
2022「収集」8月号不落  2022.8.4

2022「収集」8月号不落品一覧です。お買上げご希望の方はお手数ですが
　必ずお電話で弊社までご連絡ください。8月10日午前中まで受け付けます。

品番 品名 金額
11 旧１円金貨　明治４年後期　日本貨幣商協同組合鑑定書付 ¥59,000
17 ミントセット　Ｓ63　通常 ¥1,000
44 銀行ロール　50円　Ｈ16 ¥3,300
46 銀行ロール　５円　Ｈ18 ¥1,500
50 旭竜20銭　明治３年 ¥1,500
64 大型５銭白銅　大正６年 ¥3,000
69 桐１銭銅貨　Ｓ10 ¥1,000
92 旭竜20銭　明治３年 ¥1,500

104 ２銭銅貨　明治６年 ¥3,000
106 ミントセット　Ｈ元　通常 ¥1,000
119 板垣百円前期２桁　ＭＤ－Ｌ ¥1,000
121 板垣百円前期２桁　ＬＣ－Ｍ ¥1,000
122 板垣百円前期２桁　ＹＤーＰ ¥1,000
126 議事堂拾円　秋田（116624） ¥1,000
127 議事堂拾円　秋田（13424） ¥1,000
150 小型５銭白銅　大正11年 ¥1,200
158 小型50銭銀貨　昭和５年 ¥1,500
159 旭50銭　大正６年 ¥1,300
161 旭20銭　明治43年 ¥1,000
162 竜10銭　明治24年 ¥4,000
163 竜10銭　明治25年 ¥4,000
164 旭10銭　大正４年 ¥1,000
168 漢数字壱円　＃87 ¥9,000
170 左和気拾円　＃159 ¥7,000
172 タテ書弐拾円　＃19 ¥8,000
173 藤原二百円　＃42 ¥10,000
174 １次百円　＃24 ¥3,500
175 ３次百円　＃85 ¥4,000
177 聖徳千円　前期１桁　Ｅ－Ｑ ¥2,500
180 明治通宝　20銭 ¥5,000
198 旭50銭　大正４年 ¥7,000
199 旭20銭　明治44年 ¥8,000
217 桐１銭銅貨　昭和２年 ¥1,000
218 ５厘銅貨　大正６年 ¥1,000
221 聖徳千円　Ｒ－Ｐ ¥1,500
223 ４次五円　＃95 ¥2,800
224 １次百円　＃18 ¥1,800
226 中央武内五円（万葉）　明治40年 ¥350,000
227 裏猪拾円（アラビア）　大正２年 ¥300,000
228 神功皇后　壱円 ¥60,000
229 大黒　壱円 ¥45,000
251 稲１銭銅貨　大正３年 ¥3,500
252 桐１銭銅貨　大正８年 ¥1,000
255 桐１銭銅貨　昭和８年 ¥1,000
268 旭50銭　明治41年 ¥5,000
269 旭50銭　明治41年 ¥5,000
270 旭50銭　大正６年 ¥4,500
279 プルーフセット　桜通り抜け（松前琴糸桜）　Ｈ26 ¥4,500
282 プルーフセット　冬季アジア大会千円銀貨（札幌）Ｈ28 ¥7,000
283 プルーフセット　桜通り抜け（大手毬）Ｈ18 ¥2,500
287 プルーフセット　通常　Ｈ14 ¥1,400
290 ミントセット　造幣局見学記念　Ｈ13・14（２点組） ¥2,000
291 プルーフセット　東京五輪（引継ぎ）千円銀貨　2016 ¥27,000
311 プルーフセット（通常）　平成26年（2014）銘無 ¥3,000
316 プルーフセット　しまなみ海道　Ｈ11 ¥1,000
317 プルーフセット　しまなみ海道　Ｈ11 ¥1,000
318 プルーフセット　しまなみ海道　Ｈ11 ¥1,000
320 プルーフセット　和同開珎1300年　Ｈ20 ¥3,000
331 旭10銭　大正６年 ¥1,000
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品番 品名 金額
333 アルミ銅５銭　Ｓ14，10銭　Ｓ13（計２） ¥1,000
343 地方自治プルーフセット　岩手　千円銀貨（Ａ）23年 ¥6,000
344 地方自治プルーフセット　静岡　千円銀貨（Ａ） ¥6,000
346 地方自治プルーフセット　島根　千円銀貨（Ａ） ¥3,500
353 プルーフセット　近代通貨制度150周年　千円銀貨 ¥11,000
361 現行500円　Ｓ62　15枚　ミント出（FDC） ¥14,000
365 プルーフセット　アジア冬季　大会（千円銀貨）札幌　2017 ¥7,800
366 プルーフセット　東京五輪（2020）千円銀貨　「陸上」 ¥9,800
367 プルーフセット　東京五輪（2020）千円銀貨　「柔道」 ¥9,800
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1001 安政二分金 ¥14,000
1003 宝永永字片面大黒豆板銀　9.9g ¥750,000
1004 文政豆板銀　大字文　5.4g ¥600,000
1005 天保豆板銀　保字宝　7.3g ¥70,000
1008 天保丁銀　147.3g ¥36,000
1009 真文二分金 ¥55,000
1029 文政小判　背：へい神　神二重打　刻印少 ¥168,000
