銀　7.75g	 美	 ¥25,000
	5016	 文政両面大黒豆板銀　5.80g	 上	 ¥20,000
	5017	 文政片面大黒豆板銀　14.4ｇ	 上	 ¥15,000
	5018	 天保両面大黒豆板銀　14.3g　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 佳	 ¥30,000
	5019	 天保両面大黒豆板銀　7.1g	 上	 ¥18,000

	5020	 天保両面大黒豆板銀　5.5g	 美	 ¥15,000
	5021	 明和五匁銀	 美	 ¥80,000
	5022	 古南鐐二朱銀　両面額縁　大型　28.0×16.2mm		 美	 ¥50,000
	5023	 古南鐐二朱銀　両面額縁　27.1×17.1mm	 上	 ¥35,000

	5024	 古南鐐二朱銀　両面額縁様　27.6×16.4mm	 上	 ¥25,000
	5025	 古南鐐二朱銀　全閉じ常　25.4×14.7mm	 上	 ¥40,000
	5026	 古南鐐二朱銀　24.9×15.6mm	 上	 ¥7,000
	5027	 古南鐐二朱銀　26.1×16.5mm	 上	 ¥7,000
	5028	 古南鐐二朱銀　25.6×15.2mm	 佳	 ¥7,000
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	5029	 古南鐐二朱銀　26.2×15.2mm	 佳	 ¥7,000
	5030	 新南鐐二朱銀	 美	 ¥6,000
	5031	 新南鐐二朱銀	 美	 ¥6,000
	5032	 文政一朱銀　Fa	 美	 ¥6,000
	5033	 文政一朱銀　Fｄ	 美	 ¥6,000
	5034	 文政一朱銀　Ca	 上	 ¥4,000

	5035	 文政一朱銀　Fｄ	 佳	 ¥3,000
	5036	 文政一朱銀２枚組（Aａ［美］、Ｆａ　額縁様［極美］）	 	 ¥12,000
	5037	 天保一分銀　Ｑｌ　PCGS Genuine　ケースには明治と誤表記	 上〜美	 ¥6,000
	5038	 天保一分銀　Ｑｌ　ハナレ分	 上〜美	 ¥6,000

	5039	 天保一分銀　Ｑｍ　長柱座	 美	 ¥55,000
	5040	 天保一分銀　Ｑｒ	 美	 ¥20,000
	5041	 天保一分銀　Ｒｑ	 上	 ¥3,000
	5042	 天保一分銀　Ｒｑ	 上	 ¥2,500

	5043	 天保一分銀　Ｓｌ　跳ね分	 佳〜上	 ¥6,000
	5044	 天保一分銀　Ｓｒ　跳ね分	 美	 ¥10,000
	5045	 天保一分銀　Ｓｓ　跳ね分	 上	 ¥10,000
	5046	 天保一分銀　Ｔｌ	 上	 ¥3,000

	5047	 天保一分銀　Ｚｓ	 美	 ¥20,000
	5048	 天保一分銀　Ｚｒ	 上	 ¥15,000
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	5049	 天保一分銀10枚組　下見して下さい（返品不可）	 並〜上	 ¥15,000
5050〜5054は欠番　No	Lot

	5055	 安政一分銀　Ｆａ　玉一玉座	 上〜美	 ¥30,000
	5056	 安政一分銀　Ｆｇ　入分玉座	 佳〜上	 ¥18,000
	5057	 安政一分銀　Ｇｆ　入分玉座　側極印落ちエラー　PCGS Genuine Environmental Damage UNC-Detail	
	 	 	 洗い　佳	 ¥15,000
	5058	 明治一分銀　Ｂｈ　川常交叉	 上	 ¥27,000

	5059	 明治一分銀　Ｂｈ　右短川常交叉　PCGS Genuine Environmental Damage AU-Detail	 佳	 ¥25,000
	5060	 明治一分銀　Ｈｂ1	 美	 ¥11,000
	5061	 明治一分銀　Ｈｂ　跳ね分跳ね銀　非川常交差是　小字	 上〜美	 ¥50,000
	5062	 明治一分銀　Ｈｂ	 トーン　上〜美	 ¥8,000

	5063	 明治一分銀　Ｈｈ1	 上	 ¥27,000
	5064	 明治一分銀　Ｈｊ1	 上〜美	 ¥12,000
	5065	 明治一分銀　Ｊｈ1　川常交叉	 上	 ¥27,000
	5066	 明治手別座一分銀　Ｊｈ	 並	 ¥20,000

	5067	 明治一分銀　Ｋｈ　川常交叉　	 大うねり　上	 ¥30,000
	5068	 明治一分銀　Ｍｈ　川常交叉　跳ね分	 上	 ¥40,000
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	5069	 中柱座手一分銀　Ｆｂ	 上	 ¥4,000
	5070	 明治手別座一分銀　Ｈｈ　交差是	 劣	 ¥5,000
	5071	 明治手一分銀　Ｈｅ1	 上〜美	 ¥7,000
	5072	 嘉永一朱銀　Ｄｂ	 美	 ¥4,000

	5073	 嘉永一朱銀　Ｄｃ	 上	 ¥200,000

	5074	 嘉永一朱銀　Ｄｄ	 上〜美	 ¥4,000
	5075	 嘉永一朱銀　Ｄｅ	 上	 ¥7,000
	5076	 嘉永一朱銀　Ｅｃ	 上	 ¥7,000

