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	6341	『創立二十周年記念福島古泉会会報』		創刊〜50号を一冊に綴　（昭51）　福島古泉会	 上	 ¥3,000
	6342	『淘泉啓泉追悼泉譜』（平10）日本貨幣協会偲ぶ会　和綴　函付	 美	 ¥4,000
	6343	『泉志第四号』（昭48）四国貨幣研究会	 上	 ¥3,000
	6344	『東海貨幣協会創立二十五周年	故鬼頭晴彦先生追善貨幣大会記念誌』（平元）東海貨幣研究会	 美	 ¥4,000
	6345	『通寶樓追悼泉譜』（平10）関西古銭研究会　函付	 紐少ホツレ　上	 ¥3,000
	6346	『群馬貨幣協会創立二十周年記念泉譜』（昭61）群馬貨幣協会　函付	 上	 ¥4,000
	6347	『貨幣商第二回記念泉譜』（昭48）日本貨幣商協同組合　函付	 上	 ¥5,000
	6348	『九州貨幣協会創立拾周年記念泉譜』（昭52）九州貨幣協会　東九州貨幣研究会　函付	 上	 ¥5,000
	6349	『第一回日本貨幣界全国大会記念泉譜』（平6）日本貨幣協会　函付	 上	 ¥5,000
	6350	『日本貨幣協会創立二十周年記念泉譜』（昭58）日本貨幣協会　函付	 上〜美	 ¥5,000
	6351	『極泉庭愛銭図譜』（昭53）米山昌宏　函付	 上	 ¥5,000
	6352	『桂寶知命泉譜』（昭43）田中桂治	 美	 ¥5,000
	6353	『桂寳銀婚記念泉譜』（昭46）田中桂治　函付	 美	 ¥5,000
	6354	『天保堂追懐泉譜』（平9）瓜生有博　函付	 美	 ¥5,000
	6355	『京泉堂喜寿金婚記念泉影譜』（平4）京泉堂　古川安太　函付	 美	 ¥4,000
	6356	『三華船越康氏生誕七十七年記念泉譜』（平16）平泉為造　和綴　函付	 美	 ¥5,000
	6357	『細道の会創立十周年記念泉譜』（昭52）細道の会　和綴	 上	 ¥8,000
	6358	『大川会長還暦祝賀泉譜』（昭32）日本貨幣協会　和綴　函付	 上	 ¥8,000
	6359	『田中会長在任二十年祝賀泉譜』（昭15）東洋貨幣協会	和綴	 上	 ¥8,000
	6360	『文久童還暦祝賀泉譜』（昭13）東洋貨幣協会発起人会	 上	 ¥5,000
	6361	『呆仙追慕』（昭10）鷲田義信　和綴	 上	 ¥8,000
	6362	『華林塔還暦祝賀泉譜』（昭3）発起人一同　和綴	 上	 ¥8,000

※書籍、道具類（LotNo.6341 〜 6511）の会場内
　での下見、及び会場での引き渡しは出来ません。
　書籍、道具類の引き渡しは後日配送のみとなり
　ます。ご了承下さい。
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	6363	『因泉庵華甲銭譜』（昭7）発起人一同　和綴	 上	 ¥8,000
	6364	『寳泉追情』（明40）二世寳泉舎　和綴　生拓	 表紙加工有、前所蔵者落款有　並	 ¥5,000
	6365	『横浜古泉會泉譜第壹・貳集』（昭34）相沢南柯　和綴生拓	 美	 ¥6,000

	6366	『横浜銭貨研究會第1〜10号』（明31）　和綴　生拓1冊に綴込	 上	 ¥8,000
	6367	『横浜銭貨研究會第11〜27号』（明32〜33）　和綴　生拓1冊に綴込	 上	 ¥8,000
	6368	『細道の会創立三十周年記念泉譜』（平11）細道の会　函付	 上	 ¥10,000
	6369	『扇港拓模集巻一、二』（昭47，53）2冊組　兵庫貨幣会　	 並	 ¥5,000
	6370	『恋泉第100号記念号』（平5）細道の会	 上	 ¥3,000
	6371	『満拾五周年関西古泉研究会記念泉譜』（昭55）和綴　函付	 美	 ¥4,000
	6372	『乾丘譜』（平11）淳豊堂	吉田昭二　和綴豪華本　函付	 美	 ¥4,000
	6373	『和同開珎発行千三百年記念泉譜』（平20）白鳳堂　函付	 未	 ¥4,000
	6374	『白鳳堂還暦記念　平城遷都千三百年記念泉譜』（平22）白鳳堂　函付	 未	 ¥4,000
	6375	『福岡古泉会二百回例会記念泉譜』（昭48）和綴　函付	 上	 ¥4,000
	6376	『駿河古泉会創立拾周年記念泉譜』（昭55）　函付	 上	 ¥4,000
	6377	『静岡いづみ会例会出品拓本帳』2006年、2007年　静岡いづみ会　２冊組	 上	 ¥2,000
	6378	『兵庫貨幣会創立五周年記念泉譜』（昭43）　函付	 上	 ¥3,500
	6379	『兵庫貨幣会創立十周年記念泉譜』（昭48）　函付	 上	 ¥3,500
	6380	『兵庫貨幣会創立拾五周年記念泉譜』（昭53）　函付	 上	 ¥4,000
	6381	『兵庫貨幣会創立二十周年	八橋喜代松先生米寿祝賀記念泉譜』（昭58）　函付	 上	 ¥4,000
	6382	『兵庫貨幣会創立二十五周年記念泉譜』（平元）	 美	 ¥3,000
	6383	『兵庫貨幣会創立参拾周年記念泉譜』（平6）　函付	 美	 ¥4,000
	6384	『桑名貨幣研究会創立二十周年	全国貨幣大会記念泉譜』（昭52）桑名貨幣研究会　函付	 上	 ¥3,000
	6385	『静泉庵冨永会長古稀祝賀泉譜』（平26）静岡いづみ会　函付	 美	 ¥8,000
	6386	『益永先生古稀叙勲祝賀全国大会記念銭譜』（昭51）　函付	 上	 ¥4,000
	6387	『第三十三回九州貨幣協会福岡大会	福岡古泉会四十四周年記念銭譜』（平12）福岡古泉会	 上	 ¥3,000
	6388	『秋田貨幣研究会創立七周年記念銭譜』（昭57）和綴	 上	 ¥4,000
	6389	『荒木先生喜寿祝賀記念	全国大会之泉譜』（昭50）東海貨幣研究会　和綴	 上	 ¥2,000
	6390	『故敬泉木村保氏一周忌追悼泉譜』（平2）青森貨幣研究会　和綴	 上	 ¥3,000