1030 天保小判　背：沙生　日本貨幣商協同組合鑑定書付 ¥170,000
1031 天保小判　背：並七　日本貨幣商協同組合鑑定書付 ¥170,000
1032 天保小判　背：谷東 ¥160,000
1033 天保小判　背：原七 ¥160,000
1034 安政二分金 ¥12,000
1035 明治二分金　額縁様 ¥6,000
1036 明治二分金　額縁様 ¥6,000
1037 明治二分金　2.90g ¥5,500
1038 享保一分金　桐面額縁様 ¥44,000
1041 天保一分金 ¥21,000
1042 安政一分金　トメ分　日本貨幣商協同組合鑑定書付（H19.5.8発行） ¥280,000
1043 元禄二朱金　日本貨幣商協同組合鑑定書付 ¥195,000
1044 天保二朱金 ¥5,000
1046 万延二朱金 ¥4,500
1047 万延二朱金　額縁様 ¥5,000
1048 万延二朱金　額縁様 ¥5,000
1049 文政角一朱金 ¥25,000
1050 古南鐐二朱銀　明和型　27.3×15.8mm ¥30,000
1074 天保豆板銀　9.5g ¥2,000
1075 安政豆板銀　4.4g ¥1,000
1077 天保豆板銀　宝字廻り保　8.2g ¥1,800
1078 天保豆板銀　宝字下部　廻り保　8.5g ¥1,800
1079 天保豆板銀　常字　廻り保　10.7g ¥1,900
1080 天保豆板銀　常是　廻り保　11.7g ¥2,000
1081 天保豆板銀　常是　廻り保　9.4g ¥1,800
1082 天保豆板銀　是字　廻り保　8.8g ¥1,800
1083 天保豆板銀　是字　廻り保　8.5g ¥1,800
1084 天保豆板銀　是字　廻り保　8.4g ¥1,800
1085 天保豆板銀　群保　7.7g ¥1,600
1086 天保豆板銀　群保　4.5g ¥1,400
1087 天保豆板銀　群保　6.3g ¥1,500
1089 天保豆板銀　群保　３個組（2.8g、2.3g、1.9g） ¥3,200
1091 安政豆板銀　宝字一部　廻り政　10.7g ¥1,900
1092 安政豆板銀　群政　４個組（4.6g、4.2g、4.0g、6.0g） ¥3,600
1095 天保豆板銀　常是　保字1.5　9.7g ¥2,000
1096 安政片面大黒豆板銀　大黒左1/5　3.1g ¥1,600
1097 安政片面大黒豆板銀　13.0g ¥3,800
1098 安政豆板銀　宝字下部　政字　12.7g ¥1,900
1099 天保豆板銀　群保　15.9g ¥2,000
1100 天保豆板銀　群保　５個組（4.8g、2.3g、2.1g、1.8g、5.5g） ¥4,800
1101 安政豆板銀　群政　４個組（5.6g、5.2g、2.1g、1.3g） ¥3,900
1102 安政豆板銀　是字下部　廻り政　12.9g ¥2,300
1103 安政豆板銀　政字1.5　12.9g ¥2,100
1110 劣位安政手別座一分銀　Fc ¥5,000
1112 一朱銀　４枚組（Fa、Ab、Rn、Ll） ¥4,200
1122 一朱銀　２枚組（Hd、Ro） ¥2,000
1137 安政手別座一分銀　Bq ¥4,000
1138 安政手別座一分銀　Ce ¥3,000
1139 安政手別座一分銀　Dg ¥3,000
1141 安政手別座一分銀　Gg ¥3,000
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2001 神功開宝　長刀　25.47mm　3.95g ¥40,000
2002 延喜通宝　小字　19.13mm　2.45g ¥35,000
2004 新寛永　背十［235］ ¥19,000
2008 新寛永　白目小字［348］ ¥1,500
2014 和鋳鐚　草書至道 ¥1,000
2023 古寛永　称水戸勁永手 ¥1,000
2031 新寛永　不旧手蛇ノ目　約23.0mm［191］ ¥7,000
2045 文久永宝　朱入り（ス穴有り）、背少錯笵（ス穴１有り）　３枚組 ¥1,000
2050 新寛永　正字広足文［譜外、009系］ ¥2,000
2051 新寛永　中字玉一文［会27］ ¥1,200
2052 新寛永　中字背文干用通［016系］ ¥2,800
2054 新寛永　縮字背文　横点文［会069］ ¥2,500
2055 新寛永　縮字背文　瑕用通（用画中柱中間が切れている）［037系］ ¥3,000
2056 新寛永　縮字勁文奇文　24.9mm（用画横上引切目無し）［041系］ ¥3,800
2057 新寛永　耳白大様　25.75mm［097］ ¥3,000
2058 新寛永　細字背文不切文（文字交差切目無し）［025系］ ¥5,000
2060 新寛永　細字小文破寛短ノ文［031系］ ¥2,800
2061 新寛永　細字小文正王宝［031系］ ¥2,000
2062 新寛永　細字小文無背断足寛［譜外、056系］ ¥3,800
2063 新寛永　細字狭文奇文［033系］ ¥3,500
2064 新寛永　和歌山広穿大点永　面広郭［270系］ ¥1,800
2071 新寛永　当四　明和背21波長尾寛［574］ ¥15,000
