
世界の貨幣・切手・ 
テレホンカードまつり

〈主催〉 世界の貨幣・切手・テレホンカードまつり実行委員会　〈後援〉 日本貨幣商協同組合／日本郵便切手商協同組合

第53回

出店  国内外より専門店46社参加
期間中、会場内に【無料鑑定・買入コーナー】を開設!!

コイン・切手・テレホンカードなど、専門家による無料鑑定や買入のご相談承ります。 
お気軽にご相談下さい。（最終日は14：00受付までとなります）

6月1日（金），2日（土），3日（日）
1日（金） 12：00〜18：00・2日（土） 10：00〜18：00・ 
3日（日） 10：00〜16：00（※最終日入場は15時まで）

開催 
日時

JR有楽町駅前 東京交通会館 12階ダイヤモンドホール
〈会場直通電話〉 ☎03-3216-2024 （期間中のみ）

開催 
場所



w

開催 
日時

募金箱設置のお知らせ

次回当催事のご案内

6月1日（金），2日（土），3日（日）
1日（金）12：00〜18：00 ・ 2日（土）10：00〜18：00 ・ 3日（日）10：00〜16：00

※最終日の入場は15時まで

第54回世界の貨幣・切手・テレホンカードまつり
期間 2018年11月30日（金）〜12月2日（日）　 会場 有楽町 交通会館12階 ダイヤモンドホール

日本ハビタット協会の募金箱を	
受付に設置いたします。

当催事では期間中、受付において募金箱の設置をいたします。お預かりした 
募金は全額、日本ハビタット協会に寄付いたします。寄付されたものは、日本 
ハビタット協会の各プロジェクトに役立てられます。

期間中、会場内に

【無料鑑定・買入コーナー】を開設!!
コイン・切手・テレホンカードなど、専門家による無料鑑定や買入のご相談承ります。
お気軽にご相談下さい。（最終日は14：00受付までとなります）

期間中、	
毎日先着で粗品を進呈いたします。
※粗品は3日間とも異なります。　※一日につき、お一人様一点のみとなります。また、数に限りがございます。
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※ブースナンバー順
●新橋スタンプ商会  