※画像は全て原寸ではありません。
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	6391	『茨城貨幣研究会創立十周年記念泉譜』（昭57）　函付	 上	 ¥4,000
	6392	『明治百年記念泉譜』（昭40）九州古泉会　和綴	 上	 ¥8,000
	6393	『三周年記念泉譜』（昭48）東亜貨幣協会八王子支部	 上	 ¥4,000
	6394	『桃山泉談会誌』第1〜32号（復刻版）遼寧銭弊叢書1992	 上	 ¥5,000
	6395	『海東』	創刊号〜5号	昭9〜10年（復刻版）1冊に綴	 上	 ¥5,000
	6396	『海東』	6号〜11号	昭11〜13年（復刻版）1冊に綴	 上	 ¥5,000
	6397	『京泉堂還暦祝寿泉譜』（昭51）四国貨幣協会	 上	 ¥3,000
	6398	『緑泉古稀記念泉譜』（平9）青木壮太郎　和綴じ　函付	 美	 ¥5,000
	6399	『おかねに見る世相･風俗の変遷　貨幣の歴史』　郡司勇夫、山口和雄他　東濃新報社　昭和59年　160頁　函付
	 	 	 美	 ¥5,000
	6400	『カラー版　日本通貨図鑑』　利光三津夫、植村峻、田宮健三　日本専門図書出版　平成16年　函付	 美	 ¥10,000
	6401	『日本の貨幣　貨幣が語る時代と生活』　名古屋タイムズ社　監修大蔵財務協会　昭和59年　函付	 美	 ¥10,000

	6402	『日本貨幣史　別編金座考』　塚本豊次郎　財政経済学会　大正12年	 上	 ¥10,000
	6403	『日本通貨変遷図鑑』　大蔵省理財局　渡辺正次郎監修　大蔵財務協会編　昭和32年　函付	 上	 ¥10,000
	6404	『銀銀図録１』　豆仙人　2007年　限定200部	 上	 ¥5,000
	6405	『鋳金･彫金･鍛金』　會田富康　理工学社　1976年　函付	 上	 ¥5,000
	6406	『日本古貨幣変遷史』　小川浩　日本古銭研究会　昭和58年　限定300部	 上	 ¥5,000
	6407	『大日本貨幣研究会雑誌』１号〜45号（明治30年〜37年）　大日本貨幣研究会　第一書房　昭和54年　限定300部
	 	 	 上	 ¥8,000
	6408	『日本古代経済　交換編第四冊　貨幣』　西村眞次　東京堂　昭和８年　函付	 佳	 ¥5,000
	6409	『古事類苑　泉貨部･稱量部』　吉川弘文館　昭和42年　函付	 上	 ¥8,000
	6410	『日本貨幣図鑑』　郡司勇夫　東洋経済新報社　昭和56年　函付	 上	 ¥8,000
	6411	『図録　日本の貨幣１　原始･古代･中世』　日本銀行調査局　東洋経済新報社　昭和47年	
	 	 	 函無し　表紙色あせ　上	 ¥8,000
	6412	『改訂　本邦通貨の事歴』　塚本豊次郎　造幣局内泉友会　昭和３年	 上	 ¥8,000
	6413	『日本古代貨幣史』　吉田欣悦　2005年	 美	 ¥2,000
	6414	『日本古代貨幣史の研究』　原三正　ボナンザ社　昭和53年　限定500部	 上〜美	 ¥3,000

