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	6001	 和同開珎　中字　24.38mm		2.7g　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 内郭少ヒビ有　上	 ¥120,000
	6002	 和同開珎　中字広穿　24.95mm		2.43g		第9回西国合同古泉会　日本貨幣商協同組合鑑定書付［21］
	 	 	 青錆　美	 ¥200,000
	6003	 和同開珎　小字　貨幣第58巻第３号原品［24］　24.69mm　2.66g	 少錆　上	 ¥150,000

第３部　穴銭・藩札他 Part １
340 ロット　７月 10 日（土） 午後２時〜

※皇朝十二銭の明細末尾にある［  ］内の数字は『皇朝銭収集ガイド』の分類番号です。

	6004	 和同開珎　鋳放し銭　2.92g	 並	 ¥100,000
	6005	 萬年通宝　直通濶縁　25.83mm		4.38g　昭和泉譜原品	 上	 ¥100,000
	6006	 萬年通宝　直通小頭通　濶縁　26.10mm		4.68g　貨幣第53号第４号原品［36］	 上	 ¥100,000

	6007	 萬年通宝　狭通　濶縁　26.18mm		3.20g　「和同開珎発行千三百年記念」原品	 美	 ¥100,000
	6008	 神功開宝　力功　濶縁大様　26.29mm		5.07g　貨幣第53号第６号原品	 上	 ¥130,000
	6009	 神功開宝　側功　中縁　25.19mm		3.90g　右閉門になっている珍銭	 上	 ¥90,000

	6010	 神功開宝　長刀　24.85mm		3.67g	 上	 ¥40,000
	6011	 神功開宝　長刀長宝　濶縁　24.86mm		4.14g　昭和泉譜原品［61］	 美	 ¥80,000
	6012	 隆平永宝　狭永　濶縁大様　26.04mm		5.38g　昭和泉譜原品［65］	 上	 ¥300,000

6001 6002 6003

6004 6005 6006

6007 6008 6009

6010 6011 6012
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	6013	 隆平永宝　大字細字　細縁　25.01mm		2.93g　収集2003年12月号原品［68］	 青錆　美	 ¥110,000
	6014	 隆平永宝　小字降平　濶縁小様　24.06mm		2.95g　貨幣第54巻第４号［77］	 青錆　上	 ¥85,000

	6015	 富寿神宝　大様寿貫　細縁小様　24.16mm		2.98g　方泉處第21号原品　日本貨幣商協同組合鑑定書付
	 	 ［83］	 青錆　上	 ¥800,000

	6016	 富寿神宝　小字大申　中縁大様　23.66mm		3.33g　貨幣第54巻第５号原品［84］	 美	 ¥100,000
	6017	 富寿神宝　小字小申　大濶縁大様　23.36mm		2.89g　貨幣第59巻第３号原品［87］	 青錆　美	 ¥150,000
	6018	 承和昌宝　小字　20.78mm		2.61g　湊川堀　貨幣第60巻第２号原品	 上	 ¥90,000

	6019	 承和昌宝　小字長フ　20.66mm		2.41g　伊丹堀　貨幣第55巻第２号原品［96］	 美	 ¥120,000
	6020	 長年大宝　小字斜大　濶縁大様　19.98mm		2.06g　貨幣第60巻第４号原品［102］	 上	 ¥200,000
	6021	 長年大宝　小字狭年　中縁　18.71mm		1.34g　貨幣第55巻第３号原品［103］	 上	 ¥200,000

	6022	 饒益神宝　小字　背広郭　18.88mm		1.83g　昭和泉譜原品［108］	 上	 ¥800,000

6013 6014

6015
6015（×1.5倍）

6016 6017 6018

6019 6020 6021

6022
6022（×1.5倍）
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	6023	 貞観永宝　張足貞　19.64mm		1.80g　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 上	 ¥150,000
	6024	 貞観永宝　直足貞　濶縁　19.57mm		2.40g　貨幣第55巻第６号［114］	 青錆　上	 ¥150,000
	6025	 寛平大宝　小字爪寛　濶縁　19.16mm		2.85g　貨幣第56巻第１号原品［119］	 上	 ¥150,000

	6026	 寛平大宝　狭平　濶縁　19.31mm		2.28g［122］	 青錆　上	 ¥150,000
	6027	 延喜通宝　小字　濶縁大様　19.47mm		2.65g	 上	 ¥40,000
	6028	 延喜通宝　小字短尾延　濶縁大様　狭喜　19.09mm		2.50g　貨幣第57巻第１号原品［130］	 上	 ¥50,000

	6029	 島銭　開元通宝　２枚組	 上	 ¥6,000
	6030	 和鋳島銭　太平通宝	 佳〜上	 ¥5,000

	6031	 和鋳島銭　淳化元宝　切銭手	 佳〜上	 ¥7,000
	6032	 和鋳島銭　至道元宝	 上	 ¥7,000
	6033	 和鋳島銭　天平通宝	 佳	 ¥10,000