　 §ブース№A-1

TEL 03-3501-3077

	1）	享保大判金	真乗	 	 極	 550万

	2）	天保大判金	元書	 	 美	 600万

	3）	万延大判金	のし目打元書 	極	 285万

	4）	天保五両判金	 	 極＋	 145万

	5）	慶長小判金前期細目打無刻印	

	 		 極	 150万

	6）	宝永小判金	 	 美/極	 90万

	7）	佐渡小判金	背筋神	 	 美	 450万

	8）	元文小判金	偶然大吉	 	 美	 55万

	9）	文政小判金	偶然大吉	 	 美	 55万

	10）	天保小判金	献上大吉	 	 美	 125万

	11）	天保小判金	背久吉	七福	 	極	 28万

	12）	天保小判金	背久長	七福	 	美	 28万

	13）	宝永一分判金	 美	 80,000

	14）	元文丁銀161.9g十二面打火中品	

	 		 美	 22万

	15）	但馬南鐐銀	小字	 	 美	 25万

	16）	仙台小槌銀	 	 美	 18万

17）	古寛永金銭	4.7g	穴有	 	 美	 25万

	18）	旧20円金貨	明3	NGC	MS62	 685万

	19）	旧20円金貨	明9	 	プルーフ	 未	1,900万

	20）	旧10円金貨	明4	NGC	MS61	 82万

	21）	旧5円金貨	明3	明瞭ウロコ 	未	 48万

	22）	旧5円金貨	明3	 	 未＋	 45万

	23）	旧5円金貨	明4	 	 未	 30万

	24）	旧5円金貨	明7	PCGS	MS64	 55万

	25）	旧5円金貨	明8前期	 	 未	 45万

26）	新5円金貨	明45（財）	 未	 17万

	27）	新5円金貨	大2	 未	 24万

	28）	旭日竜小型50銭	明4大竜P/L	未	 45万

	29）	竜10銭銀貨	明7	 未	 12万

	30）	不発行洋銀貨	昭25	 	 極	 27万

	31）	在位60年10万円金貨

	 	黒箱S61,62銘2点セット	 60万

	32）	在位60年10万円金貨黒箱3点セット	18万

	33）	在位60年10万円金貨黒箱単独	 16万

	34）	神功5円札	 極＋	 70万

	35）	表猪10円札	 極/未	 200万

	36）	表猪10円札	一部修正有	 極	 50万

	37）	裏紫100円札	万葉記号	 美	 110万

	38）	裏赤200円札	 未−	 18万

	39）	日本武尊千円札	 極	 25万

	40）	4次100円札	最終組7352組	未	 30万

	41）	聖徳太子1万円札A-A	PCGS	UNC5	100万

	42）	高橋50円札100枚帯封一部シミ有	未	 50万

	43）	旧岩倉500円札A-A	PCGS	C-Unc	 30万

	44）	旧福沢1万円札	黒1～8ゾロ	各未	 20万

	45）	伊藤千円札	青1～8ゾロ	 各未	 15万

	46）	米20ドル金貨1907立像	ハイレリーフフラットリム

	 		 AU	 95万

	47）	英クラウン銀貨1847	ヴィクトリアゴチック	UNC	 70万

	48）	英ヴィクトリアオールド5P金1893	NGC	MS60	 75万

	49）	英領インド	モハール金貨1841	ヴィクトリア	VF＋	40万

	50）	スイス100フラン金貨1925	アルプスの少女EF	155万

	51）	マケドニアアレクサンダー大王金銀銅貨3種EF	50万

	52）	ポントス王国スタテル金貨ミトラダデスⅥ	NGC	 20万

	53）	東ローマ帝国ソリダス金貨テオドシウスⅡVF	157,000

	54）	東ローマ帝国ソリダス金貨レオⅠVF	 162,000

	55）	クシャン帝国スタテル金貨ヴァスデーヴァⅡ	 283,000

	56）	ヴェネツィア共和国ゼッキーノ金グロッソ銀2点	 14万

	57）	竜文切手	4種セット	 各未	 12万

●ケネディ・スタンプ・クラブ  

　 §ブース№A-2

TEL 03-3353-6755

	1）	天保五両判金	 	 極美品	 143万

	2）	享保小判金	 極美品	 46万

	3）	元文小判金	セ仁	 極美品	 20万

	4）	文政小判金	九七	 極美品	 19万

	5）	天保小判金	石生	 極美品	 18万

	6）	万延小判金	九キ	 極美品	 12万

	7）	慶長一分判金	 極美品	 12万

	8）	宝永一分判金	 極美品	 11万

	9）	享保一分判金	 極美品	 55,000

	10）	万延一分判金	 美品	 11万

	11）	真文二分判金	 美品	 65,000

	12）	草文二分判金	 美品	 	6万

	13）	旧5円金貨	明治3年	 未使用	 34万

	14）	旧5円金貨	明治5年	 未使用	 25万

	15）	新20円金貨	明治30年	未使用	 20万

	16）	新20円金貨	明治39年	未使用	 38万

	17）	新20円金貨	大正6年	 未使用	 21万

	18）	新10円金貨	明治30年	未使用	 	8万

	19）	新10円金貨	明治36年	未使用	 16万

	20）	新10円金貨	明治41年	未使用	 11万

	21）	新10円金貨	明治42年	未使用	 11万

	22）	新5円金貨	明治30年	 未使用	135,000

	23）	裏猪10円	 未使用	 45万

	24）	横書20円	 準未使用	 38万

	25）	外国マイナーコイン700g	 1,500

	26）	復興金貨4次贈呈用	 60万

27）	日本記念切手使用済紙無し100g	 1,000

	28）	外国切手使用済紙無し100g	 1,000

	29）	外国切手	単品	 未使用	 30

	30）	外国小型シート	 未使用	 	100

本誌販売目録品につきまして、一品物である場合、	
会期初日店頭に並ばない商品もございます。
事前に各店舗に在庫の有無をお電話で確認することを	
お勧めいたします。