※画像は全て原寸ではありません。
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	6415	『平城京　長屋王邸宅と木簡』　奈良国立文化財研究所　吉川弘文館　平成４年	 美	 ¥2,000
	6416	『日本出土銭総覧』　1996年版　兵庫埋蔵銭調査会　1996年	 上〜美	 ¥2,000
	6417	『開元通寳泉譜』　前田光男　日本古銭研究会　昭和47年	 美	 ¥2,000
	6418	『日本古代の貨幣と社会』　三上喜孝　吉川弘文館　平成17年	 上〜美	 ¥3,000
	6419	『第16回出土銭貨研究会資料　中世の墓と銭』　出土銭貨研究会　2009年、『出土銭貨研究会第７回研究大会　畿内･七
	 	 道からみた古代銭貨』　出土銭貨研究会　2000年、『山陰の出土銭貨』　出土銭貨研究会中国ブロック大会事務局
	 	 2004年、『第11回出土銭貨研究会資料　中近世移行期の無文銭』　出土銭貨研究会中国ブロック大会事務局　2004年
	 	 計４冊組	 上〜美	 ¥5,000
	6420	『平城京左京三条四坊七坪発掘調査概報』　奈良国立文化財研究所　昭和55年、『平城京左京三條二坊六坪発掘調査概報』
	 	 奈良国立文化財研究所　昭和51年、『藤原京左京二条一坊･同二条二坊発掘調査報告』　奈良国立文化財研究所　昭和62
	 	 年、『武蔵府中大量出土銭の調査概報ー東京都府中市宮西町1-2出土ー』　府中市教育委員会　平成13年、『中村岡の久保
	 	 出土銭ー中世期大量埋蔵銭の調査報告書—』　兵庫埋蔵銭調査会　1999年、『奈良市埋蔵文化財調査概要報告書』　奈良
	 	 市教育委員会　1999年、『辰馬考古資料館　考古学研究紀要６』　辰馬考古資料館　2009年　古代長門鋳銭論考登載
	 	 計７冊組	 佳〜上	 ¥7,000
	6421	『播磨古銭会泉誌　第１集』　播磨古銭会　平成８年、『播磨古泉会泉誌　第２集』　播磨古泉会　平成９年　計２冊組	
	 	 	 佳〜上	 ¥3,000
	6422	『黒川古文化研究所紀要　古文化研究　第８号』　黒川古文化研究所　平成20年　宋銭論考登載、『企画展示　お金の玉
	 	 手箱ー銭貨の列島2000年史ー』　国立歴史民俗博物館　1997年、『日本銀行金融研究所　貨幣博物館』　日本銀行金融
	 	 研究所　1996年、『お金と人の世』　岩手県立博物館　1993年、『貨幣の歴史学』	日本銀行情報サービス局	2011年、
	 	 『府立大阪博物場旧蔵貨幣図録　第１冊』　大阪府教育委員会　1998年、『収蔵品図録』　下関市立長府博物館	平成６年
	 	 計７冊組	 美	 ¥7,000
	6423	『阿波海南大里出土銭ー中世期大量埋蔵銭の調査報告書ー』　兵庫県埋蔵銭調査会編　海南町教育委員会発行	1994年、
	 	 『出土銭貨研究会研究紀要　出土銭貨研究』　出土銭貨研究会　平成13年、『出土銭貨研究会研究紀要　出土銭貨研究
	 	 第２号』　出土銭貨研究会　平成20年、『わが国における銭貨生産ー出土銭貨研究会　第４回大会報告要旨ー』　出土銭
	 	 貨研究会　1997年、『紀伊考古学研究　第11号』　紀伊考古学研究会　2008年　皇朝銭論文登載、『季刊	考古学	第78
	 	 号』特集出土銭貨研究の最前線　富本銭から中世大量出土銭へ　雄山閣　2002年、『新版　中世出土銭の分類図版』
	 	 永井久美男　高志書院　2002年　計７冊組	 上〜美	 ¥7,000
	6424	『華冑の美』　青山礼志　頌文社　1969年	 上〜美	 ¥2,000
	6425	『貨幣』　東海銀行　昭和48年　函付、『新版　東洋古銭価格図譜　全』　太田保　万国貨幣洋行　昭和56年
	 	 和綴じ　計２冊組	 上〜美	 ¥4,000
	6426	『貨幣の考古学』　橋詰武彦　九州貨幣史学会　平成元年、『貨幣史の研究　第311号』　九州貨幣史学会　平成５年、
	 	 『黒川古文化研究所要覧』　黒川古文化研究所　昭和50年　函付　貨幣の画像多数登載、『大和考古資料目録　館蔵古銭
	 	 資料　第２集』　奈良県立橿原公苑考古博物館　1973年　計４冊組	 上〜美	 ¥5,000
	6427	『日本古代銭貨研究』　栄原永遠男　清文堂出版　2011年	 上〜美	 ¥2,000
	6428	『泉苑』創刊号〜第５号　勢陽古泉会　昭和30年〜31年　５冊組	 上	 ¥3,000
	6429	『研泉会』第１号〜第５号　研泉会　平成20年〜22年　５冊組	 上	 ¥2,000
	6430	『宮田進一氏追悼集』　出土銭貨研究会･北陸信越出土銭貨研究会　2012年　	 上	 ¥1,000
	6431	『地方貨幣および古南鐐二朱銀判の分類並びに真贋に関する研究』　清水恒吉　平成28年	 上〜美	 ¥4,000
	6432	『寛永通寳銭譜　古寛永之部　上巻　防長の鋳銭事情』　谷巧二　平成14年	 上〜美	 ¥3,000
	6433	 欠番　No	Lot
	6434	『歴博フォーラム　お金の不思議　貨幣の歴史学』　国立歴史民俗博物館　山川出版社　2000年、『骨董･古美術のプロ
	 	 が教える　コワ〜イ、骨董品売買の裏話』　細矢隆男　ベストブック社　2020年　計２冊組	 上	 ¥2,000
	6435	『大連泉友会拓影』　王非　王貴箴編　遼沈書社　1993年　中文、『西部金融　2008銭幣研究増刊』	陝西省銭幣学会
	 	 2008年　中文　計２冊組	 上	 ¥4,000
	6436	『大蔵省印刷局百年史』全３巻揃い	 美	 ¥6,000
	6437	『太政類典』復刻版　全６冊　名古屋古札研究会発行（限定18部）	 美	 ¥5,000
	6438	『名古屋古札研究会会報		古札図譜』　31冊組　平成４年創刊号〜平成11年40号（31号〜40号は合本２冊、13号は欠）
	 	 	 美	 ¥8,500
	6439	『日本貨幣図史』　全10巻揃い　小川浩　５巻、９巻のみ函付	 上	 ¥7,000
	6440	『古寛永泉志』　改定版　増尾富房　昭和51年	 上	 ¥3,000
	6441	『昭和古銭価格図譜　全』　小川浩　昭和40年	 上	 ¥3,000
	6442	『天保通宝　鑑識と手引』　小川吉儀　昭和48年	 上	 ¥2,000
	6443	『古貨幣七十話』　利光三津夫　2002年	 美	 ¥3,000
	6444	『日本紙幣在外銀行軍票図鑑』　太田保　昭和51年　函付	 上	 ¥3,000
	6445	『新版　東洋古銭価格図譜　全』　太田保	 上	 ¥3,000
	6446	『穴銭入門　寛永通宝　新寛永銭の部』　静岡いづみ会　初版　1992年	 美	 ¥2,000
	6447	『地方貨幣および古南鐐二朱銀判の分類並びに真贋に関する研究』　清水恒吉　平成28年	 美	 ¥3,000
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	6448	『記念泉譜		名貨百選』　銀座コイン	2008年　函付	 美	 ¥3,000
	6449	『新訂天保銭図譜』　小川浩　昭和50年　函付	 美	 ¥3,000
	6450	『華夏古泉価格図録』　劉飛燕　中文　2010年	 美	 ¥3,000
	6451	『近代通貨ハンドブック　日本のお金』　大蔵省、『日本近代紙幣総覧』　ボナンザ社　計２冊組	 上	 ¥5,000
	6452	『真贋古銭対照譜』　椿井琢光　2004年	 上	 ¥2,000
	6453	『金銀図録』　６冊組　赤色（複製本）	 上	 ¥6,000
	6454	『穴の細道』　安達岸生　昭和46年	 佳	 ¥6,000
	6455	『昭和古銭価格図譜　全』　小川浩　昭和36年	 佳	 ¥5,000
	6456	『木曽路宿場札図録』　昭和57年　和綴　函付、『苗木藩札考』　中津川貨幣研究会　平成６年　和綴　計２冊組
	 	 	 上	 ¥3,000
	6457	『明治百年記念泉譜』（昭40）九州古泉会　和綴、『全国貨幣大会之泉譜』　昭和50年　東海貨幣研究会、『極泉庭愛銭図譜』
	 	 計３冊組	 佳〜上	 ¥3,000
	6458	『符合泉志』（初、二、三合本）、『穴の細道』　安達岸生、『開元通寳泉譜』　和綴　計３冊組	 佳	 ¥3,000
	6459	『日本通貨変遷図鑑』　大蔵省理財局　渡辺正次郎監修　大蔵財務協会編　昭和32年　函付、『維新以降日本紙幣大系図
	 	 鑑』　大橋義春　昭和32年　函付、『貨幣』　東海銀行　昭和48年　函入、『近代貨幣分類図鑑』　柳生淑郎　1997年
	 	 計４冊組	 上〜美	 ¥3,000
	6460	『新撰銭加が見』明治版、『古銭価格表』大正13年版、『昭和古銭価格図譜　全』　小川浩　昭和34年、『東洋古銭価格図譜』
	 	 昭和34年　万国貨幣洋行、『銭幣』　穴銭堂　83号（寛文銭特集）、91号（新春拓本集）、『中国歴代古銭図説』　民国71年　
	 	 476頁、『研泉会』　１号、２号、５号　計10冊組	 佳〜上	 ¥5,000
	6461	『貨幣の誕生		皇朝銭の博物誌』　三上隆三		朝日選書、『真贋古銭対照譜』　椿井琢光、『貨銭開元補遺』　大庫隆夫、
	 	 『中国銭史話』　中島忍、『週刊		清朝銭』創刊号　清朝銭愛好家の集い　新選組　計５冊組	 上〜美	 ¥5,000
	6462	『ヴィクトリア女王のコインカタログ』　平木啓一、平木悠支　昭和50年、『世界クラウン貨銘鑑　これだ！200種』
	 	 平木輝雄　昭和50年、『エラー銭ものがたり』　大高興　昭和51年　計３冊組	 上〜美	 ¥3,000
	6463	『古金銀分析表　並二鋳造沿革』　加賀千代太郎　昭和８年	 佳	 ¥5,000
	6464	『後藤家書　慶長小判の製法』　佐藤成男　平成19年	 未	 ¥2,000
	6465	『貨幣界別冊　天保･安政期之部　一分銀の手引』　内外貨幣研究会　昭和49年、『再考　古南鐐二朱銀の分類』	清水恒吉
	 	 平成6年、『改印一歩銀の分類』　清水恒吉　平成元年　計3冊組	 上〜美	 ¥3,000
	6466	『江戸時代の古銭書（上）』　増尾富房　平成10年	 美	 ¥1,000
	6467	『新撰　古銭大鑑』　中橋掬泉　昭和48年　大文館版	 美	 ¥2,000
	6468	『古銭語事典』　大鎌淳正　昭和53年	 外箱日焼　少傷有　美	 ¥5,000
	6469	『日本古貨幣価格譜』　小川浩　昭和46年	 書込有　上	 ¥3,000
	6470	『新寛永通宝カタログ』　新寛永クラブ		平成２年、『寛永通宝　正字勁文の巻』　白川昌三　2012年、『新寛永銭　鑑識と
	 	 手引』　小川吉儀　昭和49年（書込有）　計３冊組	 上〜美	 ¥3,000
	6471	『新訂天保銭図譜』　小川浩　昭和50年	 美	 ¥5,000
	6472	『琉球通宝銭図譜』　瓜生有伸　昭和59年	 未	 ¥5,000
	6473	『文久永宝分類譜』　小林茂之、『ボナンザミニ入門1　文久永宝』　昭和49年	 美	 ¥3,000
	6474	『半両銭逍遙』　横地真一　平成18年	 美	 ¥3,000
	6475	『王莽泉譜』　細道の会　平成元年	 美	 ¥5,000
	6476	『積泉夢泉古希祝賀古泉大会記念泉譜』　静岡いづみ会　平成23年	 未	 ¥3,000
	6477	『難波天保銭座』　木村智　内外貨幣研究会　昭和44年	 佳	 ¥2,000
	6478	『収集』　1982年１月号〜1986年12月号　計60冊組	 並	 ¥4,000
	6479	『収集』　1987年１月号〜1991年12月号　計60冊組	 並	 ¥4,000
	6480	『収集』　2020年1月号〜12月号、『CCFオークションカタログ』　2016年、2018年〜2020年　落札結果表付
	 	 計16冊組	 美	 ¥3,000
	6481	 銭箱　16×21×11.5cm		錠、鍵完備	 佳	 ¥5,000

