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5月21 日（土）

競売
Auction

5月21日（土）
13時00分～16時00分（予定）

下見会
Lot Viewing

5月21日（土）
11時00分～

住所
　〒220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
 横浜国際平和会議場

会場

パシフィコ横浜 会議センター 4F 412

アクセス
東急東横線直通 みなとみらい線「みなとみらい駅」
「クイーンズスクエア連絡口」より徒歩5分

JR「新横浜駅」からタクシーにて約30分程度

首都高速神奈川1号横羽線 みなとみらいランプより約2分
みなとみらいランプをおりたら、まっすぐ直進し、海の方へお進み
下さい。施設内に駐車場をご用意しております。

会場
Auction

5月19 日（木）

競売
Auction

入札締切
Mail Bid

13時00分 開始

12時00分 必着

下見会
Lot Viewing

大阪特設会場
Osaka Special Viewing

5月14日（土）
11時00分～16時00分（完全予約制）

会場　アークホテル大阪心斎橋「菖蒲」

地下鉄「長堀橋駅」4番出口隣接徒歩0分
地下鉄「心斎橋駅」2番出口よりクリスタ長堀経由で徒歩約6分

必ず事前にご予約下さい

下見会
Lot Viewing

東京特設会場
Tokyo Special Viewing

5月15日（日）
11時00分～16時00分（予約制）

会場　上野桜木あたり ざしき

JR「日暮里駅」南改札口より徒歩10分
東京メトロ「根津駅」1番出口「千駄木駅」1番出口より各徒歩10分

ご予約のお客様を優先して
ご案内いたします

下見会
Lot Viewing

名古屋特設会場
Nagoya Special Viewing

5月13日（金）
13時30分～16時00分（予約制）

会場　イワセコイン様

地下鉄「久屋大通駅」5B出口上がりすぐ

ご予約のお客様を優先して
ご案内いたします
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レトロコインへようこそ！

レトロコインは2011年に横浜で生まれた収集用コインの専門店です。

　レトロコインonline

   収集用古貨幣のオンライン専門店です。
   全国津々浦々の皆さまに良質なコインをお届けすべく邁進中！

　レトロコイン展
   古民家のお座敷で、のんびり愉しむ古美術品と古貨幣の展示販売の催事です。

　レトロコインオークション
   ベースの横浜と東京にてフロアオークションを展開中。今回で6回目となります。
   出品物の写真は、敢えて傷等細かい部分も状態をご確認頂けるように撮影しています。
   その為、実際にご覧頂くと美しいと思って頂けるコインである場合が多いです。
   できるだけ、下見を頂けますと幸いです。
    
　コイングレーディングサービス
   弊社では、コインのコンディション評価と保護は極めて重要と考えます。
   アメリカの第三者保証専門機関、PCGS、NGC の正規代理店として、
   お申込からお返しまで、トータルで面倒なお手続きを代行させて頂きます。

 　コインよろず相談
   収集用古貨幣の売買に関する案件はもちろん、コレクションの状態保持、資産保全、維持管理、
   各種オークションへの代行入札、代行出品、委託販売など、なんでもお気軽にご相談ください。

レトロコインへようこそ
Welcome to Retro Coins Corp.

2022年5月21日（土）、第7回レトロコインオークションを開催させて頂くことになりました。
コロナ禍でもこうして開催させて頂けますことは、皆様のご支援のおかげと心より御礼申し上げます。

昨年より、猛威を奮っていたオミクロン株もやっと減少傾向になってきました。
今年は、東京日本橋で、第33回 東京国際コイン・コンヴェンション（TICC）が3年ぶりに行われ、待ちに待ったコレクターの方々で、
大変賑わいました。また、横浜では5月3日に、こちらも3年ぶりとなる「第70回ザよこはまパレード（国際仮装行列）」が行われまし
た。市内の団体や企業によるフロート（山車）、ダンスチーム、マーチングバンドなど50団体、およそ2000人が参加しました。山下
公園前をスタートし、弊社のあるシルクセンター前を通過後、横浜税関前ー赤レンガ倉庫ー万国橋ー馬車道商店街ー伊勢佐木町
までの3.4km のコース。沿道には32万人が集まりました。記念すべき70回目の今回は、コロナ禍からの復興・再建の象徴とし、「元
気な横浜の姿」を全国に届けようと、バラをテーマとした華やかな演出がされました。この日は、お天気に恵まれ、暑いくらいの陽
射しでしたが、皆さん汗を滲ませながら大変素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。元気いっぱいの姿は、コロナ禍で失
われていた、皆が求めている姿そのものでした。沿道の方々の、マスク越しにも溢れ出る笑顔に、皆が同じ気持ちであると感じま
した。こうした“時“ を、一つ一つ、重ねていけることを願います。
レトロコインオークションも皆様に心から楽しんでいただけるオークションとなりますよう、引き続き、しっかり感染症予防対
策をしながら、取り組んでまいります。

会場となりますパシフィコ横浜は、感染予防対策におきまして、国際的な衛生基準を満たした施設であることを証明する『GBAC 
STAR™認証』（GBAC（ジーバック）STAR™Facility Accreditation）を国内のMICE施設で初めて取得したことを2021年4月8日に発
表しています。
会場と連携しながら弊社も準備を進めております。
清潔に安全に会場をご利用いただくため、右記の取り組みへのご協力をよろしくお願いいたします。皆さまのご参加を心よりお待
ちしております。
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お支払い金額について
落札価格10,000円の場合

落札価格 10,000円

落札手数料（10%） 1,000円

消費税（10%） 100円

お支払い金額 11,100円 

発送の場合（送料保険料 原則500円）

ご参加方法とその手順
Terms and Conditions of Auction

カタログをご覧頂き、お気に入りの品が見つかりましたら、下記手順に

て、ぜひご参加をご検討下さい。

コインオークションが全く初めての方も、ベテランコレクターの方に

も、弊社スタッフが可能な限りお役に立てるよう努めて参ります。

 1. カタログのお届けと閲覧
  出品物全品のカラー図版を掲載したカタログを発行しております。

 2. 下見会へのご参加
  落ち着いてご覧頂く為、完全予約制とさせて頂いております（当日の下

見を除く）。どうぞお早めに弊社までご予約下さい。 

  なお、下見にお越し頂けない場合も弊社の専門家がお客様のお知りに

なりたい情報をお調べすることが可能です。

 3.   事前入札
  入札締切までに弊社に到着するよう、添付の事前入札申込書に必要事

項をご記入の上、郵便、FAX にて弊社宛にお送り下さい。

  なお、弊社ウェブサイトからも同様の事前入札が可能です。

 4. オークション
  当日のオークションには、事前入札をもって予め参加されている方の

ほか、会場での直接参加、電話参加の2つの方法でご参加頂けます。

  ご参加の前に、必ず、競売に関する規定と条件をご一読下さい。

 5. お支払いとお引き渡し
  オークション終了後、速やかに落札結果表とインボイスのご用意をさ

せて頂きます。

  ご参加のお客様には、落札品のある場合、インボイスとお振込に関する

ご案内、および落札結果表を、残念ながら落札品がなかった場合、落札結果

表を、封書郵便にてオークションの翌日までに発送させて頂きます。

  なお、手数料を含む落札代金は、オークション開催日より10日以内に、

日本円にて、現金もしくは弊社指定振込口座へ振込み、もしくは現金書留に

てお支払い下さい。お支払い頂く金額は、落札価格に落札手数料10％、手数

料にかかる消費税を加算した金額、および送料保険料になります。

  落札品のお引き渡しは、下記の方法にて承っております。

  当日お持ち帰り 14時30分（予定）より受付を開始します

  弊社手配による発送 5月24日よりご入金の確認後 随時

カタログ

下見会

オークション

落札代金のお支払い

1

2

3

4

5

委託入札
（事前入札）

支払い期限　2022年5月31日（火）

会場での直接参加 

受付にて参加登録手続き後、ビッド番号が印刷されたパドルをお渡し

します。オークショニアは、ロットナンバーを読み上げ、パドルを上げ

ている参加者を確認し、価格を上げて参ります。落札を希望される場

合、パドルを挙げてオークショニアに購入の意志をご提示下さい。

電話参加 

弊社スタッフがオークション会場とお客様をお電話で繋ぎ、リアルタ

イムに競りに参加して頂きます。該当ロットの10ロットほど前に、弊

社よりお電話を繋ぎます。オークション当日必ずお電話が繋がること、

オークションの3日前までにお申込を承っていることが参加条件とな

ります。電話回線に限りがあり、ご希望に添えないこともございます。



-5-

目次
Contents

お引渡
Lot Pick up

1 6 時 3 0 分 終 了

日本近代貨幣
Japanese Modern Coins

1 - 1 7 2

日本現行貨幣
Japanese Current Coins

1 7 3 - 2 1 1

1 3 時 0 0 分 開 始

1 6 時 0 0 分 終 了 予 定

未発行貨幣
Japanese Unissued Coins

2 1 8 - 2 1 9

エラー貨幣
Japanese Error Coins

2 1 2 - 2 1 7

外国金貨
World Gold Coins

2 3 9 - 2 7 9

貨幣セットほか
Mint Sets

2 3 1 - 2 3 8

古金銀
Japanese Pre-Meiji Coins

2 2 0 - 2 3 0

外国小額貨幣
World Minor Coins

3 1 7 - 3 2 0

外国銀貨
World Silver Coins

2 8 0 - 3 1 6
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状態表示と用語集
Grading Standard and Glossary

『日本貨幣カタログ 2022』　日本貨幣商協同組合 発行

『日本の近代銀貨 -一円銀貨の部-』　亀谷雅嗣 編　書信館出版株式会社 発行

『日本の近代銀貨 -50銭銀貨の部-』　亀谷雅嗣 編　書信館出版株式会社 発行

『近代貨幣分類図鑑』　柳生淑郎 編　ウィンダム株式会社 発行

日本とアメリカでは評価基準が異なるため、数値化された各々の状態
ランクが、そのまま日本における状態分類と一致するわけではありませ
ん。この一覧表は、弊社の経験に基づく参考資料です。

未流通未使用貨幣の中でも、製造時や輸送時を含む袋ずれ

傷（バッグマーク）が極めて少なく、全面に原色の光沢を

たたえる、もしくは原色の輝きと時代色のコントラストが

美しい品。なお、洗浄された品は基本的にこのランク以上

には評価されない。

収集用貨幣にとって、コンディション（状態）の評価は、極めて大きな意味を持ちます。

弊社では、特に状態にこだわった良品を取り扱っており、その魅力を的確にお客様にお伝えし、保護できますよう、スラブケースを有効活用しており

ます。評価の見方や記号、意味につきましては、下記の表をご参考に、ご不明な点などございましたら、弊社までご遠慮なくご連絡下さい。

スラブ...........................
PCGS ............................
NGC ..............................
Details Grading ...........
PL ..................................
バッグマーク...............
ヘアライン...................
手変わり.......................
完封品...........................

完未品

空前
絶後品

未使用品

最高ランク。完全を越える空前絶後ともなると、現代物を

除き、滅多に与えられることのないランク。バックマーク

が極端に少ないことはもちろんのこと、時代の経過を感じ

させない原色の輝き鋭いものや、味わい豊かな美しい時代

色を帯びるものなど、美術品を思わせる佇まいを持つ。現

代物を除き、ほぼ幻のランク。

流通に乗る前に保管された未使用品。原則、発行当初の原

色を持つが、時代相応のトーンや軽度の汚れは認められ

る。エッジやギザが鋭く整然としている。美観を損ねる

トーンや表面の劣化を伴う洗浄品は、その程度により未使

用状態であってもマイナス（－）記号や補足説明などがつ

けられることもある。

極美品

美品

並品

未流通と思われるか、未流通に近い状態。未使用品ながら

バッグマークが極めて多い品から、流通の極初期で未使用

部分が大半を占めるもの。洗浄などにより原色が失われた

り、ヘアラインが見受けられる品を含む。

準未品

MS70

MS69

MS68

MS67

MS66

MS65

MS64

MS63

MS62

MS61

MS60

AU58

AU55

AU53

AU50

EF45

EF40

VF35

VF30

流通したコインの中では最上の状態。未使用のままと思わ

れる肌を残す一方、デザインの凸部分には少々の摩耗が感

じられる。デザインのないフィールド部に細かなスレ傷が

確認される。 流通貨幣の中で、比較的美しい状態。全体に流通による摩

耗が感じられ、凸部を中心に減る部分もあるものの、主要

デザインには欠損するほどの摩耗は見当たらない。トーン

や少々の汚れ、洗浄されたものも含む。

UNC Details
AU Details

XF Details

参考文献
References

流通した貨幣の典型的な状態。流通の痕跡と摩耗は全体

にわたり、一部デザインの消失を伴う部分も確認される。

トーンや汚れ、磨きを伴うものも含まれる。

並品は、上品、佳品、並品などと細分類されることもあり。

RD

RB

BN

●

●

●

RD は赤系の製造時同様の光沢（原色95%以上）

RB は時代色でやや色づいた赤茶系の光沢（原色5 ～95%）

BN は落ち着いた時代色を呈する茶系トーン（原色5%未満）

銅貨の色調評価

全体の状態に対し特記すべき欠点があるコイン
は、数字による評価がなじまないと判断されます。
その際、Details Grading が行われます。

『WORLD COINS』　 George S. Cuhaj 著　Krause Pubns Inc

『COIN GRADING AND COUNTERFEIT DETECTION』　Scott A. Travers著　PCGS発行

『A Guide Book of United States Coins 2020』　Kenneth Bressett著　Whitman Publishing LLC

『SWISS SHOOTING FESTIVAL COINS 1842-2015』　Michael Haberling著

第三者鑑定機関によるコイン保護ケースの総称。

1985 年創立の収集用コイン第三者鑑定機関。鑑定実績は、通算40,200,000 枚を越える豊富な実績と知名度を確立。

1987 年創立の収集用コイン第三者鑑定機関。海外トークンを含む幅広い守備範囲を誇る。

全体の状態に対し特記すべき欠点があるコインは、数字による評価がなじまないと判断され、○○相当の評価に。

いわゆる初期打の鏡面状を呈したプルーフライクコイン。美しく、稀少性も高く人気があります。

製造時や市中銀行などへの運搬時に、コイン同士が擦れ合ってできた浅いキズの総称。袋ズレとも言う。

接触を伴う洗浄による磨き傷。光にかざす向きにより見え隠れすることが多い。

同額面、同年号ながら、種類の異なる極印で打たれたもの。またその分類。

銀行ロールや麻袋などに、製造時のまま、磨耗することなく、完封状態で保存してあった未使用コインのこと。

用語解説
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retrocoins.co.jp

 8 新10円金貨 明治41年（1908）　JNDA01-07．KM-Y33．
    財務省“美品A”（215/4178） 未～完未品 ¥ 110,000

 7 新20円金貨 大正7年（1918）　JNDA01-06．KM-Y40.2．
    NGC-MS64PL （1/2） P/L 未使用品+ ¥ 350,000

 6 新20円金貨 大正5年（1916）　JNDA01-06．KM-Y40.2．
    NGC-MS65 （15/63） 未～完未品 ¥ 250,000

 5 旧1円金貨 明治4年（1871）　JNDA01-05．KM-Y9．
  後期 NGC-MS63 （200/563） 未使用品 ¥ 45,000

 4 旧1円金貨 明治4年（1871）　JNDA01-05．KM-Y9．
  後期 PCGS-MS62+ （531/657） 未使用品 ¥ 40,000

 3 旧1円金貨 明治4年（1871）　JNDA01-05．KM-Y9．
  後期 約30度傾打
    財務省“美品B” （217/6302） 準～未使用品 ¥ 45,000

