
　	 期		間	 ７月 29日（金）	11：00〜 18：00
	 	 	 	30 日（土）	10：00〜 18：00
	 	 	 	31 日（日）	10：00〜 17：00

	 会		場	 日本橋プラザ３階
  東京都中央区日本橋 2-3-4 
  会場直通 ( 期間中のみ )  03-3231-2237

2022 C C F
（コイン専門の本格的ショーです）

コイン・コレクション・フェアー

主催　書信館出版株式会社
〒182-0026　東京都調布市小島町1-21-6 アジャンタ調布403号

電話：042-484-5531　FAX：042-484-6916

● JR「東京駅」八重洲北口より徒歩４分





	 期	間	７月 29日（金）	11：00〜 18：00
	 	 30 日（土）	10：00〜 18：00
	 	 31 日（日）	10：00〜 17：00
	 会	場	 東京・日本橋プラザ	３階

2022 CCF へのご案内
（コイン・古銭専門の本格的ショーです）

主催　書信館出版株式会社

コイン・コレクション・フェアー

古代銭から現行貨。低額品から稀少品。求めるコインはここにある！

全国各地より27社が日本橋に集結！
◎無料鑑定・買入コーナーを特設、低額品即売コーナーも開催！

皆様のご来場、心よりお待ち申し上げます。

７月30日（土）、31日（日）　各日10：00スタート

７月29日(金)、30日(土)、31日（日）

2022	CCF オークション

研	究	会
７月30日（土）　14：00〜17：00

◎日本近代銀貨研究会

※上記の日時は予定です。変更される事もあります。

即	売	会

入場
無料

◆ CCF 初企画：CCF スクラッチチャレンジ！ 開催
　　ご来場者限定で、お一人様一枚スクラッチカードをプレゼントします！
　　豪華景品やオリジナルグッズが当たるチャンスをゲットしてください！

　◎オークション下見　　29日（金）　11：00〜
	 	 	 	 　30日（土）　9：00〜
	 	 	 	 　31日（日）　9：00〜

※「低額品即売コーナー」の開始時刻は即売会と異なりますので次頁をご参照ください。
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（50％大）

◎2022CCFの日程（予定）

７月29日
（金）

◎即売会

◎即売会
７月30日
（土）

７月31日
（日）

◎オークション
　10：00〜
　（書籍類、中国穴銭）
　（外国貨幣）

11：00〜18：00

10：00〜18：00

◎オークション
　10：00〜
　（日本の古金銀）
　（日本の近代貨幣）
　（日本の穴銭、藩札類）

◎オークション下見
　11：00〜17：00

◎日本近代銀貨研究会
　14：00〜17：00

※掲載の日時は予定です。変更になることもございますのでご注意ください。

◎オークション下見
　9：00〜15：00

◎オークション下見
　９：00〜15：00

◎即売会
10：00〜17：00

◎低額品コーナー
12：00〜18：00

◎低額品コーナー
11：00〜18：00

◎低額品コーナー
11：00〜17：00

①小型50銭銀貨
大正11（1922）年〜昭和13（1938）年

（年号は選べません）
１枚 ￥400（税込）

③文政小判金
文政２（1819）年〜文政11（1828）年

１枚	¥180,000（税込）

②明治通宝　金壱円札
明治５（1872）年〜明治32（1899）年

１枚 ￥15,000（税込）

今から100年前の貨幣

今から200年前の貨幣

◎来場者限定特別販売品
（数に限りがありますのでご注意ください）
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今から150年前の貨幣



◎日本近代銀貨研究会（７月 30 日土曜日 14 時〜）

　講演「コイン収集の楽しみ方（円銀、マイナー

銀貨スラブコインなど）と保存方法」と、手変り

収集の初心者でもわかる円銀特年号資料（一円銀

貨 明治３年〜明治 14 年、貿易銀）を配布し手変り

収集について解説を予定しています。

　また「よろず相談会 35」と題し、贋物鑑定大会

　低額品販売コーナーは今回も各ジャンル豊富に

ご用意しております。近代・現行コイン＆紙幣、

外国コイン＆紙幣、古金銀（一分銀など）、各種穴

銭類（中国古文銭、歴代銭、日本銭各種、各種藩札）

等。100 円から 3,000 円までの商品とはいえ、中に

は掘り出し物もあるかもしれません。皆様のお立

ち寄りをお待ちしております。

　今回も昨年同様、新型コロナウイルス感染防止

のため、入場整理券を配布します。混雑が予想さ

れる時間帯は入場・時間制限（20 名様／ 30 分）を

設けさせて頂きますので、予めご了承下さい。

◎研究会が開かれます。
聴講無料！		レジュメ有！	100円銀貨各種の販売あり！

◎低額品は今回も豊富な品揃えです！

〜来場者プレゼントあり〜
全日来場者先着各 50 名様に記念品をプレゼント致します！

さらに！
来場された方には景品の当たるチャンスが！

スクラッチカードをお１人につき１枚配布。
アタリの出た方には景品をプレゼント致します。ぜひご来場下さい。

　古貨幣の専門家による無料鑑定や処分のご相談を

承ります。お気軽にご持参ください。日本貨幣（大

判、小判、各種金銀貨、紙幣等）はもちろんのこと

外国金銀貨も高価買入致します。

　なお、古物に該当するものは取り扱いが出来ませ

んのでご了承下さい。

◎無料鑑定・買入コーナー特設！

のほか、近代銀貨の収集に関する情報交換会を行

います。日頃の手変り品収集における不明点・疑

問点などございましたらお気軽に会場でお尋ね下

さい。資料配布有り、参加は無料です。

　なお、今回も研究会による 100 円銀貨の手変り

各種を書信館出版ブースで販売予定です。

巻末にあるアンケートに是非ご協力をお願い致します。ご回答は任意です。
該当する項目に∨をご記入下さい。アンケートを会場にお持ち頂き、ご回
答頂いた方には受付にて、書信館出版ブースや低額品コーナーで使用出来る
200円券を進呈致します。入場登録用紙もあわせてご記入のうえ、本冊子よ
り切り離してお持ち下さい。
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◎ CCF 出店者  （五十音順）

（
以
下
の
広
告
は
ご
出
店
の
皆
様
の
ブ
ー
ス
内
容
の
概
要
で
す
）

	アカデミー商会

	アベノスタンプコイン社

	アローインターナショナル

	薄井美術店

	駅前コイン

	銀座コイン

	銀座ステラ

	コレクターズクラブ

	城南堂古美術店

	シルバーハウス

	新橋スタンプ商会

	セキグチ

	世田谷スタンプ・コイン

	泰星コイン

	ダルマ

	寺島コイン

	日郵コイン

	ネットジャパン

	八王子ムササビコイン

	ヴァンガードコイン

	レトロコイン

	ワールドコインズ・ジャパン

	ワタナベコイン

	和楽屋

	蕨コイン

	GBCA

	書信館出版
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◎2022	CCF	即売会場図（日本橋プラザ３階）
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ジャパン
銀座ステラ 泰星コイン 世田谷

スタンプ・コイン
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口

入
口

入場登録受付開始 即売会 低額品即売 CCF オークション

7/29（金） 10時〜 11〜 18時 12〜 18時 下見のみ（11〜 17時）

7/30（土） ９時〜 10〜 18時 11〜 18時 10時〜（下見は９〜15時）

7/31（日） ９時〜 10〜 17時 11〜 17時 10時〜（下見は９〜15時）

＜会期日程＞

※ご来場の際には新型コロナウイルス感染予防のため、マスク着用、手指の消毒、検温のご協

力をお願い致します。37.5 度以上の発熱のある方、倦怠感のある方につきましては誠に申し訳

ございませんが、ご入場をお断りさせて頂きます。なお、低額品即売コーナーにご入場をご希望

の方は、入場登録後に「低額品即売コーナー整理券」をお受け取り下さい。

①
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着
用

ご入場までの流れ
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（株）アカデミー商会
〒450-0002
名古屋市中村区名駅四丁目25番 21号　石田ビル２階
TEL:(052)583-1144			FAX:(052)586-5434

営業時間	10：00〜 18：00（日・祝・臨時休業有り）

1)	 1900	20RAYS	BRAZIL	4,000R

	 Discovery	Anniversary

	 NGC	AU	DETAILS	 	 ￥80,000

2)	 1821	SPAIN	30S	MALLORCA

	 NGC	AU	DETAILS		 	 ￥30,000

3)	 1857	SPAIN	S20R	SEVILLE

	 NGC	XF	DETAILS	 	 ￥30,000

4)	 1848M	ITALY	5L

	 LOMBARDY-SHORT	STEAMS

	 NGC	AU	DETAILS	 	 ￥30,000

5)	 1901	CRETE	5D

	 NGC	VF	DETAILS	 	 	 ￥68,000

6)	 1859	CHILE	PESO

	 COPIAPO	“I.	P”

	 NGC	AU	DETAILS	 	 	 ￥75,000

7)	 1877	USA	T$1

	 NGC	XF	DETAILS	 	 	 ￥45,000

8)	 1872	USA	$1

	 NGC	VF	DETAILS	 	 	 ￥45,000

9)	 1802	USA	$1

	 NGC	FINE	DETAILS	 	 	￥220,000

10)	1795	NETHERLAND	3G

	 W.	FRIESLAND	DAV-1853	

	 NGC	AU	DETAILS	 	 	 ￥35,000

11)	中部国際空港開港記念500円貨プルーフ

	 	 未開封品	 ￥3,000

12)	甲州一朱金

	 背頁卜（おそらくエラー打）　珍品

	 組合鑑定書付	 美	 応談

13)	甲州一分金　背　中安

	 組合鑑定書付	 美	 30 万円

14)	甲州丸朱中金　無背稀少

	 組合鑑定書付	 極	 応談

15)	天保一分銀　限24	 美	 ￥2,500

16)	安政二分判金　限５	 美	 ￥19,800

17)	伊藤博文1000円札後２桁	未	 ￥1,500

18)	聖徳太子5000円札２桁	 未	 ￥7,500

19)	漢数字１円札	 美	 ￥15,000

20）	昭和・平成・令和記念貨	 	各種取揃え

21)	当社オリジナル製作

	 NGC・PCGS	両用スラブケース黒

	 カブセ式・中はウレタン黒色	 ￥1,800

	 当社Webサイト開設 !!

	 http://www.coinkitte.com

	 通販も始めます。coming�soon!!（7月下旬）

	 Web 決済・代引き等カードもOK

	 送料：700円（沖縄・離島除く）

CCFでの即売品一例
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寛永通宝　島屋文	 	 350,000