販売目録
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●野﨑コイン		

　 §ブース№A-3

TEL 03-3389-5958

	1）	和同開珎	 	 25万

	2）	万年通宝	横点万年	 18万

	3）	長年大宝	小字	 28万

	4）	寛平大宝	青錆	 12万

	5）	元和通宝	小字	背一	 12万

	6）	二水永	広三	 65,000

	7）	寛永銭	十字寛	母銭	 18万

	8）	寛永銭	水戸	広穿背卜	母銭	 35,000

	9）	寛永銭	万延期	小字	母銭	 85,000

	10）	箱館通宝	母銭	 45,000

	11）	旧20円金貨	M3	 	 極美	 680万

	12）	新20円金貨	M30	 未	 28万

	13）	新5円金貨	M30	 極美	 12万

	14）	旧1円金貨	M4後期	 38,000

	15）	旧2円金貨	M3	 13万

	16）	明和五匁銀	 12万～

	17）	秋田つば銭	長尾	 未	 38,000

	18）	五位堂絵銭	鉄	五三桐背井桁キ	 75,000

	19）	五位堂絵銭	梅	小型	 48,000

	20）	万延二分金	明治型	 85,000

	21）	万延二分金	安政型	 11万

	22）	万延一分金	ハネ分	 95,000

	23）	丸福金貨	ACCA	AU	 68万

	24）	アメリカモルガン1＄CCミント	35,000

	25）	スイス5フラン銀貨	1851	 88,000

	26）	ロシアバレリーナ25ルーブル	パラジウム	 13万

	27）	大東一銭銀銭	1882～83	 58,000

	28）	大東二銭銀銭	1882～83	 85,000

	29）	S56	50円貨穴ズレエラー	 68,000

	30）	S25	5円貨穴ズレエラー	 58,000

●アローインターナショナル		

　 §ブース№A-4

TEL 03-3839-3123

	1）	USA	1893年イザベラ記念25c

	 		 PCGS-AU58	 52,000

	2）	USA	1900年ラファイエット記念$1

	 		 PCGS-MS63	 21万

	3）	USA	1922年グラント記念50c

	 	PCGS-MS64	 42,000

	4）	USA	1928年ハワイ記念50c

	 	PCGS-MS63	 28万

	5）	USA	1935年スペイントレイル記念

	 	50c	PCGS-MS66	 22万

	6）	USA	1935-S年サンディエゴ記念$1

	 	PCGS-MS65	 19,500

	7）	USA	1936年エルジン記念50c

	 	PCGS-MS64	 32,000

	8）	USA	1936年ロビンソン記念50c

	 	PCGS-MS64	 29,000

	9）	USA	1936ウィスコンシン記念$1

	 	PCGS-MS65	 39,000

	10）	USA	1936年ヨーク記念50c

	 	PCGS-MS65	 34,000

●小林スタンプ商会		

　 §ブース№A-5

TEL 03-3860-5750

	1）	和桜黄2銭スミ点貼布告周囲カット	5万

	2）	旧小判2、4銭貼不足便静岡裁判所	 2万

	3）	第二軍第九局威海衝差立軍事郵便	16万

	4）	小判5厘葉書鏡字ボタ最終日便	 5万

	5）	小判1銭葉書岐阜鐿字ボタ消	 3万

	6）	小判1銭葉書宮崎ボタ消	 6万

	7）	2銭外信往復に収入印紙貼鉄郵 消	2万

	8）	菊25銭②枚貼外信書留便大阪→英国	8万

	9）	立太子礼③枚貼坊子野戦局消葉書	10万

	10）	分銅葉書に昭和大礼6銭貼速達便	 6万

	11）	林式押印器消大5年私自裏林理作氏	15万

	12）	昭白5銭貼為替票パラオ移動分室消	10万

	13）	昭白10銭貼TITIBU-MARU	 6万

	14）	ご婚儀3銭支那加刷貼上海→内地宛	 8万

	15）	郵便創始④種完貼FDC大阪消	 10万

	16）	郵便創始③種貼FDC西宮消	 5万

	17）	ご帰朝④種完貼FDC横浜消	 3万

	18）	UPU25年④種完貼FDC横浜消	 4万

	19）	制定S/S池田櫛型（16年7月8日）消	 22万

	20）	同上貼東京中央→神戸宛航空書留便	50万

	21）	日光S/SにTATSUTAMARU消	3万

	22）	立太子礼S/S折り曲げ貼実逓FDC	5万

	23）	ゼロ付五重塔田型 貼KYOTO消	6万

	24）	ロシア切手貼1次大戦長崎局検閲便	 5万

	25）	琉球50銭封緘初版ウラノリシミ有	6万

	26）	昭和切手スマトラ消12枚ロット	 1万

	27）	新毛軍事3銭貼満州事変時大石橋消	18万

	28）	旧毛1１／２銭P.12＋右カスミ罫大正6年	8万

	29）	14円姫路城単貼広島機械印消ハガキ	3万

	30）	印刷文化記葉に立山75円貼京都欧文	4万

●ユキオスタンプ		

　 §ブース№A-6

TEL 052-261-8024

	1）	48文単貼西京市内便M5年	 100万

	2）	百文3枚貼島田検査済西京宛M5年	 70万

	3）	松田朱2銭単貼岐阜検査済M6年	 30万

	4）	松田半銭4枚貼名高検査済	 35万

	5）	和桜黄2銭貼浜松検査済M7年	 25万

	6）	青一政府21版シート	少難有	F	 60万

	7）	竜48文1版未使用初期印刷	VF	 4万

	8）	竜48文2版未使用三日月竜	VF	 5万

	9）	竜百文2版未使用フルマージン	F	 8万

	10）	竜二百文2版未使用フルマージン	VF	 30万

	11）	竜半銭1版未使用三日月竜	VF	 5万

	12）	竜1銭1版未使用	少難品	 F	 10万

	13）	竜1銭2版未使用うで落ち竜	VF	 10万

	14）	竜2銭	未使用縞紙	 VF	 11万

	15）	竜5銭	未使用縞紙	田型	 VF	 50万

	16）	キ半銭松田印刷未使用	 OH	F	 36万

	17）	キ半銭政府印刷未使用	 NG	F	 32万

	18）	青一T.Ⅲ13版	未使用	LH	VF	 8万

	19）	朱2銭松田印刷MLL未使用	NG	F	 5万

	20）	和桜黄2銭T.Ⅲ8版	 OH	VF	 7万

	21）	和桜10銭政府印刷未使用	OH	VF	11万

	22）	和桜20銭重弁落ち未使用	NH	VF	10万

	23）	和桜30銭	未使用	 NH	VF	 12万

	24）	和桜2銭（タ）	未使用	 LH	VF	 7万

	25）	和桜6銭（ロ）	未使用	～NG	F	 18万
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	26）	和桜30銭（イ）	未使用	NH	VF	 50万