	6034	 島銭２種組（永楽通宝、聖宋元宝）	 佳	 ¥5,000
	6035	 加刀鐚　永楽通宝　窈字肥字　24.6mm	 上	 ¥10,000

	6036	 加刀鐚　永楽通宝　窈字小字（蛇尾永）　濶縁大様　25mm	 佳〜上	 ¥20,000
	6037	 加刀鐚　永楽通宝　短尾永　約24.6mm	 上	 ¥5,000
	6038	 鐚永楽　中正手　24.6mm	 上	 ¥45,000

6023 6024 6025

6026 6027 6028

6029 6030

6034

6031 6032 6033

6036 6037 6038

6035
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	6039	 鐚永楽　中正手　大頭通　24.7mm	 錆　内郭鋳不足有　佳	 ¥45,000
	6040	 鐚永楽　中正手　俯貝宝　24.6mm	 背郭少歪み有　佳	 ¥40,000
	6041	 鐚永楽　中正手　小足宝　24.4mm	 佳〜上	 ¥40,000

	6042	 鐚永楽　中正手　木楽　約24.6mm	 少青錆　上	 ¥10,000
	6043	 鐚永楽　中正手　木楽　24.5mm	 佳	 ¥10,000
	6044	 加治木洪武　連点武　背治	 佳〜上	 ¥13,000

	6045	 長崎元豊　31種組　伝世品主体　下見して下さい（返品不可）	 佳〜上	 ¥5,000

	6046	 和鋳鐚　鋳写等30枚組　伝世品主体、正隆写、至正写、大中写、朝鮮写等含む　下見して下さい（返品不可）
	 	 	 一部にヒビ、ス穴品含む　並〜佳	 ¥5,000
	6047	 加治木洪武、叶手元祐など30枚組　伝世品主体　下見して下さい（返品不可）	
	 	 	 一部にヒビ品含む　佳〜上	 ¥5,000

6039 6040 6041

6042 6043 6044

6047（縮小）6046（縮小）

6045（縮小）
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	6048	 平安通宝	 佳	 ¥5,000
	6049	 平安通宝、平安通宝　濶縁　計２枚組	 佳〜上	 ¥5,000

	6050	 慶長通宝	 佳〜上	 ¥6,000
	6051	 慶長通宝　小頭通	 佳	 ¥6,000

	6052	 慶長通宝　２枚組	 佳	 ¥5,000
	6053	 鋳写銀銭　元豊通宝　篆書	 上	 ¥80,000

	6054	 鋳写銀銭　政和通宝　篆書	 上	 ¥80,000
	6055	 鋳写銀銭　永楽通宝　木楽	 並〜佳	 ¥15,000
	6056-1	古寛永銀銭　太細　3.9g	 上〜美	 ¥40,000

	6056-2	古寛永銀銭　芝不草点　伝世　24.1mm		3.7g	 美	 ¥30,000
	6056-3	古寛永銀銭　沓谷　正足宝内跳寛　24.5mm　3.7g	 上	 ¥30,000

6057	 古寛永　志津磨平永	 佳	 ¥50,000
	6058	 古寛永　二水永マ頭通	 上	 ¥10,000
	6059	 古寛永　二水永マ頭通	 佳	 ¥12,000

6048

6050 6051

6054 6055 6056-1

6052

6049

6053

6056-2 6056-3

6057 6058 6059
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	6060	 古寛永　二水永大字背星	 並〜佳	 ¥10,000
	6061	 古寛永　水戸長永狭足寛削字	 上	 ¥7,000
	6062	 古寛永　称芝四草点削頭尓　母銭　約25.1mm	 上〜美	 ¥15,000

	6063	 古寛永２種組（坂本高頭通旋辺、称芝四草点背異）	 佳〜上	 ¥5,000
	6064	 古寛永　称仙台三大点	 上〜美	 ¥15,000

	6065	 古寛永　称仙台三大点	 上〜美	 ¥10,000
	6066	 古寛永　称仙台五大点	 上〜美	 ¥15,000
	6067	 古寛永　称仙台五大点	 上〜美	 ¥20,000

	6068	 古寛永　称井ノ宮濶縁	 上	 ¥5,000
	6069	 古寛永　松本斜宝縮宝	 佳〜上	 ¥5,000

	6070	 新寛永　島屋文小頭通［006］	 美	 ¥150,000

6060 6061 6062

6064

6065 6066 6067

6068 6069

6070

6063

6070（×1.5倍）
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※新寛永の明細末尾にある［  ］内の数字は『穴銭入門 寛永通宝ー新寛永の部ー』の分類番号、［会］は『新寛永通寳図会』の分類番号です。