	5077	 嘉永一朱銀　Ｆｅ	 佳〜上	 ¥220,000

	5078	 嘉永一朱銀　Ｉｄ　PCGS-MS65+	 極美	 ¥5,000
	5079	 嘉永一朱銀　Ｇａ　三ッ跳	 極美	 ¥6,000
	5080	 嘉永一朱銀　Ｇａ　三ッ跳	 黒色　上	 ¥4,000

	5081	 安政一朱銀　Ｑｌ　表面ズレ打	 上	 ¥8,000
	5082	 安政一朱銀　Ｌｋ　表面ズレ打	 上	 ¥8,000
	5083	 明治一朱銀　Ｔｘ　表面ズレ打	 美	 ¥8,000
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	5084	 明治一朱銀　Ｖｓ	 美	 ¥10,000
	5085	 明治一朱銀　Ｗｓ	 上〜美	 ¥8,000

	5086	 安政二朱銀　両面額縁　27.9×17.9mm	 極美	 ¥200,000

	5087	 盛岡八匁銀判	 上部ヒビ有　美	 ¥80,000
	5088	 秋田九匁二分銀判	 佳	 ¥60,000
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	5089	 甲州一分金　背定	 上	 ¥68,000
	5090	 甲州一分金　背重	 美	 ¥50,000
	5091	 甲州角朱中金　背シ	 上	 ¥180,000

	5092	 真文二分金	 上	 ¥35,000
	5093	 草文二分金	 上	 ¥24,000
	5094	 安政二分金	 美	 ¥8,000
	5095	 安政二分金	 美	 ¥8,000
	5096	 安政二分金	 美	 ¥8,000

	5097	 安政二分金	 美	 ¥8,000
	5098	 安政二分金	 佳	 ¥7,000
	5099	 万延二分金　Ｖ有	 美	 ¥30,000
	5100	 万延二分金　Ｖ有	 上	 ¥45,000
	5101	 万延二分金　Ｖ有	 佳	 ¥30,000

	5102	 安政二分金、明治二分金　２種組	 上	 ¥9,000
	5103	 明治二分金　２枚組	 上〜美	 ¥7,000

	5104	 額一分金　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 佳	 ¥900,000

5091（×２倍）50915089 5090

5092 5093 5094 5095 5096

5097 5098 5099 5100 5101

5102 5103

5104（×２倍）5104



－ 35 －

	5105	 古慶長一分金　連星　額一分金打ち直し　無刻印	 佳	 ¥260,000
	5106	 古慶長一分金　大型　11.55×19.55mm　額一分金打ち直し　無刻印	 佳	 ¥200,000
	5107	 古慶長一分金　額一分金打ち直し　無刻印	 上	 ¥200,000
	5108	 古慶長一分金　無刻印	 上	 ¥140,000
	5109	 古慶長一分金　無刻印	 佳	 ¥140,000

	5110	 慶長一分金　両本	 美	 ¥250,000
5111	 欠番　No		Lot

	5112	 元禄一分金　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 佳	 ¥70,000
	5113	 宝永一分金　乾字明瞭　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥50,000
	5114	 宝永一分金	 佳	 ¥50,000
	5115	 宝永一分金	 上	 ¥50,000
	5116	 元文一分金　無刻印	 美	 ¥12,000
	5117	 元文一分金	 美	 ¥10,000
5118	 元文一分金	 美	 ¥10,000

	5119	 元文一分金　左右四ッ星	 佳	 ¥12,000
	5120	 元文一分金	 上	 ¥12,000
	5121	 元文一分金	 上	 ¥10,000
	5122	 元文一分金	 佳	 ¥10,000
	5123	 元文一分金	 佳	 ¥10,000
	5124	 元文一分金	 佳	 ¥9,000
	5125	 元文一分金	 上	 ¥9,000

	5126	 元文一分金　４枚組	 上	 ¥36,000
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	5127	 文政一分金	 美	 ¥12,000
	5128	 文政一分金	 上	 ¥9,000
	5129	 天保一分金　額縁	 美	 ¥12,000
	5130	 天保一分金	 上	 ¥12,000
	5131	 天保一分金	 美	 ¥12,000
	5132	 天保二朱金　逆打	 美	 ¥20,000
	5133	 万延二朱金	 美	 ¥3,000

	5134	 万延二朱金　10枚組	 美	 ¥20,000
	5135	 万延二朱金　10枚組	 上〜美	 ¥20,000
	5136	 万延二朱金　10枚組	 佳〜美	 ¥20,000
	5137	 文政角一朱金	 上	 ¥25,000

	5138	 享保小判　背：八甚　佐字後打ち　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥390,000
	5139	 文政小判　背：仲神　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥110,000
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	5140	 天保小判　背：川神　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥100,000
	5141	 天保小判　背：石当　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 美	 ¥100,000

	5142	 天保小判　背：へい東　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥100,000
	5143	 天保小判　背：仲東　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥100,000

5140 5141

5142 5143

－入札申込書（末尾に掲載）をご利用下さい－

郵便入札締切日：７月８日（木）必着
FAX・Web 入札締切日：７月８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）　