	27）	和桜30銭（イ）	未使用	 OH	F	 32万

	28）	洋桜6銭（ヌ）	未使用	 OH	F	 10万

	29）	洋桜10銭（ハ）	未使用	 NH	F	 15万

	30）	手彫切手未・済入荷多数あります。

●ワールドコインズ・ジャパン		

　 §ブース№A-7

TEL 03-5777-0351

	1）	明和五匁銀	VF～EF	 美品	 15万

	2）	安政二朱銀	VF～EF	 美品	 15万

	3）	明治一分銀	Hh	PCGS-MS64	 3万

	4）	元文文政天保安政両面大黒豆板	16,000～

	5）	万延小判金	 極美品	 9万

	6）	安政二分金	 美～極美品	12,000～

	7）	元文一分金	 並～美品	13,000～

	8）	天保一分金	 美～極美品	18,000～

	9）	旧一圓銀貨M3	PCGS-MS64	 11万

	10）	新二十圓金貨T3	PCGS-MS64	 27万

	11）	新二十圓金貨T9特年	 -FDC	 54万

	12）	竜二十銭銀貨M21	PCGS-MS63	 11万

	13）	稲一銭青銅貨M39特年NGC-MS65RB

	 130万

	14）	試作五銭S8二種NGC-PF63-65	 50～80万

	15）	試作十銭S8二種NGC-PF63-65	 45～80万

	16）	試作十銭S21KM-Pn80NGC-MS63	 140万

	17）	日本近代金銀銅貨各種多数スラブ入り有

	18）	ミシア、キジコスELStater金銀合金C.550-500BC

	 	ライオンとラム	NGC-ChVF5/5,4/5	 60万

	19）	古代ギリシャ、アテネ	テトラドラクマ銀貨C.440-404BC

	 	アテナイ女神／フクロウ	NGC-ChXF-AU	99,000～

	20）	トラキア王国テトラドラクマ銀貨305-281BC

	 	アレクサンドロス3世	NGC-ChXF4/5,4/5	 20万

	21）	リシア、ファセリアStater銀貨紀元前4世紀中頃

	 	ガレー船の船首／船尾NGC-MS5/5,4/5	 18万

	22）	パルティア王国テトラドラクマ銀貨C.121-91BC

	 	ミトラダテス2世	NGC-ChAU4/5,4/5	 16万

	23）	ローマ帝国アウレウス金貨ハドリアヌスAD117-138

	 	皇帝右向き像／太陽神5/5,4/5NGC-XF	72万

	24）	ビザンチン帝国ソリダス金貨AD945-963コンスタンティヌス

	 	7世とロマヌス2世	キリストNGC-ChXF	 18万

	25）	ササン朝ペルシャDinar金貨各種多数

	26）	クシャン朝インドStater金貨多種多数

	27）	古代ギリシャ、ローマ、オリエントの金銀銅貨各種多数

	28）	オーストリア、オルミュッツ司教領Thaler銀貨

	 	1820年D41ルドルフ・ヨハンPCGSMS62	 20万

	29）	フランスECU銀貨1717年ミントマーク9（レンヌ）

	 	D1326	ルイ15世幼年像	NGC-MS62	 15万

	30）	ドイツ・ブランシュバイク、ウォルフェンビュテル	5Mark銀貨

	 	1915年KM1164PCGS64CAM	 25万

	31）	イギリス試作GarterDollar銅打貨1804

	 	ESC1958ジョージⅢPCGSグリーンラベルPR64BN	65万

	32）	イギリスクラウン銀貨1893年LVI	D108,KM783

	 	ヴィクトリアオールド	 PCGS-PR64	 48万

	33）	イタリア、シチリア12Tari銀貨1796年D1424

	 	フェルディナンドⅢ	 NGC-MS692	 13万

	34）	スペイン20Reales銀貨1808年D308

	 	ホセ・ナポレオン	 NGC-MS62	 28万

	35）	スイス、フリブール4フランケン銀貨1813年D363,KM79

	 	騎士立像／カントンの紋章	NGC-MS62	14万

	36）	ドイツ領東アフリカ2Rupien銀貨1893年	KM5

	 	皇帝ウィルヘルムⅡ	PCGS-PR61CAM	 80万

	37）	オランダ東インド、ホラントデュカトン銀貨1739年	VOC

	 	KM71騎馬像／紋章	PCGS-XF40	 35万

	38）	世界の大型銀貨各種多数	スラブ入多数

	39）	フランス100フラン金貨ナポレオンⅢ、無冠、月桂冠、

	 	エンゼル	年号状態スラブ入各種多数	 16万～

	40）	イギリス5ポンド金貨1887,1902各種	 26万～

	41）	イタリア、サルジニア80,100Lire金貨多数	15万～

	42）	アメリカ20ドル金貨頭像立像多数	 17万～

●アカデミー商会		

　 §ブース№A-8

TEL 052-583-1144

	1）	文政小判金	 	 美	 19万

	2）	天保小判金	 	 極上	 19万

	3）	万延小判金	 	 美	 11万

	4）	文政二分判金	真文	 	 美	 75,000

	5）	万延二分判金	明治型	 	 美	 70,000

	6）	万延一分判金	止分	 	 極	 23万

	7）	一朱銀	未選別	 美	 1,500

	8）	庄内一分銀	 美	 15,000

	9）	水戸虎銭	 	 美	 55,000

	10）	財務省放出旧1円銀貨M4後期美B	7万

	11）	財務放出新金貨3点セットM30美B	 48万

	12）	財務省放出新5円金貨M44	極	 25万

	13）	財務省放出新5円金貨M45	極	 25万

	14）	貿易銀	明治9年	 	 美	 15万

	15）	大珍品五重塔航空40円プルーフ	 応談

	16）	平和条約8円プルーフ3連刷	 応談

	17）	日赤創立75年5円6枚B色見本	 16万

	18）	35円金魚12枚B色見本無目打朱色	28万

	19）	司法保護2円プルーフ	 応談

	20）	日露戦役凱旋1銭5厘銘版田型

	 		 OH	 45,000

	21）	昭和立太子礼かんむり	 OH	 86,000

	22）	見返り美人月に雁単版セット3級品	3,700

	23）	平成30年年賀小型シート	 200

	24）	郵便普及協会使用済箱昭和50年代	 2,500

	25）	エンタイヤ手彫いろいろ

	26）	初日カバー新しいところ額面販売	50～

	27）	地方自治500円クラッド貨各県	 800～

	28）	地方自治千円カラー銀貨A・B各県

	29）	2020東京五輪カラー千円銀貨	 40,000

	30）	外国マイナーコイン状態良品	 50～

●日郵コイン		

　 §ブース№A-9

TEL 090-2178-2415

	1）	板垣100円ゾロ目全揃8枚	 130万

	2）	板垣100円超特大耳紙付	 49万

	3）	分銅5円	 未使用	 110万

	4）	旧国立銀行5円	 美品	 150万

	5）	裏紫100円	 極美品	 90万

	6）	かじや5円	 極美品	 32万

	7）	中央武内5円	 完未	 50万

	8）	裏赤200円	 完未	 35万

	9）	明治通宝5円	 極美品	 32万

	10）	明治通宝10円	 極美品	 19万

	11）	大蔵卿20銭	 未使用	 55,000
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	12）	大蔵卿50銭	 未使用	 36万