	6071	 新寛永　島屋文小頭通［006］	 美	 ¥230,000

	6072	 新寛永　正字背文　母銭　大様　25.92mm［008］	 上	 ¥15,000
	6073	 新寛永　幻足寛［080］	 上〜美	 ¥50,000
	6074	 新寛永　細字背文　母銭　25.35mm［024］	 上	 ¥8,000

	6075	 新寛永　細字背文　最大様　25.71mm［025系］	 上	 ¥10,000
	6076	 新寛永　細字入文　母銭　25.27mm［会50］	 上	 ¥50,000
	6077	 新寛永　細字奇文手入文　母銭　25.02mm［028］	 上〜美	 ¥120,000

	6078	 新寛永　細字小文　母銭［030］	 美	 ¥10,000
	6079	 新寛永　細字小文断足寛　母銭　25.62mm［会57］	 上	 ¥25,000
	6080	 新寛永　細字狭文　母銭［032］	 上	 ¥5,000

	6081	 新寛永　島屋無背［049］	 美	 ¥8,000
	6082	 新寛永　島屋無背［049］	 上〜美	 ¥8,000
	6083	 新寛永　島屋無背［049］	 上〜美	 ¥8,000

6071

6071（×1.5倍）

6072 6073 6074

6075 6076 6077

6078 6079 6080
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	6084	 新寛永　島屋無背［049］	 内郭少歪み有　佳	 ¥4,500

	6085	 新寛永　蛇ノ目　母銭　23.35mm［190］	 極美	 ¥120,000

	6086	 新寛永　蛇ノ目［191］	 上	 ¥8,000
	6087	 新寛永　仙台異書長通　磨輪母銭　23.5mm　内径19.5mm［212系］	 佳	 ¥10,000
	6088	 新寛永　十万坪　背十　母銭［235］	 美	 ¥18,000

	6089	 新寛永　十万坪　背十　鍍金銭［235系］	 佳〜上	 ¥18,000
	6090	 新寛永　十万坪　輪十後打通下　鉄銭［254］	 佳〜上	 ¥5,000
	6091	 新寛永　十万坪　輪十後打宝下　鉄銭［256］	 佳〜上	 ¥5,000

	6092	 新寛永　十万坪　輪十後打宝上　鉄銭［255］	 上	 ¥5,000
	6093	 新寛永　小梅手　銅銭［286］	 鋳不足有　佳〜上	 ¥6,000
	6094	 新寛永　小梅手　鉄銭［287］	 上	 ¥5,000

6086 6087 6088

6084

6085

6085（×1.5倍）

6089 6090 6091

6092 6093 6094
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	6095	 新寛永　小梅手大永写　仿鋳　母銭　約21.5mm	 並	 ¥7,000
	6096	 新寛永　元文亀戸大字　母銭　背右星？［316］	 上	 ¥8,000
	6097	 新寛永　加島大字　大様　母銭　約25.7mm［338］	 上〜美	 ¥12,000

	6098	 新寛永　明和大字背千　母銭　24.76mm　「背千類収集録」（板井哲也氏編）No.1［357］	 上	 ¥35,000
	6099	 新寛永　明和大字背千爪貝宝　母銭　24.79mm「背千類収集録」（板井哲也氏編）No.51［359］
	 	 	 上〜美	 ¥35,000
	6100	 新寛永　小字背千　母銭［361］	 上	 ¥5,000

	6101	 新寛永　大字背千写　仿鋳　母銭　22.65mm	 佳	 ¥10,000
	6102	 新寛永　大字背千写　仿鋳　母銭	 並/佳	 ¥8,000
	6103	 新寛永　小字背千　尖り千進貝宝俯千　母銭　22.62mm［375系］	 美	 ¥15,000

	6104	 新寛永　舌千小様　母銭　20.67mm［393］	 佳	 ¥8,000
	6105	 新寛永　高寛無背［410］	 上	 ¥5,000
	6106	 新寛永　低寛背一　鉄銭［414］	 佳〜上	 ¥5,000

	6107	 新寛永　一ノ瀬狭穿　鉄銭［420］	 佳〜上	 ¥5,000
	6108	 新寛永　細字背元　真鍮銭［496］	 上	 ¥35,000
	6109	 新寛永　背久広穿狭永　母銭［548］	 上	 ¥6,000

6095 6096 6097

6098 6099 6100

6101 6102 6103

6104 6105 6106

6107 6108 6109
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	6110	 新寛永　水戸広穿背ト　母銭［557］	 未	 ¥12,000
	6111	 新寛永　当四　背21波　長尾寛［574］	 上	 ¥7,000
	6112	 新寛永　当四　明和正字　母銭　大島延泉寛永二百撰に登載有［578］	 極美	 ¥50,000

	6113	 新寛永　当四　明和正字　母銭［578］	 美	 ¥25,000
	6114	 新寛永　当四　明和俯永　母銭［585］	 美	 ¥20,000
	6115	 新寛永　当四　石ノ巻千刮去　母銭［639］	 上	 ¥8,000