 2 旧2円金貨 明治3年（1870）　JNDA01-04．KM-Y10．
  裏写り PCGS-MS63 （415/471） 竜図面PL 未使用品+ ¥ 160,000

　明治政府は、二分判金、一分銀、一朱銀を暫定発行する一方、
十進法をもって貨幣制度の統一をはかります。我が国初の洋式
貨幣である円の誕生です。当初よりそのデザインは秀逸で、加
納夏雄を始めとする日本の彫金技術の高さに、指導役の英国人
が舌を巻いたとの逸話はあまりにも有名です。
　金貨の図案をめぐっては外国人から「世界の国々は、君民相
親しむとの思想から国王の肖像を入れているから日本もそう
すべきだ」との提言があったが、「現人神である天皇を庶民の
手に触れさすなど恐れ多い」と政府は一蹴。代わりに天子（天
皇）を象徴する「竜」が表面に描かれることになった。裏は中央
に日章が描かれ、それを菊と桐が囲み、左右に日月が描かれた2
本の錦旗、上下は菊と桐の文様を配した日本的で美しいデザイ
ンとなっている。
　この時代、世界の趨勢は金本位制（東洋諸国は銀本位制）に
なっていたため、それに従ったのである。金貨は20円（現在の
20万円以上の価値）から10円、5円、2円、1円と5種類が造られ
た。品位は全て同じく、金90%、銅10% となっている。旧1円金貨

（1.67グラム）を原貨とする新貨条例（5月10日、一般に布告）に
よるものである。人気が高いのは明治3年（1870年）の旧5円金
貨で、金品位90%、8.33グラムあり、高いデザイン性を誇ってい
る。明治3年と4年で約27万枚が発行された。ちなみに、旧1円金
貨の面に絵柄がないのは、全体が小さすぎて竜を彫る技術が無
かったからといわれている。

日本近代貨幣
Japanese Modern Coins

 1 旧5円金貨 明治3年（1870）　JNDA01-03．KM-Y11．
  無輪明瞭 PCGS-MS64 （51/82） 未使用品+ ¥ 350,000

打刻の良い金貨は時折見かけますが、こと新金貨ではそれも少な

く、PL認定を受けるものは現時点で本品を含む2点のみしか存在し

ません（2022年5月現在、新20円金貨NGC Census より）。抜群の美し

さと稀少性を両立する逸品です。

本出品物には上記のオリジナルケースが添付されておりますが、一

部経年による劣化が生じております。予めご承知置き下さいませ。
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 12 旧1円銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-09．KM-Y5.1．
  普通円・有輪 PCGS-MS64 （232/2011） 未～完未品 ¥ 160,000

 14 旧1円銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-09．KM-Y5.2．
  正貝円 PCGS-MS63 （98/250） 未使用品 ¥ 120,000

 13 旧1円銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-09．KM-Y5.1．
  普通円・有輪 NGC-MS65 （26/787） -完未品 ¥ 270,000

 11 旧1円銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-09．KM-Y5.1．
  普通円・有輪 PCGS-MS64 （232/2011） 未使用品+ ¥ 150,000

 10 旧1円銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-09．KM-Y5.1．
  普通円・有輪 PCGS-MS63 （704/2011） 未使用品 ¥ 110,000

 15 旧1円銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-09．KM-Y5.2．
  正貝円 PCGS-MS65 （6/250） 未～完未品 ¥ 400,000

 16 旧1円銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-09．KM-Y5.3．
  欠貝円
    PCGS-AU Details Cleaned（洗浄） 軽トーン -準未品 ¥ 160,000

 9 旧1円銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-09．KM-Y5.1．
  普通円・有輪 PCGS-MS62 （1194/2011） -未使用品 ¥ 80,000

堅調な相場が続く旧1円銀貨ですが、ハイランク、しかもランク以上

に見栄えのする素晴らしいお品をお取り扱いさせて頂く光栄に恵

まれました。ぜひ現物をお手にとって、ご吟味下さい。
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 23 新1円銀貨（大型） 明治18年（1885）　JNDA01-10．
  KM-YA25.2． PCGS-MS63 （33/346） 未使用品 ¥ 200,000

 19 新1円銀貨（大型） 明治13年（1880）　JNDA01-10．
  KM-YA25.2． PCGS-MS63 （11/161） 未使用品 ¥ 270,000

 20 新1円銀貨（大型） 明治15年（1882）　JNDA01-10．
  KM-YA25.2． PCGS-MS62 （56/285） -未使用品 ¥ 100,000

 18 新1円銀貨（大型） 明治13年（1880）　JNDA01-10．
  KM-YA25.2． PCGS-MS62 （38/161） -未使用品 ¥ 120,000

 21 新1円銀貨（大型） 明治15年（1882）　JNDA01-10．
  KM-YA25.2．
    PCGS-MS63 （18/285） 軽トーン 未使用品 ¥ 200,000

 22 新1円銀貨（大型） 明治17年（1884）　JNDA01-10．
  KM-YA25.2． PCGS-MS63 （19/241） 未使用品 ¥ 220,000

 17 新1円銀貨（大型） 明治11年（1878）　JNDA01-10．
  KM-YA25.2．浅彫 NGC-MS64 （2/46） 未使用品 ¥ 900,000

 24 新1円銀貨（小型） 明治21年（1888）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3．
    PCGS-MS62 （58/251） 軽トーン -未使用品 ¥ 80,000

新1円銀貨の初期年号は特年ばかりですが、この明治11年銘も発

行枚数85.6万枚あまりと少なく、MS64に至っては5枚のみの存在

（2021年現在NGC Census より）で2位タイのハイランク。稀少性の割

に格安感のある相場にも注目です。
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 32 新1円銀貨（小型） 明治27年（1894）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS64 （19/492） 未使用品+ ¥ 150,000

 34 新1円銀貨（小型） 明治28年（1895）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS64+ （81/1165） 未使用品+ ¥ 130,000

 31 新1円銀貨（小型） 明治27年（1894）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS62 （126/492） -未使用品 ¥ 40,000

 27 新1円銀貨（小型） 明治23年（1890）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS63+ （39/341） 未使用品 ¥ 100,000

 26 新1円銀貨（小型） 明治23年（1890）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS62 （138/341） -未使用品 ¥ 50,000

 28 新1円銀貨（小型） 明治24年（1891）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS63 （94/489） 未使用品 ¥ 70,000

 25 新1円銀貨（小型） 明治22年（1889）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS63 （23/249） 未使用品 ¥ 150,000

 29 新1円銀貨（小型） 明治24年（1891）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS63+ （74/488） 未使用品 ¥ 85,000

 30 新1円銀貨（小型） 明治24年（1891）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS64 （11/489） 未使用品+ ¥ 120,000

 33 新1円銀貨（小型） 明治28年（1895）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3．
    PCGS-MS62 （445/1165） 軽スクラッチ 未使用品 ¥ 33,000

並年円銀の価格が高騰し、一段上の稀少性がある年号に相対的な割

安感が生まれています。明治22年の良品はとても得難く、MS63ラン

クの鑑定数は41枚と明治23年の半分にも至りません。

通常の流通状態であれば、並年扱いの明治27年ですが、未使用を越

える状態となると稀少銘柄となります。MS64ランクの通り、とても

美しい未使用品。
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 41 新1円銀貨（小型） 明治34年（1901）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS64 （78/979） 未使用品+ ¥ 90,000

 37 新1円銀貨（小型） 明治28年（1895）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS65+ （19/1165） 未～完未品 ¥ 300,000

 40 新1円銀貨（小型） 明治30年（1897）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS65 （16/837） 未～完未品 ¥ 270,000

 39 新1円銀貨（小型） 明治30年（1897）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS64 （57/837） 未使用品+ ¥ 90,000

見栄えのする美しい状態ながらバッグマークなどにより数字ラン

クが上がりきらないコインに“+”評価がなされることが多くありま

す。そのランクの上位30% に位置するコインとも言われますが、価

格は割安感がある傾向を感じます。お勧めの状態です。

 38 新1円銀貨（小型） 明治29年（1896）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS64 （25/493） 未使用品 ¥ 120,000

 36 新1円銀貨（小型） 明治28年（1895）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS65 （23/1165） 未～完未品 ¥ 270,000

 35 新1円銀貨（小型） 明治28年（1895）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS65 （22/1165） 未～完未品 ¥ 270,000

 42 新1円銀貨（小型） 明治34年（1901）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS65 （23/979） 未～完未品 ¥ 270,000

一般的な円銀の未使用状態では、MS62、63がほぼ同程度の数で、64

から減り始め、65となると1/3程度とグッと少なくなる印象があり

ます。実際、MS65を越えるランクは出づらい印象があり、最近では

新たに見かけることはとても難しくなっております。
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 50 新1円銀貨（小型） 明治36年（1903）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS66 （5/2607） -完未品 ¥ 450,000

 46 新1円銀貨（小型） 明治36年（1903）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3．
    PCGS-MS63 （763/2607） 軽トーン 未使用品 ¥ 48,000

 45 新1円銀貨（小型） 明治36年（1903）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． NGC-MS63 （211/834） 未使用品 ¥ 50,000

 43 新1円銀貨（小型） 明治35年（1902）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS63 （252/944） 未使用品 ¥ 70,000

 47 新1円銀貨（小型） 明治36年（1903）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS63 （763/2607） 未使用品 ¥ 50,000

 44 新1円銀貨（小型） 明治35年（1902）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS64 （81/944） 未使用品+ ¥ 150,000

 48 新1円銀貨（小型） 明治36年（1903）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS64 （235/2607） 未使用品+ ¥ 85,000

 49 新1円銀貨（小型） 明治36年（1903）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS64+ （180/2607） 未使用品+ ¥ 110,000

他年号含む円銀全体における上位0.6%群（PCGS Population Report）

に位置するMS66。資料に基づく稀少性もさながら、コレクターの心

を魅了する圧倒的な質感は一見の価値ありかと存じます。

発行枚数が66.8万あまりと少ない明治35年。これまで並年に比べ少

し高い程度の相場観がありましたが、ここにきて明らかな人気上昇

を感じます。
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 51 新1円銀貨（小型） 明治37年（1904）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS64 （28/1027） 未使用品+ ¥ 90,000

 52 新1円銀貨（小型） 明治38年（1905）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS63 （395/1876） 未使用品 ¥ 50,000

 56 新1円銀貨（小型） 大正3年（1914）　JNDA01-10A．KM-Y38．
    NGC-MS64 （28/782） 未使用品+ ¥ 70,000

 53 新1円銀貨（小型） 明治39年（1906）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS64 （2/284） トーン 未使用品 ¥ 400,000

 57 新1円銀貨（小型） 大正3年（1914）　JNDA01-10A．KM-Y38．
    PCGS-MS64 （65/2067） 未使用品+ ¥ 70,000

 55 新1円銀貨（小型） 明治45年（1912）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS65 （2/1547） 未～完未品 ¥ 250,000

 54 新1円銀貨（小型） 明治45年（1912）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS63+ （195/1547） 未使用品 ¥ 45,000

「1円銀貨」
　一円銀貨は美しい。日本の近代銀貨を代表するに相応しく、表現
は緻密で麗しく、そして気高い。初めて洋服を着た日本人が世界に
打って出る気迫がある。反面、初々しさもある。もっと言えば、全体
の構図に無駄がない。油断がない。龍は命を宿した如く躍動してい
る。佳麗でありながら重厚感もある。それが円銀の魅力であり、愛
される理由だと思う。さらに円銀には1枚1枚に重要な個性があり、
それが大きな価格差を生む。その差を発見する楽しさを円銀は与
えてくれるのだ。
　この素晴らしい、魅力に富んだ円銀を製作した人物は、加納夏雄
という。現代風の名前だが、幕末から明治にかけて活躍した彫金
師である。文政11年（1828）、京都柳馬御池通で生を受け、7歳で刀
剣商の加納治助の養子となり、家事を手伝う様に養父が彼の才能
に注目し、彫金師奥村庄八に預けた。その後天保11年（1840）に金
工師池田孝寿門下となり、装剣金具の技術を収得、14歳で絵師中
島来章に師事して絵を学び、漢学を谷森種松から教受された。
　こうして金工師としての基礎を全て収得した夏雄は、弘化3年

（1846）、19歳で京都にて独立開業した。加納夏雄の名人たる所以
は、一流の金工師として必要な基礎学を幼年時から修業したこと
にある。普通は彫金師に師事し、技術を収得すればそれで良しとす
るところだが、彼は絵を学び、漢学も学ぶという多角的な教養を身
につける努力をした。こうした発想からも、天才ぶりが偲ばれる。
　加納夏雄を始め、多くの才能により作られた一円銀貨は「円銀」
と親しみを込めて呼ばれている。
　明治4年（1871）、政府は「新貨条例」を発布し、外国貿易用として
一円銀貨を発行した。しかし当時の東洋諸国はメキシコ銀貨を使
用しており、日本銀貨は歓迎されなかった。その訳は簡単で、目方
がメキシコ銀貨より2グレイン少なかったからであった。明治政府
にとっては小さなミスだった様だが、代償は大きかった。政府は逆
に2グレイン多くし「貿易銀」として新たに発行したが、今度は目方
の多さに目をつけられ鋳潰されてしまった。海外相手のビジネスの
難しさを痛感させられた政府だった。

MS64の鑑定数は僅か18枚（2022年5月現在PCGS Population Report

より）と特年である明治41年と近い状態稀少銘柄です。渋いトーン

を帯びておりますが、得難い逸品。
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 60 貿易銀 明治9年（1876）　JNDA01-12．KM-Y14．
    NGC-AU58 （67/104） 軽トーン 極～準未品 ¥ 300,000

 59 貿易銀 明治9年（1876）　JNDA01-12．KM-Y14．
    PCGS-AU Details Cleaned（洗浄） 極美品 ¥ 150,000

 58 貿易銀 明治8年（1875）　JNDA01-12．KM-Y14．
    PCGS-AU Details Cleaned（洗浄） 極美品 ¥ 160,000

 61 貿易銀 明治10年（1877）　JNDA01-12．KM-Y14．
    PCGS-UNC Details Cleaned（洗浄） 準～未使用品 ¥ 250,000