※画像は全て原寸ではありません。

6481
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	6482	 水滴各種　５個組（加越能型　8cm、大観通宝型　5.5cm、天啓通宝型　5cm、寛永通宝型　5cm、天保通宝型　5cm）	
	 	 	 並	 ¥6,000
	6483	 古銭図入り皿　約16.5×13cm	 並	 ¥3,000
	6484	 銭枡　一分銀40枚用　35.5×13.5cm	 佳	 ¥5,000
	6485	 銭枡　一朱銀80枚用　30.9×11.8cm	 並	 ¥5,000
	6486	 銭枡　20銭銀貨用　34.5×11.8cm	 並	 ¥3,000
	6487	 銭枡２種組（分金用　裏墨書入　安政		28.3×10.5cm、硬貨用　昭和38年		42.9×15.8cm）	佳〜上	 ¥5,000
	6488	 札挟み　慶応戊辰年　17.2×8.2cm	 佳	 ¥5,000

6484 6485

6486 6487

6482

6483

6488
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	6489	 矢立　龍雲堂造銘　約17.5cm	 上	 ¥5,000
	6490	 分銅　拾両	 佳〜上	 ¥5,000
	6491	 分銅　五拾両	 上	 ¥20,000
	6492	 分銅各種７点組	 佳	 ¥5,000
	6493	 船箪笥　葵紋金蒔絵　螺鈿手すり　朱漆塗り　銅金具製　27×41×33cm　	 油単付　美	 ¥380,000
	6494	 銭刀　分金入　平置型　鞘尻に仕入密書入れ付　45cm	 上	 ¥85,000
	6495	 銭刀　大型分金銀入　立入型　28.5cm	 美	 ¥68,000
	6496	 銭刀　懐剣型　分金、豆板、密書入　21.8cm	 上	 ¥55,000
	6497	 中国布幣古墨　12種組　清朝オリジナル函入（函サイズ	28×18cm）	 墨に一部ヒビ有　佳	 ¥28,000
	6498-1	デッドストック		天秤　小型　桐箱入　２点組（①50gまで　21.5cm、②250gまで　23cm）	 佳	 ¥5,000
	6498-2	鉄瓶		清朝銭図　変り形　径13.5cm　高24cm	 佳	 ¥9,000
6499	 朱漆塗椀　古銭図入　10点組（天保通宝、仙台通宝、寛永通宝など）　径13×高9.5cm	 美	 ¥12,000
	6500	 デッドストック　菓子器　輪島漆器　古銭図入　永楽通宝と寛永通宝　木箱入　径24×高4.5cm	 上	 ¥5,000

※道具類の画像は原寸ではありません。

6489

6490

6491

6492

6494

6495 6496

64976493
（扉を開けた状態） （外 観）

6498-2
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	6501	 鉄瓶　古銭図入　寛永通宝と文久永宝　径14.4×高14.5cm	 佳	 ¥5,500
	6502	 中国小型算盤　３点組（①28×12.5×2cm、②18×11×1.7cm、③黄銅製大理石台座付　8.5×6×1.7cm）
	 	 	 上	 ¥6,500
	6503	 南蛮鉄鍔　金象嵌分銅図、銀象嵌銭図　5.8×4.7cm	 佳	 ¥9,000
	6504	 煎茶飾（新作）　古木彫刻２点組（寛永通宝　背文　11cm		厚1.3cm、高野通宝　背文　9.5cm		厚1.3cm）
	 	 	 美	 ¥6,000
	6505	 乾隆通宝　背一百計重五両（新）　径5cm	厚7.5mm	 美	 ¥18,000
	6506	 海老錠　鉄製　大型　横14.5cm		高4.2cm　厚1.6cm	 上	 ¥8,000
	6507	 矢立　銅製　２本組（①長さ21cm　幅3.7cm　高さ5cm、②長さ7.5cm　幅2cm　高さ3cm）	 上	 ¥7,000
	6508	 姫路皮製藩札手形入箱　13.5×23×15.5cm	 佳	 ¥5,000
	6509	 お盆２点組（天保通宝　天保銭は吾が鏡）　①26.5×19.4cm、②26.6×19.1cm	 上	 ¥5,000
	6510	 お盆２点組（天保通宝　天保銭は吾が鏡）　①26.3×19.1cm、②26.4×18.5cm	 上	 ¥5,000

6507

6504

6505

6503

6501

6506

6500
6499

6498-1

6508

6502

6509 6510
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	6512	 戦時衣料切符30枚組　S17甲、乙×３、S18甲×10、乙×３、S19第一種×３、第二種×５、特殊、S25×４	
	 	 	 一部にシミ汚れヤケ破れ有　並〜上	 ¥5,000
	6513	 戦時衣料切符20枚組　S17甲乙、S18甲乙、S19第一種、二種、S21、S23、S24、S25　各２枚組
	 	 	 一部にやや汚れシミ有　並〜美	 ¥5,000

	6514	 戦時衣料切符５枚組　S17甲（点数切符残り６枚付　佳〜上）、S18甲（点数切符残り43枚付　少焼け　上）、
	 	 S19第一種第二種（点数切符未裁断　未）、衣料切符貼付用紙（長野県糸類小売商業組合）　昭和20年　点数切符　２点×
	 	 110枚貼付（上）	 	 ¥5,000