	6116	 新寛永　当四　南部仰宝　母銭［641］	 上	 ¥7,000
	6117	 新寛永　当四　南部仰宝　母銭［641］	 上	 ¥7,000
	6118	 新寛永　当四　水戸長尾寛背ト　鉄銭［708］	 上	 ¥25,000

	6119	 新寛永　当四　水戸濶字背ト刮去　母銭［715］	 未	 ¥50,000
	6120	 新寛永　当四　水戸濶字背ト刮去　母銭［715］	 未	 ¥50,000
	6121	 新寛永　当四　水戸小字背ト［722］	 上	 ¥10,000

	6122	 新寛永　当四　水戸深字　母銭［729］	 美	 ¥50,000
	6123	 新寛永　当四　明和俯永下タ極印［736］	 上	 ¥10,000

6110 6111 6112

6113 6114 6115

6116 6117 6118

6119 6120 6121

6122 6123
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	6124	 新寛永　当四　寛文様　母銭　27.28×27.38mm［753］	 佳〜上	 ¥800,000

	6125	 新寛永　当四　寛文様　26.6mm		「穴銭入門　寛永通宝　新寛永銭の部」原品［754］	 佳	 ¥300,000

	6126	 新寛永　寛文様　変形磨輪［754系］	 並	 ¥8,000
	6127	 新寛永　加護山　中字様［769］	 佳	 ¥8,000
	6128	 新寛永　当四　浄法寺飛鳥　背盛輪一　母銭仕立［784系］	 佳〜上	 ¥8,000

	6129	 新寛永　当四　浄法寺飛鳥　背盛刮去　母銭仕立［784系］	 佳〜上	 ¥8,000
	6130	 新寛永　打印銭	 上/佳	 ¥25,000
	6131	 新寛永　打印銭	 上	 ¥40,000

	6132	 新寛永　当四　打印銭	 佳〜上	 ¥150,000

6124

6124（×1.5倍）

6125

6125（×1.5倍）

6126 6127 6128

6129 6130 6131

6132
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	6133	 新寛永　当四　不知参考品？３種組（背盛錫母、下点盛母、鉄銭）	 上	 ¥15,000

	6134	 宝永通宝　浅冠	 佳〜上	 ¥5,000

	6135	 宝永通宝　深冠　珍場替わり４種組	 佳〜上	 ¥5,000

	6136	 天保通宝　２種組（本座中郭［７-２］、本座広郭［10-３］）	 美	 ¥5,000

※天保通宝の明細末尾にある［  ］内の数字は『天保通寳と類似貨幣カタログ本編』の分類番号です。

6133

6134

6135

6136
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	6137	 天保通宝　本座広郭　錫母銭［10-１］	 歪み有　上	 ¥120,000
	6138	 天保通宝　本座広郭　母銭［10-２］	 美	 ¥20,000

	6139	 天保通宝　本座広郭　母銭［10-２］	 美	 ¥30,000
	6140	 天保通宝　本座広郭　母銭［10-２］	 上	 ¥30,000

	6141	 天保通宝　本座広郭　母銭［10-２］	 磨き有　佳	 ¥14,000
	6142	 天保通宝　薩摩横郭［18］	 美	 ¥4,000

	6143	 天保通宝　薩摩横郭仰冠當［18］	 変色有　佳	 ¥5,000
	6144	 天保通宝　薩摩２種組（横長郭［19］、横長郭短當ツ［20］)	 美	 ¥8,000

6137 6138

6139 6140

6141 6142

61446143
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	6145	 天保通宝　薩摩広郭　白銅質［24］	 美	 ¥5,000
	6146	 天保通宝　福岡離郭　大様銭　50.01mm［41］	 上	 ¥80,000

	6147	 天保通宝　福岡離郭　爪白［41］	 上	 ¥14,000
	6148	 天保通宝　福岡離郭［41］	 上	 ¥13,000

	6149	 天保通宝　福岡離郭［41］	 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：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）　

6145 6146

6147 6148

6149
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	6151	 天保通宝　高知額輪　母銭［50］	 美	 ¥200,000

	6150	 天保通宝　高知額輪　鋳放し母銭　覆輪　嵌郭跡有［48］	 美	 ¥400,000

	6152	 天保通宝　高知額輪肥郭［52］	 上	 ¥5,000
	6153	 天保通宝　萩曳尾［54］	 上	 ¥12,000

6150

6150（×1.5倍）

6151

6151（×1.5倍）

6152 6153
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	6154	 天保通宝　萩曳尾短天［60］	 上	 ¥5,000
	6155	 天保通宝　萩進二天［70］	 美	 ¥80,000