	13）	日本武尊千円	 極美品	 23万

	14）	大黒1円	 美品	 38,000

	15）	大黒1円	 未使用	 29万

	16）	大黒5円	 極美品	 70万

	17）	神功皇后1円	 美品	 59,000

	18）	神功皇后5円	 極美品	 65万

	19）	白ひげ5円	 未使用	 5万

	20）	透かし大黒5円	 極美品	 14万

	21）	藤原200円	 未使用	 35,000

	22）	漢数字1円	 極美品	 18,000

	23）	天保五両判金	 極美品	 180万

	24）	慶長小判金	 美品	 130万

	25）	元文小判	 	 20万

	26）	文政小判	 	 18万

	27）	天保小判	 	 18万

	28）	万延小判	 	 99,000

	29）	慶長一分金	前期	 	 23万

	30）	新20円金貨	明治44年 	完未	 28万

	31）	旧5円金貨 	明治3年	極美品	 32万

	32）	旧2円金貨 	明治3年	極美品	 16万

	33）	新20円金貨	 	 美品	 18万

	34）	貿易銀	明治8年	 	 15万

	35）	享保丁銀	124.14g	 	 14万

	36）	享保両面大黒豆板銀	4.7g	 6万

	37）	安政二分金	 19,000

	38）	元文一分金	 2万

	39）	旧1円銀貨	 35,000

	40）	新1円銀貨	明治11年丸銀	 5万

	41）	新1円銀貨	明治14年	 2万

	42）	旭日竜小型50銭銀貨明治4年	未使用	4万

	43）	旭日竜5銭銀貨	明治3年	 22,000

	44）	震災復興金貨	 13万

	45）	震災復興銀貨	 16,000

	46）	2020東京オリンピック銀貨	 4万

	47）	2020東京パラリンピック銀貨	 2万

	48）	新幹線千円銀貨	 35,000

	49）	国連千円銀貨	 1万

	50）	地方自治千円銀貨（一部除き）	 各7,000

	51）	地方自治500円プルーフ（一部除き）	各2,000

	52）	地方自治カード式500円（一部除き）

	 各1,000

	53）	年賀切手昭和25年とら小型シート	1万

	54）	中宮寺50円菩薩小型シート	 18,000

	55）	見返り美人	1シート	 2万

	56）	月に雁	1シート	 2万

	57）	手彫切手竜1銭3版	 	 	 20万

	58）	きじ航空セット	 3万

	59）	第2回国体80面シート	 93,000

	60）	第5回国体シート	 75,000

●カードショップトレジャー		

　 §ブース№A-10

TEL 03-3389-2222

	1）	享保大判金	方乗元書	 	 極	 	540万

	2）	慶長小判金	前期無刻印	 	極	 180万

	3）	元禄小判金	長元	 	 極	 190万

	4）	安政一分金	 	 極	 30万

	5）	万延一分金	ハネ分	MS63	 未	 16万

	6）	元禄二朱金	 	 美	 26万

	7）	饒益神宝	小字	 	 美	 140万

	8）	財務省旧10円金貨明4無輪	美品A	92万

	9）	財務省旧5円金貨	明5	 美品A	 35万

	10）	財務省旧5円金貨	明9	 美品B	 90万

	11）	旧20円金貨	明3	 	 極＋	 640万

	12）	旧5円金貨明3明瞭ウロコMS64	未	 46万

	13）	旧5円金貨	明4	MS66	 完未	 75万

	14）	旧5円金貨	明5	 	 準未	 27万

	15）	旧2円金貨	明3	 	 極	 15万

	16）	新20円金貨	明37	 	 準未	 30万

	17）	新20円金貨	明41	 	 未	 78万

	18）	新20円金貨	大7	 未	 28万

	19）	旧1円銀貨	明3	欠貝円	 	 極	 25万

	20）	新1円銀貨	明7後期浅彫 	極	 35万

	21）	新1円銀貨	明36	MS66＋	完未	 48万

	22）	龍50銭銀貨	明36	MS65	 未	 12万

	23）	稲5銭白銅貨	明36	MS63	 未	 24万

	24）	表猪10円札	 	 極	 120万

25）	シベリア出兵軍票1円、50、20、10銭

	 		 4枚セット	 13万

	26）	オーストリア100コロナ金貨雲上の女神AU58	 110万

	27）	米ウルトラハイレリーフ20$金貨2009MS70	完未	29万

	28）	テレホンカード各種	未使用5,000種類

	 	希望のジャンルを電話にて問い合わせ下さい。

●古仙堂		

　 §ブース№A-11

TEL 03-3947-6476

日本の古銭、近代銭、紙幣および外国の	

コインや紙幣を多数お持ちいたします。

ぜひお立ち寄り下さい。

●駅前コイン		

　 §ブース№A-12

TEL 03-3256-4384

	1）	旧5円金貨	明治3年	 	 未	 37万

	2）	旧5円金貨	明治3年明瞭ウロコ	
	 	
	 未	 40万

	3）	旧5円金貨	明治4年75°傾打	 	未	 50万

	4）	旧5円金貨	明治6年	 	 未	 28万

	5）	旧1円金貨	明治4年後期	 	未	 75,000

	6）	新20円金貨	大正6年	 	 未	 28万

	7）	新10円金貨	明治42年	 	 未	 95,000

	8）	新5円金貨	明治31年	 	 未	 12万

	9）	享保小判金	 	 美品	 52万

	10）	元文小判金	色良	 	 美品	 22万

	11）	文政・天保小判金	 	 美品	各18万

	12）	慶長一分判金	額縁	 美品	 17万

	13）	古南鐐二朱銀	大型	 美品	 5万

	14）	文政丁銀	 美品	 6万

	15）	安政丁銀	 美品	 35,000

	16）	甲州一分金	背定	 	 美品	 10万

	17）	和同開珎	 	 極美品	 28万

	18）	神功開宝	 	 美品	 5万

	19）	2020引継オリンピック銀貨	 4万

	20）	2020引継パラリンピック銀貨	 2万

	21）	東日本震災復興金貨1～4次	 各13万

	22）	地方自治カラーA	47種全揃	 35万

	23）	地方自治カラーB	切手付	 各種

	24）	地方自治500円交換、プルーフカード各種
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	25）	長野オリンピック金貨3種全揃