	6511	 寛永通宝　鉄製オブジェ　直径約30cm	 上	 ¥2,000

6512
6513

6514

6511
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	6515	 三字刀	 上	 ¥170,000
	6516	 匈奴刀	 上	 ¥5,000

	 ［中国・朝鮮・安南の鋳造貨幣他］

6515 6516
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	6517	 円首刀（歪み有）、方首刀（ス穴、ヒビ割有）　計２点組	 並	 ¥4,000
	6518	 円首刀（ホツレ、ヒビ割れ、文字部分修正有）、明刀（反り有）　計２点組	 並	 ¥5,000

	6519	 骨製貝貨　10点組　計21.6g	 佳〜上	 ¥5,000
	6520	 緑石貝貨　大中小含む10点組　計153.3g	 佳〜上	 ¥5,000

6517 6518

6519（縮小） 6520（縮小）
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	6521	 方足布　安陽	 面反り有　佳	 ¥5,000
	6522	 方足布　安陽	 面反り有　並	 ¥5,000
	6523	 方足布　安陽	 並〜佳	 ¥3,000

	6524	 方足布　皮氏	 並	 ¥3,000
	6525	 蟻鼻銭２種組（君、鬼面）	 上	 ¥2,000
	6526	 宝六化	 ヒビ、欠け有　並〜佳	 ¥5,000

	6527	 宝四化	 少ヒビ有　佳	 ¥5,000
	6528	 先秦半両２枚組（33.8mm		10g、27.8mm		3.9g）	 佳〜上	 ¥4,000

	6529	 秦半両　戦国式　小型厚肉　鋳放し　12.9g	 佳	 ¥10,000
	6530	 秦半両　戦国式　厚肉　12g	 上	 ¥6,000
	6531	 秦半両　10.5g	 上	 ¥6,000

6521 6522 6523

6524

6526

6527

6529 6530 6531

6525

6528
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	6532	 秦半両　35mm		5.9g　	 上	 ¥3,000
	6533	 八銖半両　31mm		4.0g	 上	 ¥3,000

	6534	 八銖半両３枚組（欠頭両様　6.8g、鋳走り　6.6g、降半　6.5g）	 並〜佳	 ¥5,000

	6535	 八銖半両および六銖半両　計３枚組（9.3g、8.4g、7.1g）	 並〜佳	 ¥3,000

	6536	 四銖半両３枚組（穿上竪文様、穿下竪文様、穿上星様）	 並〜佳	 ¥3,000
	6537	 契刀　頭部	 佳	 ¥10,000
	6538	 大布黄千	 佳	 ¥5,000

6535

6534

6532 6533

6536

6537

6538
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	6539	 貨布	 並〜佳	 ¥5,000
	6540	 貨布	 美〜極美	 ¥5,000
	6541	 太平百銭　３枚組	 佳	 ¥4,000

	6542	 大泉当千	 ヒビ有　並	 ¥5,000
	6543	 大泉五百	 補修　欠け有　並	 ¥3,000
	6544	 亀茲五銖	 佳	 ¥3,000

	6545	 五銖２枚組（内郭五銖　25.2mm		3.2g、常平五銖　24.0mm		2.95g）	 並/佳	 ¥3,000

	6546	 古文銭３枚組（大泉五十、五行大布、布泉）	 並〜佳	 ¥3,000

	6547	 古文銭３枚組（公式女銭、五行大布、北周布泉［補修有］）	 並〜佳	 ¥2,500

6539 6540 6541

6542 6543

6544

6546

6547

6545
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	6548	 魚幣	 並	 ¥3,000
	6549	 磬幣６枚組（ス穴など有）	 並〜上	 ¥5,000

	6550	 建中通宝	 輪少欠　青錆　上	 ¥8,000
	6551	 乾封泉宝　鉄銭　背上天	 上	 ¥12,000
	6552	 乾封泉宝　鉄銭　背上栄	 佳	 ¥5,000

	6553	 乾封泉宝　鉄銭　背天栄	 佳	 ¥7,000
	6554	 乾封泉宝　鉄銭　背天府	 佳	 ¥7,000

	6555	 開元通宝　鉄銭　背閩	 佳	 ¥10,000

6549（縮小）
6548

6550
6551 6552

6553 6554

6555
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	6556	 乾享重宝　銅銭	 少曲がり　佳	 ¥10,000
	6557	 慶暦重宝　折二	 佳〜上	 ¥5,000

	6558	 宋通元宝　小字長宝　背月文４種揃	 上	 ¥5,000

	6559	 大観通宝　当十	 上〜美	 ¥5,000
	6560	 大観通宝　当十　40.5mm		15.3g	 佳	 ¥5,000

	6561	 大観通宝　当十　41.2mm		16.4g	 佳	 ¥5,000
	6562	 大観通宝　当十　伝世	 上	 ¥5,000

	6563	 大観通宝　伝世　折二、民鋳品　２種組	 佳	 ¥5,000
	6564	 隆興通宝　鉄銭	 佳	 ¥8,000

6558

6556
6557

6559 6560

6561 6562

65646563
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	6565	 淳熈元宝　背小泉	 上	 ¥10,000
	6566	 南宋折二番銭　87種組　下見して下さい（返品不可）	 佳〜上	 ¥30,000
	6567	 大定通宝　長字　反郭　銅銭	 輪少削れ有　佳	 ¥6,000
	6568	 大元通宝　伝世	 佳	 ¥5,000

	6569	 天定通宝	 並〜佳	 ¥5,000
	6570	 至正通宝　当十　陰起文　44.5mm		18.2g	 佳	 ¥7,000

	6571-1	大中通宝　当五　40mm	 並〜佳	 ¥5,000
	6571-2	大中通宝　当十　背十	 佳	 ¥10,000

6565

6567

6568
6566（縮小）

6569

6570

6571-1 6571-2



－ 96 －

6572	 洪武通宝　巨字	 佳〜上	 ¥5,000
6573-1	洪武通宝　背右五銭	 佳	 ¥5,000
6573-2	洪武通宝　背右五銭	 佳	 ¥5,000

	6574	 洪武通宝　三銭　６種組	 並〜上	 ¥10,000

	6575	 洪武通宝　二銭　５種６枚組	 佳	 ¥5,000

	6576	 大中通宝　当五、萬暦通宝　折二（ス穴有）　２種組	 佳	 ¥5,000

6574（縮小）

6575（縮小）

6572

6573-2

6576

6573-1
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	6577	 天啓通宝　背十一両	 磨き有　並〜佳	 ¥5,000
	6578	 天啓通宝　背十一両　毛彫銭　写し	 佳	 ¥5,000