	6156	 天保通宝　萩方字狭二天［81］	 美	 ¥5,000
	6157	 天保通宝　萩平通［83］	 磨き有　並	 ¥22,000

	6158	 天保通宝　水戸正字濶縁　石持極印［85］	 上	 ¥3,000

	6159	 天保通宝　水戸揚足宝［91］	 佳	 ¥50,000

6154 6155

6156 6157

6158

6159 6159（×1.5倍）
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	6160	 天保通宝　水戸２種組（短足宝［108］、濶字［107］）	 上	 ¥3,000

	6161	 天保通宝　仙台長足宝　白銅質［115］	 極美	 ¥160,000
	6162	 天保通宝　仙台長足宝　小様［116］	 上	 ¥90,000

	6163	 天保通宝　会津短貝宝［122］	 美	 ¥6,000

	6164	 天保通宝　会津短貝宝　２枚組［122］	 上	 ¥10,000

6160

6164

6161 6162

6163
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	6165	 天保通宝　秋田小様　46.7mm［130］	 美	 ¥20,000
	6166	 天保通宝　秋田小様　47.6mm［130］	 上	 ¥30,000

	6167	 天保通宝　秋田広長郭［131］	 上	 ¥5,000
	6168	 天保通宝　秋田広長郭［131］	 美	 ¥4,500

	6169	 天保通宝　秋田広長郭　２枚組［131］	 佳〜上	 ¥9,000

	6170	 天保通宝　秋田広郭［135］	 上	 ¥6,000
	6171	 天保通宝　南部小字　桐極印［136］	 佳	 ¥60,000

6169

6165 6166

6167 6168

6170 6171
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	6172	 天保通宝　南部銅山手［137］	 上	 ¥25,000
	6173	 天保通宝　南部銅山手［137］	 上	 ¥16,000

	6174	 天保通宝　南部大字［139］	 佳	 ¥22,000
	6175	 天保通宝　南部大字［139］	 歪み有　佳	 ¥8,000

	6176	 天保通宝　浄法寺飛鳥　南部銅山手写［145］	 上	 ¥6,000
	6177	 天保通宝　浄法寺飛鳥　南部銅山手大字写［147］	 佳	 ¥6,000

	6178	 天保通宝　浄法寺飛鳥　本座長郭写　未仕立［148］	 上	 ¥15,000

6172 6173

6174 6175

6176 6177

6178
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	6179	 天保通宝　室場反玉宝［151］	 上	 ¥60,000

	6180	 天保通宝　不知長郭手［159］	 美	 ¥7,000
	6181	 天保通宝　不知長郭手　白銅質［159］	 美	 ¥12,000
	6182	 欠番　No	Lot

	6183	 天保通宝　不知長郭手　削貝宝［160、英泉譜1147か？］	 上	 ¥17,000
	6184	 天保通宝　不知長郭手　小様　47.3mm［160］	 上	 ¥15,000

6180 6181

6183 6184

6179

6179（×1.5倍）
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	6185	 天保通宝　不知長郭手　覆輪刔輪［161］	 少刔輪　極美	 ¥25,000
	6186	 天保通宝　不知長郭手　覆輪刔輪［161］	 少刔輪　美	 ¥15,000

	6187	 天保通宝　不知長郭手　覆輪刔輪［164］	 美	 ¥35,000
	6188	 天保通宝　不知長郭手　斜珎［177］	 歪み有　佳〜上	 ¥40,000

	6189	 天保通宝　不知細郭手　覆輪刔輪［204］	 磨き有　上	 ¥25,000
	6190	 天保通宝　不知細郭手　削頭天［210］	 美	 ¥15,000

	6191	 琉球通宝　大字狭貝宝［230］	 上	 ¥18,000
	6192	 琉球通宝　大字狭貝宝［230］	 ヒビ有　並	 ¥25,000

6185 6186

6187 6188

6189 6190

6191 6192



－ 59 －

	6193	 琉球通宝　大字広郭［237］	 佳	 ¥10,000
	6194	 琉球通宝　大字広郭［237］	 上〜美	 ¥10,000

	6195	 琉球通宝　大字広郭［237］	 上	 ¥7,000
	6196	 琉球通宝　中字　赤銅［238］	 上	 ¥12,000

	6197	 琉球通宝　中字［238］	 上	 ¥6,000
	6198	 琉球通宝　中字［238］	 上	 ¥6,000

	6199	 琉球通宝　中字［238］	 錆付　並	 ¥5,000
	6200	 琉球通宝　中字　山添極印［241］	 上	 ¥20,000

6193 6194

6195 6196

6197 6198

6199 6200
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	6201	 琉球通宝　中字　山添極印［241］	 佳	 ¥12,000
	6202	 琉球通宝　中字　背手形印　爪求筍柱［242］	 美	 ¥25,000