 62 貿易銀 明治10年（1877）　JNDA01-12．KM-Y14．
    NGC-MS63 （6/39） 未使用品 ¥ 1,800,000

NGC Census によりますと、貿易銀の鑑定枚数は、明治8年97枚、明治

9年117枚、そして明治10年は、42枚と圧倒的に少なく、ことMS63以

上に限れば、7枚しか存在しない稀少銘柄でございます。
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 65 旭日竜大型50銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-13．KM-Y4．
  短陽光 太三 粗葉脈 ハネ本
    PCGS-MS63 （306/598） 未使用品 ¥ 32,000

 64 旭日竜大型50銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-13．KM-Y4．
  正陽光 太三 粗葉脈 止本
    PCGS-MS64 （147/598） 未使用品+ ¥ 40,000

 63 旭日竜大型50銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-13．KM-Y4．
  正陽光 太三 粗葉脈 ハネ本 第二葉薄打
    PCGS-MS65 （39/598） 未～完未品 ¥ 60,000

 68 旭日竜大型50銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-13．KM-Y4．
  後期 短陽光 粗葉脈 止本 大ウロコ
    PCGS-XF45 （404/443） 軽トーン 美品+ ¥ 80,000

 67 旭日竜大型50銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-13．KM-Y4．
  後期 短陽光 粗葉脈 止本 小ウロコ しわ付 桐菊二重打
    PCGS-XF45 （404/443） 美品 ¥ 40,000

 66 旭日竜大型50銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-13．KM-Y4．
  前期 PCGS-MS65 （4/95） 軽トーン 未～完未品 ¥ 120,000

 72 旭日竜小型50銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-13A．KM-Y4a.1．
  小竜 小ル四 三葉有葉柄
    PCGS-MS65 （43/606） 未～完未品 ¥ 55,000

 71 旭日竜小型50銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-13A．KM-Y4a.1．
  小竜 大ル大四 三葉有葉柄 高四
    PCGS-MS65 （43/606） 未～完未品 ¥ 58,000

 69 旭日竜大型50銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-13．KM-Y4．
  後期 正陽光 密葉脈 止本 小ウロコ 年号面しわ
    PCGS-MS65 （8/443） 未使用品+ ¥ 55,000

 70 旭日竜大型50銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-13．KM-Y4．
  後期 正陽光 密葉脈 止本 大ウロコ
    PCGS-MS64 （85/443） 未使用品+ ¥ 30,000

旭日竜50銭銀貨明治3年の主要手変わりポイントは、菊紋面「陽光」

の長短、年号面「三」の太細、「銭」の長短、「本」字の跳ね止めの3点。

明治4年では、「ウロコ」の大小。いずれも肉眼で判別できるほどの変

化ですので、集めがいがあります。明治3年では、止本、短陽光が得難

く、ロット65、66が注目、明治4年でも短陽光は稀少で、ロット67、68

は大小ウロコそれぞれ注目のロットです。

明治4年

67. 短陽光 粗葉脈 止本 小ウロコ しわ付 桐菊二重打

68. 短陽光 粗葉脈 止本 大ウロコ

69. 正陽光 密葉脈 止本 小ウロコ 年号面しわ

70. 正陽光 密葉脈 止本 大ウロコ
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 79 旭日50銭銀貨 大正5年（1916）　JNDA01-15．KM-Y37.2．
    PCGS-MS65 （118/311） 未～完未品 ¥ 10,000

 78 旭日50銭銀貨 明治43年（1910）　JNDA01-15．KM-Y31．
    PCGS-MS65 （7/87） 未～完未品 ¥ 18,000

 75 竜50銭銀貨 明治38年（1905）　JNDA01-14．KM-Y25．
  下切 PCGS-MS65+ （14/388） -完未品 ¥ 50,000

 73 竜50銭銀貨 明治30年（1897）　JNDA01-14．KM-Y25．
  下切 NGC-MS65 （5/81） 未～完未品 ¥ 40,000

 74 竜50銭銀貨 明治31年（1898）　JNDA01-14．KM-Y25．
  上切 PCGS-MS67+ （1/541） 完未品 ¥ 150,000

 76 旭日50銭銀貨 明治39年（1906）　JNDA01-15．KM-Y31．
    PCGS-MS65 （27/118） 未～完未品 ¥ 45,000

 77 旭日50銭銀貨 明治42年（1909）　JNDA01-15．KM-Y31．
    PCGS-MS66 （9/145） -完未品 ¥ 25,000

 80 小型50銭銀貨 大正11年（1922）　JNDA01-17．KM-Y46．
    PCGS-MS66 （17/141） -完未品 ¥ 8,500

 83 小型50銭銀貨 大正15年（1926）　JNDA01-17．KM-Y46．
    NGC-MS64PL （3/7） P/L 未使用品+ ¥ 20,000

 81 小型50銭銀貨 大正12年（1923）　JNDA01-17．KM-Y46．
    PCGS-MS66 （24/174） -完未品 ¥ 8,000

 82 小型50銭銀貨 大正15年（1926）　JNDA01-17．KM-Y46．
    PCGS-MS66 （2/98） -完未品 ¥ 7,000

トップランクを含むハイランク品か、美しく得難いPL評価品か、は

たまた、コストパフォーマンスに優れたハイランク品か、お悩みの

際は、現物を直接ご覧頂ける下見会をご活用下さい。
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 84 小型50銭銀貨 昭和3年（1928）　JNDA01-17．KM-Y50．
    PCGS-MS66 （15/107） -完未品 ¥ 8,000

 85 小型50銭銀貨 昭和4年（1929）　JNDA01-17．KM-Y50．
    PCGS-MS67 （2/230） 完未品 ¥ 22,000

 86 小型50銭銀貨 昭和5年（1930）　JNDA01-17．KM-Y50．
    PCGS-MS66 （5/86） -完未品 ¥ 13,000

 88 小型50銭銀貨 昭和8年（1933）　JNDA01-17．KM-Y50．
    NGC-MS67 （1/91） 軽トーン 完未品 ¥ 15,000

 89 小型50銭銀貨 昭和9年（1934）　JNDA01-17．KM-Y50．
    PCGS-MS66 （32/200） -完未品 ¥ 8,000

 90 小型50銭銀貨 昭和11年（1936）　JNDA01-17．KM-Y50．
    PCGS-MS67 （2/427） 完未品 ¥ 12,000

 91 小型50銭銀貨 昭和12年（1937）　JNDA01-17．KM-Y50．
    PCGS-MS67 （4/576） 完未品 ¥ 9,000

 87 小型50銭銀貨 昭和7年（1932）　JNDA01-17．KM-Y50．
    PCGS-MS66+ （3/125） -完未品 ¥ 8,000

 93 小型50銭銀貨 昭和13年（1938）　JNDA01-17．KM-Y50．
    PCGS-MS66 （12/342） 軽トーン -完未品 ¥ 40,000

 92 小型50銭銀貨 昭和13年（1938）　JNDA01-17．KM-Y50．
    PCGS-MS66 （12/342） -完未品 ¥ 40,000

下見会のご案内

平日
10〜17時受付☎ 045-489-3066

下見会では出品物、全ロットの下見が可能です。会場で行う

オークション当日の下見は、午前11時からオークション会場

にて承っておりますが、事前に右記の日程で、名古屋、大阪、

東京の各特設会場にて下見会を開催させて頂きます。前回

に続き、イワセコイン様のご厚意により名古屋でも開催させ

て頂きます。

オークション当日の下見を除き、事前ご予約制となっており

ます。ご参加の前日までにお電話かメールにて弊社までお

申し込み下さい。ご来場を心よりお待ちいたしております。

ご予約、お問い合わせは、下記までお気軽にご連絡下さい。

5月13 日（金）

5月14 日（土）

5月15 日（日）

名古屋 栄

大阪 心斎橋

東京 上野

近年、特年のハイランク品の人気が高まるとともに、同ランクなら

原色品よりトーン品の方をとするご意見を伺うことがあります。

2枚の個性的な昭和13年、結果は如何に。
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旭日竜20銭銀貨は、明治4年だけで主に7系統に分類され、今回一般

的な3に加え、なかなか得難い2、4、5が出品されております。

1. 直粗葉脈 4葉挟脈 不明瞭ウロコ

2. 曲粗葉脈 不明瞭ウロコ

3. 直粗葉脈 不明瞭ウロコ

4. 整密葉脈 不明瞭ウロコ

5. 離密葉脈 不明瞭ウロコ

6. 曲粗葉脈 明瞭横ウロコ

7. 直粗葉脈 明瞭横ウロコ

 99 旭日竜20銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-20．KM-Y3．
  離密葉脈 本字二重打
    PCGS-MS66 （32/470） -完未品 ¥ 33,000

 98 旭日竜20銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-20．KM-Y3．
  整密葉脈 PCGS-MS66+ （24/470） -完未品 ¥ 36,000

 94 旭日竜20銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-20．KM-Y3．
  曲粗葉脈 PCGS-MS65 （160/470） -完未品 ¥ 30,000

 96 旭日竜20銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-20．KM-Y3．
  直粗葉脈 裏写り PCGS-MS66 （32/470） -完未品 ¥ 32,000

 97 旭日竜20銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-20．KM-Y3．
  整密葉脈 本字二重打
    PCGS-MS66 （32/470） -完未品 ¥ 32,000

 95 旭日竜20銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-20．KM-Y3．
  直粗葉脈 PCGS-MS66 （32/470） -完未品 ¥ 32,000

 105 竜20銭銀貨 明治9年（1876）　JNDA01-21．KM-Y24．
  後期 中期2（多脈 撥本） 長銭
    PCGS-MS67 （5/433） 完未品 ¥ 60,000

 100 旭日竜20銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-20．KM-Y3．
  横ウロコ 整密葉脈 PCGS-MS66 （62/435） -完未品 ¥ 30,000

 101 旭日竜20銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-20．KM-Y3．
  縦ウロコ 離密葉脈 PCGS-MS66 （62/435） -完未品 ¥ 30,000

 102 旭日竜20銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-20．KM-Y3．
  欠銭 PCGS-MS64 （59/121） 未使用品+ ¥ 40,000

 103 竜20銭銀貨 明治7年（1874）　JNDA01-21．KM-Y24．
    PCGS-MS65 （28/176） 未～完未品 ¥ 35,000

 104 竜20銭銀貨 明治9年（1876）　JNDA01-21．KM-Y24．
  前期 PCGS-MS65 （30/102） -完未品 ¥ 40,000

旭日竜20銭銀貨は、明治4年だけで主に8系統に分類され、今回3と8

が出品されております。

1. 曲粗葉脈 明瞭横ウロコ

2. 直粗葉脈 明瞭横ウロコ

3. 整密葉脈 明瞭横ウロコ

4. 離密葉脈 明瞭横ウロコ

5. 曲粗葉脈 明瞭縦ウロコ

6. 直粗葉脈 明瞭縦ウロコ

7. 整密葉脈 明瞭縦ウロコ

8. 離密葉脈 明瞭縦ウロコ
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 109 竜20銭銀貨 明治18年（1885）　JNDA01-21．KM-Y24．
    PCGS-MS67+ （7/259） 完未品 ¥ 40,000

 110 竜20銭銀貨 明治20年（1887）　JNDA01-21．KM-Y24．
    PCGS-MS67 （2/194） 完未品 ¥ 32,000

 111 竜20銭銀貨 明治30年（1897）　JNDA01-21．KM-Y24．
    PCGS-MS65+ （53/129） -完未品 ¥ 20,000

 106 竜20銭銀貨 明治9年（1876）　JNDA01-21．KM-Y24．
  後期 中期2（多脈 撥本） 長銭
    PCGS-MS66+ （27/433） 軽トーン 完未品 ¥ 27,000

 107 竜20銭銀貨 明治9年（1876）　JNDA01-21．KM-Y24．
  後期 中期2（多脈 撥本） 長銭
    NGC-MS65PL （1/3） P/L 未～完未品 ¥ 60,000

 108 竜20銭銀貨 明治9年（1876）　JNDA01-21．KM-Y24．
  後期 中期3（少脈 撥本）
    PCGS-MS65 （143/433） 未～完未品 ¥ 12,000

 113 旭日20銭銀貨 明治39年（1906）　JNDA01-22．KM-Y30．
    PCGS-MS65+ （14/93） 未～完未品 ¥ 32,000

 112 旭日20銭銀貨 明治39年（1906）　JNDA01-22．KM-Y30．
    PCGS-MS65 （17/93） 未使用品+ ¥ 25,000

 114 旭日20銭銀貨 明治41年（1908）　JNDA01-22．KM-Y30．
    PCGS-MS66 （3/70） -完未品 ¥ 22,000

 115 旭日20銭銀貨 明治42年（1909）　JNDA01-22．KM-Y30．
    PCGS-MS66+ （12/94） -完未品 ¥ 22,000

 116 旭日20銭銀貨 明治43年（1910）　JNDA01-22．KM-Y30．
    PCGS-MS67+ （1/201） 完未品 ¥ 45,000



-20-表示の価格は、落札予想価格（参考価格）です。

 122 竜10銭銀貨 明治18年（1885）　JNDA01-24．KM-Y23．
    PCGS-MS67 （1/102） -完未品 ¥ 45,000

 121 竜10銭銀貨 明治10年（1877）　JNDA01-24．KM-Y23．
    PCGS-MS66 （31/239） 完未品 ¥ 22,000

 120 竜10銭銀貨 明治9年（1876）　JNDA01-24．KM-Y23．
    PCGS-MS66 （51/282） -完未品 ¥ 16,000

 119 竜10銭銀貨 明治7年（1874）　JNDA01-24．KM-Y23．
    PCGS-MS66 （2/55） -完未品 ¥ 180,000

 117 竜10銭銀貨 明治6年（1873）　JNDA01-24．KM-Y23．
    PCGS-MS66 （15/360） -完未品 ¥ 20,000

 118 竜10銭銀貨 明治6年（1873）　JNDA01-24．KM-Y23．
  ハネ明 PCGS-MS66 （7/66） -完未品 ¥ 90,000

 125 竜10銭銀貨 明治34年（1901）　JNDA01-24．KM-Y23．
    PCGS-MS66 （12/68） 完未品 ¥ 150,000

 124 竜10銭銀貨 明治25年（1892）　JNDA01-24．KM-Y23．
    PCGS-MS66 （9/117） 少トーン 未～完未品 ¥ 27,000