寛永通宝　島屋直宝		 120,000

和同開珎	 	 200,000

隆平永宝	 	 150,000

富壽神宝	 	 150,000

延喜通宝	 	 50,000

永楽通宝　銀銭	 	 50,000

天保通宝　山口曳尾		 20,000

天保通宝　土佐平通		 45,000

天保通宝　広郭		母銭	 40,000

琉球通宝　大字平尾球	 35,000

秋田つば銭　長尾	 	 20,000

秋田つば銭　中尾	 	 40,000

秋田つば銭　短尾	 	 15,000

尼崎藩紙幣局　金壱両・壱分　２枚

	 	 	 150,000

堺夕雲開札　銀壱匁		 60,000

松代藩　六百文札	 	 20,000

軍票　ろ号１円札	 	 35,000

軍票　オセアニア

と号10シリング札	 	 4,000

横書 20円札	 	 220,000

甲州一分金背下重	 	 120,000

甲州一朱金背下重	 	 150,000

寛永通宝　母銭　背久	 10,000

寛永通宝　母銭　背久二	 10,000

寛永通宝　母銭　背ト	 20,000

寛永通宝　母銭　小菅	 10,000

寛永通宝　母銭　背盛	 20,000

文久永宝　母銭　草文	 20,000

文久永宝　直永	 	 20,000

安政二朱銀	 	 150,000

庄内一分銀	 	 15,000

文政両面大黒豆板銀10g	 50,000

４次百円札補札	 	 20,000

〒545-0012
大阪市阿倍野区桃ヶ池町２丁目11-16
TEL:06（6621）4634			FAX:06（6621）4630

休日：木曜日

（有）アベノスタンプコイン社
代表：服　部　愛　幸

CCFでの即売品一例
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	1	 オルダニー　2008　5	Pd.　コンコルド　金　NGC	 PF69	U/C	 ¥440,000
	2	 オルダニー　2020　5	Pd.　Three	Graces　銀　PCGS	 PF70	U/C	 ¥250,000
	3	 イギリス　2019　5	Pd.　Una	and	the	Lion　銀　NGC	 PF69	U/C	 ¥470,000
	4	 イギリス　2019　Sovereign　5S,	2S,	1S,	1/2S,	1/4S　５枚セット	 プルーフ	 ¥790,000
	5	 イギリス　2020　5	Pd.　Three	Graces　銀　NGC	 PF70	U/C	 ¥360,000
	6	 イギリス　2020　25	Pd.　Music	Legends　金　３枚セット　NGC	 PF70	U/C	 ¥470,000
	7	 アメリカ　1875-S　貿易ドル	 PCGS	MS60		 ¥150,000
	8	 アメリカ　1877-S　貿易ドル	 PCGS	AU58	 ¥80,000
	9	 アメリカ　1877　貿易ドル	 NGC	MS61	 ¥180,000
10	 アメリカ　1846　女神座像　$1	 PCGS	XF45	 ¥110,000
11	 アメリカ　1878　8TF　モルガン　$1	 PCGS	MS63	 ¥39,000
12	 アメリカ　1890-S　モルガン　$1	 PCGS	MS64	 ¥52,000
13	 アメリカ　1928　平和　$1　特年	 PCGS	MS63	 ¥130,000
14	 アメリカ　1834	バスト　50c　小さな日付と手紙	 PCGS	AU58	 ¥120,000
15	 アメリカ　1836　バスト　50c		 NGS	AU55	 ¥78,000
16	 アメリカ　1855　女神座像　アロー	 PCGS	AU50	 ¥52,000
17	 アメリカ　1878	女神座像　50c	 PCGS	PR61	 ¥130,000
18	 アメリカ　1878	女神座像　50c	 PCGS	MS62	 ¥110,000
19	 アメリカ　1880	女神座像　50c		 PCGS	MS63	 ¥190,000
20	 アメリカ　1891	女神座像　50c	 PCGS	MS63	 ¥190,000
21	 アメリカ　1857　女神座像　25c	 UNC+	 ¥150,000
22	 アメリカ　1858　女神座像　25c	 NGC	MS64	 ¥140,000
23	 アメリカ　1888　女神　3c　CN	 PCGS	PR65	 ¥90,000
24	 アメリカ　1889　女神　3c　CN	 PCGS	PR65	 ¥65,000
25	 アメリカ　1900　バーバー　50c	 PCGS	MS63	 ¥170,000
26	 アメリカ　1909　バーバー　50c	 PCGS	MS63	 ¥110,000
27	 アメリカ　1896　$1　P-335　教育シリーズ　紙幣	 美品 / 極美品	 ¥185,000
28	 アメリカ　1934　$500　P-434a　紙幣	 極美品	 ¥295,000
29	 アメリカ　1934　$1,000　P-435b　紙幣	 極美品	 ¥320,000
30	 アメリカ　1970-73　シリーズ692　$10　MPC　紙幣	 未使用	 ¥90,000
31	 アメリカ　2008　$50　バッファロー　特年　金貨	 未使用	 ¥440,000
32	 アメリカ　2015　$100　深彫　金貨	 プルーフ	 ¥330,000
33	 アメリカ　2021　$50　バッファロー　金貨	 プルーフ	 ¥440,000
34	 アメリカ　2021　$100　深彫　金貨	 プルーフ	 ¥450,000

〒 110-0013
東京都台東区入谷1-27-10-1003
TEL:03（3871）7967

（株）アローインターナショナル
代表：ハーバート・Ｊ・クック

CCFでの即売品一例

（10）	2022CCF



〒124-0023
東京都葛飾区東新小岩2-1-3
TEL:03-3692-0103	
営業時間／10：00〜 18：00　休日／土・日・祝

１	 二宮１円　福耳	 	 70,000 円
２	 議事堂 10円　福耳	 	 70,000 円
３	 ４次 100円　福耳	 	 70,000 円
４	 試作　１銭陶貨　昭和20年　桐	 	 30,000 円
５	 試作　５銭陶貨　昭和20年	 	 50,000 円
６	 試作　10銭陶貨　必勝	 	 120,000円

薄井美術店
代表：薄　井　正　尚

１（原寸の 30％）

２（原寸の 30％）

３（原寸の 30％）

４ ５ ６

CCFでの即売品一例
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１	 万延大判金　元書のし目	 鑑　美	 ￥235万
２	 元禄小判金　花押二重打	 美	 ￥220万
３	 宝永小判金　	 鑑　極	 ￥120万
４	 享保小判金　加工跡	 鑑　　	 ￥35万
５	 元文、文政、天保小判	 	 各種
６	 安政小判金	 鑑　美	 ￥80万
７	 和同開珎	 鑑　美	 ￥26万
８	 安政一分銀　入分玉座　Fg	 美	 ￥35,000
９	 旧 10円金貨　明治４年　加工跡	 鑑　　	 ¥55万
10	 旧５円金貨　明治３年	 鑑　未	 ¥40万
11	 旧５円金貨　明治３年　明瞭ウロコ	 鑑　未	 ¥50万
12	 旧２円金貨　明治３年	 鑑　未	 ¥185,000
13	 新 20円金貨　大正６年	 美	 ￥18万
14	 新 10円金貨　明治30年	 美	 ¥90,000
15	 新５円金貨　明治31年	 鑑　美	 ¥10万
16	 不発行 10円洋銀貨　昭和25年	 鑑　美	 ¥30万
17	 大型 50銭黄銅貨　昭和22年	 鑑　美	 ¥19万
18	 近代通貨　郵政150年金貨	 	 各	¥18万
19	 2020東京オリンピック金貨　全３種揃　ダンボール未開封	 	 ¥53万
20	 即位、愛知、Ｗ杯、金貨	 	 各種
21	 東日本震災復興金貨　全４種揃	 	 ¥60万
22	 ラグビー 2019金貨	 	 ¥23 万
23	 長野オリンピック　全９種揃	 	
24	 昭和天皇在位60年　３点セット　#05-5	 	 ¥20 万
25	 昭和天皇在位60年　金貨２点セット　#05-4	 	 ¥45 万
26	 地方自治 47種全揃　カラー銀貨Ａ	 	 ￥30万
27	 地方自治 47種全揃　カラー銀貨Ａ　ダンボール未開封　無料配送	 	 ￥33万
28	 地方自治 47種全揃　カラー銀貨Ｂ　切手付　ダンボール未開封　無料配送	 ￥37万
29	 地方自治 47種全揃　500円　銀行交換	 	 ￥37,600
30	 地方自治 47種全揃　500円プルーフ　無料配送	 	 ￥10万
31	 令和元年プルーフ	 	 ￥35,000
32	 サザエさん貨幣セット	 	 ￥5,000
33	 円誕生 150年	 	 ￥4,500
34	 貨幣セットのみ発行　１円貨　平成28〜令和３年	 	
35	 500 円貨　年号別　昭和57年〜新 500円	 	
36	 裂エラー　穴無50円貨　昭和31年	 	 ￥55万
37	 透し大黒５円札	 未−	 ￥20万
38	 透し大黒５円札	 極	 ￥15万
39	 旧福沢１万円札　茶　000001	 未	 ￥45,000
40	 新渡戸５千円札　茶　000001	 未	 ￥12万
41	 樋口５千円札　茶　000001	 未	 ￥８万
42	 伊藤千円札　紺１桁　Ａ000001Ｄ	 未−	 ￥15万
43	 伊藤千円札　紺　000001	 未	 ￥７万
44	 夏目千円　黒　000001	 未	 ￥40,000
45	 夏目千円　茶　000001	 未	 ￥35,000
46	 夏目千円　茶　同記号　DL–P 頭尾 01＆ 90万	 未	 ￥80,000
47	 岩倉新 500円　１桁　000001	 未−	 ￥14万
48	 見本券　１次10円札	 準未	 ￥10万
49	 福耳　１次10円札	 	 ￥15万
50	 福耳　３次10円札	 	 ￥15万

（株）駅前コイン
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-20-7　神田ビル５階
TEL ／	FAX		03-3256-4384
営業時間／10：00〜 15：00（平日のみ営業）

CCFでの即売品一例

（12）	2022CCF



〒	104-0061
東京都中央区銀座8-9-15 銀座ミノリビル４階
TEL：03-3572-5225　FAX：03-3572-5226
営業時間／11：00〜 16：00　休日／土日・祝日代表：渡　部　一　郎

（株）銀座ステラ

1.	 天保大判金　典乗書	 鑑付　最極	 応談

2.	 大阪一分金	 鑑付　極美	 125万

3.	 慶長小判金　前期無刻印	 鑑付　最極	 195万

4.	 元文小判金　棟梁印無し	 鑑付　最極	 220万

5.	 文政小判金　文字ナシエラー	 鑑付　希少	 280万

6.	 水戸虎銭	 鑑付　未使用	 80,000

7.	 元禄丁銀 24面大黒　型録原品	 	 応談

8.	 元禄丁銀 12面大黒	 鑑付　極美	 380万

9.	 円銀　明治12年	 鑑付　極美	 680,000

10.	旧５円金貨　明治23年	 鑑付　準未	 980,000

11.	旧国立５円券　第15銀行	 補修ナシ　美品	 110万

12.	旧国立銀行２円券　21銀行　長浜	 美品	 550,000

13.	大黒 10円札	 未使用	 380万

14.	大黒 10円札	 美品	 750,000

15.	大黒５円札	 極美	 450,000

16.	分銅５円札	 美品	 330,000

17.	表猪 10円札	 美品	 550,000

18.	横書 20円札	 美品	 550,000

19.	未発行武内500円	 未使用	 応談

20.	東京 2020オリパラ37種特別貨幣セット	 PF	 140 万

CCFでの即売品一例
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〜より良い品をより安く〜

（株）銀座コインの即売品の一例

◎江戸期の希少な大判金・小判金・分金・分銀・丁銀・豆板銀を各種取り揃えております。
10� 享保小判金�背:青井� 美品� ￥580,000
11� 元文小判金�異式槌目�背:へい七�組鑑付
� � 美品/極美品� ￥345,000
12� 元文小判金�背:筋当(佐渡座)�組鑑付
� � 美品� ￥530,000
13� 文政小判金�背:久吉(七福小判)�組鑑付
� � 美品� ￥325,000
14� 文政小判金�背:大吉(七福小判)�献上大吉�組鑑付
� � 美品〜極美品�￥1,180,000
15� 太閤円歩金�組鑑付� 美品－�￥3,250,000

16� 額一分判金(大阪一分)�組鑑付� 美品+� ￥1,450,000
17� 元禄一分判金�組鑑付� 美品� ￥195,000
18� 元禄二朱判金�組鑑付� 美品� ￥225,000
19� 享保一分判金�逆打�組鑑付�①� 極美品� ￥390,000
20� 安政二朱銀�組鑑付� 美品� ￥185,000
21� 享保丁銀�98.1g�小型� 美品� ￥195,000
22� 文政丁銀�222g(大型)�組鑑付� 美品� ￥190,000
23� 元禄豆板銀�大字元�5.4g�組鑑付� 上品� ￥330,000
24� 元文豆板銀�群文�3.53g�組鑑付� 美品� ￥350,000

◎皇朝銭類、穴銭類、地方銭各種を取り揃えております。
1� 神功開宝�3.68g�組鑑付� 上品� ￥90,000
2� 富壽神宝�3.09g�組鑑付� 上品� ￥100,000
3� 饒益神宝�2.03g�組鑑付� 上品� ￥880,000
4� 美作一分銀�四弁花紋�組鑑付(H.12)
� � 美品� ￥445,000

5� 出羽窪田印切銀�16.37g�組鑑付� 上品� ￥645,000
6� 甲州二朱金�背:忠�組鑑付(H.25)� 美品� ￥220,000
7� 仙台小槌銀� 美品� ￥185,000
8� 水戸大黒銭� 未使用品� ￥95,000
9� 水戸虎銭� 未使用品� ￥65,000

◎明治以降の近代金貨・銀貨・銅貨も豊富な品揃えにてご紹介致します。
25� 旧20円金貨�明治3年�組鑑付�小ｷｽﾞ有り
� �� 準未使用品�￥7,800,000
26� 旧5円金貨�明治3年�有輪� キズ有り�美品� ￥250,000
27� 旧5円金貨(縮小)�明治6年�PCGS(MS62)
� � 未使用品� ￥275,000
28� 旧2円金貨�明治3年�財務省(美品B･ID07978)
� � 美品+� ￥145,000
29� 旧1円金貨�明治4年�前期�少ｸﾘｰﾝ�ｴｯﾁﾞｱﾀﾘ有り
� � 美品+� ￥155,000
30� 旧1円金貨�明治4年�後期�財務省(美品B･ID11451)
� �� 極美品� ￥70,000

31� 新20円金貨�大正5年� 未使用品� ￥280,000
32� 新20円金貨�大正7年�組鑑付�①
� � 未使用品� ￥330,000
33� 新10円金貨�明治34年�PCGS(MS64)
� � 未使用品� ￥195,000
34� 新1円銀貨(小型)�明治45年�PCGS(MS63)
� � 未使用品� ￥74,000
35� 新1円銀貨(小型)�大正3年�PCGS(MS64)
� � 未使用品� ￥145,000
36� 未発行ｼﾞｬﾜ10銭錫貨�皇紀2604(1944)�PCGS(MS62)
� � 極美品〜未使用品� ￥145,000

◎明治から現行まで日本の紙幣類も各種取り揃えております。
37� 旧国立銀行券1円札(第15銀行･東京)�PMG(15)
� � 並品� ￥245,000
38� 明治通宝10円札� 美品/極美品� ￥175,000
39� 改造紙幣1円�神功皇后1円札� 並品� ￥40,000