	26）	昭和天皇在位60年金貨2点ミント	60万

	27）	穴ズレエラー	5円50円	 35,000～

	28）	樋口5千円黒ゾロ目	8種全揃	未	 35万

	29）	野口千円	黒ゾロ目	8種全揃	未	 10万

●大盛スタンプコーナー		

　 §ブース№A-13

TEL 03-3463-3640

	1）	元文小判金	 	 極	 23万

	2）	文政小判金	 	 美	 18万

	3）	天保小判金	 	 美	 18万

	4）	安政一分判金	ハネ分	 	 極	 27万

	5）	文政一朱金	角一朱	 美	 65,000

	6）	旭日竜20銭銀貨	M4欠銭	 美	 12,000

	7）	旭日竜5銭銀貨	M3	 美	 23,000

	8）	旭日竜5銭銀貨	M4	 美	 7万

	9）	竜5銭銀貨	M7	 極	 7万

	10）	半銭銅貨	M10角ウロコ	 美	 6万

	11）	半銭銅貨	M6	 未	 65,000

	12）	稲5銭白銅貨	M31	 未	 2万

	13）	財務省新10円金貨	M41	 美A	 13万

	14）	寛永通宝	未選別100枚	 3,000

	15）	裏赤200円札	 極	 20万

	16）	漢数字1円札	 極	 4万

	17）	昭和11年	年賀小型シート	VF	 16万

	18）	年賀小型シート	S25～各年	 特価

	19）	こどもの日S/S	 VF	 5万

	20）	郵便創始50年	10銭	 VF	 4万

	21）	関東局30年	10銭	 VF	 3万

	22）	月に雁シート	 3万～

	23）	見返り美人シート	 2万～

	24）	制定シート	 VF	 28万

	25）	琉球100円加刷	 VF	 26万

	26）	記念切手少難品	 特価

	27）	記念・公園他	各種満月印	 特価

	28）	新入荷FDC他	 特価

	29）	大珍品！第4回万国郵便大会議	贈呈帳

	 		 	完本	 450万

●日本郵便趣味協会		

　 §ブース№A-14

TEL 03-3821-4847

	1）	My旅レターブック富士山	 3,500

	2）	My旅レターセット鎌倉	 1,800

	3）	My旅レターセット京都	 3,500

	4）	日本の建築	切手帳	3集	 4,000

	5）	日本の建築	切手帳	2集	 5,000

	6）	日本の建築	切手帳	1集	 12,000

	7）	ぽすくまと仲間たち	LS	 2,000

	8）	ビューティフルJAPAN	 8,000

	9）	ハート切手	レターセット	 2,000

	10）	ぽすくまおたよりセット	 1,700

	11）	伊勢志摩サミット小型シート	 5,000

	12）	伊勢志摩サミット閣僚会議	 2,500

	13）	ミッフィー折り紙	レターセット	 2,000

	14）	グリーティングJAPAN	 12,000

	15）	ハローキティ地方版47種	 25,000

	16）	星の物語完結編セット	 3,000

	17）	国際切手展金箔小型シート	 3,000

	18）	南極観測50年シール式セット	 2,000

	19）	ポケモン	ブックレット	 3,000

	20）	愛知博	パビリオン版9種	 25,000

	21）	FIFAワールドカップ会場版揃	 12,000

	22）	2015.2.2発行	普通切手帳	 12,000

	23）	昭和立太子礼	3種完	 200,000

	24）	飛行試行	2種完	 220,000

	25）	逓信記念日制定小型シート	 250,000

	26）	郵便創始75年初版小型シート	 160,000

	27）	年賀「華山の富士」袋付	 180,000

	28）	竜文切手	4種完	 240,000

	29）	竜銭切手	4種完	 320,000

	30）	琉球	100円加刷	 250,000

●フクオ・スタンプ社		

　 §ブース№A-15

TEL 03-3387-7741

	1）	こども博小型シート	 難	 1万

	2）	見返り美人シート	 難	 15,000

	3）	年賀	昭25	応挙の虎小型シート	難	 5,000

	4）	制定小型シート	 難	 5万

	5）	飛行試行切手2種	 	 難少	 85,000

	6）	昭和立太子礼3種	 難	 6万

	7）	写楽シート	 5,000

	8）	第五回国体シート	 6万

	9）	天保小判金	 	 18万

	10）	享保小判金	 	 52万

	11）	旧10圓金貨	M4	財務省	 美A	 94万

	12）	旧2圓金貨	M3	財務省	 美B	 19万

	13）	旧5圓金貨	M6	 	 未	 28万

14）	新5圓金貨	M30	 	 極美	 11万

	15）	旧1圓銀貨	M3	 	 美	 4万

	16）	秋田四匁六分銀判	 56,000

	17）	議事堂拾圓	福耳エラー大	 18万

	18）	4次百圓	福耳エラー大	 8万

	19）	2020東京パラリンピックカラー千円銀貨	 2万

	20）	収集用品（テージー・東邦プランニング）	特価

●セキグチ		

　 §ブース№A-16

TEL 027-232-5789

	1）	万延大判金	のし目打元書	 	極	 268万

	2）	慶長小判金	細目打	 	 美上	 100万

	3）	寶永小判金	 	 美上	 95万

	4）	享保小判金	弘字	 	 美	 58万

	5）	享保小判金	 	 美	 48万

	6）	元文小判金	異式槌目無刻印 	極	 45万

	7）	元文小判金	 	 美	 20万

	8）	文政小判金	 	 美	 18万

	9）	天保小判金	 	 美	 18万

	10）	安政小判金	 	 美上	 58万

	11）	明和五匁銀	 	 美	 15万

	12）	琉球封印銭	 美	 15万

	13）	上州鉛切手銭	代二十四文	美上	 75,000

	14）	文久貨泉	当百・半百	2種	美上	 18万

	15）	改三分定銀	小字	 	 美上	 85万

	16）	水戸大黒銭	 美	 55,000

	17）	財務省旧20円金貨	明3	 極	 950万

	18）	財務省旧10円金貨	明4無輪

	 		 美品A	 88万
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	19）	財務省旧5円金貨	明7	 美品A	 65万