 123 竜10銭銀貨 明治24年（1891）　JNDA01-24．KM-Y23．
    PCGS-MS65 （17/82） 未～完未品 ¥ 22,000

 126 竜10銭銀貨 明治35年（1902）　JNDA01-24．KM-Y23．
    PCGS-MS63 （17/42） 未使用品 ¥ 70,000

 130 旭日10銭銀貨 大正5年（1916）　JNDA01-25．KM-Y36.2．
    PCGS-MS68 （3/299） 完未品 ¥ 22,000

 129 旭日10銭銀貨 明治41年（1908）　JNDA01-25．KM-Y29．
    PCGS-MS68 （1/89） 完未品 ¥ 50,000

 128 旭日10銭銀貨 明治41年（1908）　JNDA01-25．KM-Y29．
    PCGS-MS67+ （2/89） 完未品 ¥ 35,000

 127 旭日10銭銀貨 明治41年（1908）　JNDA01-25．KM-Y29．
    PCGS-MS67 （8/89） 完未品 ¥ 25,000

卓越した状態の明治41年、トップランクを含むハイランク3枚のご

出品を頂くことができました。MS68のトップランクはもちろんの

こと、MS67と67+ も出来を含め、得も言われぬ状態です。下見をし

て頂き、ご趣味に合う一枚をお選び下さい。
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 134 旭日竜5銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-33．KM-Y1．
    PCGS-MS65 （12/114） 未～完未品 ¥ 100,000

 135 旭日竜5銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-33．KM-Y1．
  “治”欠け PCGS-MS65 （12/114） 未～完未品 ¥ 100,000

 136 旭日大字5銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-34．KM-Y6.2．
  後期 PCGS-MS66 （9/244） -完未品 ¥ 40,000

 137 竜5銭銀貨 明治6年（1873）　JNDA01-35．KM-Y22．
    PCGS-MS67 （8/413） 完未品 ¥ 22,000

 133 旭日竜5銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-33．KM-Y1．
    PCGS-MS67 （2/300） 軽トーン 完未品 ¥ 150,000

 132 旭日竜5銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-33．KM-Y1．
    PCGS-MS66 （18/300） -完未品 ¥ 100,000

 131 旭日竜5銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-33．KM-Y1．
    PCGS-MS65 （47/300） 未～完未品 ¥ 50,000

 142 菊5銭白銅貨 明治23年（1890）　JNDA01-36．KM-Y19．
    PCGS-MS64 （15/55） 未～完未品 ¥ 15,000

 141 竜5銭銀貨 明治10年（1877）　JNDA01-35．KM-Y22．
  半ハネ明 短リボン PCGS-MS66+ （5/18） -完未品 ¥ 40,000

 138 竜5銭銀貨 明治9年（1876）　JNDA01-35．KM-Y22．
    PCGS-MS66 （196/445） -完未品 ¥ 14,000

 139 竜5銭銀貨 明治9年（1876）　JNDA01-35．KM-Y22．
  ハネ明 PCGS-MS67 （77/422） 完未品 ¥ 28,000

 140 竜5銭銀貨 明治9年（1876）　JNDA01-35．KM-Y22．
  トメ銭 PCGS-MS67 （2/8） 完未品 ¥ 70,000

 143 稲5銭白銅貨 明治30年（1897）　JNDA01-37．KM-Y21．
    PCGS-MS66 （2/47） -完未品 ¥ 60,000

 144 稲5銭白銅貨 明治32年（1899）　JNDA01-37．KM-Y21．
    PCGS-MS66 （2/59） 未～完未品 ¥ 40,000

明治の5銭白銅貨は、近年人気薄ですが、状態の良い品は得難く、い

つでも入手できるわけではありません。特年の明治30年はもちろん

のこと、明治32年もMS66は別格のランク。現時点でそれぞれ僅か11

枚しか存在しないハイランクをぜひこの機会にお納め下さい。

小さな盤面に究極の職人技を施した竜5銭銀貨。オリジナルの美し

さを140年以上もの時空を超え今ここに存在します。ランク以上に

見栄えのする一枚をぜひお選び下さい。
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 155 稲1銭青銅貨 明治33年（1900）　JNDA01-47．KM-Y20．
    PCGS-MS66RD （21/1,10,203） -完未品 ¥ 22,000

 154 稲1銭青銅貨 明治32年（1899）　JNDA01-47．KM-Y20．
    PCGS-MS66+RD （4/9,29,222） -完未品 ¥ 18,000

 153 竜1銭銅貨 明治21年（1888）　JNDA01-46．KM-Y17.2．
    PCGS-MS65RD （5/5,43,100） 未～完未品 ¥ 18,000

 152 竜1銭銅貨 明治20年（1887）　JNDA01-46．KM-Y17.2．
    PCGS-MS65RB （1/12,30,14） 未～完未品 ¥ 30,000

 151 竜1銭銅貨 明治19年（1886）　JNDA01-46．KM-Y17.2．
    NGC-MS65RD （2/23,16,11） 未～完未品 ¥ 35,000

 150 竜1銭銅貨 明治19年（1886）　JNDA01-46．KM-Y17.2．
    PCGS-MS64+RD （45/9,55,98） 未～完未品 ¥ 22,000

 149 竜1銭銅貨 明治13年（1880）　JNDA01-46．KM-Y17.2．
    PCGS-MS65RD （5/11,49,93） 未～完未品 ¥ 30,000

 148 2銭銅貨 明治17年（1884）　JNDA01-45．KM-Y18.2．
    PCGS-MS64RB （1/31,20,0） 未使用品 ¥ 100,000

 147 2銭銅貨 明治13年（1880）　JNDA01-45．KM-Y18.2．
  小三
   PCGS-UNC Details Environmental Damage（小緑青） 準～未 ¥ 45,000

 146 2銭銅貨 明治13年（1880）　JNDA01-45．KM-Y18.2．
    PCGS-MS64RD （4/17,84,36） 未使用品+ ¥ 40,000

 145 2銭銅貨 明治8年（1875）　JNDA01-45．KM-Y18.1．
    PCGS-MS65RB （4/32,137,89） 未～完未品 ¥ 35,000
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 166 半銭銅貨 明治12年（1879）　JNDA01-53．KM-Y16.2．  
    日本貨幣商協同組合鑑定書付 -完未品 ¥ 100,000

 165 半銭銅貨 明治6年（1873）　JNDA01-53．KM-Y16.1．
  約35度傾打 NGC-MS66RD （1/6） -完未品 ¥ 100,000

 164 桐1銭青銅貨 昭和13年（1938）　JNDA01-48．KM-Y47．  
    PCGS-MS65RD （15/2,8,32） 未～完未品 ¥ 2,000

 163 桐1銭青銅貨 昭和7年（1932）　JNDA01-48．KM-Y47．  
    PCGS-MS67+RD （1/0,3,41） 完未品 ¥ 15,000

 162 桐1銭青銅貨 昭和5年（1930）　JNDA01-48．KM-Y47．  
    PCGS-MS66+RD （1/1,16,24） -完未品 ¥ 25,000

 161 桐1銭青銅貨 昭和4年（1929）　JNDA01-48．KM-Y47．  
    PCGS-MS65RD （25/0,9,95） -完未品 ¥ 10,000

 160 桐1銭青銅貨 昭和2年（1927）　JNDA01-48．KM-Y47．
    PCGS-MS66RD （2/0,4,107） -完未品 ¥ 9,000

 159 桐1銭青銅貨 大正9年（1920）　JNDA01-48．KM-Y42．
    PCGS-MS67RD （1/0,2,36） 完未品 ¥ 10,000

 158 桐1銭青銅貨 大正8年（1919）　JNDA01-48．KM-Y42．
    PCGS-MS67+RD （1/0,6,36） -完未品 ¥ 15,000

 157 桐1銭青銅貨 大正7年（1918）　JNDA01-48．KM-Y42．
    PCGS-MS67RD （1/3,5,50） 完未品 ¥ 15,000

 156 稲1銭青銅貨 明治34年（1901）　JNDA01-47．KM-Y20．
    PCGS-MS67RD （1/5,38,185） 完未品 ¥ 35,000

10円玉の兄貴分、桐1銭青銅貨は未使用品でも数百円から入手可能

で、年号別に集めても全年号で20種とビギナーの方でも集めやすく

愉しめる銘柄です。そこに立ちはだかるのが本銘柄。最後の一枚と

なっている方はもちろん、これからお集めの方にも貴重な機会がこ

こにございます。

半銭銅貨の難獲銘柄、明治12年。長年お探しの方も多いかと存じ

ます。本品はまるでプルーフのような素晴らしい出来で、コンディ

ションも良好ですが、色調には様々な意見が生じる可能性もあり、

下見をお勧め申し上げたい銘柄です。
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 172 大型5銭白銅貨 大正7年（1918）　JNDA01-38．KM-Y43．
    PCGS-MS68 （1/175） 完未品 ¥ 20,000

 171 5厘青銅貨 大正6年（1917）　JNDA01-54．KM-Y41．
    PCGS-MS67RD （1/0,2,55） 完未品 ¥ 15,000

 170 5厘青銅貨 大正5年（1916）　JNDA01-54．KM-Y41．
    PCGS-MS67RD （1/0,7,70） 完未品 ¥ 15,000

　お客様が安心してオークションに参加できますよう、弊社では、
様々な取り組みを行っております。例えば、カタログにつきまして、
可能な限り多数の明瞭な図版を掲載するとともに、購入検討資料
として、また、コインをより楽しむために必要な各種情報を幅広く
提供させて頂きたいと考えております。

　カタログの記載内容を下記ご案内させて頂きます。

 148 2銭銅貨 明治17年（1884）　JNDA01-45．KM-Y18.2．
    PCGS-MS64RB （1/31,20,0） 未使用品 ¥ 100,000

　ロットナンバー 148
　額面年号（西暦） 2銭銅貨 明治17年（1884）
　カタログナンバー JNDA01-45．KM-Y18.2．
　（JNDA は日本貨幣カタログ、KM はWORLD COINS です）
　鑑定会社とランク PCGS-MS64RB
　鑑定合計数と順位 1 / 20　31,20,0 （BN、RB、RD）
　（同銘柄における総鑑定枚数と当該ランクの順位を表示します。
　この場合、2銭銅貨明治17年は合計51枚鑑定されており、その
　内訳は、BN31枚、RB20枚、RD0枚であり、RB評価品の内、
 　MS64は現時点での1位であることを意味します。）
　状態表記 弊社基準による状態表記
　参考価格 弊社調査による市場価格

　最新の情報はこちらをご覧下さい。
　PCGS Population Report　http://www.pcgs.com/
　NGC World Coin Census　http://www.ngccoin.com/

　正確な情報を心がけておりますが、誤植が起こる恐れもござい
ます。お気づきの点がございましたら、弊社までお申し付け下さい。

銅貨（青銅貨）の場合、原色の残存割合で3種類に
分類されます。その各々の鑑定順位が記載されて
おります。
弊社カタログでは左から、BN（31）、RB（20）、RD（0）の
順に表示しております。　※2021年11月より変更

2022年5月時点
PCGS Population ReportSM

NGC World Coin Census に基づく弊社調べ

銅貨ランクの見方

 169 半銭銅貨 明治18年（1885）　JNDA01-53．KM-Y16.2．
    PCGS-MS65+RD （39/8,120,274） -完未品 ¥ 9,000

 168 半銭銅貨 明治18年（1885）　JNDA01-53．KM-Y16.2．
    PCGS-MS66RD （1/8,120,274） 完未品 ¥ 25,000

 167 半銭銅貨 明治16年（1883）　JNDA01-53．KM-Y16.2．
    PCGS-MS64RB （10/7,47,48） 未使用品+ ¥ 8,000
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 182 50円白銅貨 昭和48年（1973）　JNDA02-07．KM-Y81．
    PCGS-MS66 （1/4） -完未品 ¥ 5,000

 181 50円白銅貨 昭和45年（1970）　JNDA02-07．KM-Y81．
    PCGS-MS65 （2/7） 未～完未品 ¥ 4,000

 180 50円白銅貨 昭和44年（1969）　JNDA02-07．KM-Y81．
    PCGS-MS66 （2/23） -完未品 ¥ 13,000

 173 鳳凰100円銀貨 昭和32年（1957）　JNDA02-02．KM-Y77．
    PCGS-MS66 （2/192） -完未品 ¥ 27,000

 174 稲100円銀貨 昭和36年（1961）　JNDA02-03．KM-Y78．
    PCGS-MS65 （3/26） 未～完未品 ¥ 12,000

日本現行貨幣
Japanese Modern Coins

 175 桜100円白銅貨 昭和45年（1970）　JNDA02-04．KM-Y82．
    PCGS-MS62 （23/24） 未使用品 ¥ 3.000

 176 旧50円ニッケル貨 昭和32年（1957）　JNDA02-05．KM-Y75．
    PCGS-MS66 （1/53） 未使用品+ ¥ 20,000

 177 旧50円ニッケル貨 昭和33年（1958）　JNDA02-05．KM-Y75．
    PCGS-MS65 （3/72） 未～完未品 ¥ 18,000

 178 50円白銅貨 昭和42年（1967）　JNDA02-07．KM-Y81．
    PCGS-MS64 （59/80） 未～完未品 ¥ 4,000

 179 50円白銅貨 昭和43年（1968）　JNDA02-07．KM-Y81．
    PCGS-MS64 （22/29） 未～完未品 ¥ 4,000

　日本現行貨幣は、第二次世界大戦後の焦土と化した昭和から
熟成経済の平成を得て令和の時代に入った。硬質の貨幣は何も語
らないが、実はその冷たい顔の中には多くのドラマを秘めている
のだ。
　敗戦後の日本は超インフレにおそわれ、貨幣の製造するにも素
材価値が額面価値を上回ってしまう状況が生じ困難を極めた。5
円貨を造るのに材料が10円以上もかかるのでは手の打ちようが
ない。そこで浮上したのが、陸・海軍で使用された薬きょうや弾帯
その他鋼合金のスクラップを使用することだった。その苦難の名
残を現行5円黄銅貨に見ることができる。静水の上に銘貨が入り、
稲穂が歯車を覆う図柄は戦後の日本が目指す「農工・水産」の国づ
くりの基幹がデザインされている。昭和28年（1953）に「小額通貨
の整理及び支払金の端数計算に関する法律」が公布され、江戸時
代からの寛永通宝四文銭・一文銭が法定通貨からようやく外され
た。その後、図案を一般公募した50円ニッケル貨や1円アルミ貨が
登場するのが昭和30年（1955）。昭和34年（1959）には、2回目の図
案募集をして発行されたのが100円銀貨と50円ニッケル貨だった。
昭和34年は10円青銅貨のギザが除かれ、5円黄銅貨がゴシック体
に変わり、「國」が「国」に変わるなど貨幣の表記上形式が統一され
る年度でもあった。
　平成になると新貨幣の世界は極めて安定し、500円貨がニッケ
ルからニッケル黄銅貨に変更されたくらいである。そして令和の
時代が来た。果たしてどんな現行貨が登場するのだろうか。楽しみ
である。

 183 50円白銅貨 平成31年（2019）　JNDA02-07．KM-Y101.2．
    PCGS-MS67 （2/12） 完未品 ¥ 3,000

 184 50円白銅貨 平成31年（2019）　JNDA02-07．KM-Y101.2．
    PCGS-PR70DCAM （1/7） プルーフ 完未品 ¥ 4,000
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 191 旧10円青銅貨 昭和33年（1958）　JNDA02-08．KM-Y73．
    PCGS-MS66RD （1/49,89,136） -完未品 ¥ 90,000