40� 改造兌換銀行券10円�表猪10円札�少修正､小ﾔﾌﾞﾚ､ｼﾐ有
� � 並品-� ￥300,000
41� 兌換券200円�裏赤200円札�美品/極美品�￥150,000

◎トレンドの外国金・銀貨も各種取り揃えております。
42� ｱﾙﾊﾞﾆｱ�ｿﾞｸﾞｰ1世/古代戦車�星無し�100ﾌﾗﾝｶﾞ�ｱﾘ金貨
� 1927年R�KM11a.1� NGC(MS62)� ￥630,000
43� ｵｰｽﾄﾘｱ�雲上の女神�100ｺﾛﾅ金貨�1908年�KM2812
� � NGC(PF61)� ￥3,450,000
44� ﾌﾞﾗｼﾞﾙ�ﾍﾟﾄﾞﾛ1世�4000ﾚｲｽ金貨�1823年R(初年号)
� KM369.1� NGC(MS62)� ￥495,000
45� ｶﾅﾀﾞ･ﾆｭｰﾌﾞﾗﾝｽﾞｳｨｯｸ�ヴｨｸﾄﾘｱ/帆船�ﾍﾟﾆｰ銅貨(ﾄｰｸﾝ)
� 1843年�KM2�NB-2A� NGC(PF64BN)� ￥280,000
46� ﾁﾘ�女神�100ﾍﾟｿ金貨�1926年SO�KM170
� � NGC(MS63)� ￥210,000
47� ﾌﾗﾝｽ�ﾙｲ15世�ﾙｲﾄﾞｰﾙ金貨�1718年A�KM438.1
� � NGC(MS64)� ￥880,000
48� ﾄﾞｲﾂ･ｱｳｸｽﾌﾞﾙｸ�都市景観�ﾃｰﾗｰ銀貨�1641年�KM77
� Dav.5039� NGC(MS63)� ￥630,000
49� ﾄﾞｲﾂ･ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ�都市景観�2ﾃｰﾗｰ銀貨�1841年�KM326
� � PCGS(AU58)� ￥250,000
50� 英国�ｳｨﾘｱﾑ3世�ｸﾗｳﾝ銀貨�1695年�KM486�ESC87
� � NGC(MS63)� ￥545,000
51� 英国�ヴｨｸﾄﾘｱ･ﾔﾝｸﾞ�ｸﾗｳﾝ銀貨�1845年�KM741
� � PCGS(AU50)� ￥195,000

52� 英国�ヴｨｸﾄﾘｱ･ﾔﾝｸﾞ�ﾍﾟﾆｰ青銅貨�1893年�KM755
� � NGC(MS64BN)� ￥45,000
53� 英国�英国君主ｺﾚｸｼｮﾝ第一弾�ﾍﾝﾘｰ7世
� 100ﾎﾟﾝﾄﾞ金貨(1oz)�ﾌｧｰｽﾄ100ｽﾄﾗｲｸ�2022年
� � NGC(PF70UC�100ST)� ￥695,000
54� ｸﾞｱﾃﾏﾗ�ｹﾂｧｰﾙ鳥�20ｹﾂｧﾙ金貨�1926年�KM246
� � NGC(MS63)� ￥695,000
55� ｲﾀﾘｱ�ｸｧﾄﾞﾘｶﾞ�5ﾘﾗ銀貨�1914年R�KM56
� � NGC(MS62)� ￥1,650,000
56� ｲﾀﾘｱ･ﾍﾞﾆｽ�ｲﾀﾘｱ革命�5ﾘﾗ銀貨�1848年�KM803
� � NGC(MS63PL)� ￥475,000
57� ｲﾀﾘｱ･教皇領�ｲﾝﾉｹﾝﾃｨｳｽ8世�ﾀﾞｶｯﾄ金貨�ND(1484-92)
� FR26a� NGC(MS62)� ￥660,000
58� ﾗﾄﾋﾞｱ�女性像�5ﾗﾃｨ銀貨(ﾌﾟﾙｰﾌ)�1932年�KM9
� � PCGS(PR63)� ￥1,250,000
59� ﾏﾚｰｼｱ�野生動物保全�ﾏﾚｰﾊﾞｸ�500RINGGIT金貨
� 1976年�KM21� NGC(PF69UC)� ￥1,100,000
60� ﾓﾛｯｺ�六芒星�10ﾃﾞｨﾙﾊﾑ銀貨�AH1329(1911)�Y25
� � PCGS(MS66)� ￥160,000
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コインの専門店・銀座コインは江戸時代に造幣局があった銀座でコイ
ンの売買一筋に50年以上。国内外のたくさんのコインを展示販売し
ている楽しいお店です。お手持ちの品を鑑定・評価し、ご希望の場
合は買取りも致します。ご来店をお待ち致しております。

コ イ ン の 展 示 即 売・ 買 取

銀座コイン株式
会社

GINZA  COINS  CO.

第34回	銀座コインオークション  ●令和４年 11 月５日（土）●東京・帝国ホテル

「銀座コインオークション」は今年も国内外の希少貨幣を多数出品致します。
皆様のご参加をお待ち申し上げます！

〒104	− 0061　東京都中央区銀座５−１　銀座ファイブ１Ｆ　　TEL.03 − 3573− 1960　　FAX.03 − 3289− 1860
HP：https://ginzacoins.co.jp　通販サイト：https://shop.ginzacoins.co.jp　電子メールアドレス：ginza-co＠ginzacoins.co.jp
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円銀明治17年龍周連点　PCGS	MS62	 ￥200,000

円銀明治18年深彫　PCGS	MS62	 ￥200,000

円銀明治18年浅彫　PCGS	MS64	 ￥750,000

円銀明治19年接桐平葉小頭　PCGS	MS61	 ￥200,000

円銀明治20年大型　PCGS	AU58	 ￥150,000

円銀明治21年平葉　PCGS	MS64	 ￥2,000,000

円銀明治21年平葉　PCGS	MS61	 ￥700,000

円銀明治22年　PCGS	MS62	 ￥100,000

円銀明治22年大頭二　PCGS	AU-D	 ￥150,000

円銀明治23年小頭二　PCGS	AU-D	 ￥100,000

円銀明治25年前期　PCGS	AU58	 ￥200,000

円銀明治25年　PCGS	MS63+		 ￥280,000

円銀明治26年　PCGS	MS62	 ￥150,000

円銀明治27年　PCGS	MS64	 ￥300,000

円銀明治28年　PCGS	MS63	 ￥79,000

円銀明治29年　PCGS	MS63	 ￥79,000

円銀明治30年　PCGS	MS64+	 ￥200,000

円銀明治34年　PCGS	MS63PL	 ￥500,000

円銀明治36年　PCGS	MS63	 ￥60,000

円銀明治37年　PCGS	MS63	 ￥74,000

円銀明治38年　PCGS	MS63	 ￥60,000

円銀明治45年　PCGS	MS63	 ￥60,000

円銀大正3年　PCGS	MS64+	 ￥150,000

円銀大正3年　PCGS	MS64	 ￥100,000

円銀明治13年右丸銀　PCGS	UNC	 ￥100,000

円銀明治14年右丸銀　PCGS	AU58	 ￥200,000

円銀明治15年左丸銀　PCGS	AU55	 ￥100,000

円銀明治17年左丸銀　PCGS	AU	 ￥100,000

円銀明治21年右丸銀　PCGS	AU	 ￥80,000

円銀明治22年左丸銀　PCGS	AU50	 ￥50,000

旧 20円明治 3年龍面	プル−フライク	未使用	 ￥9,800,000

旧１0円明治 4年無輪　PCGS	MS67　世界一	 ￥7,800,000

旧１0円明治 4年有輪　PCGS	MS66	 ￥2,200,000

旧 5円明治 3年有輪　PCGS	MS66+　世界一	 ￥950,000

旧 5円明治 3年無輪明瞭　PCGS	MS64	 ￥450,000

旧 5円明治 5年　PCGS	MS63	 ￥300,000

旧 5円明治 7年　PCGS	MS66	 ￥980,000

旧 5円明治 9年　PCGS	MS65	 ￥1,500,000

旧 2円明治 3年　PCGS	MS64　切鱗多点	 ￥250,000

旧１円明治４年　PCGS	MS65	 ￥130,000

旧１円明治４年　PCGS	MS64	 ￥100,000

旧１円明治４年　PCGS	MS63	 ￥80,000

旧１円明治４年財務省　並品10枚	 ￥500,000

新 10円金貨明治41年　PCGS	MS66	 ￥500,000

円銀明治7年前期多脈　PCGS	XF-D	 ￥600,000

円銀明治7年前期曲脈　PCGS	XF-D	 ￥550,000

円銀明治7年後期浅彫　PCGS	AU	 ￥400,000

円銀明治7年後期深彫　PCGS	AU55	 ￥900,000

円銀明治7年後期深彫　PCGS	AU53	 ￥750,000

貿易銀明治8年　PCGS	AU	 ￥300,000

貿易銀明治9年短支脈　未洗未使用	 ￥700,000

円銀明治11年浅彫　PCGS	AU55	 ￥200,000

円銀明治13年　PCGS	MS63	 ￥400,000

円銀明治15年　PCGS	MS63	 ￥300,000

円銀明治15年　PCGS	MS62	 ￥150,000

円銀明治16年　PCGS	MS63	 ￥400,000

円銀明治16年　PCGS	MS62	 ￥200,000

円銀明治17年　PCGS	MS63	 ￥400,000

円銀明治17年　PCGS	MS62	 ￥200,000

円銀明治17年大巻渦　PCGS	MS62	 ￥250,000

コレクターズクラブ
代表 :浅　香　三　千　夫

大阪ナンバ古銭交換会年3回大会主催。各200点以上出品。

〒 639-0254　香芝市関屋北3-3-17
TEL：090-3706-1345		FAX：0745-43-5832
E-mail：asa695@yahoo.co.jp
LINE：asa695

CCFでの即売品一例
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龍20銭明治 8年前期　PCGS	MS63	 ￥120,000

龍 20銭明治 8年後期　PCGS	MS63	 ￥80,000

龍 20銭明治 21年　PCGS	MS64	 ￥450,000

龍 20銭明治 33年　PCGS	MS63	 ￥50,000

龍 10銭明治 6年跳ね明　PCGS	MS64	 ￥80,000

龍 10銭明治 7年　PCGS	MS61	 ￥80,000

龍 10銭明治 35年　PCGS	MS62	 ￥80,000

龍2銭明治25年シカゴ万博	PCGS	SP63	唯一品	 ￥13,500,000

安政一分金跳分	PCGS	MS62	小川青寶楼旧蔵品	 ￥600,000

安政二朱銀　PCGS	MS63　世界一	 ￥500,000

天保通宝　1600枚	 ￥960,000

100円銀貨昭和32年〜 41年　10000枚	 ￥2,200,000

四川省光緒元寶七銭二分	3cand　PCGS	VF	 ￥700,000

吉林省光緒元寶七銭二分　PCGS	AU	 ￥2,500,000

袁世凱甘粛壱円　PCGS	VF	 ￥7,700,000

袁世凱壱円　民国9年　PCGS	MS62+	 ￥360,000

袁世凱中円　民国3年　PCGS	XF	 ￥300,000

大清銀幣壱円　PCGS	XF	 ￥500,000

大清銀幣10C　PCGS	XF	 ￥450,000

造幣総廠10C　PCGS	XF　120度傾打	 ￥500,000

奉天甲辰・乙巳10C　PCGS	MS62　＠	 ￥200,000

四川銀幣	五角　PCGS	AU	 ￥300,000

外国銀貨1kg パック 30kg 限定	 ￥80,000

アメリカ90％銀貨 1kg パック 10kg 限定	 ￥90,000

アメリカ1/2 ドル 1919　PCGS	MS64	 ￥1,000,000

英エリザベスクラウン1601-02　PCGS	XF40	 ￥800,000

英ウイリアムクラウン1695　PCGS	MS62	 ￥500,000

グアテマラ　1ケツァル1925　PCGS	AU	 ￥200,000

朝鮮一両銀貨開国501年	PCGS	PR63	世界一	 ￥3,000,000

スイスジュネーブ10フラン 1851	PCGS	MS64	￥650,000

円銀明治23年左丸銀　PCGS	AU53	 ￥80,000

円銀明治24年大頭二右丸銀　PCGS	AU58	 ￥100,000

円銀明治24年大頭二右丸銀　PCGS	AU55	 ￥80,000

円銀明治24年大頭二左丸銀　PCGS	MS55	 ￥80,000

円銀明治25年左丸銀　PCGS	MS62	 ￥300,000

円銀明治28年左丸銀　PCGS	AU58	 ￥50,000

円銀明治29年左丸銀　PCGS	MS63	 ￥200,000

円銀明治30年左丸銀　PCGS	MS62	 ￥300,000

旭龍 50銭明治 3年密葉脈　PCGS	MS64	 ￥100,000

龍 50銭明治 10年上切リボン　極美品	 ￥700,000

龍 50銭明治 18年　PCGS	MS62	 ￥150,000

龍 50銭明治 18年　PCGS	MS61	 ￥100,000

龍 50銭明治 30年　PCGS	MS65	 ￥60,000

龍 50銭明治 31年下切　PCGS	MS63	 ￥100,000

龍 50銭明治 31年上切　PCGS	MS65	 ￥50,000

龍 50銭明治 32年　PCGS	MS65	 ￥80,000

龍 50銭明治 33年　PCGS	MS64	 ￥80,000

龍 50銭明治 34年　PCGS	MS65	 ￥250,000

龍 50銭明治 35年　PCGS	MS64	 ￥120,000

龍 50銭明治 36年　PCGS	MS64	 ￥80,000

龍 50銭明治 37年　PCGS	MS66	 ￥100,000

龍 50銭明治 38年上切　PCGS	MS65	 ￥100,000

龍 50銭明治 38年下切　PCGS	MS65	 ￥60,000

旭 50銭明治 40年　PCGS	MS65	 ￥30,000

旭 50銭明治 44年小字　PCGS	MS64	 ￥100,000

旭 50銭大正元年小字　PCGS	MS63	 ￥150,000

旭 50銭大正 4年　PCGS	MS65	 ￥30,000

旭 50銭大正 5年　PCGS	MS65	 ￥20,000

小型 50銭昭和 13年　PCGS	MS65	 ￥60,000

大型 50銭昭和 22年　PCGS	MS64	 ￥500,000

〒 639-0254　香芝市関屋北3-3-17
TEL：090-3706-1345		FAX：0745-43-5832
E-mail：asa695@yahoo.co.jp
LINE：asa695