	6579	 永昌通宝　狭字	 佳〜上	 ¥5,000
	6580	 永昌通宝　当五	 磨き有　並〜佳	 ¥5,000

	6581	 永昌通宝　当五、興朝通宝　一分　２種組	 佳	 ¥5,000

	6582	 昭武通宝　背左星（譜外）	 佳	 ¥5,000
	6583	 永暦通宝　折二　行書、篆書　２種組	 佳	 ¥10,000

	6584	 永暦通宝　五厘	 上	 ¥5,000

6577 6578

6579

6580

6582

6584

6583

6581



－ 98 －

	6585	 永暦通宝　五厘　２枚組（１枚ス穴有）	 佳〜上	 ¥5,000

	6586	 永暦通宝　一分禾日暦	 佳〜上	 ¥5,000

	6587	 永暦通宝　一分２種組（禾日暦、林目暦）	 佳〜上	 ¥5,000

	6588	 永暦通宝　背一分	 上	 ¥10,000

	6589	 永暦通宝　５種組（勁文、珍宝、重点通方字大様、長頭永、二水永）	 佳〜上	 ¥25,000
	6590	 順治通宝　満漢寧小字（清朝銭図説4F-36）	 上	 ¥5,000
	6591	 順治通宝　穿右傍星（清朝銭図説4B-5）	 上	 ¥5,000

6585

6587

6586

6588

6589
6590 6591
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	6592	 順治通宝　５種組（満漢薊、満漢河、満漢寧、満漢浙、満漢臨）	 上	 ¥5,000
	6593	 康熙通宝　満漢廣（清朝銭図説5T-1)	 佳	 ¥10,000
	6594	 康熙通宝　宝泉局　大足宝（清朝銭図説5A-10）	 上	 ¥8,000

	6595	 康熙通宝３種組（宝泉局　臣康熙、宝東局　五点康熙大様（清朝銭図説5E-6）、満漢南）	 佳	 ¥5,000

	6596	 康熙通宝　満漢福　背大福	 上	 ¥5,000

	6597	 康熙通宝３種組（臣康熙、広熙濶縁、宝源局　広熙濶縁）	 並〜佳	 ¥5,000

	6598	 康熙通宝　大型銭７枚組（宝泉局、宝源局、宝東局、宝臨局、宝寧局、宝昌局、宝浙局）	 佳〜上	 ¥5,000

6598（縮小）

6597

6595

6596

6592 6593 6594
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	6599	 雍正通宝　宝晋局	 上	 ¥5,000
	6600	 雍正通宝　宝蘇局	 佳	 ¥5,000
	6601	 雍正通宝　宝蘇局	 佳	 ¥5,000

	6602	 雍正通宝　宝蘇局	 佳	 ¥5,000
	6603	 雍正通宝　宝蘇局	 佳	 ¥5,000
	6604	 雍正通宝　宝蘇局	 佳	 ¥5,000

	6605	 雍正通宝　宝黔局	 佳	 ¥5,000
	6606	 雍正通宝　宝黔局	 上	 ¥5,000
	6607	 雍正通宝　宝安局	 佳	 ¥5,000

	6608	 雍正通宝　宝安局	 佳	 ¥5,000
	6609	 雍正通宝　宝安局	 佳	 ¥5,000
	6610	 雍正通宝　宝浙局	 上	 ¥5,000

	6611	 雍正通宝　宝浙局	 佳	 ¥5,000
	6612	 雍正通宝　宝浙局	 上	 ¥5,000
	6613	 雍正通宝　宝浙局	 佳	 ¥5,000

6599 6600 6601

6602 6603 6604

6605 6606 6607

6608 6609 6610

6611 6612 6613
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	6614	 雍正通宝　宝浙局	 ス穴有　佳	 ¥5,000
	6615	 雍正通宝　宝泉局	 上	 ¥5,000
	6616	 雍正通宝　宝泉局	 上	 ¥5,000

	6617	 雍正通宝　宝泉局	 上	 ¥5,000
	6618	 雍正通宝　宝泉局	 佳	 ¥5,000
	6619	 雍正通宝　宝泉局	 上	 ¥5,000

	6620	 雍正通宝　宝泉局	 上	 ¥5,000
	6621	 雍正通宝　宝泉局	 佳	 ¥5,000
	6622	 雍正通宝　宝泉局	 上	 ¥5,000

	6623	 雍正通宝　宝泉局	 上	 ¥5,000
	6624	 雍正通宝　宝泉局	 上	 ¥5,000
	6625	 雍正通宝　宝源局	 上	 ¥5,000

	6626	 雍正通宝　宝源局	 上	 ¥5,000
	6627	 雍正通宝　宝源局	 佳	 ¥5,000
	6628	 雍正通宝　宝源局	 上	 ¥5,000

6614 6615 6616

6617 6618 6619

6620 6621 6622

6623 6624 6625

6626 6627 6628
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	6629	 雍正通宝　宝源局	 上	 ¥5,000
	6630	 雍正通宝　宝雲局	 佳	 ¥5,000
	6631	 雍正通宝　宝雲局	 佳	 ¥5,000

	6632	 雍正通宝　宝雲局	 上	 ¥5,000
	6633	 乾隆通宝　万選銭　宝泉局　重点通	 佳	 ¥7,000
	6634	 乾隆通宝　万選銭　宝泉局　缶隆	 上	 ¥8,000

	6635	 乾隆通宝　宝泉局　細縁缶隆	 上	 ¥5,000
	6636	 乾隆通宝　万選銭　宝泉局　コ頭通	 佳	 ¥5,000

	6637	 乾隆通宝　万選銭　宝泉局　重点通　２枚組（１枚ヒビ有）	 佳/並	 ¥5,000
	6638	 乾隆通宝　万選銭　宝泉局　重点通	 上	 ¥5,000

	6639	 乾隆通宝　宝浙局　マ頭正隆	 佳	 ¥50,000
	6640	 乾隆通宝　宝広局　大長広（清朝銭図説7N-5原品）	 佳	 ¥30,000
	6641	 乾隆通宝　宝泉局　大字小乙（清朝銭図説7A-16）	 上	 ¥30,000

6629 6630 6631

6632 6633 6634

6635 6636

6638

6639 6640 6641

6637
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	6642	 乾隆通宝　宝蘇局　遒勁大字	 上	 ¥5,000
	6643	 乾隆通宝　宝晋局　背大広穿大字（清朝銭図説7E-7）	 佳	 ¥5,000
	6644	 乾隆通宝　宝陝局	 上	 ¥5,000

	6645	 乾隆通宝　宝雲局　大乾（清朝銭図説7Q-28）	 佳	 ¥5,000
	6646	 乾隆通宝　宝源局　大字小乙（清朝銭図説7B-1）	 上	 ¥5,000
	6647	 乾隆通宝　宝浙局　ユ頭通正隆（清朝銭図説7J-17）	 上	 ¥5,000

	6648	 乾隆通宝　宝雲局　金隆（清朝銭図説7Q-19）	 上	 ¥5,000
	6649	 乾隆通宝　宝台局	 佳	 ¥5,000
	6650	 乾隆通宝　宝台局	 佳	 ¥5,000

	6651	 乾隆通宝　宝源局　背穿上星　出来星	 佳	 ¥3,000
	6652	 乾隆通宝　宝雲局　低頭通　曲首（清朝銭図説7Q-25）	 佳	 ¥5,000
	6653	 乾隆通宝　宝雲局　低頭通　非曲首（清朝銭図説7Q-26）	 佳	 ¥5,000