 190 旧10円青銅貨 昭和32年（1957）　JNDA02-08．KM-Y73．
    PCGS-MS65+RD （4/5,102,76） 未～完未品 ¥ 60,000

 186 旧10円青銅貨 昭和26年（1951）　JNDA02-08．KM-Y73．
    PCGS-MS65RB （12/75,177,44） 未～完未品 ¥ 32,000

 185 旧10円青銅貨 昭和26年（1951）　JNDA02-08．KM-Y73．
    PCGS-MS64RB （68/75,177,44） 未使用品+ ¥ 18,000

 187 旧10円青銅貨 昭和27年（1952）　JNDA02-08．KM-Y73．
    PCGS-MS66RD （2/24,150,180） -完未品 ¥ 60,000

 189 旧10円青銅貨 昭和30年（1955）　JNDA02-08．KM-Y73．
    PCGS-MS64RB （26/5,81,57） 点サビ少々 未使用品+ ¥ 10,000

 188 旧10円青銅貨 昭和29年（1954）　JNDA02-08．KM-Y73．
    PCGS-MS66RD （1/16,102,72） 未～完未品 ¥ 70,000

平日
10〜17時受付☎ 045-489-3066

委託入札のご案内
オークションの醍醐味は、会場で行われる迫力ある競りに

参加することと考えますが、ご事情によりご参加頂けない方

のために委託入札（事前入札）を承っております。フェアで愉

しめる制度を目指し、様々なサービスをご用意しております。

ご質問などございましたら、下記までお気軽にご連絡下さい。

パワービッド

入手を熱望していたロットを僅差で落札できなかった悔し

さは筆舌に尽くしがたいものです。パワービッドは、会場での

参加者に抜かされた場合のみ、もう一刻みだけ応戦する秘

密兵器です。詳しくは巻末の要項をご覧下さい。

5月21 日（土）

5月19 日（木）

競売
Auction

入札締切
Mail Bid

13時00分 開始

12時00分 必着

人気のギザ十、初年号昭和26年と人気を分ける最終年号昭和33年。

現行貨の相場は現在落ち着いた状況ですが、トップランク品は、む

しろ力強いオーダーが増えている印象があります。



銅貨のランキング表示については24 ページをご参照下さい-27-

retrocoins.co.jp

 204 1円アルミ貨 昭和38年（1963）　JNDA02-13．KM-Y74．
    PCGS-MS65 （8/13） -完未品 ¥ 3,000

 196 10円青銅貨 昭和41年（1966）　JNDA02-09．KM-Y73a．
    PCGS-MS65RDPL （1/0,0,1） 少トーン P/L -完未品 ¥ 15,000

 195 10円青銅貨 昭和39年（1964）　JNDA02-09．KM-Y73a．
    PCGS-MS65RD （16/2,12,87） 未～完未品 ¥ 8,000

 194 10円青銅貨 昭和36年（1961）　JNDA02-09．KM-Y73a．
    PCGS-MS65RD （13/5,53,49） 少トーン 未～完未品 ¥ 18,000

 193 10円青銅貨 昭和35年（1960）　JNDA02-09．KM-Y73a．
    PCGS-MS65RD （14/4,88,99） 未～完未品 ¥ 24,000

 192 10円青銅貨 昭和34年（1959）　JNDA02-09．KM-Y73a．
    PCGS-MS65RD （30/3,76,118） 未使用品+ ¥ 25,000

 203 1円アルミ貨 昭和30年（1955）　JNDA02-13．KM-Y74．
    PCGS-MS63 （84/147） 準～未使用品 ¥ 4,000

 202 5円黄銅貨 平成31年（2019）　JNDA02-12．KM-Y96.2．
    PCGS-PR70DCAM （1/7） プルーフ 完未品 ¥ 3,000

 201 5円黄銅貨 昭和36年（1961）　JNDA02-12．KM-Y72a．
    PCGS-MS66 （2/70） -完未品 ¥ 25,000

 200 旧5円黄銅貨 昭和32年（1957）　JNDA02-11．KM-Y72．
    PCGS-MS65 （11/124） 未～完未品 ¥ 18,000

 199 旧5円黄銅貨 昭和24年（1949）　JNDA02-11．KM-Y72．
    PCGS-MS67 （2/167） 完未品 ¥ 27,000

 198 穴無5円黄銅貨 昭和23年（1948）　JNDA02-10．KM-Y71．
  5度傾打 PCGS-MS66 （17/244） 未～完未品 ¥ 8,000

 197 10円青銅貨 昭和61年（1986）　JNDA02-09．KM-Y73a．
  後期 PCGS-AU58 （15/20,3,99） 美品～極美品 ¥ 10,000

梨地の強い品が多い昭和41年にまさかのPL認定品が出現しまし

た。玄人受け間違いなしの隠れた逸品。
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 211 100円白銅貨 昭和45年（1970）　JNDA03-03．KM-Y83．
  日本万国博覧会記念 PCGS-MS66 （2/14） -完未品 ¥ 4,000

 210 1000円銀貨 昭和39年（1964）　JNDA03-01．KM-Y80．
  東京五輪記念 
    NGC-MS65PL （13/78） P/L 未～完未品 ¥ 50,000

 209 1000円銀貨 昭和39年（1964）　JNDA03-01．KM-Y80．
  東京五輪記念 PCGS-MS68 （1/7967） 完未品 ¥ 100,000

 205 1円アルミ貨 昭和39年（1964）　JNDA02-13．KM-Y74．
    PCGS-MS65 （4/6） 未～完未品 ¥ 3,000

 206 1円アルミ貨 昭和40年（1965）　JNDA02-13．KM-Y74．
    PCGS-MS65 （1/2） 未～完未品 ¥ 4,000

 207 1円アルミ貨 平成31年（2019）　JNDA02-13．KM-Y95.2．
    PCGS-MS68 （1/16） 完未品 ¥ 8,000

 208 1円アルミ貨 平成31年（2019）　JNDA02-13．KM-Y95.2．
    PCGS-PR70DCAM （1/7） プルーフ 完未品 ¥ 8,000

日本記念貨幣
Japanese commemorative Coins

　記念貨幣は、国の重要式典やスポーツの祭典、記念行事の記念
として発行されます。全ての記念貨幣には、額面があり通用価値を
持ちますが、素材価値がはじめから額面価値を上回るプレミアム
貨幣も発行され、多種に及びます。
　古くは懐かしい東京オリンピック記念1,000円銀貨や100円銀
貨。長い列に並んだ記憶が蘇ります。1,000円銀貨は、通常の状態
であれば、2,000円ほどで買えますが、トップクラスの状態となれ
ば、10万円を超えてくることさえあります。最近では、素材のバリ
エーションに加え、カラーコインやバイカラークラッドコインなど
多彩なコインが発行されております。
　通用目的ではなく大切に保存することを前提として発行される
記念貨幣は、きれいが当たり前の貨幣であり、状態の差異はない
ように感じます。しかし、デキや保存状態による差異は僅かでも確
かに存在し、第三者グレーディングにて最高評価70を記録する品
は高額で取引されます。
　また、多くの記念貨幣は、記念行事の終了とともに需給バラン
スは、売りに傾斜することが増え、人気が芳しくない銘柄も存在
します。一方、状態にこだわった究極の一枚を求める方は根強く、
トップランク品を始め、ハイランク品はこの限りではなく、むしろ高
騰する勢いさえ感じます。

多数のご希望品登録を頂きながらも入荷なく、長年の悩みの種と

なっているMS68の1000円銀貨。久々のご案内は、稀少性が更に高い

原色光沢品です。記念貨幣は、プルーフを除き、バッグマークが想像

以上に多く見受けられます。MS66でも許されるバッグマークは決

して多くなく、MS67を越えると打刻の良さ、質感の高さも要求水準

が高く、僅かなスレが目立ちにくく高い質感を持つトーン品が有利

になる傾向を感じます。その中でのMS68の取得です。とにかく美し

いMS65PL とあわせ、原色光沢派の方には、大変貴重且つ重要な機

会かと存じます。
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 215 桜100円白銅貨 昭和42年（1967）　JNDA02-04．KM-Y82．
  Planchet Lamination（平金破損エラー）
    PCGS-AU53 美品+ ¥ 7,000

 214 竜1銭銅貨 明治13年（1880）　JNDA01-46．KM-Y17.2．
  Full Brockage Rev（陰打ちエラー）
     PCGS-XF45 -極美品 ¥ 60,000

 213 稲5銭白銅貨 明治35年（1902）　JNDA01-37．KM-Y21．
  Mirror Brockage on obv（陰打エラー）
    NGC-XF45 極美品+ ¥ 350,000

 212 10銭白銅貨 大正11年（1922）　JNDA01-27．KM-Y45．
  Unpunched Center Hole（無孔エラー）
   PCGS-UNC Details Damage（削り跡あり） 極～準未品 ¥ 45,000

 216 旧5円黄銅貨 昭和25年（1950）　JNDA02-11．KM-Y72．
  O/C Punched Center Hole（穴ズレエラー）
     PCGS-MS63 軽トーン 準～未使用品 ¥ 100,000

 217 100円銀貨 昭和39年（1964）　JNDA03-02．KM-Y79．
  東京五輪記念 45°CW Rotated Dies（45度傾打エラー）
     PCGS-MS64 少トーン 未使用品 ¥ 50,000

エラー貨幣
Japanese Mint Error Coins

エラー表記に関するお問い合わせは多数頂戴しております。エラー

の表記は同鑑定機関でも表現のゆらぎが多く、同じエラーでも記載

が異なることがあります。弊社ウェブサイト「備忘録」のコーナーで

もご案内しております。ご参考になさって下さい。

下記、一般的なスラブコインのエラー表記をご案内します。

・Off-Center Hole Punch（穴ズレエラー）　※O/C表記あり

・Unpunched Center Hole（無孔エラー）

・◯◯° CW Rotated Dies（○○度角度ズレエラー）

・Peeling Lamination（平金破損エラー）

・End of strip Clip Planchet（平金破断エラー）

・Full Brockage（陰打ちエラー）

・Finned Rim（縁バリ残り）

 219 未発行ジャワ1銭アルミ貨 2603（1943）  JNDA08-03．KM-YA66．
    PCGS-Genuine AU Details Spot Removed（点錆除去）

    準未品 ¥ 70,000

 218 未発行ジャワ10銭錫貨 2604（1944）　JNDA08-01．KM-Y66．
    PCGS-Genuine Genuine（錆） 準未品 ¥ 45,000

未発行貨幣
Japanese Unissued Coins

　製造過程で何らかの機械トラブルか、他の影響で偶然できてし
まう不良コインのことをエラーコインと呼びます。国家の威信をか
け製造する貨幣ですから、通常、不良品として除外されるところ、偶
然に偶然が重なり市場に出てしまうことがあります。エラーコイン
の評価基準は、エラーの内容が派手であることが第一で、状態の良
さも重要な要素です。いずれのエラーも、極めて稀な存在であり、
入手には偶然性と運が必要であるため、宝くじに当選した様な喜び
を得る可能性を期待しながら探す面白さがある分野とも言えます。
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 229 明治一朱銀（川常一朱） 明治元年～明治2年（1868-1869）
  JNDA09-55．KM-C12a．Wv
    PCGS-MS64 （130/392） 未使用品+ ¥ 6,000

 228 明治一朱銀（川常一朱） 明治元年～明治2年（1868-1869）
  JNDA09-55．KM-C12a．Vu
    PCGS-MS64 （130/392） 未～完未品 ¥ 6,000

 227 明治一朱銀（川常一朱） 明治元年～明治2年（1868-1869）
  JNDA09-55．KM-C12a．Ts
    PCGS-MS64 （130/392） 未使用品+ ¥ 5,000

 226 明治一朱銀（川常一朱） 明治元年～明治2年（1868-1869）
  JNDA09-55．KM-C12a．Sx
    PCGS-MS64 （130/392） 未使用品 ¥ 4,500

 225 嘉永一朱銀 嘉永6年～慶応元年（1853-1865）　JNDA09-53．
  KM-C12．跳是 De
    PCGS-MS64 （90/929） 未使用品+ ¥ 13,000

 224 嘉永一朱銀 嘉永6年～慶応元年（1853-1865）　JNDA09-53．
  KM-C12．普通品 Pn
    PCGS-MS64 （90/929） 未～完未品 ¥ 9,000

 220 天保一分判金（保字一分） 天保8年～安政5年（1837-1958）
  JNDA09-39．KM-C20a．
    PCGS-MS63 （11/141） 未使用品 ¥ 40,000

 221 新南鐐二朱銀（文政南鐐） 文政7年～天保元年（1824-1830）
  JNDA09-48．KM-C13a．
    PCGS-MS65 （1/246） 未～完未品 ¥ 35,000

 222 文政南鐐一朱銀（古一朱） 文政12年～天保8年（1829-1837）
  JNDA09-49．KM-C11．
    PCGS-MS65 （1/159） 未～完未品 ¥ 25,000

 223 天保一分銀（古一分） 天保8年～安政元年（1837-1854）
  JNDA09-50．KM-C16．跳分 Sl
    PCGS-MS65 （83/771） 未～完未品 ¥ 20,000

古金銀
Japanese Pre-Meiji Coins

　文政の大改鋳は従来より純度を落とした金貨だったため、銀価
の高騰を生む結果となった。これを抑えるために元文丁銀、豆板
銀の純度を低下させたので銀の高騰は止んだが、逆に金が高騰
してしまった。この不毛なスパイラルで庶民の生活は困窮したが、
幕府の益金は文政の9年間で金座では184万両、銀座では文政3
年（1832）から天保6年（1835）の15年間で383万両にのぼったとい
う。また、天保一分銀の縁に桜が刻まれていたため、通称「さくら」
と呼ばれた。商人の仲間が客になりすまし、他の客の購買欲を煽
ることを「さくら」というが、その語源は仲間に払う報酬が天保一分
銀だったところからきているといわれる。

 230 明治一朱銀（川常一朱） 明治元年～明治2年（1868-1869）
  JNDA09-55．KM-C12a．Wx
    PCGS-MS64 （130/392） 未使用品+ ¥ 6,000
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 238 2005年日本国際万国博2点プルーフセット 平成16年（2004）
  JNDA05-34．KM-PS50．金・銀貨各1枚入
     未使用品 ¥ 120,000

 237 2002FIFAワールドカップTM2点プルーフセット 平成14年（2002）
　  JNDA05-28．KM-PS38．金・銀貨各1枚入
     未使用品 ¥ 120,000

 236 皇太子殿下御成婚記念3点プルーフセット 平成5年（1993）
  JNDA05-12．KM-PS8．金・銀・白銅貨各1枚入
     未使用品 ¥ 140,000