コレクターズクラブ
代表 :浅　香　三　千　夫

大阪ナンバ古銭交換会年3回大会主催。各200点以上出品。
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〒153-0051
東京都目黒区上目黒4-31-10
TEL：03-3710-6776　FAX：03-3710-6777	代表：田　中　勝　憲

（株）城南堂古美術店

１	 慶長大判金　書改	 極	 900万
２	 天保大判金　元書	 組鑑付・美	 700万
３	 享保大判金　書改	 組鑑付・極	 290万
４	 万延大判金　元書のし目打	 組鑑付・極上	 310万
５	 万延大判金　加筆タガネ打	 組鑑付・極	 280万
６	 万延大判金　元書のし目打	 美	 240万
７	 慶長小判金　前期右打	 組鑑付・極	 140万
８	 慶長小判金　細目	 組鑑付・極	 135万
９	 秋田九匁二分	 極	 10 万
10	 但馬南鐐銀	 極	 35 万
11	 甲州朱中金　角朱中	 極	 30 万
12	 旧拾円金貨　明治四年	 未	 86 万
13	 旧五円金貨　明治三年	 未	 38 万
14	 旧弐円金貨	 未	 25 万
15	 新弐拾円金貨　明治年号	 未	 33 万
16	 新弐拾円金貨　大正六年	 未	 30 万
17	 新弐拾円金貨　大正七年	 未	 36 万
18	 竜 50銭　明治10年特年号	 極	 70 万
19	 旧国立銀行券拾円	 美	 680万
20	 旧国立銀行券弐円札	 美	 46 万
21	 旧国立銀行券壱円札	 美	 25 万
22	 中央武内一円紙幣	 未・100枚帯封	 25万
23	 神功皇后五円札	 美	 95 万
24	 神功皇后壱円札	 極	 ９万
25	 大黒拾円札	 極	 130万
26	 大黒壱円札	 極	 30 万
27	 表猪拾円札	 未	 120万
28	 分銅五円札	 準未	 76万
29	 裏紫百円札	 未	 180万
30	 透大黒五円札	 	 10 万
31	 横書弐拾円札	 極	 36 万
32	 裏赤弐百円札	 	 20 万
33	 日本武尊千円札	 	 25 万
34	 新 20円金貨　大正元年	 完未	 70万
35	 板垣百円千枚官封	 	 15 万
36	 穴銭マザリ　310個	 	 10,000
37	 天保銭マザリ　50個	 	 25,000
38	 元文小判金	 美	 24 万
39	 文政小判　偶然大吉	 上	 65 万
40	 佐渡小判金	 組鑑付・極	 520万
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セ キ グ チ
代表：関口　寧

〒371-0033　
群馬県前橋市国領町2-1-8
TEL ／ 027-232-5789　
FAX ／ 027-231-3025
営業時間／10：00〜 18：00
休日／木曜日

①	慶長小判金　細目打　前期	 鑑定書付	 極	 ￥1,450,000
	
②	元禄小判金　長元	 	 鑑定書付	 美上	 ￥1,850,000

③	旧 20円金貨　明治３年	 	 鑑定書付	 未	 ￥7,200,000

④	英国		1691年		クラウン銀貨		ウィリアム＆メアリー		S−3433
	 	 	 	 	 美上	 ￥450,000

慶長小判金		細目打		前期		鑑定書付 英国		1691年		１£銀貨
ウィリアム＆メアリー		S−3433

https://sekiguchicoin.com

その他、新入荷品があります。

※掲載画像は原寸大ではありません。
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〒	105-0004
東京都港区新橋２−５−６大村ビル３階
TEL：03-3501-3077

新橋スタンプ商会

	 １	 万延大判金　のし目打	 組合鑑定書付　極＋	 330万円
	 2	 元禄小判金　長元	 組合鑑定書付　美	 180万円
	 3	 元禄小判金　短元	 組合鑑定書付　極	 240万円
	 4	 正徳小判金　背吉亦	 組合鑑定書付　美	 230万円
	 5	 享保小判金　弘字	 組合鑑定書付　美	 650,000円
	 6	 享保小判金　背久吉　無刻印	 組合鑑定書付　極＋	 150万円
	 7	 元文小判金　偶然大吉　無刻印	 組合鑑定書付　極	 800,000円
	 8	 文政小判金　偶然大吉	 組合鑑定書付　美	 450,000円
	 9	 文政小判金　七福　背久長	 組合鑑定書付　美	 280,000円
	 10	 文政小判金　七福　背馬神	 組合鑑定書付　美	 260,000円
	 11	 文政小判金　背堺長	 組合鑑定書付　美	 430,000円
	 12	 安政小判金	 組合鑑定書付　極	 750,000円
	 13	 額一分判金	 組合鑑定書付　美	 120万円
	 14	 慶長一分判金　前期五ツ星	 組合鑑定書付　極	 280,000円
	 15	 正徳一分判金	 組合鑑定書付　美	 550,000円
	 16	 宝永一分判金	 組合鑑定書付　美	 80,000円
	 17	 安政一分判金　ハネ分	 組合鑑定書付　極	 350,000円
	 18	 安政一分判金　トメ分	 組合鑑定書付　美／極	 300,000円
	 19	 安政一分判金　逆打　トメ分　完全額縁	 組合鑑定書付　極	 450万円
	 20	 万延一分判金　ハネ分　逆打	 組合鑑定書付　極	 800,000円
	 21	 万延一分判金　トメ分	 美	 190,000円
	 22	 元禄二朱判金	 組合鑑定書付　美	 220,000円
	 23	 明和五匁銀	 組合鑑定書付　極＋	 180,000円
	 24	 享保丁銀　大型　166.2g	 組合鑑定書付　極	 380,000円
	 25	 元文豆板銀　38.7g　超大型	 組合鑑定書付　美	 330,000円
	 26	 天保豆板銀　両面大黒　寳字　18.2g	 美	 280,000円
	 27	 安政豆板銀　群政　5.93g	 組合鑑定書付　美	 135万円
	 28	 安政豆板銀　片面大黒　めぐり政　16.9g	 組合鑑定書付　極	 310万円
	 29	 古南鐐二朱銀　明和大型	 組合鑑定書付　美	 580,000円
	 30	 文政南鐐一朱銀　逆打	 組合鑑定書付　極	 250,000円
	 31	 但馬南鐐銀　小字	 組合鑑定書付　美	 220,000円
	 32	 仙台小槌銀　仙印無し	 組合鑑定書付　美	 600,000円
	 33	 秋田九匁二分銀判	 組合鑑定書付	 92,000円
	 34	 秋田九匁二分銀判　茶托　４枚セット	 各美／極	 200,000円
	 35	 秋田鍔銭　短、長、中尾３枚セット	 各極〜未	 100,000円
	 36	 皇朝十二銭セット	 組合鑑定書付　各美／美＋	 250万円
	 37	 和同開珎	 組合鑑定書付　美	 220,000円
	 38	 隆平永宝　日本貨幣カタログ原品	 組合鑑定書付　美＋	 210,000円
	 39	 貞観永宝　日本貨幣カタログ原品	 組合鑑定書付　美＋	 240,000円
	 40	 寛平大宝　日本貨幣カタログ原品	 組合鑑定書付　美＋	 200,000円
	 41	 天保通宝　本座　中郭　母銭	 組合鑑定書付　美／極	 420,000円
	 42	 天正通宝　銀銭　小字	 組合鑑定書付　美	 400,000円
	 43	 旧５円金貨　明治３年　明瞭ウロコ　正三	 PCGS	MS64	 450,000円
	 44	 新 20円金貨　明治43年	 組合鑑定書付　未	 250,000円
	 45	 新 20円金貨　大元	 PCGS	MS64	 650,000円
	 46	 新 20円金貨　大正６年	 組合鑑定書付　極	 230,000円
	 47	 新５円金貨　財務省　明治30年	 極	 180,000円
	 48	 新５円金貨　大正２年	 組合鑑定書付　未	 250,000円

CCFでの即売品一例
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〒	105-0004
東京都港区新橋２−５−６大村ビル３階
TEL：03-3501-3077