	20）	旧10円金貨	明4無輪	 	 未	 88万

	21）	旧5円金貨	明5	 	 未	 29万

	22）	旧5円金貨	明6	 	 未	 28万

	23）	新20円金貨	大6	 	 未	 26万

	24）	新20円金貨	大7	 	 完未	 32万

	25）	新10円金貨	明42	 	 未	 95,000

	26）	貿易銀	明8	 	 極	 20万

	27）	貿易銀	明9	 	 極	 18万

	28）	貿易銀	明10	 	 極上	 28万

	29）	陰打	竜1銭	明8	 美上	 88,000

	30）	陰打	竜1銭	明9	 美上	 78,000

●アサヒスタンプ		

　 §ブース№A-17

TEL 03-3910-9005

	1）	お年玉切手シート	昭和25年	 3万

	2）	お年玉切手シート	昭和25年	難有	5,000

	3）	お年玉切手シート	昭和26年	 8,000

	4）	お年玉切手シート	昭和26年	難有	3,000

	5）	お年玉切手シート	昭和27年	 18,000

	6）	お年玉切手シート	昭和27年	難有	9,000

	7）	お年玉切手シート	昭和28年	 15,000

	8）	お年玉切手シート	昭和28年	難有	6,000

	9）	お年玉切手シート	昭和29年	 6,000

	10）	お年玉切手シート	昭和29年	難有	2,000

	11）	お年玉切手シート	昭和30年	 8,000

	12）	お年玉切手シート	昭和30年	難有	3,000

	13）	お年玉切手シート	昭和31年	 5,000

	14）	お年玉切手シート	昭和31年	難有	2,000

	15）	逓信記念日小型シート	 13万

	16）	文化人シリーズセット	 難有	 1万

	17）	観光地百選シリーズセット	難有	15,000

	18）	飛行試行	印付2枚組	 7万

	19）	5円玉穴ズレエラー	昭和24年	 28,000

	20）	5円玉穴ズレエラー	昭和25年	 2万

	21）	5円玉穴ズレエラー	昭和26年	 35,000

	22）	5円玉穴ズレエラー	昭和27年	 12,000

	23）	5円玉穴ズレエラー	昭和28年	 12,000

	24）	5円玉穴ズレエラー	昭和32年	 18,000

	25）	5円玉穴ズレエラー	昭和33年	 15,000

	26）	5円玉穴ズレエラー	昭和34年	 15,000

	27）	5円玉穴ズレエラー	昭和35年	 15,000

	28）	5円玉穴ズレエラー	昭和36年	 12,000

	29）	5円玉穴ズレエラー	昭和37年	 15,000

	30）	5円玉穴ズレエラー	昭和38年	 45,000

●コレクション・ハウス		

　 §ブース№A-18

TEL 043-247-0886

	1）	慶長小判金	前期無刻印	 	 180万

	2）	元文小判金	 	 20万

	3）	文政小判金	 	 18万

	4）	天保小判金	 	 18万

	5）	旧5円金貨	明治3年	 	 未	 35万

	6）	旧1円金貨	明治4年	 	 未	 75,000

	7）	旧1円銀貨	明治3年	 5万

	8）	竜5銭銀貨	明治6年	 未	 1万

	9）	竜5銭銀貨	明治8年	 未	 1万

	10）	竜10銭銀貨	明治10年	 未	 15,000

	11）	漢数字1円札	 2万

	12）	裏猪10円札	アラビア記号	 12万

	13）	横書20円札	 15万

	14）	明治通宝1円札	 未	 5万

	15）	明治通宝2円札	 8万

	16）	1964東京五輪千円銀貨百円銀貨セット	2,500

	17）	2003冬季アジア大会青森りんご		 28,000

	18）	2017冬季アジア大会札幌	 12,000

	19）	2007ユニバーサル技能五輪国際大会	 	6,000

	20）	新幹線開業50周年記念百円貨9種揃	 2,500

	21）	地方自治60周年500円バイクラッド貨		800～

	22）	地方自治60周年1000円カラー銀貨	 7,000～

	23）	ミントセット・プルーフセット各種	 1,000～

	24）	昭和・平成	現行コイン	各種	 100～

	25）	外国マイナーコイン	各種	 100～

	26）	外国紙幣	各種	 100～

	27）	逓信記念日	小型シート	 12万

	28）	バーコード付切手カラーマーク付10枚ブロック	 5万

	29）	日本切手	小型シート	各種	 100～

	30）	日本紙付	未整理切手500グラム	 1,000

●和楽屋		

　 §ブース№B-1

TEL 090-8654-5163

	1）	慶長小判金	最前期無刻印 	極	 220万

	2）	慶長小判金	前期	 	 美品	 150万

	3）	元文小判金	 	 美品	 21万

	4）	文政小判金	 	 美品	 19万

	5）	天保小判金	 	 美品	 18万

	6）	万延小判金	 	 美品	 12万

	7）	万延小判金	 	 美品	 11万