 234 ミントセット2001 平成13年（2001）　JNDA-P93．KM未載．
  バーゼルミント2001　500円単体 未使用品 ¥ 50,000

 233 ミントセット1972 昭和47年（1972）　JNDA04-4．KM-MS4．
  通常、白、札幌記念貨入 未使用品 ¥ 2,000

 232 ミントセット1971 昭和46年（1971）　JNDA04-3．KM-MS3．
  通常、白  ケース小汚れ 未使用品 ¥ 2,500

 231 ミントセット1970 昭和45年（1970）　JNDA04-2．KM-MS2．
  通常、白、万博記念貨入 未使用品 ¥ 2,500

 235 ミントセット2005 平成17年（2005）　JNDA-P93．KM-MSA189．
  バーゼルミント2005　フルバージョン 未使用品 ¥ 20,000

ミントセット
Japanese Mint Sets

2005年スイスのバーゼルで行われた国際コインコンベンションに

出展した造幣局が、僅か1000セットを現地のみで販売したミント

セット。そのレアリティと入手の難しさから話題となったセットで

す。
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 245 イギリス　5ポンド金貨 1999 KM997b．ダイアナ妃追悼
    PCGS-PR65DCAM （229/236） Proof UNC-FDC ¥ 320,000 

 244 イギリス　5ポンド金貨 1887 KM769．
  ヴィクトリア ・ジュビリー
    NGC-MS62 （164/1003） 軽ヘアライン -UNC ¥ 500,000 

 243 イギリス　2ポンド金貨 1887 KM768．
  ヴィクトリア ・ジュビリー
    PCGS-AU Details Cleaning（洗浄） AU-UNC ¥ 130,000 

 242 フランス　100フラン金貨 1869A KM802.1．
  ナポレオン3世 有冠 パリ
    PCGS-AU Details Cleaning（洗浄） EF ¥ 230,000 

 241 フランス　20フラン金貨 1813A KM695.1．
  ナポレオン1世 有冠 パリ
    PCGS-AU53 （90/178） EF-AU ¥ 50,000 

 240 オーストリア　100コロナ金貨 1915 KM2819．
  フランツ・ヨゼフ1世 Restrike
    PCGS-MS66 （33/252） -FDC ¥ 260,000 

外国貨幣
World Coins

 239 アルバニア　100レケ金貨 1969 KM54.2．
  発行450枚 PCGS-PR67DCAM （1/1） Proof -FDC ¥ 150,000 

　外国貨幣の魅力は、デザインの豊富さと長い歴史による栄枯盛
衰の物語が豊かな表現力として刻まれていることだろう。
　古代トルコで誕生した硬貨の古代ギリシャ版を起源とする現代
の貨幣は、時の権力者や征服者の肖像が刻印され、その数の多さ
から如何に支配者となる者が多く跋扈していたかが見てとれる。
　イギリス貨幣では皇帝マクシミリアンのために現ロンドンに
ローマ人の造幣所（ロンディニウム）を作り青銅貨を発行している。
ソブリン金貨、ユナイト金貨、ギニー金貨などがある。特にヴィクト
リア女王のコインはイギリスコインの華といわれている。アメリカ
はイギリス移民たちがイギリス硬貨を持ち込まなかったため、そ
れぞれの州が独自で硬貨や紙幣を造っていた。

ヨーロッパの金貨

 246 イタリア　10リレ金貨 1863T BN KM9.3．
  ヴィットロエマヌエレ2世
    PCGS-MS64 （19/1134） UNC+ ¥ 36,000 
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 249 ルーマニア　20レイ金貨 1944 KM-XM13．
  ルーマニア王 PCGS-MS64 （30/108） UNC+ ¥ 60,000 

 251 スイス・ベルン　デュプロン金貨 1797 KM163．
  ベルン PCGS-MS62 （8/11） -UNC ¥ 250,000 

 252 スイス　20フラン金貨 1927B KM35.1．
  山と少女 PCGS-MS65 （162/470） UNC-FDC ¥ 50,000 

 250 ルーマニア　50レイ金貨 ND（1906）(b) KM39．
  カロル1世 在位40年 PCGS-AU58 （7/25） AU ¥ 270,000 

 253 スイス　20フラン金貨 1949B KM35.2．
  山と少女 NGC-MS65 （455/1725） UNC-FDC ¥ 50,000 

 254 エジプト　20ピアストル金貨 AH1341（1923） KM339．
  ファド1世 NGC-MS64 （13/140） UNC+ ¥ 45,000 

 256 エジプト　100ピアストル金貨 AH1340（1922） KM341．
  ファド1世 発行25,000枚
    NGC-AU58 （130/201） EF-AU ¥ 80,000 

 257 エジプト　50ピアストル金貨 AH1349（1930） KM353．
  ファド1世 発行10,000枚
    NGC-MS62 （18/34） -UNC ¥ 35,000 

 258 エジプト　ポンド金貨 AH1374（1955） KM387．
  エジプト革命 発行16,000枚
    PCGS-MS63 （27/53） UNC ¥ 60,000 

 259 エジプト　5ポンド金貨 AH1377（1957） KM388．
  ラムセス2世 NGC-MS66 （1/35） -FDC ¥ 450,000 

 255 エジプト　50ピアストル金貨 AH1341（1923） KM340．
  ファド1世 発行19,000枚
    NGC-MS62 （44/85） -UNC ¥ 55,000 

 247 イタリア・サルジニア　100リレ金貨 1835FERRARIS//P (a)
   KM133.1．Fr1138．カルロ・アルベルトトリノ 発行26,360枚
     PCGS-AU53 （20/33） EF+ ¥ 270,000 

 248 ポルトガル　2500レイズ金貨 1851 KM487．
  マリア2世 発行58,000枚 PCGS-AU53 （6/7） EF+ ¥ 45,000 

アフリカ大陸の金貨

表面に刻まれた戦闘用馬車を「チャリオット（戦車）」と呼ぶ。この絵

では馬2頭立てで、武具に身を包んだ兵士が馬車上で弓を引く。同様

の光景には、映画『ベン・ハー』を思い浮かべる人も多いと思う。有名

な戦車競走のシーンだ。戦車は時と共に大型化され、馬は2頭立てか

ら4頭立てに増え、乗員も2名から3名と増えた。戦車を操作する御者

の手綱捌きひとつで、戦果が大きく変わったという。戦車に乗る兵

士は主に貴族で、馬を操る御者はその部下か奴隷が当たった。
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 266 ウガンダ　100シリング金貨 1969 KM15．
  パウロ6世訪問 発行4,190枚
    PCGS-PR68DCAM （8/11） Proof FDC ¥ 100,000 

 265 ギニア　5000フラン金貨 1970 KM32．ミュンヘン五輪 500枚
    PCGS-PR68DCAM （1/1） Proof FDC ¥ 155,000 

 264 ギニア　2000フラン金貨 1970 KM31．ソユーズ 2,840枚
    PCGS-PR69DCAM （1/3） Proof FDC ¥ 63,000 

 263 ギニア　2000フラン金貨 1970 KM30．アポロ13号 1,775枚
    PCGS-PR67DCAM （3/3） Proof FDC ¥ 63,000 

 262 ギニア　2000フラン金貨 1969 KM18．月面着陸 15,000枚
    PCGS-PR67DCAM （7/9） Proof FDC ¥ 60,000 

 261 エジプト　5ポンド金貨 AH1388（1968） KM416．
  コーラン1400年 発行10,000枚
    PCGS-MS66 （1/20） -FDC ¥ 220,000 

 260 エジプト　ポンド金貨 AH1379（1960） KM401．
  アスワン・ダム PCGS-MS64 （6/18） UNC+ ¥ 60,000 

「ラムセス2世」
　エジプト５ポンド金貨に刻まれたチャリオットと呼ばれる、２頭
立て戦闘馬車が黄金の光の如く、天を突き、敵陣に一路邁進する
姿は、正にラムセス2世の生涯そのものを表している。
　ラムセス2世は180cm を超える堂々たる体躯を誇り、エジプト、ヌ
ビアやリビュア、アジアに至る広大なエジプト新王国を築いた。恐
れを知らぬ、正に軍神であり、自らを太陽神とさえ名乗った強者で
もあった。
　エジプト新王国第19王朝のファラオとして、紀元前1279年頃よ
り、紀元前1213年頃までの長期間、当時としては信じ難い驚異的な
在位年を持つ王である。
　24歳で即位し、王として66年間もの長き年を統治し、90歳で没し
たと言われる、正に不死身のファラオである。領土拡張に貪欲で、
当時、高度な製鉄技術を持ち、戦闘力の高い武器を駆使して強大
な国力を持つヒッタイト帝国にも果敢に挑み（カデシュの戦い）、決
して後ろ姿を見せることがなかったと言われる。武勇伝には事欠か
ず、さらに稀に見る誇張癖と相まって、自画自賛も含めて多くの記念
碑を建てている。ヒッタイト帝国と戦ったカデシュの戦いは、本人
にとって特に感慨深いものだったらしく、宮廷書記のペンタウルに
詩作させ、その詩をカルナック神殿からアブシンベルに至る大神殿
の壁に彫らせている。当時の詩人は文化人として最高位に属し、大
いなる尊敬を得ていた。ラムセス2世は、詩を書くことで、戦さ上手
な無骨者ではなく、教養ある文化人としての自分を世間に示そうと
したのかもしれない。
　武勇伝は家族や後継者にも及ぶ。王として統治した66年間で、王
妃ネフェルタリのほか、多くの王妃や側室200人との間で111人の息
子と69人の娘を設けたとされる。一説には実の娘との親子婚もあ
ったらしい。
　この様な超豪傑のラムセス2世にとって思わぬ障壁は、自分の後
継者と見做した人物（第1王子アメンヘルケブシェフ、第2王子ラムセ
ス、第4王子カエムワセ）より長く生きてしまったことだった。
　多くの息子達よりも長生きする親は、ある意味悲劇といえよう。
最終的には第13王子のメルエンプタハに落ち着いたが、その時、彼
は既に初老を迎えていたという。
　エジプト各地に、後世に残る多くの神殿（カルナック神殿、アブシ
ンベル神殿等）や宮殿、さらに巨像等建立し、ナイルデルタ地域に
新首都「ペル・ラムセス」を作り防衛面や軍事面を飛躍的に向上さ
せる等、数多くの業績を残した稀代の王は、ミイラとなり王家の谷
に埋葬された。1881年に墓が発掘された後、フランスで防腐処理を
するため、シャルル・ド・ゴール国際空港に着いた時、儀仗兵により
国賓待遇で迎えられたという。
　死してなお尊厳を失わず、輝き続ける偉大なる王ラムセス2世は
今、エジプト考古学博物館で静かに眠っている。
　エジプト５ポンド金貨の表面に刻まれている絵は、ラムセス2世
とチャリオット（2頭立て戦車）で、弓と馬との間に象形文字（ヒエロ
グリフ）でエジプトと書かれ、馬の腹の下部に「革命1952年7月23日」
と文字が打たれている。この革命とは、第二次世界大戦後も英国の
傀儡となり腐敗したエジプト王ファルーク1世打倒を掲げた自由将
校団の軍事革命を指す。
　裏面はエジプトを象徴するハゲタカの羽根とコブラの頭、羽根
の中央には神アメン= ラーが描かれている。アメン= ラーとはエジ
プトの大気の守護神アメンと太陽神ラーが融合した神で、エジプ
トの神々の主として崇拝された。下には発行年が書かれている。
1957年は西暦で、1377年はヒジュラ暦。
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 267 カンボジア　試作4フラン金打貨 1860 KM-Pn10．
  ノロドム1世 PCGS-SP63 （2/7） UNC ¥ 5,000,000 

アジアの金貨

「ノロドム1世」
　ノロドムはカンボジアの国王で、カンボジアの近代化の礎を造っ
た王として知られる。しかし在位44年間は王としての権限を認めら
れず、苦難に満ちた、正に波瀾万丈の人生だった。
　1860年に父であるドゥオン国王が崩御した時、ノロドムは異母
兄弟の弟シソワットと共にシャムに留学しており、当時はシャム王
国軍の軍事顧問となっていた。その時代のカンボジアは、隣国シャ
ムやベトナムの脅威にさらされており、ドゥオン国王はフランスに
国の防衛依頼のため特使を送ろうとしたとされる。しかし、その方
策はシャムの知るところとなり、潰されてしまう。ノロドムが即位↗

した時代は、そんな背景があったのである。シャム宮廷はノロドム
がカンボジア王の後継者であることを知りながら、彼を自国にとど
め、さらにカンボジア国王とも認めず、戴冠式も許さなかった。ノロ
ドムのシャム留学は正に、外交上の人質だったのだ。26歳のカンボ
ジア王の船出は、こうした荒波の中での出発となる。国の内外に王
として発表する、重要な儀式である戴冠式も行わないまま即位し
た若い王。その足元を見透かすかの様に、カンボジア国内でチャム
族が反乱を起こす。ノロドム王が鎮圧に苦慮する中、この状況に乗
じて、弟のシヴォタが王位を狙って蜂起した。情勢が不利となった
ノロドムはシャムに逃れるが、シャムやベトナムはカンボジア国内
の混乱を防ぐため、ノロドムをカンボジア王として認め、シヴォタ
軍を鎮圧した後、1863年バンコクで戴冠式が行われた。
　ノロドムは自国での戴冠式でない上、王冠までシャムに取り上げ
られ、カンボジア王としての威厳は失落この上なかった。
　当時世界では、アメリカで南北戦争が起こっている。奴隷解放を
説く北部23州によるアメリカ合衆国と、奴隷制存続を謳う南部11州
のアメリカ連合国との内戦である。1861年から1865年にわたる戦闘
の後、北部アメリカ合衆国が勝利している。軍事力の差はいつの世
も悲しみと憎しみの連鎖を生む。弱小国故の渦中にノロドム王もい
た。シャムやベトナムの脅威から国を守るため、ノロドムは1863年8
月、フランスと「修好、通商及びフランス国の保護に関する条約」を
締結し、フランスの保護国となった。これにより隣国からの脅威は
なくなり、一時的ではあっても政治は安定し、1866年プノンペンに
王宮を立て、首都をウドンからプノンペンに遷都した。現在、カンボ
ジア・プノンペンの観光名所として賑わうシルバーパゴダは、ノロド
ム王が建立したものである。
　さらに1867年7月、フランスはシャムからカンボジアの「保護権」を
認めさせ、シャムに置かれたカンボジア王国の王冠も返還させた。
これにより、ノロドムは2度目の戴冠式を行ったのである。しかし次
第にフランスによる植民地化は進み、1884年6月に締結された「保
護条約」では、カンボジア政府が持つ徴税権、さらに関税権と公共
事業実施権をフランスに移すことが決められた。ここにきて、ノロ
ドムは頼みのフランスから身包み剥がされ、正に裸の王様として生
きる恥辱を味わうことになる。
　晩年のノロドム王は後継者に、息子のユカントール王子を決めて
いたが、フランスは反仏のユカントール王子ではなく、親仏のシソ
ワット副王を後継者とした。これに激怒したノロドム王は、かつて
の宿敵であるシャムに出国、1904年、その地で70歳の人生を閉じた。