新橋スタンプ商会

	 49	 旧１円銀貨　有輪　左丸銀	 組合鑑定書付　未	 450,000円
	 50	 旧１円銀貨　逆映り	 PCGS	MS63	 280,000円
	 51	 旧１円銀貨　欠貝円　	 組合鑑定書付　極＋	 320,000円
	 52	 新１円銀貨　明治７年　中期　曲脈	 組合鑑定書付　極（＋）	 145万円
	 53	 新１円銀貨　明治７年　後期　深彫	 組合鑑定書付　極	 750,000円
	 54	 新１円銀貨　明治８年　深彫	 組合鑑定書付　美／極	 145万円
	 55	 新１円銀貨　明治８年　深彫　I タイプ	 PCGS	Genuine	repaired	AU	Details	 180 万円
	 56	 新１円銀貨　明治11年　浅彫	 組合鑑定書付　極	 350,000円
	 57	 新１円銀貨　明治11年　深彫	 組合鑑定書付　極	 600,000円
	 58	 新１円銀貨　明治12年	 組合鑑定書付　極	 650,000円
	 59	 新１円銀貨　明治19年　後期	 組合鑑定書付　極	 600,000円
	 60	 貿易銀　明治８年	 組合鑑定書付　極	 330,000円
	 61	 貿易銀　明治８年	 PCGS	AU	Detail	 280,000 円
	 62	 旭日竜 20銭銀貨　明治４年　欠銭	 PCGS	MS64	 85,000 円
	 63	 竜 10銭銀貨　明治６年	 PCGS	MS66(+)	 65,000 円
	 64	 ワールドマネーフェア　2020　ベルリン　バーゼルミント	 	 50,000 円
	 65	 新国立銀行券　水兵一円札　	 小穴有　極	 220,000円
	 66	 神功 10円札	 ピンホール有　美	 600,000円
	 67	 大黒１円札	 未	 280,000円
	 68	 横書 20円札	 極	 270,000円
	 69	 分銅５円札	 美／極	 400,000円
	 70	 日本武尊千円札　台湾加刷	 未‐	 900,000円
	 71	 中央武内５円札	 極‐	 180,000円
	 72	 ４次 100円札　最終組7352	 未	 240,000円
	 73	 旧岩倉五百円札　福耳エラー　6.3cm×2.3cm	 未	 450,000円
	 74	 板垣百円札　後期　大型　福耳エラー　8.8cm×5.5cm	 極／未	 450,000円
	 75	 夏目千円札　黒MM000001J	 未	 40,000 円
	 76	 古代リディア　ライオン　1/3	Stater 金貨	 chXF	5/2	 700,000円
	 77	 ビザンツ帝国　ソリダス金貨　	 MS	4/2	 145,000円
	 78	 ギリシャ　20ドラクマ金貨　1833　オゾン	 PCGS	MS61	 550,000円
	 79	 古代ギリシャ　テトラドラクマ　フクロウ	 chAU	5/4	 160,000円〜
	 80	 米　フローイングヘアダラー　1795　	 VF25	 160万円
	 81	 米　20ドル金貨　1903　女神	 AU	 290,000円
	 82	 米　20ドル金貨　1927　女神	 MS66	 550,000円
	 83	 独　ダカット金貨　1645GN　フランクフルト	 PCGS	MS62	 450,000円
	 84	 独　ミュンスター　1661　ターレル銀貨　都市景観　	 NGC	AU58	 100万円
	 85	 ニュルンベルク　ラムダカット	 MS62	 580,000円
	 86	 スイス　４フラン銀貨　1823	 EF	 320,000円
	 87	 スイス　５フラン銀貨　1874　射撃祭　サンクトガレン	 A/UNC	 68,000 円
	 88	 仏　100フラン金貨　ナポレオン　無冠	 EF/AU	 320,000円
	 89	 英　バンクダラー　1804	 Proof	 380,000 円
	 90	 英　５Ｐ金貨　1887　ヴィクトリア	 NGC	MS60PL	 850,000円
	 91	 英　1/2 クラウン銀貨　1845　ヴィクトリア	 VF/EF	 420,000円
	 92	 英　1/2 クラウン銀貨　1824　ジョージⅣ	 VF/EF	 140,000円
	 93	 英　１ドル銀貨　1804　ジョージⅢPF	 EF	 300,000円
	 94	 英　ダブルフローリン　ヴィクトリア	 NGC	PF64	CAMEO	 380,000円
	 95	 伊　100リレ金貨　1905	 PCGS	MS61PL	 330 万円
	 96	 ブラジル　独立150周年記念３点セットケース入	 UNC	 125,000円
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１	 享保大判金　鑑付	 極美品	 ￥5,500,000
２	 慶長小判金　鑑付	 美品	 ￥1,500,000
３	 享保小判金　鑑付	 美品	 ￥550,000
４	 元文小判金　鑑付	 美品	 ￥240,000
５	 文政小判金　鑑付	 美品	 ￥200,000
６	 天保小判金　鑑付	 美品	 ￥190,000
７	 万延小判金　鑑付	 美品	 ￥120,000
８	 享保丁銀　121g　鑑付	 並品	 ￥120,000
９	 元文丁銀変形　164g	 美品	 ￥95,000
10	 安政丁銀大型　205g	 美品	 ￥140,000
11	 但馬南鐐銀　鑑付	 美品	 ￥360,000
12	 古南鐐二朱銀	 美品	 ￥16,000
13	 安政一分銀入分玉座	 美品	 ￥22,000
14	 明治一分銀 J-b	 美品	 ￥20,000
15	 甲州二朱金背重　鑑付	 美品	 ￥130,000
16	 水戸虎銭	 美品	 ￥38,000
17	 秋田ツバ銭長尾	 美品	 ￥18,000
18	 秋田波銭	 美品	 ￥24,000
19	 琉球通宝大字	 美品	 ￥35,000
20	 新寛永明和正字母銭	 美品	 ￥28,000
21	 神功開宝　青錆　鑑付	 美品	 ￥60,000
22	 絵銭　農鶴駒	 美品	 ￥55,000
23	 絵銭　五位堂銭三階松	 美品	 ￥55,000
24	 ジャワ未発行10銭スズ貨	 美品	 ￥38,000
25	 明治４年 50銭銅打	 美品	 ￥95,000
26	 明治３年５円金貨　NGC	MS64	 未使用	 ￥450,000
27	 明治３年２円金貨　NGC	MS63	 未使用	 ￥190,000
28	 明治４年 10円金貨　財務省美品Ａ	 未使用	 ￥950,000
29	 明治４年１円金貨　財務省美品Ｂ	 未使用	 ￥65,000
30	 明治４年５円金貨　鑑付	 未使用	 ￥450,000
31	 明治３年２円金貨　鑑付	 極美品	 ￥180,000
32	 大正６年 20円金貨　鑑付	 未使用	 ￥320,000
33	 明治 41年 10円金貨　鑑付	 未使用	 ￥120,000
34	 明治８年貿易銀　鑑付	 未〜極	 ￥380,000
35	 明治９年貿易銀　PCGS	MS63	 未使用	 ￥2,500,000
36	 明治 24年円銀	 未使用	 ￥35,000
37	 明治 39年円銀	 未使用	 ￥120,000
38	 円銀並年各種	 美品	 13,000円より
39	 明治８年 20銭銀貨後期	 美品	 ￥13,000
40	 明治 21年 20銭銀貨深彫	 美品	 ￥14,000
41	 明治 34年 20銭銀貨	 極美品	 ￥35,000
42	 神功皇后五円札	 美品	 ￥380,000
43	 大黒一円札	 未使用	 ￥250,000
44	 中央武内五円札	 未使用	 ￥350,000
45	 透かし大黒五円札	 未使用	 ￥360,000
46	 裏赤二百円札	 未使用	 ￥250,000
47	 日本武尊千円札	 美品	 ￥180,000
48	 富士桜五拾銭札　100枚束	 未使用	 ￥130,000
49	 楠五銭札　千枚完封	 未使用	 ￥220,000
50	 新岩倉五百円札　A419715A	 極美品	 ￥50,000

世田谷スタンプ・コイン
〒156-0051　東京都世田谷区宮坂2-2-10
ＴＥＬ 03-3429-6953　ＦＡＸ03-5451-5367
ＵＲＬ　http://www.setagaya-sc.com
メール　ssc@setagaya-sc.com
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買取いたします買取いたします買取いたします
オークション出品受付けますオークション出品受付けますオークション出品受付けます

 遺品整理中に
コインが出てきた？

自宅にコインが 
眠っている？

 遺品整理中に
コインが出てきた？

自宅にコインが 
眠っている？

オークション出品により
高騰するコインもございます。商品によっては出張査定いたします。

日本銭・外国銭のアンティーク～モダン・コインまで、幅広い商品を取り扱っております。

お問い合わせ電話番号  平日（祝日を除く）10：00～17：30

自宅にコインが 
眠っている？

自宅にコインが 自宅にコインが 自宅にコインが 自宅にコインが 
眠っている？眠っている？眠っている？眠っている？

 遺品整理中に 遺品整理中に 遺品整理中に 遺品整理中に 遺品整理中に
コインが出てきた？コインが出てきた？コインが出てきた？コインが出てきた？

コイン専門店

特に中国パンダ金・銀貨は
年号によりプレミアムが
付いている場合がございます。

泰星コイン泰星コイン
た い せ い

コインのことなら創業 年 確かな実績と信頼55

メールアドレス

showroom@taiseicoins.com0120-99-8335ショップ
専用
フリー
ダイヤル

[許認可]　東京公安委員会古物商　第301049403819号

www.taiseicoins.com
ＦＡＸ 03-6735-2108

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目9番4号 西野金陵ビル1F
ＴＥＬ03-6735-2103

オーストリア
1908 年
フランツ･ヨーゼフ１世治世 60 周年記念  100 コロナ金貨
KM2812  NGC PF61  極美 / 未  プルーフ
2022 年４月オークション落札価格：

￥2,300,000 ※画像は原寸では
ございません

英 国
1999 年  ダイアナ妃追悼記念  ５ポンド金貨
KM997b  PCGS PR69DCAM  プルーフ
2022 年４月オークション落札価格：￥900,000

日 本
平成３年（1991 年）発行  天皇陛下御即位記念
100000 円金貨  JNDA05－9  プルーフ
2022 年２月オークション落札価格：￥225,000

中 国
1995 年  パンダ図  50 元（1/2oz）金貨
KM718  SMALL DATE  未使用
2022 年４月オークション落札価格：￥1,800,000

アメリカ
1924 年   女神立像  20ドル金貨
KM131  極美 / 未
2022 年２月オークション落札価格：￥240,000
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（株）ダルマ
代表：大　谷　雄　司
　　　髙　馬　大　三

〒108-0074	

東京都港区高輪2-16-32	レアール高輪401

TEL：03-3447-5567　FAX：03-3449-3344

メール　info@darumacoins.co.jp
URL　www.darumacoins.co.jp

	1.	 オーストラリア	1ソボレン金貨	1880(M)	ヴィクトリア	ヤングヘッド	Fr15	KM7
		 	 VF+	 ¥80,000
	2.	 ベルギー	フランドル	1フランカシュバル金貨	N.D.	ルイ 2世 ( フランドル伯 )	Fr156	
		 	 AU	 ¥900,000
	3.	 ボリビア	8エスクード金貨	1840(PTS・LR)	シモン・ボリバル軍服胸像 KM99	Fr21
		 	 EF	 ¥690,000
	4.	 ブラジル	10000レイス金貨	1726(M)	ジョアン 5世	Fr34	KM116	 EF+	¥1,700,000
	5.	 イギリス	テューダー朝	ハーフソボレン金貨	ヘンリー8世	第三次発行 SPINK2294	Fr167
		 	 VF	¥1,600,000
	6.	 イギリス	2ポンド金貨1887	ヴィクトリア	ジュビリー	PCGS-PR63DCAM	KM768	Fr391a
		 	 PF	UNC	¥1,950,000
	7.	 イギリス	エドワード7世戴冠記念金メダル	1902オリジナルケース付き	Eimar-1871a
		 	 Matt	PF	AU/UNC	¥1,400,000
	8.	 ポルトガル領インド	320レイス金貨	N.D.	聖トーマス立像 Fr1451	 EF	 ¥980,000
	9.	 ペルー	8 エスクード金貨	1765	スペイン王カルロス3世	Fr27a	KM70	 -VF	 ¥550,000
10.	ペルー	1 リブラ金貨	1964	インディオ右向き胸像	KM207	Fr73	 UNC	 ¥86,000
11.	ポルトガル	6400レイス金貨	1830	ミゲル 1世	Fr138	KM397	 EF+	 ¥450,000
12.	アルバニア	5フランガ・アリ銀貨	1926(R)	アフメト・ゾグ	ローマミントDAV1	KM8.2
		 	 UNC	 ¥240,000
13.	イタリア	シチリア	30タリ銀貨	1791フェルディナンド3世DAV1420	KM221
		 	 AU/UNC	¥1,250,000
14.	イタリア	ヴェネツィア	1デナーロ銀貨	N.D.	ルートヴィヒ1世	Paolucci2
		 	 Toned	EF+	 ¥250,000
15.	オランダ	ゼーラント	2ダカット銀貨	1748	厚手型銀貨	騎士立像	KM52.2	 -EF	 ¥400,000
16.	スコットランド	テストン銀貨	N.D.	フランソワ2世	&	メアリー・ステュアート SPINK-5414
		 	 EF	 ¥600,000
17.	古代ギリシャ	ルカニア・メタポンティオン	ノモス銀貨	BC510年〜 470年発行	トウモロコシの穂
		 SEAR235var		 VF	 ¥210,000
18.	古代ギリシャ	マケドニア王国	テトラドラクマ銀貨	アレクサンドロス3世	Price-105a
		 	 VF+	 ¥85,000
19.	古代ギリシャ	アッティカ地方アテネ	テトラドラクマ銀貨	BC393〜 BC300年発行
		 女神アテナ・フクロウ		SEAR2537	 VF	 ¥120,000
20.	古代ギリシャ	イオニア地方テオス	ステーター銀貨	BC470〜 BC450年発行	Sear4576
		 	 VF	 ¥145,000

CCFでの即売品一例
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〒110-0005
東京都台東区上野３-15- ８	寺田ビル１階	
TEL：03-3832-5678
FAX：	03-3836-4825
URL：http://www.terashimacoin.com
E-mail：mail@terashimacoin.com

寺島コイン

慶長小判金　弘字　組鑑	 	 180万
慶長小判金（駿河座）細目打ち　組鑑
	 	 極美品	 180万
慶長小判金（井神 /京座）組鑑	 極美品	 140万
元文小判金（久吉 /七福小判）組鑑
	 	 極美品	 ¥345,000
文政小判金（八七）組鑑	 美品	 ¥185,000
天保小判金（石五）組鑑	 美品＋	 ¥190,000
額一分金　組鑑	 	 美品	 130万
慶長一分金　前期　組鑑	 美品	 ¥180,000
元禄一分金　（長元）組鑑	 美品＋	 ¥190,000
宝永一分金　組鑑	 	 極美品	 ¥120,000
安政一分判金（ハネ分）組鑑	 極美品	 ¥290,000
文政一朱金（角一朱）組鑑	 美品	 ¥55,000
真文二分金　逆打　組鑑	 極美品	 ¥270,000
明治二分金　逆打　組鑑	 極美品	 ¥60,000
元文一分金　逆打　組鑑	 極美品	 ¥200,000
天保二朱金　逆打　組鑑	 極美品	 ¥60,000
甲州一分金　背定、背重		組鑑	 ¥90,000
甲州二朱金　背重		[PCGS]		組鑑
	 	 美品	 ¥160,000
甲州一朱金　組鑑	 美品	 ¥140,000
安政二朱銀	 	 ¥110,000
安政二朱銀（両面額縁様）組鑑	 極美品	 ¥260,000
古南鐐二朱銀（明和型 /大型 / 額縁様）
	 美品	 ¥80,000
文政南鐐一朱銀（跳六）組鑑	 極美品	 ¥100,000
旧 5円金貨　明治4年　組鑑		
	 	 未使用−	 ¥350,000
旧 5円金貨（縮小）明治5年		組鑑
	 	 未使用	 ¥280,000
旧 1円金貨		明治 4年（前期）組鑑
	 	 美品	 ¥130,000
新 20円金貨		大正 7年　組鑑	 未使用	 ¥370,000
新 10円金貨		明治 41年		美品 A		 ¥130,000
新 5円金貨		明治 30年　組鑑	 美品	 ¥12,000
財務省		新 5円金貨		明治 31年	 美品 A	 ¥180,000
新 5円金貨　大正2年　組鑑	 未使用	 ¥250,000
永楽通宝（紀州打製）銀銭		組鑑	 ¥150,000
元和通宝（小字）　組鑑	 美品	 ¥190,000
仙台小槌銀　組鑑	 	 極美品	 ¥220,000
文政丁銀（139ｇ）　組鑑	 美品	 ¥75,000
元禄両面大黒豆板銀　組鑑	 極美品	 ¥170,000
明和五匁銀　組鑑	 	 美品 +	 ¥160,000
新寛永通宝　（広穿 /背ト）母銭	 極美品	 ¥68,000
秋田波銭	 	 極美品	 ¥40,000
神功皇后　5円　	 	 美品＋	 ¥390,000