2072 新寛永　当四　明和俯永肥郭［586系］ ¥1,000
2073 新寛永　当四　明和俯永小頭通［会527］ ¥1,000
2074 新寛永　当四　文政小字　右第一　波削波［会547］ ¥1,000
2078 新寛永　当四　水戸長尾寛背ト　精鉄銭［708］ ¥28,000
2079 新寛永　当四　文政小字　10枚組　糸綴り　奉納用？ ¥2,000
2081 琉球通宝　半朱 ¥8,000
2082 平安通宝 ¥4,000
2084 鐚銭　皇宋通宝　小通　篆書　磁性有り ¥1,500
2086 絵銭　穴一銭　長手綱駒曳　背一 ¥5,000
2087 絵銭　打印銭　小足大黒 ¥2,500
2096 絵銭　鏡屋銭　大黒 ¥3,000
2099 絵銭　大泉五十　大型　反郭　背上星　50.1mm ¥4,000
2100 宮銭　鶴岡八幡宮　鋳造品 ¥2,500
2113 水戸虎銭 ¥55,000
2116 天保通宝　本座中郭手 ¥3,000
2118 天保通宝　薩摩横郭［17］、秋田広長郭［131］×2　計3枚組 ¥9,000
2120 天保通宝　25枚組（薩摩×24、本座　広郭×1） ¥19,000
2123 琉球通宝　大字広郭［237］ ¥7,000
2124 天保通宝　浄法寺南部銅山手写　仕立［145］ ¥10,000
2125 天保通宝　本座広郭異制［14］ ¥1,000
2127 天保通宝　薩摩広郭深字［33］ ¥1,000
2129 絵銭（新）　宮銭　55.9mm ¥3,500
2130 絵銭（新）　七福神銭　48.3mm ¥2,000
2131 絵銭　南部布泉　22.8mm ¥15,000
2132 仙台通宝　大様　母銭 ¥40,000
2133 新寛永　当四　仰宝大字　鉄銭［644］ ¥1,000
2134 天保通宝　薩摩広郭　両面深字［33］ ¥1,200
2136 天保通宝　水戸短足宝［108］ ¥1,000
2137 天保通宝　会津短貝宝［122］ ¥6,000
2139 絵銭　弘法大師　白銅質　写し ¥1,200
2142 八体仏　千手観音（新） ¥1,100
2143 絵銭　大福二神　28mm ¥1,300
2144 絵銭　七福神　写し ¥1,200
2146 絵銭　稲荷宝珠と鍵 ¥2,500
2148 和鋳鐚　元通通宝　２種組（中字、小字） ¥1,500
2149 鋳写鐚　治平元宝　真書 ¥1,000
2152 仙台通宝、箱舘通宝　２枚組 ¥1,000
2156 新寛永　当四　盛岡マ頭通［649］、水戸狭永［720］　２種組 ¥1,200
2158 慶長通宝 ¥5,000
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2159 平安通宝 ¥2,300
2161 和鋳鐚　雲豊元豊 ¥1,000
2165 秋田波銭　秋印薄い ¥18,000
2166 天保通宝　水戸短足宝［108］ ¥1,000
2167 和鋳鐚　永楽通宝　中正手　木楽 ¥7,000
2173 新寛永　コ頭通背仙［205］ ¥2,000
2174 絵銭　三つ星大黒 ¥4,500
2175 絵銭　和同開珎　背大黒恵比須　大蟹（新） ¥2,000
2176 絵銭　開神通宝　背宝駒（新） ¥1,200
2177 貨泉　泉下决文 ¥1,000
2178 乾隆通宝　宝泉局　大字　25.2mm ¥1,000
2179 乾隆通宝　宝蘇局　遒勁大様　25.2mm ¥1,000
2181 紅銭　乾隆通宝　アクス局、烏什局　２種組 ¥1,600
2182 紅銭　道光通宝　アクス局　八年十、新十　２種組 ¥1,600
2183 紅銭　咸豊通宝　アクス局　当十 ¥1,000
2184 紅銭　同治通宝　庫車局　庫十 ¥1,000
2185 紅銭　光緒通宝　新十２枚、喀十、庫十　計４枚組 ¥2,000
2186 崇禎通宝　背二　磨輪 ¥2,000
2187 新寛永　背十［235］ ¥16,500
2189 新寛永　低寛無背［416］ ¥1,000
2190 新寛永　白目中字［343］ ¥1,000
2194 宝永通宝　永用間珍 ¥1,200
2195 宝永通宝　世久間珍 ¥1,100
2196 絵銭（新）　車題目 ¥1,000
2197 上棟銭　春日大社　純銀打　約10g ¥1,100
2198 福銭　女陰銭　厳島神社　金色 ¥1,000
2201 聖宋元宝　直宋　真書（３ｰ９） ¥1,300
2202 政和通宝　重和様　篆書（初ｰ１） ¥1,000
2203 宣和通宝　背陝　鉄銭 ¥1,500
2207 弘光通宝　異座背星 ¥1,000
2215 光緒通宝　宝泉局　２種組（マ頭単点通、コ頭重点通） ¥1,000
2216 光緒通宝　宝泉局　マ頭重点通　ハ貝出頭宝 ¥1,000
2217 光緒通宝　宝直局　マ頭単点通 ¥1,000
2218 光緒通宝　宝津局　ク頭単点通　下圏星 ¥1,000
2219 光緒通宝　宝津局　上左星 ¥1,000
2221 光緒通宝　宝河局　下俯月 ¥1,000
2222 光緒通宝　宝東局　マ頭単点通　缶宝 ¥1,000
2223 光緒通宝　宝吉局　単点通 ¥1,000