	6203	 琉球通宝　小字長足宝［253］	 針穴１　上	 ¥20,000

	6204	 琉球通宝　３種組（中字［238］、中字爪求［245］、中字爪求筍柱［250］）	 美	 ¥20,000

	6205	 琉球通宝　半朱［255］	 美	 ¥10,000
	6206	 琉球通宝　半朱　ロクロ仕上［255］	 上	 ¥8,000

6201 6202

6203

6205 6206

6204
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	6207	 琉球通宝　半朱［255］	 上	 ¥7,000
	6208	 玉塚天保　人の鏡［270］	 上	 ¥9,000

	6209	 玉塚天保　２種組（人の鏡［270］、人の鏡　異書［271］）	 美／劣	 ¥35,000

	6210	 玉塚天保　吾が鏡　会員章［278］	 佳〜上	 ¥5,000
	6211	 天保通宝　本座銭100枚組　下見して下さい（返品不可）	 並〜美	 ¥40,000
	6212	 無銘銭　下見して下さい（返品不可）	 美	 ¥100,000

	6213-1	文久永宝　草文　広郭　母銭	 上〜美	 ¥10,000
	6213-2	文久永宝　草文　錫母銭　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美	 ¥60,000
	6213-3	文久永宝　草文　母銭	 美	 ¥10,000

6209

6207 6208

6210 6212

6213-1 6213-2 6213-3
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6214-1	文久永宝　草文　郭内穿ズレ	 上	 ¥5,000
6214-2	文久永宝　玉宝　広郭　錫母銭　日本貨幣商協同組合鑑定書付	 極美	 ¥60,000
6214-3	文久永宝　玉宝　中郭　母銭	 極美	 ¥10,000

	6215	 文久永宝　深字　本体	 佳〜上	 ¥5,000
	6216	 文久永宝　深字　降久	 上	 ¥5,000

	6217	 文久永宝　深字　４枚組	 上	 ¥10,000
	6218	 文久永宝　深字　４枚組	 上	 ¥10,000
	6219	 文久永宝　直永　２枚組	 佳〜上	 ¥10,000
	6220	 文久永宝　直永　２枚組	 上	 ¥10,000

	6221	 文久永宝　直永　２枚組	 上	 ¥10,000
	6222	 文久永宝　直永手細字　離足宝	 上	 ¥6,000
	6223	 箱舘通宝　母銭	 並	 ¥5,000
	6224	 銅山至宝　当百	 上	 ¥10,000

6214-1 6214-2 6214-3

6219

6220
62186217

62166215

6221

6222

6223

6224
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	6225	 銅山至宝　当五十	 上	 ¥6,000
	6226	 秋田鍔銭　短尾　美制	 極美	 ¥12,000

	6227	 秋田鍔銭　短尾	 上	 ¥6,000
	6228	 秋田鍔銭　中尾　背異（小八卦）	 美	 ¥25,000

	6229-1	秋田鍔銭　中尾	 美	 ¥20,000
	6229-2	秋田鍔銭　長尾	 美	 ¥8,000

6230	 細倉当百　鉛銭	 鋳切れ有　上	 ¥28,000

6229-2

6225
6226

6227 6228

6229-1

6230
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	6231	 米沢生産局鉛銭　丸型	 佳	 ¥15,000
	6232	 米沢生産局鉛銭　丸型	 美	 ¥20,000

	6233	 水戸虎銭	 歪み有　佳	 ¥18,000
	6234	 絵銭　竪槌大黒　64.5g	 上	 ¥20,000

	6235	 絵銭　横向大黒	 上	 ¥5,000
	6236	 絵銭　南部蓬莱恵比須	 佳	 ¥20,000

	6237	 絵銭　南部五穀成就	 佳	 ¥20,000
	6238	 絵銭　花巻恵比須	 上	 ¥15,000
	6239	 絵銭　花巻恵比須　棹無し	 上	 ¥15,000

6231 6232

6233
6234

6235 6236

6237 6238 6239
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	6240	 絵銭　南部両面　銅、鉄　２種組	 上	 ¥18,000
	6241	 絵銭２種組（南部布泉、和鋳五銖）	 上	 ¥5,000
	6242	 絵銭　玉乗大黒　10.4g	 上〜美	 ¥5,000

	6243	 絵銭　蕪手　蕪	 佳〜上	 ¥5,000
	6244	 絵銭　白文恵比須　「日本の絵銭」原品	 上〜美	 ¥10,000
	6245	 絵銭　面子銭　２枚組	 佳〜上	 ¥5,000

	6246	 絵銭　穴一銭	 佳〜上	 ¥6,000
	6247	 絵銭　面子銭　大黒	 佳	 ¥4,000
	6248	 絵銭　円穿恵比須　背松魚籃	 佳	 ¥5,000

	6249	 絵銭　鏡屋銭　大黒	 上	 ¥5,000
	6250	 絵銭　鏡屋銭　本字	 佳	 ¥5,000
	6251	 絵銭　鏡屋銭　巴　右回り	 佳	 ¥5,000
	6252	 絵銭　鏡屋銭　鶴丸	 上	 ¥5,000