下見会のご案内

平日
10〜17時受付☎ 045-489-3066

下見会では出品物、全ロットの下見が可能です。会場で行う

オークション当日の下見は、午前11時からオークション会場

にて承っておりますが、事前に右記の日程で、名古屋、大阪、

東京の各特設会場にて下見会を開催させて頂きます。前回

に続き、イワセコイン様のご厚意により名古屋でも開催させ

て頂きます。

オークション当日の下見を除き、事前ご予約制となっており

ます。ご参加の前日までにお電話かメールにて弊社までお

申し込み下さい。ご来場を心よりお待ちいたしております。

ご予約、お問い合わせは、下記までお気軽にご連絡下さい。

5月13 日（金）

5月14 日（土）

5月15 日（日）

名古屋 栄

大阪 心斎橋

東京 上野
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 276 チリ　8エスクード金貨 1821FD KM84．
  発行16,000枚 PCGS-AU53 （1/4） EF+ ¥ 270,000 

 275 オーストラリア　ソブリン金貨 1879M KM7．
  ヴィクトリア・ヤング メルボルン
    NGC-AU53 （166/221） EF+ ¥ 60,000 

 274 アラブ首長国連邦　25リヤル金貨 AH1389（1970） KM7．
  シャルジャー モナ・リザ 発行6,775枚
    PCGS-PR67DCAM （6/19） Proof -FDC ¥ 40,000 

 273 サウジアラビア　ギニー金貨 AH1370（1950） KM36．
    NGC-MS66 （163/522） UNC-FDC ¥ 58,000 

 272 インド・英領　モハール金貨 1862(c) KM480．
  ヴィクトリア
    NGC-AU Details Surface Hairlines（ヘアライン） EF+ ¥ 200,000 

 271 インド・英領　モハール金貨 1841 KM462.3．
  ヴィクトリア/ ライオン
    PCGS-AU Details Cleaning（洗浄） EF-AU ¥ 450,000 

 270 中国　100元金貨 2013 KM未載．
  黄山 迎客松 1/4oz 製造3万枚
    PCGS-PR70DCAM （1/32） Proof FDC ¥ 72,000 

 269 中国　100元金貨 2013 KM未載．
  普陀山 観音
    PCGS-PR70DCAM （1/365） Proof FDC ¥ 72,000 

 268 中国　2000元金貨 2012 KM2062．
  パンダ金貨発行30周年 発行3,000枚
    PCGS-PR69DCAM （3/12） Proof FDC ¥ 1,300,000 

オセアニアの金貨

アメリカ大陸の金貨

ヴィクトリア女王は1837年に18歳で即位し、以後64年間に渡り君

臨し「太陽の沈まない帝国」といわれた大英帝国を盤石なものとし

た女傑です。女王は9人の子供をもうけましたが、それぞれが婚姻に

よりヨーロッパ全域に広がりヨーロッパの君主はほとんどが女王

の直系となるほどでした。
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 278 メキシコ　20ペソ金貨 1959 KM478．
  リストライク NGC-MS66 （41/339） -FDC ¥ 128,000 

 279 メキシコ　50ペソ金貨 1947 KM481．
  独立100年 PCGS-AU58 （912/920） -AU ¥ 300,000 

 277 コロンビア　エスクード金貨 1781P SF KM48.2．
    NGC-XF40 （6/8） VF+ ¥ 27,000 

　掲載の価格は、参考価格（落札予想価格）でございます。

参考価格の70%より受付いたします
　この価格は、国内外で過去行われた公開オークション結果と

直近の取引状況を鑑み、落札結果を予想したものですが、弊社

が同銘柄を販売する際の販売希望価格の目安ともなっており

ます。

　なお、事前入札は、参考価格の70% より可能です。参考価格

は、入札できる最低価格ではございませんので、ご注意下さい。

格安落札のチャンスがあります。ご興味があるものは、たとえ

参考価格以下でも、ご遠慮なく入札にチャレンジされて下さ

い。

パワービッドを承ります
　パワービッドは、一番札の事前入札者が会場での参加者に抜か

された場合のみ発動する、自動追加応札制度です。

　入手を強く望むロットは、高額の事前入札を入れて臨みますが、

それでも会場参加者が一刻み上で落札なさることが多く、事前入

札者には悩ましい話でした。パワービッド欄に✓ を入れて下さった

場合、メールビッドホルダーは、自動的にご指定値の一刻み上まで

応札させて頂きます。なお、参加者の発声により価格が20%以上

上がった場合、パワービッドの発動は中止いたします。

  入札の刻みについて
A. 参考価格の70% を下回る金額では、入札できません。

B. 10,000 円未満の入札は、500 円刻みで承ります。

C. 10,000 円～50,000 円の入札は、1,000 円刻みで承ります。

D. 50,000 円～100,000 円の入札は、2,000 円刻みで承ります。

E. 100,000 円～500,000 円の入札は、5,000 円刻みで承ります。

F. 500,000 円～1,000,000 円の入札は、10,000 円刻みで承ります。

G. 1,000,000 円～5,000,000 円の入札は、50,000 円刻みで承ります。

H. 5,000,000 円以上の入札は、100,000 円刻みで承ります。

　同値の場合、先着の方、優先となります。

入札の豆知識

  パワービッドの仕組
事前入札者A. 100,000 円で入札

事前入札者B. 100,000 円でパワービッド入札

　→事前入札者A が100,000 円で落札（先着優先）

　（事前入札ではパワービッドは発動しません）

事前入札者A. 98,000 円で入札

事前入札者B. 100,000 円でパワービッド入札

会場参加者C. 100,000 円で会場ビッド

　→事前入札者B が105,000 円で落札

　（会場参加者に抜かれた場合のみ、1 刻み上限をあげます）

「都市景観」
　昔から、コインには必ず模様が彫られています。その多くは為政
者すなわち王様や皇帝の顔です。
　これは写真やテレビのなかった時代、権力者が下々のものに自
らの顔を売る手段でした。片面は為政者の顔としても、反対側には
何が彫られていたでしょう？
　多くの場合、権力者の紋章等ですが、都市の景色が彫られてい
ることがあります。比較的収集家が多いところでは、ドイツの大型
銀貨です。ニュルンベルクやレゲンスブルク、フランクフルト等。こ
れらは神聖ローマ帝国内の都市ですが、自由交易都市として、当時
としては自治権が認められていました。為政者の束縛から少し離れ
ていたからなのでしょうか。あるいは彫金師等が優秀だったのか、
かなり細かく彫り込まれているので、そうした技術の高さを見せつ
けたのでしょうか。いずれにしても、都市景観のコインは、細工の細
かさ、コインの大きさ、重さ、額面の大きさといったところからも、日
常の買い物に使う様なコインではない様に思われます。いわばメダ
ルの様なものでしょうか。
　そうした都市景観を彫り込んだコインの源流はやはり、古代ギリ
シア、ローマに遡ります。簡単なものでは、戦勝記念の凱旋門や神
殿など。そして、現代では建造物の何周年記念等。古代から現代ま
で、記念コインに多い図柄です。しかし、その緻密さ、そして現在も
存在する景色、あるいは失われた景色、そういったところから想像
力や歴史への興味を引き出してくれる魅力に溢れているのは、中世
から近代にかけてのヨーロッパの都市景観コインではないでしょ
うか。
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 281 フランス　エキュ銀貨 1648K KM155.9．D3799．
  ルイ14世 ボルドー
    NGC-MS62 （3/9） 軽トーン -UNC ¥ 160,000 

 280 アルバニア　5フランガアリ銀貨 1926 KM8.2．
  ゾグ1世 “Star”
   NGC-UNC Details Surface Hairlines（ヘアライン） EF+ ¥ 50,000 

 286 ドイツ・フランクフルト　6クロイツァ銀貨 1856 KM350．
  都市景観 NGC-MS61 （6/7） AU-UNC ¥ 9,000 

 285 ドイツ・ブラウンシュバイク・ヴォルフェンビュッテル
  ターレル銀貨 1679RB KM502．D6379．野蛮人
    PCGS-AU55 （1/1） EF-AU ¥ 50,000 

 284 ドイツ・ブラウンシュバイク・リュネブルク・カレンベルク
  ターレル銀貨 1647HS KM47.3．D6517．野蛮人
    NGC-VF Details Rev Corrosion（裏面に腐食） VF ¥ 30,000 

 282 フランス　エキュ銀貨 1693V KM298.19．
  ルイ14世 トロワ
    PCGS-AU58 （1/1） 軽トーン AU-UNC ¥ 50,000 

 283 フランス　エキュ銀貨 1738& KM486.27．
  ルイ15世 エクス（ケースに誤植、ミントマークはDではなく&）
     PCGS-AU58 （2/2） -AU ¥ 35,000 

 287 ドイツ・ニュルンベルク　ターレル銀貨 MDCLXXX（1680）(f)
  KM202．D5661．都市景観
    PCGS-XF45 （6/11） -EF ¥ 60,000 

 288 ドイツ・ニュルンベルク　ターレル銀貨 1765SR KM350．
  D2494．都市景観 PCGS-MS61 （3/17） AU-UNC ¥ 130,000 

ヨーロッパの銀貨



-40-表示の価格は、落札予想価格（参考価格）です。

 298 スイス　5フラン銀貨 1855 KM-S3．
   PCGS-XF45 （33/33） ケース一部破損 裏面付着物 -EF ¥ 130,000 

 296 イタリア・トスカーナ　トレーロ銀貨 1704 KM16.5．D1498．
  コジモ3世 PCGS-AU50 （3/3） 軽トーン EF+ ¥ 100,000 

 295 アイルランド　6シリング銀貨 1804 KM-Tn1．
  アイルランド銀行 ジョージ3世 トークン
    NGC-PF61CAMEO （7/7） Proof -UNC ¥ 150,000 

 294 イギリス　1ドル銀貨 1804 KM-Tn1．
  イングランド銀行 ジョージ3世 5シリング トークン
    NGC-PF64 軽トーン Proof UNC+ ¥ 270,000 

 293 イギリス　クラウン銀貨 1902 KM803．
  エドワード７世
   NGC-PF64MATTE （32/410） 軽トーン Proof UNC+ ¥ 80,000 

 292 イギリス　クラウン銀貨 1893LVI KM783．
  ヴィクトリア NGC-MS63 （52/230） UNC ¥ 50,000 

 291 ドイツ・ワイマール共和国　5ライヒスマルク銀貨 1930F
  KM68．ワイマール ツェッペリン
    PCGS-PR64DCAM （15/24） Proof UNC+ ¥ 100,000 

 297 スイス　4フランケン銀貨 1842 KM-S1．
  発行6,000枚 NGC-MS64 （25/133） 軽トーン UNC+ ¥ 180,000 

 290 ドイツ・ヴュルテンベルク　2ターレル銀貨 1871 KM618．
  ヴュルテンベルク カール1世/ ウルム大聖堂 発行4,031枚
    NGC-PF63ULTRA CAMEO （2/4） Proof UNC+ ¥ 270,000 

 289 ドイツ・レゲンスブルク　ターレル銀貨 1756ICB KM372．
    PCGS-MS62 （2/28） -UNC ¥ 450,000 
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 299 コモロ・フランス保護領　5フラン銀貨 AH1308（1890）A
  KM3．発行2,050枚
    PCGS-AU55 （23/29） 軽トーン EF-AU ¥ 180,000 

 300 中国　10元銀貨 1989 KM-A221．
  パンダ  Proof -FDC ¥ 10,000 

 301 中国　10元銀貨 1991 KM386.2．
  パンダ  Proof -FDC ¥ 15,000 

 305 中国　10元銀貨 2013 KM未載．黄山 人字瀑（滝）
     PCGS-PR70DCAM （1/40） Proof FDC ¥ 9,000 

 302 中国　10元銀貨 1992 KM-A397．
  パンダ  Proof UNC-FDC ¥ 10,000 

 304 中国　10元銀貨 2013 KM未載．黄山 飛来石
    PCGS-PR69DCAM （8/41） Proof -FDC ¥ 5,000 

 306 中国　10元銀貨 2013 KM未載．黄山 玉屏楼
    PCGS-PR69DCAM （10/41） Proof FDC ¥ 5,000 

アジアの銀貨

 303 中国　10元銀貨 2013 KM未載．黄山 猴子覗海
    PCGS-PR70DCAM （1/42） Proof FDC ¥ 9,000 

 307 中国　20元銀貨 2013 KM未載．普陀山 普済寺
    PCGS-PR69DCAM （319/482） Proof FDC ¥ 9,000 

 300 301 302
パンダ銀貨、いずれも付属ケースがございます。下見をしてご確認

下さい。
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 311 ベトナム・安南銀幣　嗣徳通寳3チェン銀貨 ND（1848-83）
  KM443． PCGS-MS61 （3/4） -UNC ¥ 800,000 

 310 インド・英領　ルピー銀貨 1840(b) KM457.2．
  ヴィクトリア・ヤング リストライク
    PCGS-PR58 （6/7） 軽トーン Proof AU ¥ 130,000 

 309 仏領インドシナ　エッセイ倍厚ピアストル銀貨 1931(a)
  KM-PE3．マリアンヌ
    NGC-MS63 （7/13） 軽トーン UNC ¥ 300,000 

 308 仏領インドシナ　ピアストル銀貨 1900A KM5a.1．
    PCGS-MS63 （7/166） UNC ¥ 130,000 

「嗣徳帝」
　阮朝の第4代皇帝嗣徳帝（在位1847年－1883年）は、皇帝になるべくして
産まれ、なるべくしてなった皇帝ではなかった。
　第3代皇帝紹治帝の次男として誕生した嗣徳帝は温厚な性格で、病弱で
あり、詩や学問を好む文人だった。元々権力を指向する人間ではなかった
のである。それに皇位継承権1位を持つ長兄の洪保がいたのであるから、
なおさらである。洪保は身体も丈夫で、摂政を務めた経験もあり、国のリー
ダー向きと言えた。それに紹治帝の“遺詔” にも洪保の皇位継承を記した
文言があり、まさに「御墨付」があった。それなのになぜ、次男の嗣徳帝に決
まったのか。それには嗣徳帝の性格を熟知した高官達の暗躍があったから
である。張登桂ら高官は裏で政治の実権を握るための「操り人形」として組
みしやすい嗣徳帝を選んだのだ。“遺詔” を改竄して他の高官達の反対を押
し、無理矢理、皇帝嗣徳帝を誕生させたのである。このことが国内を混乱さ
せ、後 フ々ランスの植民地化に至る遠因となった。
　嗣徳帝時代の阮朝が衰退し、弱体化、フランスに侵攻の糸口を与えてし
まった要因に、宗教上の対立がある。国内のキリスト教徒に対し嗣徳帝は
当初、皇帝継承で対立した洪保派であるとして弾圧していた。これにより我
が意を得た反フランス、反キリスト教派は、キリスト教寺院を破壊し、キリス
ト教徒を迫害したのである。
　これを契機に、フランスはフランス人宣教師の保護を名目に侵攻。ダナ
ン、サイゴン、ビエンホワ、バリアと次々に占領、1862年に第1次サイゴン条約
を締結させ、キリスト教と通商の自由を約束させたのである。この事件によ
り、嗣徳帝は国民の支持を大幅に失い、清仏戦争最中の1883年7月、53歳で
生涯を終えるのである。
　しかし、腑に落ちない感情に襲われる。温厚で穏やかな性格で、詩を詠
む文人がそもそも実兄を政敵として疎み、意にそぐわない宗教を弾圧し、
戦争の糸口になる様な愚行に走るだろうか。嗣徳帝の背後に操る、黒い影
が見える。嗣徳帝は嗣徳帝の中でしか生きられぬ自分を恥じ、悲しんだに
違いない。名ばかりの権力者の悲哀を感じさせる、稀有な皇帝として記憶に
とどめておきたい。
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アメリカ大陸の銀貨