2224 光緒通宝　宝広局　打製 ¥1,000
2228 咸豊通宝　宝泉局　背出頭宝 ¥1,000
2230 咸豊通宝　宝晋局 ¥1,000
2232 咸豊通宝　宝陝局　狭穿 ¥1,000
2233 咸豊通宝　宝陝局　狭穿 ¥1,000
2235 常平通宝（当五）　典一 ¥1,000
2237 常平通宝（当五）　典三 ¥1,000
2238 常平通宝（当五）　典四 ¥1,000
2240 常平通宝（当五）　典六 ¥1,000
2242 常平通宝（当五）　典九 ¥1,000
2243 常平通宝（当五）　典十三 ¥1,000
2244 常平通宝（当五）　京六 ¥1,000
2245 常平通宝（当五）　京七 ¥1,000
2251 常平通宝（当五）　均九　31.8mm　15.21g ¥1,000
2254 常平通宝（当五）　春五　中字 ¥2,000
2255 常平通宝（当五）　春六　中字 ¥2,500
2261 常平通宝（当五）　戸六 ¥1,000
2263 常平通宝（当五）　戸八 ¥1,000
2264 常平通宝（当五）　戸九　32.0mm　10.47g ¥1,000
2265 常平通宝（当五）　戸二　下接月 ¥1,000
2266 常平通宝（当五）　戸三　下接月 ¥1,000
2267 常平通宝（当五）　戸四　下接月 ¥1,000
2268 常平通宝（当五）　戸五　下接月 ¥1,000

5 ページ



2022「収集」8月号不落  2022.8.4

品番 品名 金額
2270 常平通宝（当五）　戸八　下接月 ¥1,000
2271 常平通宝（当五）　戸十　下接月 ¥1,000
2273 常平通宝（折二）　背工二 ¥1,000
2274 常平通宝（折二）　背戸辰 ¥1,000
2275 常平通宝　中型　背禁二 ¥1,000
2276 常平通宝　中型　背営土左二 ¥1,000
2277 和鋳鐚　元通中字 ¥1,000
2278 和鋳鐚　元通小字 ¥1,000
2279 叶手元祐　背叶 ¥1,000
2281 加治木洪武　中字小治 ¥1,000
2282 六銖半両　小字　5.2g ¥2,500
2283 六銖半両　欠頭両様　28mm ¥1,000
2286 楡莢半両　大広穿半両　他計３点組 ¥1,000
2288 後漢五銖　広穿背四决 ¥1,000
2289 大泉五十　額輪小字　厚肉　27mm　6.1g ¥1,300
2290 貨泉　無郭貨下决文 ¥1,000
2293 開元通宝　容弱　背左下角月 ¥1,000
2294 開元通宝　短頭元接郭　厚肉　25mm　4.2g ¥1,000
2297 会昌開元　低頭通　背上大昌 ¥1,000
2299 六銖半両　厚肉　湯口微欠　27.4mm ¥1,000
2300 六銖半両　有輪　薄肉　27.3mm ¥1,000
2301 四銖半両　十字広両　23.4mm ¥1,000
2302 四銖半両　十字狭両　23.0mm ¥1,000
2303 四銖半両　十字狭穿　23.9mm ¥1,000
2304 四銖半両　人字中字広穿　23.7mm ¥1,000
2305 四銖半両　人字広穿歪穿　24.1mm ¥1,000
2306 四銖半両　人字大字俯半　23.9mm ¥1,000
2307 大泉五十　俯五　厚肉　27.7mm ¥1,000
2309 貨泉　広穿細縁　21.4mm ¥1,000
2310 貨泉　長貨広穿　22.5mm ¥1,000
2311 貨泉　左下決文　22.9mm ¥1,000
2312 貨泉　面背額輪様　狭穿　23.5mm ¥1,000
2313 後漢五銖　正様　25.9mm ¥1,000
2314 後漢五銖　濶字　25.3mm ¥1,000
2315 後漢五銖　仰銖　25.8mm ¥1,000
2320 乾徳元宝 ¥1,000
2321 唐国通宝　篆書 ¥1,000
2322 篆書開元 ¥1,000
2324 嘉祐元宝　美制　真書 ¥1,000
2325 熈寧元宝　决文右仰元　真書 ¥1,000
2327 元祐通宝　濶縁大字　真書、篆書２種組 ¥1,000
2328 元祐通宝　大字　真書、篆書２種組 ¥1,000
2331 政和通宝　狭穿広政　真書 ¥1,000
2336 淳祐元宝　背十一 ¥1,000
2337 正隆元宝　正様 ¥1,000
2342 熈寧重宝　寄郭　真書　29.5mm ¥1,000
2343 紹聖元宝　背上星　真書 ¥1,000
2344 元豊通宝　折二　宝開足　真書　29mm ¥1,000
2345 元豊通宝　折二　垂尾　篆書　29mm ¥1,000
2346 崇寧通宝　当十　寄郭　34.6mm ¥1,000
2348 崇寧重宝　当十　小様　32mm ¥1,000
2349 永楽通宝　約25mm ¥1,000
2350 崇禎通宝　重点通　濶縁　背貴 ¥1,000
2365 嘉熈通宝　背二 ¥2,000
2368 乾道元宝　折二 ¥2,000
2369 淳熈元宝（折二）　背月星　大字 ¥1,500
2379 紹熙元宝（折二）　背三 ¥1,000
2380 紹熙元宝（折二）　背四 ¥1,500
2381 紹熙元宝（折二）　背五 ¥1,000
2382 慶元通宝（折二）　背六 ¥1,000