	6654	 乾隆通宝　宝浙局　雍正様（清朝銭図説7J-10）	 佳	 ¥5,000
	6655	 乾隆通宝　２種組（宝泉局　大制銭　27.5mm、宝蘇局　大字正乙　濶縁　27.8mm）	 佳〜上	 ¥6,000

6642 6643 6644

6645 6646 6647

6648 6649 6650

6651 6652 6653

6654
6655
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	6656	 紅銭　乾隆通宝　ヤルキム局　厚約2.1mm	 上	 ¥8,000
	6657	 紅銭　乾隆通宝　ヤルキム局　厚肉	 上	 ¥8,000
	6658	 紅銭　乾隆通宝　ヤルキム局　厚肉	 上	 ¥8,000

	6659	 紅銭　乾隆通宝　烏什局　厚肉	 上	 ¥4,000
	6660	 紅銭　乾隆通宝　アクス局　厚肉	 佳	 ¥4,000
	6661	 紅銭　乾隆通宝　アクス局　背九	 並	 ¥20,000

	6662	 紅銭　乾隆通宝　庫車局	 佳	 ¥3,000
	6663	 嘉慶通宝　万選銭　宝泉局　マ重点通ハ貝宝	 上	 ¥5,000
	6664	 嘉慶通宝　万選銭　宝泉局　コ重点通ハ貝宝	 ヤケ　佳	 ¥5,000

	6665	 嘉慶通宝　万選銭　宝泉局　マ単点通ハ貝宝	 上	 ¥5,000
	6666	 嘉慶通宝　大制銭　宝泉局　マ重点通ハ貝宝	 佳	 ¥5,000
	6667	 嘉慶通宝　万選銭　宝泉局　マ単点通ハ貝宝	 佳	 ¥5,000

	6668	 嘉慶通宝　大制銭　宝泉局　マ重点通ハ貝宝	 佳	 ¥5,000
	6669	 嘉慶通宝　大制銭　宝泉局　コ頭通	 佳	 ¥5,000
	6670	 嘉慶通宝　宝川局　マ頭大宝川ス貝宝跳用（清朝銭図説8O-5）	 上	 ¥5,000

6656 6657 6658

6659 6660 6661

6662 6663 6664

6665 6666 6667

6668 6669 6670
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	6671	 嘉慶通宝　宝東局　寿嘉慶	 上	 ¥5,000
	6672	 嘉慶通宝２種組（宝川局　背譜外、宝昌局　背重文）	 佳	 ¥5,000

	6673	 嘉慶通宝　宝川局　マ頭背正書　ハ貝宝止用（清朝銭図説8O-7）	 佳	 ¥5,000
	6674	 道光通宝　万選銭　宝泉局　マ重点通ハ貝宝	 上	 ¥5,000
	6675	 道光通宝　万選銭　宝泉局　マ単点通ハ貝宝	 上	 ¥7,000

	6676	 道光通宝　万選銭　宝泉局　マ重点通ス貝宝	 上	 ¥7,000
	6677	 道光通宝　宝南局　大制銭　25.8mm（清朝銭図説9I-1）	 上	 ¥30,000
	6678	 道光通宝　宝晋局　大制銭　25.1mm（清朝銭図説9O-1）	 上	 ¥20,000

	6679	 道光通宝　宝広局　大制銭　26.3mm（清朝銭図説9K-1）	 上	 ¥20,000
	6680	 道光通宝　宝源局　コ頭単点通正字正彳（清朝銭図説9B-26）	 上	 ¥5,000

	6681	 道光通宝２種組（宝泉局　マ頭重点通　背上星、宝雲局　宝下星　出来星）	 佳	 ¥5,000
	6682	 道光通宝　宝黔局２種組（穿上月文、穿上○）	 佳	 ¥5,000

6671

6673 6674 6675

6676 6677 6678

6679 6680

6672

6681 6682
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	6683	 道光通宝　宝黔局　穿上▲	 佳	 ¥5,000
	6684	 道光通宝　宝黔局　穿下×	 佳	 ¥5,000
	6685	 道光通宝　宝黔局　穿上×	 佳	 ¥5,000

	6686	 咸豊重宝　宝泉局　当十［咸譜10A-173］	 上	 ¥5,000
	6687	 咸豊重宝　宝泉局　当十［咸譜10A-237］	 佳	 ¥5,000

	6688	 咸豊重宝　宝泉局　当十［咸譜10A-220］	 上	 ¥5,000
	6689	 咸豊重宝　宝泉局　当十［咸譜10A-223］	 佳	 ¥5,000

	6690	 咸豊重宝　宝泉局　当十［咸譜10A-216］	 佳	 ¥5,000
	6691	 咸豊重宝　宝源局　当十［咸譜10B-54］	 上	 ¥5,000

	6692	 咸豊重宝　宝源局　当十［咸譜10B-65］	 佳	 ¥5,000
	6693	 咸豊重宝　宝福局　当十［咸譜10P-24］	 上	 ¥5,000

※咸豊銭の明細末尾にある［  ］内の数字は『咸豊泉譜』の分類番号です。

6683 6684 6685

6686 6687

6688 6689

6690 6691

6692 6693
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	6694	 咸豊重宝　宝浙局　当十［咸譜10M-11］	 上	 ¥5,000
	6695	 咸豊重宝　宝武局　当十［咸譜10R-09］	 佳	 ¥5,000

	6696	 咸豊重宝　宝武局　当十［咸譜10R-09］	 佳	 ¥5,000
	6697	 咸豊重宝　宝直局　当十［咸譜10C-28］	 上	 ¥5,000

	6698	 咸豊重宝　宝源局　当五［咸譜10B-43］	 佳	 ¥5,000
	6699	 咸豊重宝　宝源局　当五［咸譜10B-43］	 佳	 ¥5,000
	6700	 咸豊重宝　宝源局　当五［咸譜10B-46］	 佳	 ¥5,000

	6704	 咸豊重宝　迪化局２種組（当八、当十）	 佳	 ¥5,000

	6701	 咸豊通宝　宝雲局　穿上仰月［咸譜10W-06］	 佳	 ¥5,000
	6702	 咸豊通宝　宝雲局　穿上竪文三連点［咸譜10W-05］	 佳	 ¥7,000
	6703	 咸豊重宝　宝雲局　当十　16.8g［咸譜10W-48］	 佳	 ¥3,000

6694 6695

6696 6697

6698 6699

6701 6702

6700

6703

6704
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	6705	 咸豊重宝　宝昌局　当十　毛彫（後彫）	 上	 ¥5,000
	6706	 咸豊重宝　宝昌局　当十　毛彫（後彫）	 上	 ¥5,000

	6707	 咸豊重宝２種組（宝源局　当十　缶宝大字、宝蘇局　当十　濶縁小字）	 佳	 ¥7,000

	6708	 咸豊重宝５枚組（宝泉局　当十　39.2mm、30.8mm、宝源局　当十　31.5mm、宝源局　当五　28.5mm、
	 	 宝昌局　当十　36.8mm）	 佳	 ¥5,000