分銅 5円　組鑑	 ¥380,000
表猪 10円札	 	 ¥800,000
かじや 5円	 	 ¥220,000
旧兌換銀行券5円		裏大黒 5円	 美品	 ¥450,000
旧国立銀行券2円	 	 美品	 ¥400,000
旧国立銀行券1円	 	 美品	 ¥280,000
裏赤 200円		簡易見本券		PMG	58EPQ	 ¥200,000
裏赤 200円	 	 美品	 ¥80,000
裏紫 100円（アラビア数字）	 美品 +	 ¥290,000
表猪 10円　	 	 美品	 ¥900,000
日本武尊（ヤマトタケル）1000円
	 	 美品	 ¥260,000
伊藤博文1000円（紺 /2桁）[BH666666G]
	 	 未使用−	¥24,000
岩倉新 500円（黒 /2桁）[PF555555X]
	 	 未使用	 ¥45,000
旧福沢諭吉1万円（茶・褐 /2桁）[NH123456F]
	 	 未使用	 ¥45,000
新渡戸稲造5000円（茶・褐 /2桁）[GU111111K]
	 	 未使用	 ¥98,000
新渡戸 5000円（茶）A-A 券	 未使用	 ¥45,000
夏目漱石1000円　1ゾロ、2、3、4、5、6ゾロ目
夏目漱石1000円（褐 /2桁）[HN012345L]
	 	 未使用	 ¥20,000
新福沢諭吉1万円（黒 /2桁）[GR444444F]
	 	 未使用	 ¥28,000
野口英世1000円（黒 /2桁）[ZB000001P]
	 	 未使用−	¥27,000
野口英世1000円（茶 /2桁）[YE111111V]
	 	 未使用	 ¥28,000
野口英世1000円（黒 /2桁）[DK444444G]
	 	 未使用	 ¥20,000
野口英世1000円（黒 /2桁）[BC555555S]
	 	 未使用	 ¥20,000
野口英世1000円（褐 /2桁）[YE666666Y]
	 	 未使用	 ¥20,000
50円白銅貨　平成2年　穴ズレエラー
[PCGS	MS62]	 	 	 ¥100,000
アメリカ　貿易銀（トレードダラー）1877S
	 	 UNC	 ¥80,000
テトラドラクマ銀貨	 NGC	AU	 ¥150,000
竜 1銭銅貨　明治17年　陰打ちエラー
	 	 美品−	 ¥38,000
大型 50銭黄銅貨　昭和22年　組鑑	 ¥180,000
大型 5銭白銅貨　大正7年　穴ズレエラー
	 	 美品	 ¥10,000
4次 100円　福耳エラー	 美品	 ¥80,000
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	 １	 文政小判　極美　鑑定書付き	 190,000円
	 2	 天保小判　極美　鑑定書付き	 180,000円
	 3	 万延小判　美品	 90,000円
	 4	 旧５円金貨　明治３年　極美	 280,000円
	 5	 旧５円金貨　明治６年　極美	 240,000円
	 6	 新 20円金貨　大正６年　極美	 240,000円
	 7	 新 10円金貨　明治42年　極美	 100,000円
	 8	 旧２円金貨　明治３年　財務省　美品B	 130,000円
	 9	 旧１円金貨　明治４年後期　財務省　美品B	 80,000円
	 10	 旧１円金貨　明治４年後期　極美	 50,000円
	 11	 旧１円金貨　明治４年後期　財務省　美品B　箱付	 90,000円
	 12	 天保丁銀　	 50,000円
	 13	 文政丁銀	 70,000円
	 14	 旭日竜 50銭銀貨　大竜　鑑定書付き	 70,000円
	 15	 大正１円札　４ゾロ目	 200,000円
	 16	 板垣 100円札　No1（珍番）	 350,000円
	 17	 二千円札　１ゾロ目	 120,000円
	 18	 聖徳太子１万円札　１ゾロ目	 120,000円
	 19	 伊藤博文千円札　１ゾロ目　黒番号	 90,000円
	 20	 伊藤博文千円札　１ゾロ目　紺番号	 50,000円
	 21	 伊藤博文千円札　７ゾロ目　紺番号	 50,000円
	 22	 新福沢諭吉１万円札　１ゾロ目	 100,000円
	 23	 聖徳太子１万円札　No1（珍番）	 200,000円
	 24	 聖徳太子１万円札　AA券	 650,000円
	 25	 神功皇后５円札　極美	 500,000円
	 26	 武尊千円札　極美　	 200,000円
	 27	 神功皇后１円札　極美	 80,000円
	 28	 大黒１円札　極美	 80,000円
	 29	 神功皇后１円　美品	 30,000円
	 30	 大黒１円札　美品	 30,000円
	 31	 二千円札　５ゾロ目	 90,000円
	 32	 新福沢諭吉１万円札　１ゾロ目　折れあり　	 50,000円
	 33	 明治通宝 10銭　美品	 4,000円
	 34	 明治通宝 20銭　美品	 8,000円
	 35	 明治通宝五円　極美	 250,000円
	 36	 明治通宝 10円　極美	 150,000円
	 37	 高橋 50円札　美品	 1,300円
	 38	 地方自治千円銀貨（北海道、高知、東京除く）	 5,000円
	 39	 天保両面大黒　10.6g	 60,000 円
	 40	 郵便制度 150年１万円金貨	 170,000円
	 41	 2020東京オリンピック１万円金貨　第３次	 150,000円
	 42	 通貨制度 150年５千円金貨	 90,000円
	 43	 新幹線千円銀貨（未開封）　	 　35,000円
	 44	 小型 50銭銀貨　昭和13年　極美	 10,000円
	 45	 カラス１銭アルミ貨　昭和14年　A　未使用	 4,000円
	 46	 天保二朱金・万延二朱金　	 各１枚　4,500円
	 47	 通貨制度 150年千円銀貨	 18,000円
	 48	 旭日竜５銭銀貨　明治３年　美品	 15,000円
	 49	 旭日竜５銭銀貨　明治４年　極美品	 40,000円
	 50	 令和４年　福袋　予約取り置き不可	 １個　3,000円

〒171-0033　
東京都豊島区高田３-15- ７第一大島ビル301	
TEL ／ FAX	03-3980-2177
営業時間　10：00〜 17：00　水曜定休
ＵＲＬ　http://www.nichiyucoin.com

日郵コイン
代表：斉　藤　勝　重
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（株）ネットジャパン
コイン課

〒110-0005
東京都台東区上野5-24-16	KDX 御徒町ビル	7階
担当者：矢田・三島
コイン課直通 TEL：03-3832-6606
コイン課専用 FAX：03-3832-6620

【即売品】

アメリカ　10ドル金貨　大統領夫人シリーズ　NGC鑑定品 PF70UC

その他モダン金貨・パラジウム貨スラブケース多数取り扱い

アメリカ　インディアン金貨　10ドル、5ドル、2.5 ドル

マン島　キャット金貨　サイズ1oz 〜 1/25oz まで　種類豊富！

その他アニマル・キャラもののカワイイ金貨多数取り扱い

中国　パンダ金貨　種類・年号多数

日本　古金銀・近代銭

日本古銭から世界のアンティーク・モダンコインまで、国内外の金貨

銀貨を中心に幅広くお取り扱いしております。みなさまのご来場を

スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

【特別企画】

〜NJ	500 円くじ〜

1回 500 円のくじ。古銭、銀貨、マイナーコイン、その他雑貨など、

お得な景品が当たるくじ。各催事で好評につき、この度の CCF でも

実施します！

くじがなくなり次第終了とさせていただきますので、ご興味がござい

ましたらお早めに弊社ブースまでお越しくださいませ。

CCFでの即売品一例
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〒192-0352
東京都八王子市大塚633-6
TEL ／ 090-9206-7656　
FAX／ 042-675-0573　年中無休
MAIL ／ musasabicoin@gmail.com代表：梅　田　幸　男

八王子ムササビコイン

	 1	 慶長小判　初期花２型　同一扇桐刻印　小判師右打・左打　２枚セット　各鑑付
	 	 	 極＋	 620万
	 2	 慶長小判　初期花１−２型　与　鑑付	 極＋	 500万
	 3	 慶長小判　初期花２型　古光次　右打清　鑑付	 極＋	 340万
	 4	 元禄小判　長元　上田　鑑付	 極美	 210万
	 5	 元文小判　さ長　刻印２個のみ　鑑付	 美＋	 32万
	 6	 文政小判　細目打無刻印　川吉　鑑付	 美＋	 27万
	 7	 慶長丁銀　手変り大冠宝　鑑付	 極美	 180万
	 8	 慶長一分金　両本　桐刻印無し　面背無刻印　鑑付	 極美	 95万
	 9	 慶長一分金　前期五ツ星　桐刻印以外無刻印　鑑付	 極美	 35万
	 10	 慶長一分金　称江戸座　片本　桐刻印無し無刻印　鑑付	 極美	 40万
	 11	 慶長一分金　称駿河座　片本　桐刻印無し　鑑付	 極美	 40万
	 12	 慶長一分金　額一分打直し　鑑付	 極美	 45万
	 13	 慶長一分金　同一表面　裏面　片本・通常打　２枚セット　各鑑付	 極美	 60万
	 14	 享保一分金　逆打　鑑付	 極美	 35万
	 15	 天保一分金　逆打　額縁様　鑑付	 極美	 26万
	 16	 元文一分金　逆打　鑑付	 極美	 27万
	 17	 文政南鐐一朱銀　逆打　鑑付	 極美	 27万
	 18	 宝永一分金　面額縁	 極美	 12万
	 19	 安政一分金　トメ分　鑑付	 極美	 32万
	 20	 安政一分金　ハネ分　鑑付	 極美	 27万
	 21	 元禄二朱金　面背無刻印　鑑付	 極美	 30万
	 22	 天保一分銀　ハネ分・長柱座　鑑付	 美品	 13万
	 23	 安政一分銀　玉一・玉座　鑑付	 美品	 10万
	 24	 古南鐐二朱銀　額縁・28mm　鑑付	 美品	 10万
	 25	 秋田封銀　二匁　鑑付	 美品	 550万
	 26	 銅山通宝	 極美	 200万
	 27	 銅山至宝　五十文母銭	 美＋	 200万
	 28	 上州切手銭　正札　二十四文銅銭	 美品	 50万
	 29	 秋田笹一分銀　連頭通　PCGS	 極美	 150万
	 30	 秋田笹一分銀　打製20星　鑑付	 極美	 40万
	 31	 秋田九匁二分銀判　丸無改	 極美	 150万
	 32	 秋田九匁二分銀判　丸無改　茶托直し	 美品	 50万
	 33	 秋田九匁二分銀判　秋字逆打　鑑付	 美品	 100万
	 34	 秋田九匁二分銀判　秋字横向打　鑑付	 美＋	 35万
	 35	 秋田四匁六分銀判　裕字刻印二個落　鑑付	 美品	 25万
	 36	 秋田四匁六分銀判　深打槌目　鑑付	 極美	 15万
	 37	 盛岡七匁銀判　試鋳	 美品	 150万
	 38	 盛岡八匁銀判　縦彫　ブルートーン　鑑付	 極美	 30万
	 39	 盛岡八匁銀判　シークレット無　鑑付	 極美	 25万
	 40	 但馬南鐐銀判	 極美	 75万
	 41	 但馬南鐐銀　中字厚手　3.1g　鑑付	 極美	 38万
	 42	 美作一分銀　桐花紋　鑑付	 美品	 90万
	 43	 美作一分銀　四弁花紋　組合カタログ特集地方貨原品　鑑付	 極美	 50万
	 44	 梅鉢一分銀　価格図譜原品	 極美	 50万
	 45	 庄内一分銀　ハネ分　鑑付	 極＋	 12万
	 46	 加賀南鐐壱分銀　異書肉厚3.8g　鑑付	 極美	 52万
	 47	 陸奥相馬二分銀判	 美品	 30万
	 48	 巴小判銀壱両	 美品	 20万
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①	享保小判金　偶然大吉　	 鑑付　美品	 72万円
②	龍１銭陰打　明治16年	 PCGS	XF45	 ７万円
③	龍１銭陰打　明治17年　	 PCGS　AU53	 ９万円
④	稲１銭陰打　明治32年	 NGC	XF45BN	 80 万円
⑤	半銭陰打　明治15年	 PCGS　AU50	 ７万円
⑥	半銭陰打	 PCGS	XF45	 ７万円
⑦	50円　昭和47年　穴ズレ	 美品	 ３万円
⑧	5円　昭和24年　穴ズレ	 美品	 ３万円
⑨	50円　昭和38年　傾打20度	 美品	 3,000 円
⑩	10円　昭和53年　傾打20度	 極美品	 5,000円
⑪	５円　昭和39年　傾打130度	 極美品	 ５万円
⑫	旭龍 50銭　明治4年　傾打30度	 美品 +	 9,000 円
⑬	黄銅 50銭　昭和21年　傾打70度	 準未	 5,000 円
⑭	旭龍 10銭　明治３年　傾打40度	 未使用	 １万 5千円
⑮	龍２銭　明治14・15年　傾打25度	 美品	 @3,000円
⑯	龍２銭　明治17年　傾打25度	 美品	 5,000 円
⑰	１厘　明治15年　傾打50度	 	 ２万円
⑱	小型 50銭銀貨　大正、昭和	 極美 -未使用	 @500円
⑲	100円銀貨、大型50円ニッケル、5円黄銅　昭和23〜 26年	 準未 -未使用	 @500円
⑳	龍 10銭、旭 10銭、龍 5銭	 準未 -未使用	 @3,000円