2383 慶元通宝（折二）　背二 ¥1,500
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2384 慶元通宝（折二）　背三 ¥1,500
2386 慶元通宝（折二）　背五 ¥1,500
2391 嘉祐通宝　細縁　真書　母銭　24.16mm ¥10,000
2392 嘉祐通宝　細縁斜宝　真書　母銭　24.34mm ¥9,000
2393 嘉祐通宝　細縁俯宝　篆書　母銭　24.13mm ¥12,000
2394 皇宋通宝　細郭四出　真書　母銭　25.1mm ¥8,000
2395 皇宋通宝　細縁　篆書　母銭　26mm ¥7,000
2396 皇宋通宝　細縁直宝　篆書　母銭　25.78mm ¥7,000
2397 皇宋通宝　平濶　篆書　母銭　26.63mm ¥7,000
2401 元豊通宝　四出小字　母銭　25.17mm ¥18,000
2402 元豊通宝　含円郭　真書　母銭　24.4mm ¥7,000
2404 元豊通宝　狭豊降通　篆書　母銭　25.08mm ¥7,000
2405 元豊通宝　狭穿広郭背濶仰宝　真書　母銭　24.55mm ¥8,000
2408 聖宋元宝　広穿大字　篆書　母銭　25.2mm（泉志正合） ¥10,000
2409 聖宋元宝　陰起文　真書　母銭　25.55mm ¥9,000
2410 聖宋元宝　広穿小字俯元　真書　母銭　25.1mm ¥10,000
2428 至和通宝　陰起郭　真書（３ｰ２） ¥12,000
2430 元豊通宝　星無背　広穿　真書 ¥7,000
2432 紹聖元宝　草元　真書 ¥10,000
2438 開元通宝　尨字背下月 ¥1,000
2440 開元通宝　小字左跳元大元 ¥1,000
2441 開元通宝　狭開 ¥1,000
2442 会昌開元　低頭通　宣上月　背少錯笵 ¥1,000
2443 会昌開元　平頭通　背下越 ¥1,000
2444 乾徳元宝 ¥1,000
2447 南唐開元　篆書 ¥1,000
2458 洪武通宝　長嘴寄郭 ¥1,000
2463 洪武通宝　降共進武無爪貝 ¥1,000
2473 天啓通宝　背上工 ¥1,000
2476 永暦通宝　背一分　小様　禾目暦 ¥1,000
2477 昭武通宝　背下工 ¥1,000
2478 洪化通宝　降宝 ¥1,000
2480 洪化通宝　背工　短尾辵 ¥1,000
2506 咸豊通宝　宝陝局 ¥1,000
2510 光緒通宝　宝津局　尓宝 ¥1,000
2511 光緒通宝　宝津局　缶宝小様　穿上小圏 ¥1,000
2512 光緒通宝　宝津局　缶宝小様　穿下大圏 ¥1,000
2522 昭統通宝　兄統背一 ¥1,000
2524 昭統通宝　允統背下中　コ頭通 ¥1,000
2525 成泰通宝　十文　正様 ¥1,000
2532 萬暦通宝　淅江正様 ¥1,000
2537 康熙通宝　満漢東　正点 ¥1,000
2542 康熙通宝　満漢江　背楷書 ¥1,500
2544 雍正通宝　宝泉局　重点通小点宝　ム幺 ¥2,500
2546 雍正通宝　宝鞏局　細縁無爪 ¥2,000
2547 雍正通宝　宝黔局　単点通 ¥2,000
2548 雍正通宝　宝雲局　ソ幺濶縁小字 ¥2,000
2549 雍正通宝　宝雲局　平濶正　単点通 ¥2,500
2550 雍正通宝　宝雲局　偏正大字狭穿　重点通 ¥2,500
2551 雍正通宝　宝雲局　平濶正離足宝 ¥2,500
2552 嘉慶通宝　伊犂局　小吉ス貝宝 ¥3,000
2554 咸豊通宝　宝泉局　背右下出文 ¥1,500
2555 咸豊通宝　宝陝局　20.6mm　2.9g ¥1,100
2558 咸豊通宝　宝泉局　鉄銭　マ頭通珍宝 ¥1,000
2561 順治通宝　宝源局　27.35mm　4.3g ¥1,500
2562 康熙通宝　宝泉局　小辵　28.09mm　4.6g ¥1,000
2563 康熙通宝　宝泉局　狭煕ス貝宝　26.83mm　5.3g ¥1,000
2564 康熙通宝　満漢東連火　27.26mm　3.8g ¥1,000
2566 康熙通宝　満漢河　有点河　26.29mm　3.3g ¥1,000
2570 雍正通宝　宝雲局　長通 ¥2,500
2572 順治通宝　宝泉局　中満文　26mm ¥1,000
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2573 康熙通宝　宝泉局　２種組（狭煕　26.5mm、広熙　25.5mm） ¥1,000
2575 康熙通宝　満漢浙　小制銭　小浙　23.4mm ¥2,000
2576 康熙通宝　満漢廣　無爪康　25.3mm ¥1,000
2578 乾隆通宝　宝川局　マ頭重点通　大字大阜 ¥1,000
2579 乾隆通宝　紅銭　アクス局　昂通小字 ¥1,000
2583 道光通宝　宝広局　コ頭重点通　22.5mm、民鋳　18.7mm　２種組 ¥1,000
2585 咸豊通宝　ヤルカンド局　当十　濶縁小字　25.8mm ¥1,000
2586 咸豊重宝　宝雲局　当十　39mm［咸譜10W-49］ ¥3,000
2587 光緒通宝　宝直局　マ頭重点通　民鋳　19.7mm ¥1,000