※咸豊銭の明細末尾にある［  ］内の数字は『咸豊泉譜』の分類番号です。

6705 6706

6707

6708
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	6709-1	咸豊重宝５枚組（宝源局　当五十［ヒビ有］、宝源局　当十、宝泉局　当五十、宝泉局　当十、宝雲局　当十）
	 	 	 上	 ¥3,000

	6709-2	咸豊重宝　宝泉局　当五十　缶ハ貝宝［咸譜10A-263］	 上	 ¥10,000
	6709-3	咸豊元宝　宝河局　当百　缶ハ貝宝［咸譜10F-12］	 佳	 ¥12,000

6709-2 6709-3

6709-1
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6709-4	咸豊重宝３種組（宝浙局　当十　細縁、宝武局　当五十　尓ス貝宝　小武、宝雲局　当十　長宝）	 上	 ¥10,000

6710	 同治通宝　宝州局　背上正	 佳	 ¥5,000
	6711	 同治重宝　宝鞏局　当十	 佳	 ¥3,000
	6712	 同治重宝　宝鞏局　当十	 佳	 ¥3,000

	6713	 光緒通宝　宝雲局　背上金	 上	 ¥5,000
	6714	 光緒重宝　宝蘇局　当五	 佳	 ¥3,000
	6715	 光緒重宝　宝蘇局　当五	 佳	 ¥3,000

	6716	 紅銭　光緒通宝　アクス局　背九	 佳	 ¥20,000
	6717	 紅銭　光緒通宝　迪化局　光緒丁未	 佳	 ¥15,000

6709-4

6710 6711 6712

6713 6714 6715

6716 6717
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6718-1	光緒通宝　宝薊局　４種組	 上	 ¥5,000

	6718-2	清朝銭150種類（天命皇宝×２、順治通宝×29、康熙通宝×18、雍正通宝×１、乾隆通宝×20、
	 	 嘉慶通宝×17［全局大吉］、道光通宝×17、咸豊通宝×17、同治通宝×８、光緒通宝×21）
	 	 下見して下さい（返品不可）	 佳〜上	 ¥25,000
6718-3	嘉慶通宝　宝泉局　長慶背星４廠揃い	 佳〜上	 ¥5,000
6718-4	咸豊重宝10枚組（うち２枚は宝泉局鉄銭）	 佳〜上	 ¥7,000
6718-5	清朝銭10枚組（同治重宝６枚、光緒重宝４枚）	 佳〜上	 ¥7,000

6718-1

6718-2（縮小）

6718-3

6718-4（縮小） 6718-5（縮小）
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6719	 太平聖宝　背天国	 佳	 ¥7,000

	6720	 中国絵銭２枚組（加官進禄［写し］、咸豊通宝［新］）	 佳〜上	 ¥5,000

	6721	 中国絵銭　太貨六銖（写し）	 佳	 ¥5,000

	6722	 中国新絵銭２枚組	 佳	 ¥5,000

6719

6720

6722

6721
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	6723	 中国新絵銭２枚組	 佳	 ¥5,000

	6724	 中国新絵銭２枚組	 佳〜上	 ¥5,000

	6725	 中国新絵銭２枚組	 佳〜上	 ¥5,000

6723

6724
（80％大）

6725
（70％大）
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	6726	 中国新絵銭　正徳通宝　背望雲　106.3mm	 佳	 ¥7,000

	6727	 中国絵銭　義記金銭　背離　写し	 佳〜上	 ¥10,000

	6728	 中国絵銭　大観通宝　写し	 佳	 ¥5,000
	6729	 中国絵銭　天下太平　写し　44.1mm	 佳	 ¥5,000

	6730	 中国絵銭　周通元宝　写し	 上	 ¥5,000

6726
（70％大）

6728
（70％大）

6727

6729

6730



－ 115 －

	6731	 中国絵銭　乾隆通宝　写し	 上	 ¥5,000

	6732	 中国新絵銭　文化泉宝　背子甲	 美	 ¥5,000

	6733	 中国絵銭　角型五銖　馬　写し	 佳	 ¥5,000

6731

6732

6733
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	6734	 中国絵銭３枚組（写し含む）	 佳	 ¥5,000

	6735	 中国絵銭７枚組（写し含む）	 佳〜上	 ¥10,000

－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）　

6735
（70％大）

6734
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	6737	 絵銭各種６枚組（写し含む）　下見して下さい	 佳〜上	 ¥10,000

	6736	 中国絵銭　阜昌侍　馬図　『昭和絵銭図譜後編』（八橋喜代松編）原品　阿部彌資旧蔵	 上	 ¥70,000

	6738	 絵銭各種７枚組（写し含む）　下見して下さい	 並〜上	 ¥5,000

6737（70％大）

6738（70％大）

6736
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	6739	 絵銭各種16枚組（新、写し含む）　下見して下さい（返品不可）	 佳〜上	 ¥5,000

	6740	 常平通宝　当百　母銭	 輪鋳不足有　上	 ¥30,000

	6741	 常平通宝　均一　母銭	 上〜美	 ¥7,000
	6742	 常平通宝　圻天左圏星右一　母銭	 美	 ¥7,000
	6743	 常平通宝　圻天左一　母銭	 美	 ¥7,000

	6744	 常平通宝　当五　統一　糸統濶縁小字　母銭	 美	 ¥35,000
	6745	 常平通宝　当五　統一　母銭	 美	 ¥30,000
	6746	 常平通宝　戸一　濶縁　母銭	 美	 ¥30,000

6739（70％大）

6741 6742 6743

6744 6745 6746

6740
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	6747	 朝鮮別銭　開金牌　台銭　寿字　写し　348g	 佳	 ¥10,000

	6748	 朝鮮別銭（新）　寿富多男　吾君萬年　125mm	 美	 ¥5,000

	6749	 朝鮮別銭４枚組（新、写し含む）	 佳〜上	 ¥5,000

6747（70％大）

6748（70％大）

6749（70％大）
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	6750	 安南　不知　陳通元宝　背七	 上	 ¥80,000

	6751	 安南　延寧通宝　皿寧大字　伝世　小川吉儀氏旧蔵	 上	 ¥50,000

	6752	 安南　紹豊手元豊　虎ノ尾　伝世　小川吉儀氏旧蔵	 上	 ¥50,000

	6753	 安南　大治元宝　背一	 佳	 ¥10,000
	6754	 安南　濶縁手　端平元宝　背午	 上	 ¥10,000

	6755	 安南　南王巨宝２種組	 佳	 ¥5,000

	6756	 安南手類銭　祥元手　５枚組	 佳〜上	 ¥5,000

6750

6751

6752

6753 6754

6755

6756
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	6757	 安南手類銭　伝世品主体10枚組（治元手、隆徳手、網至道手）	 1枚ヒビ有　佳〜上	 ¥10,000

	6758	 安南手類銭　伝世品主体30枚組（元隆手など）　下見して下さい（返品不可）
	 	 	 一部にヒビ有、ス穴有　佳〜上	 ¥5,000

	6759	 安南手類銭各種　伝世品主体20枚組（景祐異書手治平は内郭補修有）　下見して下さい（返品不可）	
	 	 	 一部にヒビ有、ス穴有　佳〜上	 ¥5,000

6757

6758

6759