6240 6241

6242

6243 6244

6246 6247
6248

6249 6250 6251 6252

6245
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	6253	 絵銭　鏡屋銭　五三桐　小型	 佳	 ¥5,000
	6254	 絵銭　面子銭　橋合戦	 上	 ¥5,000
	6255	 絵銭　面子銭　両面（猿曳大黒）	 上	 ¥5,000
	6256	 絵銭　襟付大黒	 上	 ¥5,000

	6257	 絵銭　打印銭　念仏　18.5g	 佳	 ¥7,000
	6258	 絵銭　面子銭　仕丁駒　12.0g	 佳	 ¥5,000
	6259	 絵銭　面子銭　仕丁駒　21.9g	 佳	 ¥7,000

	6260	 絵銭　面子銭　大黒	 佳	 ¥5,000
	6261	 絵銭　穴一銭　釣恵比須　背一	 佳	 ¥5,000
	6262	 絵銭　穴一銭　長手綱駒曳　背一	 佳	 ¥5,000

	6263	 絵銭　穴一銭　橋合戦　背一	 佳	 ¥5,000
	6264	 サムハラ銭　正様　面ズレ　２枚組	 美	 ¥5,000

	6265	 絵銭　七福神　新作２種組（天保型、折二型）	 佳〜上	 ¥5,000

6253 6254 6255 6256

6257 6258 6259

6260 6261 6262

6263
6264

6265
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	6266	 絵銭　崇寧通宝　両面銭　赤銅	 佳	 ¥6,000
	6267	 絵銭　崇寧通宝　両面銭　赤銅金鍍残	 上	 ¥10,000

	6268	 絵銭　双魚　貼り合わせ	 佳	 ¥5,000
	6269	 新作絵銭　勇駒　71.8mm	 美	 ¥5,000

	6270	 新作絵銭　大黒　背和同開珎　81.2mm	 上〜美	 ¥5,000
	6271	 新作絵銭　大黒　背和同開珎　81.2mm	 上〜美	 ¥5,000

	6272	 新作絵銭　恵比須　背吾唯足知　81.3mm	 上〜美	 ¥5,000

6266 6267

6268
6269（70％大）

6270（70％大） 6271（70％大）

6272（70％大）
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	6273	 絵銭　議院建築　昭和２年　金色、銀色　２種組	 上	 ¥10,000

	6274	 絵銭　御園座　昭和37年　金色、銀色　２種組	 美	 ¥5,000
	6275	 上棟銭　陸軍兵舎　昭和13年	 上	 ¥2,000

	6276	 記念銭　平尾賛平　創業60年	 上	 ¥5,000
	6277	 記念銭　小川青宝楼　卒寿記念	 上	 ¥5,000

	6278	 記念銭　昭和通宝　内外貨幣研究会	 上	 ¥3,000
	6279	 福銭　小判型４種組	 佳〜上	 ¥6,000

6273

6274
6275

6276

6277

6279

6278
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	6280	 山田羽書　壱匁　八日市組　中川図書　文久３年	 並	 ¥8,000
	6281	 三河西尾藩　岡島　３枚組（文政４年、文化14年）	 佳〜上	 ¥12,000

	 ［藩札類］ ※藩札類の画像は断りのあるものを除き原寸の 40％です。

	6282	 三河西尾藩　岡島　３枚組（天保８年　春米）	 上	 ¥12,000
	6283	 加賀藩　鶴来寄所札　３枚組	 並	 ¥9,000

	6284	 加賀藩　鶴来寄所札　５枚組	 佳	 ¥20,000

6281

6282 6283

6284

6280
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	6285	 加賀藩　鶴来寄所札　未完成札　２枚組	 上	 ¥12,000
	6286	 尼崎藩　銀拾匁　屏風札	 並	 ¥3,000

	6287	 広島藩　銀二分　弘化四年	 佳	 ¥5,000
	6288	 広島藩　銀五匁　３枚組	 並〜佳	 ¥4,000

	6289	 岡藩　七銭拾匁預　岡製産方　己巳	 佳	 ¥30,000
	6290	 杵築藩　銀五百目　莚方会所	 上	 ¥28,000
	6291	 人足札　平塚宿　本馬壹疋　藤沢継	 佳	 ¥5,000

6288

6285

6287

6286

6289 6290 6291
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	6292	 人足札　平塚宿　軽尻壹疋　藤沢継	 佳	 ¥5,000
	6293	 人足札　平塚宿　人足壹人　藤沢継	 佳	 ¥5,000
	6294	 人足札　平塚宿　人足壹人　藤沢継	 佳〜上	 ¥5,000

	6295	 人足札　平塚宿　人足壹人　藤沢継	 佳〜上	 ¥5,000
	6296	 人足札　平塚宿　本馬壹疋　大磯継	 上	 ¥5,000
	6297	 備中敷名　利休屋　三分切手	 佳	 ¥5,000