2588 光緒通宝　宝吉局　単点通　濶縁　21.5mm ¥1,000
2589 光緒通宝　宝津局　民鋳２種組（上星　19.5mm、上圏円　18.5mm） ¥1,000
2592 不知祥符元宝　草元 ¥2,800
2595 開元通宝　尨字　無背 ¥1,000
2596 開元通宝　容弱　左下隅甲文 ¥1,000
2598 開元通宝　短頭元手俯元濶井 ¥3,500
2599 開元通宝　短頭元手仰頭通俯元 ¥2,000
2600 開元通宝　短頭元手仰頭通（両跳元様） ¥1,000
2601 開元通宝　短頭元手狭貝宝刔輪　 ¥1,000
2602 開元通宝　短頭元手大元濶縁 ¥2,000
2603 開元通宝　低頭通濶縁 ¥1,500
2611 開元通宝　平頭通濶縁　背小郭 ¥2,000
2613 開元通宝　平頭通濶縁　背四出 ¥1,000
2621 開元通宝　郭抜２種組（上星、上月） ¥2,800
2624 会昌開元　平頭通　背宣上月（月影水） ¥1,800
2625 会昌開元　平頭通　中縁大平 ¥1,800
2627 会昌開元　平頭通　両跳元様　背興 ¥1,500
2637 明道元宝　大様昂道　真書 ¥1,500
2638 明道元宝　不知道字面上陰刻有り　篆書 ¥1,500
2639 皇宋通宝　離郭降通、同昂宋　真書［宋銭綜鑑No.37,38］　２種組 ¥5,000
2640 皇宋通宝　通離郭　篆書（２ｰ３） ¥1,000
2644 元豊通宝　大字横点宝　真書 ¥1,500
2645 元豊通宝　大字横点宝　真書　鋳写銭 ¥1,000
2646 元豊通宝　濶縁進通　篆書 ¥1,500
2647 元豊通宝　四出小字　真書　写し様 ¥1,000
2648 元豊通宝　星無背細縁　俯豊昂通俯宝　篆書（譜外） ¥5,000
2650 元豊通宝　広穿背反郭昂宝　篆書［宋銭綜鑑No.506］ ¥3,500
2651 元豊通宝　狭穿手広穿　真書（２ｰ２） ¥1,500
2652 元豊通宝　小字方冠　篆書 ¥1,500
2653 元祐通宝　大様狭通　篆書 ¥1,000
2654 元祐通宝　俯通　真書（２ｰ２） ¥1,500
2655 元祐通宝　容弱　篆書 ¥1,500
2656 紹聖元宝　長宝俯元　真書 ¥1,500
2657 紹聖元宝　広穿昂宝　篆書（大全７） ¥1,000
2658 政和通宝　正足小異　篆書（２ｰ２） ¥10,000
2662 濶縁手　聖宋元宝　中穿大字系 ¥2,000
2664 不知錫絵銭 ¥5,000
2666 中国絵銭５枚組（新、写し） ¥5,000
2667 中国絵銭（写し）　勇駒　背駿馬図 ¥1,500
2668 中国絵銭（新）　四季平安　背出門見喜　32mm ¥1,500
2670 中国絵銭（写し）　空楼銭　花枝（４本間引）　42mm ¥1,000
2671 中国絵銭（写し）　空楼銭　魚　45.5mm ¥3,000
2673 嘉隆通宝　正隆背左陰星 ¥1,000
2674 濶縁手　永楽通宝　正字大様　約26mm ¥1,000
2676 鋳写銭　大観通宝　平濶 ¥1,200
2681 称法手　宣和通宝 ¥4,000
2682 明宋手　仏法僧宝 ¥2,000
2683 不知　周通元宝　背米　輪小ヒビ有り　少青錆 ¥2,000
2685 祥宋手　開元通宝　小字斜足宝 ¥1,000
2686 祥宋手　治平通宝　正平　背右月　左星 ¥1,000
2689 祥宋手　周通元宝　小字　背右月 ¥1,000
2694 祥宋手　立元通宝　大字 ¥1,500
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2700 古寛永　称坂本跳永　100枚組（ヒビ、ス穴無し）返品不可 ¥20,000
2703 北宋折二銭　50枚組（ヒビ、ス穴無し）返品不可 ¥15,000
2717 豊後開地切手　拾匁預 ¥2,000
2719 豊後開地切手　五匁預 ¥1,000
2721 豊後開地切手　壱匁預 ¥1,000
2722 南部盛岡　銭五拾目 ¥10,000
2723 仙台中新田　銭百文　申正月 ¥2,500
2724 仙台中新田　銭五十文　申正月 ¥2,500
2725 仙台中新田　銭三十文　申正月 ¥2,500
2726 松代藩　計政局　金壱分 ¥3,000
2728 福井藩　百目　大目札　元治札　２枚組 ¥18,000
2729 笠間会計局　銭百文 ¥5,000
2731 和州芝村　銀壱匁 ¥1,000
2732 柳川藩　札役所　銀五匁 ¥12,000
2733 対馬藩　丁銭百弐拾文　裏貫通印 ¥6,000
2734 対馬藩　丁銭六十文　裏貫通印　下部シミ有り　虫穴１ ¥6,000
2735 対馬藩　丁銭三十文　裏貫通印 ¥6,000
2738 太政官札　金壱朱 ¥3,500
2740 和州柳本藩　銀壱匁　文政13年 ¥1,000
2741 和州封内　古市銭札会所　銀百文 ¥1,400
2743 備中白石　本夷屋　銀壱匁　小虫喰い　上部青線入り ¥3,800
2744 美濃付知郷　曽我長四郎　金貮分預　小虫穴1 ¥1,700
2745 但馬高柳　銭壱匁切手　正月晦日引替 ¥1,200