（株）ヴァンガードコイン
代表：稲　垣　勝　俊

〒111-0053
東京都台東区浅草橋１-24- ５	イナガキビル５階
TEL	090-4739-5520

1� 新 1円銀貨　明治19年　左丸銀　NGC-AU58
2� 新 1円銀貨　明治28年　NGC-AU�DETAILS
3� イギリス　1$貿易銀�( 站洋 )　1901B　NGC-MS62
4� 仏領インドシナ　1P銀貨�( 座洋 )　1906A　NGC-UNC�DETAILS
5� フランス　5F　1848　PCGS-SP61
6� ロシア　1R銀貨　1817CNB　NGC-XF40
7� ロシア　5K銅貨　1858M　NGC-VF25BN
8� 中国　新疆省　5M銀貨�( 餉銀五銭 )　ND(1910)　PCGS-VF35
9� 中国　福建官局造　10Csh 銅貨�( 光緒元宝十文 )　(1901-05)　“Large�閩關 ( 大字 )”　PCGS-AU53
10� 中国　戸部　10Csh 銅貨�( 大清銅幣十文 )　丙午 (1906)　PCGS-XF45
11� 中国　1$�( 壹圓 )　袁世凱　民国3年 (1914)　PCGS-AU�DETAIL
12� フランスミント　1994　�IOC�1896-1996�オリンピック100周年プルーフ100F銀貨　ケース・証書付き
13� USA・Pミント　2000　アメリカンイーグル1オンスプルーフ銀貨　ケース・証書付き
14� USA・Sミント　1989　アメリカ連邦議会200年記念プルーフコインセット (2枚入り )�ケース・証書付き
15� チェコスロヴァキア　10K見本紙幣・SPECIMEN　1927　PMG-64
16� ユーゴスラヴィア　10D見本紙幣・SPECIMEN　1920　PMG-55
17� ギリシャ　50D紙幣　1935　PMG-58
18� ギリシャ　1000D紙幣　1935　PMG-45
19� チェコスロヴァキア　1000K見本紙幣・SPECIMEN　1932
20� フィジー　エリザベス2世　$2,�$5,�$10,�$20,�$50,�$100紙幣 ( 各 1枚 )��S/N:CA000180　6枚セット
21� ジャージー　エリザベス2世　￡1(3 枚 ),�￡10(2 枚 ),�￡20(1 枚 ),�￡20(1 枚 ) 紙幣　S/N:000028　7枚セット
� ★その他、状態の良い各国コイン・メダル・紙幣ございます。ぜひお立ち寄りください。

シルバーハウス
代表：Li,	Chia-Yin（李 )

NEW!!	⇒	NO.27,	Guling	St.,	Taipei,	Taiwan
（台湾郵政博物館近く )
TEL	／	+886-956191919
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〒105-0013　
東京都港区浜松町1-15-5	コープ浜松町2階	
TEL ／ 03-5777-0351　FAX ／ 03-5777-0352
月〜土	11:30 〜 18:00　日曜定休
店頭販売はご予約制とさせて頂きます。
お問い合わせください。

１	 リディア王国　1/6	stater 金貨　かわいい

	 	 NGC	AU	5/5，3/5	scuff	 700,000 円

２	 リディア王国　stater 金貨

	 	 NGC	Ch	VF	4/5，3/5	 1,800,000円

３	 リディア王国　1/3	stater エレクトラム貨

	 	 NGC	Ch	XF	3/5，4/5	 780,000円

４	 ゾイジターナ　カルタゴ　stater 金貨　キレイ

	 	 NGC	Ch	AU	5/5，4/5	Fire	style	 2,400,000 円

５	 ゾイジターナ　カルタゴ　EL	Trihemi	shekel

	 	 ポエニ戦争　NGC	AU	4/5，3/5	 1,300,000円

６	 プトレマイオス朝エジプト　Pentadrachm金貨

	 プトレマイオス１世 /ワシ　NGC	Ch	AU	4/5，4/5	 3,200,000円

７	 フランス　５Francs 銀貨	1852Ａ

	 	 ナポレオン３世	NGC	MS65	 270,000円

代表：石　井　栄　一

暑さに負けずAWご出品も
募集中です！！
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ワタナベコイン
代表：渡　辺　靖　洋

〒453-0841
名古屋市中村区稲葉地町8-13
TEL	052-411-0520
事務所のみで販売はネットショップと即売会のみとなります。
ＵＲＬ　https://watanabecoin.shop-pro.jp/
メール　watanabecoin@gmail.com

	 １.	 享保大判金　書改　	 鑑	 極	 350万円
	 ２.	 万延大判金　吉安大　書改　色揚げ	 鑑	 美−	 200万円
	 ３．	 天保五両判金　献上大吉	 鑑	 極	 298万円
	 ４．	 天保五両判金　	 鑑	 極	 195万円
	 ５.	 慶長小判金　前期・無刻印　花2型	 鑑	 極＋	 220万円
	 ６.	 慶長小判金　前期　	 鑑	 極美品	 145万円
	 ７.	 文政小判金　偶然大吉　無刻印	 鑑	 美＋	 48万円
	 ８.	 安政小判金　	 鑑	 美	 65 万円
	 ９.	 太閤円歩金　	 鑑	 美品	 340万円
	 10.	 佐渡一分金　	 鑑	 美＋	 220万円
	 11.	 正徳一分金	 鑑	 美	 58 万円
	 12.	 元禄一分金　逆打	 	 美	 32 万円
	 13.	 文政南鐐一朱銀　逆打　	 鑑	 極	 25 万円
	 14.	 加賀南鐐銀	 鑑	 美品	 40万円
	 15.	 盛岡八匁銀判　	 鑑	 美	 22 万円
	 16.	 Ｍ４年　旧10円金貨　有輪　	 鑑	 PCGS・MS65＋	 170万円
	 17.	 Ｍ６年　旧５円金貨　	 鑑	 NGC・MS66	 55 万円
	 18.	 新金貨明治年号（20円・10円・5円）3種セット	 鑑	 美	 43 万円
	 19.	 Ｍ８年　新1円銀貨　深彫	 	 	NGC・AU-Dクリーン	150万円
	 20.	 試鋳貨　Ｍ３年　１厘銅貨　	 鑑	 美＋	 115万円
	 21.	 Ｓ26年　不発行10円洋銀貨　	 鑑	 極	 28 万円
	 22.	 Ｓ50年　50円白銅貨　穴無しエラー　	 	 	MS64	 52 万円
	 23.	 富壽神宝　大様壽貫　	 鑑	 美	 90 万円
	 24.	 饒益神宝　小字　	 鑑	 美	 98 万円
	 25.	 明治通宝５円札	 	 	ACCA・EF45・極	 30万円
	 26.	 旧国立 10円札　第15銀行　	 	 	PMG15・並	 520万円
	 27.	 旧国立５円札　第15銀行	 	 美−	 95万円
	 28.	 旧国立２円札　第15銀行	 	 並	 38 万円
	 29.	 裏白 200円札　見本券　	 鑑	 美＋	 200万円
	 30.	 西郷札 10円　	 	 美品	 18万円
	 31.	 世界最古リディア		1/3	ST 金貨　ライオン　BC610年		 ChXF	5/4	 85 万円
	 32.	 リディアクロイソス　ST金貨　牡牛と獅子　BC561年		 ChVF	5/3	 240 万円
	 33.	 英５ギニー金貨　チャールズ２世　1673年	 	 	XF40	 285 万円
	 34.	 英２ポンド金貨　ジュビリー　1887年　	 	 	PF61UC	 88 万円
	 35.	 英５ポンド金貨　ダイアナ　1999年	 	 	PR65DC	 45 万円
	 36.	 オーストリア　100Ｃ金貨　雲上の女神　	 	 	PF55	 135万円
	 37.	 伊 100Ｒ金貨　ウンベルト１世　1888年	 	 	MS62	 168万円
	 38.	 ブラジル　10000レイス金貨　1727年　	 	 	AU58	 78 万円
	 39.	 アメリカ　トレードダラー　1882年	 	 	PF64	 55 万円
	 40.	 エジプト　５ポンド金貨　古代戦車　1957年	 	 	MS66	 135万円
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1	 天保小判　鑑定書付	 美品	￥190,000
2	 秋田四匁六分　鑑付	 美品	 ￥60,000
3	 竜一銭銅貨　Ｍ6　陰打	 美品	￥200,000
4	 竜 50銭銀貨		Ｍ30		上切	 美品	 ￥80,000
5	 竜 10銭銀貨		Ｍ７	 	 ￥50,000
6	 旭日 50銭　Ｔ元		後期大字	未	 ￥50,000
7	 竜 20銭　Ｍ６		欠年		後期	 未	 ￥40,000
8	 竜 20銭　Ｍ７	 未	 ￥50,000
9	 竜 20銭　Ｍ９　ハネ明	 未	 ￥70,000
10	竜 20銭　Ｍ 20　中期	 未	 ￥40,000
11	竜 20銭　Ｍ 24　中期	 未	 ￥50,000
12	竜 20銭　Ｍ 25　中期	 未	 ￥40,000
13	竜 20銭　Ｍ 26　後期	 未	 ￥40,000
14	竜 20銭　Ｍ 27　後期	 PL	 ￥80,000
15	竜 20銭　Ｍ 33	 未	￥120,000
16	旭日 20銭　Ｍ 39	 未	 ￥60,000
17	旭竜 10銭　Ｍ３　前期	 未	 ￥48,000
18	竜 10銭　Ｍ８　後期	 PL	 ￥45,000
19	竜 10銭　Ｍ８　後期	 PL	 ￥30,000
20	竜 10銭　Ｍ９　後期	 未	 ￥20,000
21	竜 10銭　Ｍ 10　高十	 未	 ￥30,000
22	竜 10銭　Ｍ 20　前期	 未	 ￥45,000
23	竜 10銭　Ｍ 21　前期	 未	 ￥22,000
24	竜 10銭　Ｍ 25　後期	 未	 ￥55,000
25	竜 10銭　Ｍ 26　後期	 未	 ￥25,000
26	竜 10銭　Ｍ 31	 未	 ￥35,000
27	竜 10銭　Ｍ 33　中三	 未	 ￥70,000
28	旭日 10銭　Ｍ 40	 未	 ￥70,000
29	旭日 10銭　Ｍ 42　後期	 未	 ￥10,000
30	旭日 10銭　Ｍ 43　後期	 未	 ￥15,000
31	旭日 10銭　Ｍ 44	 未	 ￥10,000
32	旭日 10銭　Ｍ 45	 未	 ￥20,000
33	旭日 10銭　Ｔ元	 未	 ￥40,000
34	旭日 10銭　Ｔ２	 未	 ￥4,000