	6298	 南部馬市　寛政12年分　馬改判	 上〜美	 ¥5,000
	6299	 土佐藩　鯨札２種組（金壱分、五拾文）	 佳	 ¥6,000
	6300	 名古屋藩　金二朱	 虫穴有　佳	 ¥7,500

6292 6293 6294

6295 6296 6297

6298 63006299
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	6301	 廣島丸　鞆津	 佳	 ¥6,000
	6302	 東海道　掛川宿　24文	 並	 ¥5,000
	6303	 東海道　島田宿　５合	 虫穴　佳	 ¥5,000
	6304	 備中岡田　２種組（銀壱匁、銀壱分）	 並〜佳	 ¥5,000

	6305	 尾張知多大野　二両札　10枚組　下見して下さい（返品不可）	 佳	 ¥5,000
	6306	 尾張知多大野　二両札　10枚組　下見して下さい（返品不可）	 佳	 ¥5,000

6301 6302 6303 6304

6305（一部） 6306（一部）



－ 73 －

	6307	 藩札３種組（尼崎藩　銀拾匁、柳本藩一匁、芝村藩一匁）	 並〜佳	 ¥5,000

	6308	 藩札２種組（金沢藩　300文、土佐藩　100匁）	 並〜佳	 ¥5,000
	6309	 金沢藩　拾貫文	 並	 ¥6,500

	6310	 中山道　美濃大久手宿　塩壱駄	 並〜佳	 ¥5,000

6309

6307

6308

6310



－ 74 －

	6311	 京都切手全18枚組（二斤切手、一斤半、一斤など）	 佳	 ¥5,000
	6312	 富札　津島　寅七月　アタリ番	 佳	 ¥5,000
	6313	 富札　美濃太田宿	 虫穴　佳	 ¥5,000

	6314	 彦根　井伊掃部頭　人馬附賃銭　遠州本阪宿　文久２年	 佳	 ¥5,000
	6315	 下吉田より甲府上黒駒　柳原駅一上黒駒荷　信州松本三原屋	 佳	 ¥5,000

	6316	 中山道　美濃河渡宿　助郷会所　慶応三年　文書、規定書組	 佳	 ¥10,000

6311

6312（縮小）

6316（縮小）

6314（縮小）

6315（縮小）

6313
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	6317	 太政官札　金拾両　年割上納広島藩	 鋏入1/4欠　佳	 ¥35,000
	6318	 太政官札　金壱両、一朱組	 虫穴有　佳	 ¥8,000
	6319	 兵庫開港札　一両	 上	 ¥5,000

	6320	 倉敷県札　銭百文	 並	 ¥6,000
	6321	 兵庫県札　三百文	 佳	 ¥5,000
	6322	 岩鼻県札　１貫248文　藤塚村吉田弥七	 鋏入　上部欠　佳	 ¥9,000

	6323	 木札　島田通用　百文	 上	 ¥3,000
	6324	 木札　島田通用　百文	 佳	 ¥5,000
	6325	 木札　中井長次郎　御支配　大和　天保４年	 上	 ¥5,000

6317 6319

6320 6321 6322

6323

6324

6325

6318



－ 76 －

	6326	 木札　京都西陣織　茶染仲間札　嘉永７年	 美	 ¥5,000
	6327	 木札　姫路奉行所薪札　寛延３年〜嘉永４年	 美	 ¥5,000

	6328	 木札　近江膳所郡方役所　慶応寅年	 上	 ¥5,000
	6329	 木札　伏見御役所付　淀川般札　文化３年	 上	 ¥5,000

	6330	 木札　駿河国相賀村川越札　弘化５年　２枚組	 上	 ¥5,000
	6331	 木札　信州池田宿上一本木村　文化９年	 佳〜上	 ¥5,000

6326 6327

6328 6329

63316330



－ 77 －

	6332	 木札　遠州焼津　岡当目人足	 上	 ¥5,000
	6333	 明治期木札含む２種組（沼津長浜学校、国立銀行（第35静岡）　為替依頼書）	 佳	 ¥6,500
	6334	 木札３種組（遠州島田、上阿多古、小窐）	 並〜佳	 ¥5,000

	6335	 木札２種組（遠州相賀村、弘化５年二朱　会所）	 上	 ¥6,000
	6336	 木札　泉州目根郡小谷村　人力稼　五畿内　播州	 上	 ¥8,000
	6337	 木札　萬栄講　八幡山路町　河原崎　出羽	 上	 ¥5,000
	6338	 木札　御用米　加納藩　浅野金三郎	 上	 ¥10,000

6338（縮小）

6332 6334

6336 6337

6333

6335



－ 78 －

	6339	 木札８枚組（人夫１人４種、百荷六匁など）	 佳	 ¥5,000

	6340	 氏子札４種組（尾張八幡社　親子４人）	 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：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）　

6339

6340