2748 信州木下　銭五百文　明治２年 ¥2,800
2750 伊予卯之町魚問屋　魚代銭三分 ¥1,600
2752 飯野藩飛地札　銀五厘 ¥1,000
2754 播州佐用銭預　壱匁 ¥1,000
2755 小浜藩　米手形　米二升　銀壱匁 ¥1,800
2756 松江藩　雲州銀札　銀二分 ¥1,000
2762 東京朱座出張役所（湯沢）　正銭百文 ¥2,500
2763 羽後秋田　矢島札　金壹円 ¥1,000
2764 羽後秋田　西馬音内札　正銭三百文 ¥1,500
2765 秋田藩諸上納役所　銭拾貫文 ¥1,000
2766 秋田藩諸上納役所　銭拾貫文　中辰大朱印 ¥1,500
2767 秋田藩諸上納役所　銭五百文 ¥2,000
2768 秋田藩久保田会所　銭拾文 ¥1,500
2770 太政官札　金壱分 ¥4,000
2771 東京為替会社　銀三匁七分五厘 ¥4,000
2773 尾張上野間村　三匁 ¥1,400
2774 和州芝村　銀壱匁 ¥1,400
2776 備中岡田藩　銀壱匁 ¥2,500
2777 三州長沢　銀三分 ¥1,000
2778 開拓使兌換証券　弐拾銭 ¥10,000
2779 松坂藩　壱匁 ¥1,000
2781 紀州藩　銀壱匁 ¥1,500
2782 信州　銭五百文 ¥3,000
2783 奈良府札　銭百文 ¥7,000
2784 南都改興福院殿　銀壱匁 ¥2,000
2785 長崎県札　銭百文 ¥5,000
2786 兵庫県札　銭三百文 ¥4,000
2787 大坂為替会社　銭弐百文 ¥2,500
2788 沼田会計局　銭壱貫文 ¥2,500
2797 民部省札　金貮分 ¥2,400
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3006 米国　５＄金　1996　スミソニアン　KM277 ¥61,000
3009 ボリビア　８Ｓ金　1845　KM108 ¥350,000
3010 リベリア　100＄金　1979　象　KM38 ¥98,000
3014 フランス　２Ｆ銀　1869ＢＢ　KM807.2 ¥8,500
3016 メキシコ　８Ｒ銀　1780　カルロス３世　KM106.2 ¥23,000
3020 英国　２ポンド銀　2005　KM1063 ¥6,000
3021 英国　１Ｓ銀　1874　ヤング　KM734.2 ¥12,000
3023 英国　クラウン銀　1937　KM857 ¥6,000
3024 英国　1/2Ｃ銀　1896　オールド　KM782 ¥14,000
3025 英国　1/2Ｃ銀　1912　KM818.1 ¥10,000
3026 英国　1/2Ｃ銀　1919　KM818.1 ¥5,000
3027 英国　クラウン銀　1935　KM842 ¥5,000
3035 印度マドラス　1/2Ｒ銀　AH1172/6　KM435 ¥6,000
3036 南アフリカ　２1/2Ｓ銀　1896　KM７ ¥4,600
3037 南アフリカ　１Ｒ銀　1992　造幣100年　KM143 ¥3,000
3038 マレーシア　25Ｒ銀　1976　KM20 ¥6,500
3039 イラン　５Ｒ銀　1931　KM1131 ¥7,500
3040 英国　プルーフセット　1927（６点入）KMPS20 ¥160,000
3041 オマーン　２1/2Ｒ銀　1987　ＷＷＦ　KM73 ¥5,000
3042 フランス　５Ｆ銀　1869ＢＢ　KM799　NGC（MS63） ¥55,000
3045 スイス現代射撃祭　フライブルク　50Ｆ銀　2004　KMS67　PCGS（PR68DCAM）¥18,000
3046 スイス現代射撃祭　オブヴァルデン　50Ｆ銀　2009　KMS77　PCGS（PR68DCAM）¥18,000
3047 スイス現代射撃祭　グラウビュンデン　50Ｆ銀　2012　MH87ａ　PCGS（PR68DCAM）¥18,000
3048 スイス現代射撃祭　ヴァレー　50Ｆ銀　2015　MH93a　PCGS（PR68DCAM）¥18,000
3049 スイス現代射撃祭　スタンス　50Ｆ銀　2018　MH102a　PCGS（PR68DCAM）¥18,000
3050 スイス現代射撃祭　ヴィンターチュール　50Ｆ銀　1990　KMS34　PCGS（PR68DCAM）¥18,000
3055 スイス　５Ｆ銀　1969Ｂ　KM40 ¥1,000
3059 ベルギー　100Ｆ銀　1951　KM159.1 ¥1,000
3072 中国　５元銀　1992　指南針　KM407　NGC（PF68UC） ¥13,500
3073 キューバ　５Ｐ銀　1985　オウム　KM129 ¥3,800
3075 デンマーク　１φ銅　1883　KM792.1 ¥4,000
3080 独バイエルン　２Ｔ銀　1842　KM812.1 ¥120,000
3081 独ザクセン　１Ｔ銀　1774　KM992.1 ¥28,000
3085 独ワイマール　３Ｍ銀　1929Ａ　憲法10周年　KM63 ¥9,500
3092 グアテマラ　４Ｒ銀　1863Ｒ　KM140 ¥5,000
3093 イスラエル　５Ｌ銀　1962　ネゲブ工業化　KM35 ¥3,800