35	旭日 10銭　Ｔ３	 未	 ￥5,000
36	旭日 10銭　Ｔ４	 未	 ￥4,000
37	旭日 10銭　Ｔ５	 未	 ￥4,000
38	旭日 10銭　Ｔ６	 未	 ￥2,000
39	日本のコイン各種500ｇ	 	 ￥1,000
40	北宋銭　錆と土付500ｇ	 	 ￥2,000
41	乾隆通宝　各種100枚	 	 ￥5,000
42	嘉慶通宝　各種100枚	 	 ￥5,000
43	穴の細道	 	 ￥5,000
44	令和３年　桜の通り抜けミント		 ￥3,000
45	令和３年　桜のまわり道ミント		 ￥3,000
46	令和３年　レギュラーミント	 	 ￥3,000
47	令和４年　桜の通り抜けミント		 ￥3,000
48	令和４年　桜のまわり道ミント		 ￥3,000
49	令和４年　レギュラーミント	 	 ￥3,000
50	慶長〜享保大判用　桐箱	 	 ￥8,000
51	万延大判用　桐箱	 	 ￥8,000
52	大判型フリーサイズ　桐箱	 	 ￥8,000
53	慶長〜享保小判用　桐箱	 	 ￥2,500
54	元文小判用　桐箱	 	 ￥2,500
55	文政〜天保小判用　桐箱	 	 ￥2,500
56	万延小判用　桐箱	 	 ￥2,500
57	天保五両判用　桐箱	 	 ￥2,500
58	コインホルダー用　桐箱	 	 ￥1,500
59	コインホルダー各種	 	 ￥600
60	是非お立ち寄り下さいませ。

〒579-8061	
大阪府東大阪市六万寺町１−20− 32
（事務所のみ、出張販売、買取専門）　
TEL ／ 090-8654-5163

和楽屋
代表：吉　田　和　弘

CCFでの即売品一例
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１	 中国広東省　光緒一銭四分四厘銀貨　Y201	 UNC	 ¥15,000
２	 中国広東省　宣統一銭四分四厘銀貨　Y205	 UNC	 ¥15,000
３	 コンゴフリーステート　５フラン銀貨　1887　KM8.1	 NGC(MS65+)	 ¥500,000
４	 デンマーク　２リクスダラー銀貨　1871	HC-CS　KM772.2	 UNC	 ¥320,000
５	 フランス　５フラン銀貨　1855A　KM782.1	 　PCGS(MS64+)	 ¥260,000
６	 仏領インドシナ　50セント銀貨　1900A　KM4a.1	 NGC(PF65)	 ¥1,250,000
	 　通常貨の発行は無く、プルーフセット用に100枚製作されました。
７	 ドイツ・バイエルン　テーラー銀貨		1793AS		KM560.3	 PCGS(MS65)	 ¥500,000
８	 ドイツ・メクレンブルク・シュバーリン		５マルク銀貨		KM341	 PF	UNC	 ¥200,000
９	 ドイツ・ナッソー　テーラー銀貨　1863　KM79	 PCGS(MS66)	 ¥150,000
10	 アメリカ　１ドル銀貨　1879S　KM110	 NGC(MS67★)	 ¥120,000
11	 アメリカ　１ドル銀貨　1883CC　KM110	 PCGS(MS65DMPL)	 ¥180,000

スラブ入りハイグレードコイン、状態の良いマイナーコインや日本近代銭をご用意して
皆様のお越しをお待ちしております。

蕨コインクラブ
代表：坂　元　正　明

〒335-0002
埼玉県蕨市塚越1-4-5-804
TEL	090-6040-6679

2022CCF（33）	



日本でのお問い合わせ先：アベノスタンプコイン社

〒 545-0012  大阪市阿倍野区桃ヶ池２の 11 の 16

電話：06-6621-4634

新しい展示品がたくさんあります！ ぜひお立ち寄りください！
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『The	Standard	Catalog	of	Japanese	Coins』	
ー	2021	Edition	1	ー

Zeus	Coin	Gallery　発行
Ａ５　224頁　フルカラー　5,000円

知名泉譜・参（日本古紙幣の部）
『寺社札入門　紀伊・河内編』	

余録・古札寛永のススメ

鳳凰山　神野良英　著			
B ５　108頁（内４頁カラー）　2,000円

書信館出版 ( 株 )
〒182-0026　東京都調布市小島町1-21-6	アジャンタ調布403号　

TEL	042-484-5531　FAX	042-484-6916　

新刊・既刊の取扱書籍を特価販売！	乞うご期待！

歴泉会　例会資料第７号	 1,000円
知名泉譜・弐
　アテネのフクロウコイン研究	 1,800円
日本近代銀貨蒐集の魅力	 5,000円
日本の近代銀貨研究（６）	 1,700円
日本の近代銀貨　一円銀貨の部	 3,500円

皇朝銭収集ガイド	 5,000円
会誌『銀』	 2,000円
古寛永銭のいろは	 2,000円
佐渡小判・切銀の研究	 2,700円
コインの呟き	 3,500円
月刊「収集」最新号ほか多数の書籍をご用意！

『スイス射撃祭コインアルバム』	
〜現代射撃祭＆近代射撃祭コインを極める〜

Chibiyosi	&	Kafka　著
A４　142頁　オールカラー　2,500円

『宗銭総鍳（九）』	
紹聖元寳銭譜・紹聖通寳銭譜・元符通寳銭譜

淳豊堂　吉田　昭二　編
Ｂ５　131頁　3,800円

◎月刊「収集」定期購読の新規申込・更新手続きも承ります！

CCFでの即売品一例
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書信館出版 ( 株 )
〒182-0026　東京都調布市小島町1-21-6	アジャンタ調布403号　

TEL	042-484-5531　FAX	042-484-6916　

・稲百円銀貨　昭和38年　粗稲穂・短ヒゲ	 		 ￥15,000

・稲百円銀貨　昭和39年　粗稲穂・長ヒゲ	 		 ￥20,000

・稲百円銀貨　昭和40年　粗稲穂・短ヒゲ	 		 ￥12,000

・稲百円銀貨　昭和39年　裏写りエラー	 		 ￥8,000

・稲百円銀貨　昭和41年　裏写りエラー	 		 ￥10,000

・稲百円銀貨　昭和41年　裏写りエラーPR	 		 ￥12,000

・稲百円銀貨　昭和39年　少裏写りエラー	 		 ￥1,500

・鳳凰・稲百円銀貨　鋳溜まりバラエティー	 		 ￥2,000均一

・鳳凰・稲百円銀貨　鋳溜まりバラエティー	 		 ￥1,500均一

・鳳凰・稲百円銀貨　鋳溜まりバラエティー	 		 ￥1,000均一

・鳳凰・稲百円銀貨　鋳溜まりバラエティー	 		 ￥500均一

・鳳凰・稲百円銀貨　未使用品	 		 ￥1,000均一

・鳳凰・稲百円銀貨　未使用品	 		 ￥500均一

・鳳凰・稲百円銀貨　ヘゲエラー	 		 ￥1,000均一

・鳳凰・稲百円銀貨　ヘゲエラー	 		 ￥500均一

・鳳凰・稲百円銀貨　鋳溜まりバラエティー12種セット	 ￥5,000

・鳳凰・稲百円銀貨　50枚限定	 		 ￥200均一

鳳凰・稲100円銀貨各種を特価販売！

ぜひお立ち寄りください！

CCFでの即売品一例
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カタログのご用命は書信館出版株式会社まで
〒182-0026　東京都調布市小島町1-21-6 アジャンタ調布403号

電話：042-484-5531　FAX：042-484-6916

開催日：2022 年７月 30 日（土）10：00〜　日本の貨幣
  31 日（日）10：00〜　世界の貨幣
場　所：日本橋プラザ３階
主　催：書信館出版（株）

2022 CCF オークション





2022CCF 入場登録用紙
◉ご来場の際に本用紙を必ずご提出くださいますようお願いいたします。
　必要事項をご記入の上、当日会場までお持ちください。
◉裏面のアンケートにもぜひご協力下さい。

※１日につき１回入場登録をお願い致します。
※ �CCFオークションへご参加される方は、「入場登録」のほか、別途「オークション参加登録」が
必要になります。
※�本用紙をお忘れになった場合も当日会場での入場登録が可能です。
　また、本用紙は弊社ホームページからもダウンロードできます。
　　　　　　　　　　�https://shushu.co.jp/event-site-2/
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お名前

〒　　　　-
都		道
府		県

※次回CCFのパンフレット等が不要の場合、右を○で囲って下さい（			不要			）

お電話番号

ご住所

※�ご記入いただいた情報は書信館出版（株）が管理し、上記「不要」欄に○がない場合は催事のご案内に使用いたします。

※ご来場の際には新型コロナウイルス感染予防のため、マスク着用、手指の消毒、検温のご協

力をお願い致します。37.5 度以上の発熱のある方、倦怠感のある方につきましては誠に申し訳

ございませんが、ご入場をお断りさせて頂きます。なお、低額品即売コーナーにご入場をご希望

の方は、入場登録後に「低額品即売コーナー整理券」をお受け取り下さい。
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ご入場までの流れ

入場登録受付開始 即売会 低額品即売 CCF オークション

7/29（金） 10時〜 11〜 18時 12〜 18時 下見のみ（11〜 17時）

7/30（土） ９時〜 10〜 18時 11〜 18時 10時〜（下見は９〜15時）

7/31（日） ９時〜 10〜 17時 11〜 17時 10時〜（下見は９〜15時）

＜会期日程＞



●CCFへのご来場は　　□はじめて　□はじめてではない

●このイベントをお知りになったきっかけは何ですか？（複数回答可）

　□コイン店（店名：　　　　　　　　　　　　）　□知人　□朝日新聞　□日経新聞　□月刊『収集』

　□月刊『収集』ホームページ　□web 検索　□web 広告　□チラシ　□パンフレット　□その他（　　　　　　　）

●あなたのご年齢は下記のどれに該当しますか？

　□　〜19歳　□ 20〜 29歳　□ 30〜 39歳　□ 40〜 49歳　□ 50歳〜 59歳　□ 60歳以上

●コインを収集されていますか？　　□はい　□いいえ

●貨幣を収集するようになったきっかけは次のどれですか？

　□自宅に古銭があったので　□古銭店で古銭を見て　□即売会で古銭を見て　□知人にすすめられて　□海外旅行

　□古銭関係の書物を見て　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●収集歴は下記のいずれに該当しますか？

　□　〜５年　□６〜10年　□ 11〜 20年　□ 21〜 30年　□ 31年以上　□現在は収集していない

●貨幣をどこから購入していますか？　最も利用しているものを２つ選んで下さい。

　□貨幣商の店頭　□貨幣商の入札誌　□貨幣商のオークション　□貨幣商の即売会　□月刊『収集』誌上入札

　□貨幣同好会　□収集仲間　□ネットオークション・フリマサービス（ヤフオク、メルカリなど）

●貨幣即売会へは年間どのくらいの頻度で参加しますか？　　□１回　□２回　□３回　□４回　□５回　□６回以上

●現在、収集されている貨幣は次のどれですか？

　□皇朝銭　□鐚銭　□古寛永銭　□新寛永銭　□絵銭　□地方貨全般　□地元の地方貨　□藩札・私札　

　□明治以降の日本紙幣　□近代銭　□現行通用銭　□日本の記念貨　□大判・小判　□分朱金　□丁銀・豆板銀

　□一分銀　□一朱銀　□中国古文銭　□中国歴代銭　□安南銭　□朝鮮穴銭　

　□外国古代貨幣（具体的な国名：　　　　　　　）　　□1800年以前の外国貨幣（具体的な国名：　　　　　　　）

　□1800年以降の外国貨幣（具体的な国名：　　　　　　　　　　）　□その他（貨幣名：　　　　　　　　　　）

●今後収集したいと考えている貨幣は次のどれですか？（複数可）

　□皇朝銭　□鐚銭　□古寛永銭　□新寛永銭　□絵銭　□地方貨全般　□地元の地方貨　□藩札・私札　

　□明治以降の日本紙幣　□近代銭　□現行通用銭　□日本の記念貨　□大判・小判　□分朱金　□丁銀・豆板銀

　□一分銀　□一朱銀　□中国古文銭　□中国歴代銭　□安南銭　□朝鮮穴銭　

　□外国古代貨幣（具体的な国名：　　　　　　　）　□1800年以前の外国貨幣（具体的な国名：　　　　　　　）

　□1800年以降の外国貨幣（具体的な国名：　　　　　　　　　）　□その他（貨幣名：　　　　　　　　　　）

●月間の購入額は次のどちらですか？　　□だいたいの購入額を決めている　□目にした貨幣次第である

●年間の購入額はどのくらいですか？（宜しければご記入下さい）　

　□３万円未満　□３万円〜10万円未満　□10万円〜 50万円未満　□50万円〜 100万円未満　□100万円以上

●貨幣にまつわる本で「こんな内容について読みたい、知りたい」と思うものがあればご記入ください。　

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●月刊『収集』で特集してほしい古銭のジャンル、内容があればご記入ください。

　（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 　　）

●下記のうち、普段お使いになられているものはありますか？（複数回答可）

　□ Twitter		□ Facebook		□ Instagram		□ LINE		□ Youtube		□ Wechat		□	Tikitok		□	使っていない	

ご回答は任意です。該当する項目に　 をご記入下さい。ぜひご協力お願い致します。
ご回答いただいた方には受付にて、書信館ブース・低額品コーナーで使える200円券を進呈
いたします。裏面の入場登録用紙にも併せてご記入のうえ、本誌より切り離してお持ち下さい。

2022CCF アンケート
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