 312 中央アメリカ連邦共和国　8レアル銀貨 1839/7NG M/B A
  KM4．山と太陽 MA/BA PCGS-AU50 （9/16） EF+ ¥ 45,000 

 316 アメリカ　1ドル銀貨 1898O KM110．ニューオリンズ
    NGC-MS65DPL （14/407） PL UNC-FDC ¥ 100,000 

 315 アメリカ　1ドル銀貨 1881O KM110．ニューオリンズ
    PCGS-MS63PL （131/828） PL UNC+ ¥ 20,000 

 314 アメリカ　1ドル銀貨 1879S KM110．サンフランシスコ
    PCGS-MS65PL （428/5423） PL UNC-FDC ¥ 30,000 

 317 イギリス　試作5シリング6ペンス銅打貨 1811 KM-PnJ68．
  ESC206．ジョージ3世 トークン
    PCGS-PR65BN （1/13,0,0） Proof UNC-FDC ¥ 180,000 

 320 台湾　ミントセット 中華民国54年（1965） KM-MS1．
     外側ビニール袋付きの稀少な状態 UNC ¥ 6,000 

 319 中国・福建省　咸豊通寶 二十 ND（1851-1861） KM-C10-10．
     -VF ¥ 70,000 

 318 シエラレオネ　1セント銅貨 1791 KM1．
  発行400枚 NGC-PF64BN （5/64,0,0） Proof UNC+ ¥ 50,000 

End of Sale

ご参加ありがとうございました

 313 アメリカ　50セント銀貨 1833 KM37．
    NGC-MS63 （130/2068） 軽トーン UNC ¥ 130,000 

DPL は、Deep Prooflike の略で、平地部分が鏡面状を呈す状態である

Prooflike（PL）より、更に鏡面度が高いものに付される評価です。真

新し極印で打刻された初期打ちと思われ、美しさと稀少性をあわせ

もった銘柄です。
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いつも弊社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
2022年1月11日に、おかげさまで設立11周年を迎えることがで
きました。昨年の事務所移転から、早くも半年以上が経過しまし
た。大変ありがたいことに、近隣から遠方まで、多くのお客様に
お越し頂いております。

レトロコインオンライン掲載中の商品をご予約制にて直接ご覧
頂くことが可能です。日ごろの喧騒から暫し離れ、横浜港の景色
とともに、ゆったりとご商談、ご相談頂けます。
コインとともに、おくつろぎ頂ければ幸いです。

その後は、その日の気分に合わせ、ぜひ横浜の街をお楽しみくだ
さい。花や植物、自然にふれたい方には、山下公園がお勧めです。
バラ園には、現在160品種、1,900株あり、5月中旬には美しく咲き
乱れます。横浜港を眺めながらお散歩には、山下公園から赤レン
ガ倉庫～みなとみらいへのコース。
美味しい食事や横浜らしいショッピングを楽しみたい方には、
中華街から元町へのコース。古い物がお好きな方には、銀行や史
跡など、古い建造物を巡るコースもお勧めです。
弊社のあるシルクセンターは、江戸時代後期、開港当時に、一番
最初に建てられた商館、ジャーディン・マセソン商会の跡地で、
旧山下町居留地一番館という歴史のある場所です。この商館は、
鹿島建設の創業者、鹿島岩吉氏により建設されました。シルクセ
ンターは、近代建築の三代巨塔の一人として知られるル・コル
ビュジエに師事した建築家、坂倉準三氏により設計され、時代を
経てまた鹿島建設により建てられました。ご来店の際には、建物
の細部までぜひご覧ください。
また、歴史好きな方は、歴史博物館、開港資料館、郵船博物館など
でじっくり調べ物をしたりするのもいいですね。野球好きの方
は、横浜スタジアムにて横浜DeNA ベイスターズの試合をぜひ
ご観戦ください。演奏や演劇など芸術に触れたい方は、県民ホー
ル、神奈川芸術劇場、ジャズスポットがお勧めです。

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町1番地 シルクセンター10F

電話 045-489-3066　FAX 045-489-3069 

Mail  info@retrocoins.co.jp

※電話、FAX番号、メールアドレスは変わりありません
※受付は、6階にございます。

営業時間　月曜～土曜日 10 ～17時（定休日　日曜・祝日）
ご来店はご予約制にて承ります。
準備、片付け等の都合によりご予約可能時間は、10:30 ～16:30
とさせて頂きます。オンラインでは、24時間お買い物をお楽し
み頂けます。
東急東横線直通のみなとみらい線「日本大通り駅」3番出口よ
り港方向へ直進、徒歩数分の立地となります。
皆様のご予約を心よりお待ち申し上げます。

事務所のご案内
Welcome to Retro Coins Corp.
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www.retrocoins.co.jp

オンラインでは 24 時間 365 日皆様方の
ご来店をお待ちいたしております。

Online

メモ
Memo
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競売に関する規定と条件
Terms and Conditions of Auction

 1. 真正品保証
カタログに記載の競売品は、特記事項（参考品、返品不可等）の記載がない限り、すべて真正品であることを保証いたします。

万一、客観的な資料に基づき、真正品であることに疑義が生じた場合、落札品を受け取ってから7日以内に弊社までお申し出下さい。

弊社が責任を持って対応させて頂きます。 なお、この期間終了後は、出品者への精算手続きが始まっておりますので、ご返品はご容赦頂きますが、

スラブ各社の保証は有効でございますので、ご安心下さい。

スラブコイン（鑑定会社の評価付きケース入りコイン）は、鑑定会社の責任において、真正品であることを保証いたします。なお、このことに納得、

同意の上で入札することとし、返品、申し立ては認められません。一部の銘柄におきましては、鑑定結果に見解の相違がみられることも報告されて

おりますが、出品者への精算完了後は、弊社の責任において真贋を決定したり、一方の見解を聞き入れ返品を承ることは一切出来ません。

 2. 品物の状態について
収集用コインの性格上、時代を経た物が多く、完全な状態というものは殆どありません。状態評価と鑑定には特に力を入れており、カタログなどで

のご案内には万全を期しておりますが、出品物の情報を完全な形で伝えることには、限度があります。

オークションへのご参加を希望される方は、可能な限り下見会にご参加の上、ご自身の目で実物調査し、自己の責任と判断で入札なさることを強

くお勧め申し上げます。落札後に、カタログ記載情報と落札品との差異を理由とする売買契約の解消には一切応じられません。

 3. 落札予想価格（参考価格）
カタログ記載の落札予想価格は、過去の取引例を参考にし掲載するものであり、実際のオークションにて売買される価格を拘束するものではあり

ません。

 4. 競売への参加
競りに参加できるのは、参加登録者、および、参加登録者より全権を委任された代理人（委託入札者）のみとします。

参加者はオークション当日に会場にて受付を済ませ、ご自分の入札番号が印字された札（パドル）を受け取ります。落札希望品の競売中、オークシ

ョニアが提示する価格にパドルを上げ、オークション参加の意思を伝えます。またパドルを下ろすことで、参加意思がないことを伝えます。口頭で

価格を示し競りに参加することもできますが、この場合もパドルは上げている必要があります。

 5. 電話入札
弊社スタッフがオークション会場とお客様をお電話で繋ぎ、リアルタイムで競りに参加して頂きます。該当ロットの10ロットほど前に、弊社より

お電話を繋ぎます。オークション当日必ずお電話が繋がること、オークションの3日前までにお申込を承っていることが参加条件となります。電話

回線に限りがありますので、ご希望に添えないこともございます。

 6. 事前入札
事前入札申込書の送付により入札に参加することができます。落札予想価格の70% を下回る金額の入札はお引き受けできません。事前入札申込書

の送付は、郵送、またはFAX にてご送付下さい。

 7. オークショニアについて
オークショニアは、オークション中のスタート価格や競り上げ価格幅を会場の状況や品物の価値より判断し、独自の権限にてオークションを進行

し、その場にて落札者を決定もしくは再度金額を引き上げてオークションを進行することが可能です。参考価格の70％を下回る事前入札はできま

せんが、価格がオープンのロットに限り、オークショニアの判断により価格を下げ、オークションを開始することがございます。

 8. 落札
オークショニアは、最高額をコールし、最高額入札者を認め、落札者と決定します。この時点で売買契約成立となります。落札確定後のキャンセル

はできません。

事前入札にて、同額の入札者が2名以上いた場合、受付日の早い方を優先とします。

落札後のお支払いは、2022年5月31日（火）までとし、送料や諸税を含む総額を弊社指定口座へのお振込、又は現金書留にてご送金下さい。なお、振

込手数料、および現金書留送料、並びに送金および弊社が受取にかかるあらゆる手数料は、落札者の負担となります。決済通貨は、日本円といたします。

 9. 返品
落札品の返品は、カタログ商品説明に誤りがある場合（誤表示が事前に判明し、訂正した場合を除く）のみといたします。

この場合も返品期限は、落札品を受け取ってから7日以内とさせて頂きます。



事前入札申込書
Absentee Bids Form

私は、株式会社レトロコインが定める「競売に関する規定と条件」を了承し、下記の入札を申し込みます。

入札した品を落札した際、「落札価格に、落札手数料11% をあわせた金額」および、落札品の発送を希望する場合はその費用（送料・保険料）を

あわせて、オークション開催日より10日以内に、株式会社レトロコイン指定口座への振込、もしくは現金にて、支払うことに同意します。

ふりがな

お名前 会社名

〒 住所-
都 道

府 県

TEL
FAX もしくは
電子メール

番号
Lot

入札限度額（円）
Bid (JPY)

パワー
ビッド

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ご記入頂きました入札限度額はすべて、手数料を含まない最高入札価格

として承ります。ご指定の入札限度額まで弊社メールビッドホルダー

は、お客様に代わり、競売に参加いたします。なお、スタート価格は、原則

二番札の一刻み上の価格とさせて頂きます。

必要事項ご記入のないご入札、および、締切以降到着のご入札は、恐れ入

りますが、無効となりますので、ご注意下さい。

平日10時～17時におかけしてよろしい番号をご記入下さい。
ご都合の悪い方は、電話番号の横に電話不可とお書き添え下さい。

FAX 045-489-3069 〒231-0023 横浜市中区山下町1番地
シルクセンター10階

株式会社レトロコイン宛

ご送付は、下記宛先へ、締切までに必着にて、お願い申し上げます。ご不安な点がございましたら、ご遠慮なく弊社までお問合せ下さい。

楷書にてご記入下さい。

番号
Lot

入札限度額（円）
Bid (JPY)

パワー
ビッド

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

パワービッドご希望の方は、□内に　　をお付け下さい

郵便

5月19 日（木）入札締切
Mail Bid 12時00分 必着

パワービッドは、一刻みだけ限度額を上昇させます。一番札

の事前入札者が会場参加者に抜かされた場合のみ発動します
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オークション 出品物募集
Next Auction

次回オークションは、2022年12月に開催を予定いたしております。

現在、第8回レトロコインオークションへの出品物を募集しております。

オークションの醍醐味は、“参加しきる” ことです。愛蔵品との別れは

寂しいものですが、ご出品、下見、会場参加、ご落札とセットでご参加

頂くことで新たな出会いもセットになります。

 1. お預かり
 　弊社オークションにご出品をご希望下さる際は、出品申込書に必要事項

を漏れなくご記入の上、出品物と共に弊社までお送り下さい（直接授受を

ご希望の際は、ご相談下さい）。

　ご発送時には必ず出品申込書のコピーを控えとしてお手元に保管し、「書

留郵便」もしくは「保険付き宅配便」にてご発送下さい。万一、輸送時に不測

の事態が発生した場合、弊社では一切の責任を負うことはできません。

　出品申込書の内容に不備があり、弊社で判断することが不可能で且つ、出

品者にその確認が出来ない場合、ご出品をお受け出来ない事がございます。

　弊社ではお預かりした出品物に対して、お預かり書を発行いたします。

 2. グレーディング
 　第三者機関による鑑定を受けていない出品予定品は、原則としてPCGS

もしくはNGC によるグレーディングを受けます。グレーディング完了後、

予定参考価格と共に、お知らせいたします。

　なお、グレーディングサービスには相応の時間を必要とするため、次回

オークションへの出品が間に合わない事もございます。ご了承下さいませ。

  　

 3. 鑑定編集会議
　ご出品物は弊社および社外の専門家による鑑定会議にて確認、審査の上、

出品予定オークションをお知らせいたします。出品内容の重複などを含む

何らかの理由によりご出品を見送らせて頂く場合がございます。

 4. オークション
  オークションが終了次第、まず全体の落札結果表を郵送いたします。同

時に、弊社ウェブサイトにて落札結果を公開させて頂きます。

 5. 落札代金のご精算
  オークション終了後30日以内に、ご精算書を作成し報告させて頂くと

共に、下記手数料を差し引いた金額をご出品者のご希望される手段にて送

金させて頂きます。

禁無断転載
本カタログの内容を無断での転載はご容赦下さい

株式会社レトロコイン
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町1番地 シルクセンター10階
☎ 045-489-3066（平日10 -17時）Fax 045-489-3069

お預かり

グレーディング
鑑定書取得

鑑定編集会議

オークション

落札代金のご精算

1

2

3

4

5

手数料
出品手数料 3,300円（1点につき）　鑑定費用など諸経費含む。

 ※予告なく変更する場合もございます

落札手数料 落札価格の11%（消費税を含みます）

不落札手数料 2,750円（不落札の場合のみ 1点につき）

 但し、最低価格を弊社にご一任頂ける場合は、無料。

取り扱い分野
日本貨幣（穴銭、藩札除く）、日本紙幣、外国貨幣、その他弊社指定品

基本的に全品スラブケースにお入れし、もしくは、鑑定書を添付し

て、オークションへ出品させて頂きます。

出品にお悩みの場合には、ご相談下さい。現品を拝見させて頂きなが

ら弊社担当者がご出品メリットの有無を含め詳しくご案内させて頂

きます。全国出張いたします。

第三者機関
鑑定済品