3094 イスラエル　５Ｌ銀　1966　ライフ　KM46 ¥3,200
3095 イスラエル　２ＮＳ銀　1989　KM200 ¥4,000
3096 ローマ教皇領　５Ｂ銅　1851Ｒ/YrⅥ　KM1356 ¥14,000
3099 ペルー　1/2Ｄ銀　1916/3　KM206.2　エラーFERUANA ¥2,500
3100 ペルー　1/5Ｓ銀　1907　KM205.2 ¥3,000
3101 ポーランド　５Ｚ銀（3/4Ｒ）　1839　Ｃ133 ¥38,000
3103 ポーランド　10Ｚ銀　1935　Ｙ29 ¥2,800
3104 シンガポール　10＄銀　1983　癸亥　KM26ａ ¥6,500
3105 南アフリカ　１Ｓ銀　1895　KM５ ¥3,000
3106 南アフリカ　１Ｒ銀　1985　国会　KM116 ¥3,000
3107 海峡植民地　１Ｃ銅　1845　KM３ ¥2,500
3113 米国　1/2Ｃ銅　1834　KM41 ¥8,000
3114 米国　１Ｃ銅　1848　KM67 ¥3,800
3115 米国　３Ｃ白　1873（オープン３）　KM95 ¥2,500
3117 米国　５Ｃ白　1867　紋章　KM97 ¥2,600
3119 米国　５Ｃ白　1918Ｓ　野牛　KM134 ¥4,500
3121 米国　10Ｃ銀　1915　KM113 ¥2,000
3122 米国　10Ｃ銀　1918Ｓ　KM140 ¥1,400
3123 米国　10Ｃ銀　1923Ｓ　KM140 ¥1,400
3124 米国　10Ｃ銀　1925Ｓ　KM140 ¥1,800
3125 米国　25Ｃ銀　1916Ｄ　バーバー　KM114 ¥1,800
3126 米国　25Ｃ銀　1918Ｓ　立像　KM145 ¥6,500
3128 米国　50Ｃ銀　1918Ｓ　KM142 ¥4,200
3129 米国　50Ｃ銀　1948Ｄ　KM199 ¥2,200
3130 米国　50Ｃ銀　1960　KM199 ¥3,800
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品番 品名 金額
3145 英国　１Ｓ銀　1887　KM761　PCGS（MS62） ¥10,000
3156 ベルギー　50Ｆ銀　1960　ご成婚　KM152.1 ¥1,500
3157 キプロス　９Ｐ銀　1940　KM25 ¥1,600
3160 南アフリカ　２1/2Ｓ銀　1924　KM19.1 ¥1,500
3162 マカオ　５Ｐ銀　1952　KM５ ¥1,500
3163 マカオ　20Ｐ銀　1974　タイパ橋　KM８ ¥1,600
3165 モザンビーク　20Ｅ銀　1960　KM80 ¥1,700
3166 オーストリア　100Ｓ銀　1975　シュトラウス　KM2923 ¥2,400
3170 マラウイ　10Ｋ銀　1974　独立10年　KM13 ¥2,500
3178 東ドイツ　５Ｍ白　1988　鉄道　KM120 ¥2,000
3179 インド　10Ｒ白　1980（Ｂ）　婦人年　KM195 ¥1,600
3180 インド　10Ｒ白　1974（Ｂ）　FAO　KM189 ¥1,400
3181 ボリビア　50Ｃ銀　1892　KM161.5 ¥1,400
3184 ドミニカ　１Ｐ銀　1972　中央銀行　KM34 ¥2,000
3186 メキシコ　１Ｐ銀　1866　マキシミリアン　KM388.1 ¥7,000
3188 アルゼンチン　1000Ｐ銀　1978　Ｗ・カップ　KM53 ¥1,600
3201 メキシコ　ズレ打エラー貨　500Ｐ　1988　KM529　約15％ ¥3,000
3204 ペルー　1/2Ｌ金　1966　KM209 ¥32,000
3206 パラオ　20＄金　1995　マーメード　3.13ｇ（.999） ¥30,000
3207 ケイマン諸島　50＄金　1977　KM25 ¥58,000
3208 クック諸島　100＄金　1976　米建国200年　KM16 ¥68,000
3211 ロシア　15Ｋ銀　1916（大阪）　Ｙ21ａ.1 ¥1,500
3214 チュニジア　１Ｄ銀　1969　KM295 ¥2,500
3216 米国　50Ｃ銀　1953Ｄ　KM199 ¥2,200
3217 カナダ　25Ｃ銀　1899　KM５ ¥1,000
3230 海峡植民地　１Ｃ銅　1862　KM６ ¥1,500
3232 米国　25Ｃ銀　1911　KM114 ¥1,000
3234 米国　50Ｃ銀　1950　KM198 ¥1,000
3244 キューバ　１Ｐ白　1989　KM284 ¥1,000
3245 パナマ　１Ｂ銀　1947　KM13 ¥2,200
3266 米国　１＄　1996　生活共同体　KM275 ¥5,500
3268 米国　50Ｃ白　1995　五輪・水泳　KM257　 ¥1,200
3270 西ドイツ　５Ｍ銀　1977Ｇ　KM146 ¥1,000
3272 海峡植民地　50Ｃ銀　1907Ｈ　KM24 ¥8,500
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