	8）	財務	新10円金貨明41年	美品A	 13万

	9）	旧一円金貨明治4年	前期 	美品	 15万

	10）	新5円金貨明治44年	 	 美品	 12万

	11）	貿易銀明治9年	 	 美品	 18万

	12）	天保丁銀	 美品	 38,000

	13）	安政丁銀	 普通品	 35,000

	14）	地方自治500円プルーフ各種	1,500より

	15）	1970年	海外用貨幣セット	 1,000

	16）	1972年	海外用貨幣セット	 1,000

	17）	5円黄銅貨昭和25年穴ズレエラー	美品	12,000

	18）	5円黄銅貨昭和23年傾打エラー	極美品	2万

	19）	2018名古屋貨幣まつり貨幣セット		2,800

	20）	2018大阪桜の通り抜け貨幣セット		2,500

	21）	2018広島桜の回り道貨幣セット	 2,800

	22）	近年の見本字切手台紙貼り1枚	 100

	23）	現行切手満月消リーフ貼りコレクション崩れ	100～

	24）	外国切手リーフ貼りコレクション崩れ1リーフ	100～

	25）	テレホンカード各種	1枚	 500～

	26）	飛行試行2種各4枚ストリップ	 シミ有	 30万

	27）	制定シート裏面に特印付シミ有	 10万

	28）	近年の記念切手シート単片各種取り揃え

	29）	近年の限定発売物切手	各種取り揃え

	30）	日本切手紙付記念切手のみ500g	 2,500

●陽光郵泉社		

　 §ブース№B-2

TEL 03-6278-9490

	1）	太閤軍用銀	 8万

	2）	円銀	明治14年降四	 極美	 25万

	3）	文政丁銀	138g	 5万
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	4）	元文丁銀	187g	 5万

	5）	旧壱円銀貨	明治3年	 4万

	6）	寛永通宝	ナンバ額輪	母銭	 3万

	7）	アメリカ	5c	1913	 未	 1万

	8）	ドイツ	ツェペリン	1930	5RM	3RM	2枚

	 5万

	9）	甲州一分金	 9万

●アベノスタンプコイン社		

　 §ブース№B-3

TEL 06-6621-4634

	1）	大阪為替会社	金五両札	 20万

	2）	太政官	金拾両札	 5万

	3）	寛永通宝	100枚	 2,000

	4）	文政丁銀	 7万

	5）	キップ	 全品20%引き

	6）	元文一分金	 2万

	7）	小型50銭銀貨	昭和13年	 1万

●フクオ		

　 §ブース№B-4

TEL 03-3373-5901

	1）	外国切手	未使用セット	 百円均一

	2）	外国切手	各種10,000セット	 百円均一

	3）	外国カバー	 百円均一

その他、多数のお品物をご用意しておりま

す。ぜひお立ち寄り下さい。

●アンティーリンク		

　 §ブース№B-5

TEL 03-5958-7688

	1）	中国銀錠	宋代～清代	 各種

	2）	中国金錠	宋代～清代	 各種

	3）	中国現代金銀銅記念幣	 各種

	4）	中国古文銭、歴代銭	 各種

	5）		中国紙幣：明代、清代、民国、邊区、人

民銀行券	 各種

	6）		日本在外銀行券：華興、冀東、横濱正金、

満州、儲備、連銀、蒙彊、夏門商業

	7）	中国銀幣	 各種

	8）	外国金銀貨	 各種

	9）	日本小判、古金銀	 各種

	10）	南宋金葉子（金錠）	 価格相談

	11）	清代壱両金錠	 40万

	12）	南宋25両銀錠	 価格相談

	13）	南宋12.5両銀錠	 価格相談

	14）		東三省官銀號加刷満州中央銀行

	 	拾圓、伍圓、壱圓の様本	 未	 1000万

	15）	旧5円金貨	明治6年	準未	 	 31万

	16）	甲州露一両金	 	 美	 390万

	17）	慶長丁銀	前期	116g	 	 美	 150万

	18）	天正通宝	大字	 	 美	 80万

	19）	享保小判金	 	 美	 54万

	20）	安政小判金	へい当	 	 極	 80万

	21）	天保五両判金	 	 極	 145万

	22）	神功皇后10円	 極	 85万

	23）	裏紫100円	 美	 39万

	24）	分銅5円	 極	 63万

	25）	裏大黒5円	 美	 55万

	26）	旧国立銀行券1円	 並	 25万

	27）	旧国立銀行券2円	 並	 48万

●米田スタンプ商会		

　 §ブース№B-6

TEL 047-323-3633

	1）		テレホンカード未使用コミック・アニメ・ディズニー等25000種・

競馬競輪ボート3000種皇室乗用車（バス・F1）・鉄

道・航空機・プロ野球・AV・キャラクター（ペコチャン・ドラ

えもん・キティ）ウルトラマン仮面ライダー・コカコーラ・マックカード・

銀行信金・映画・アイドル特価品等	 800～

	2）	国鉄・JR・イオ・Suica・メトロ・私鉄フリー	1,000～

	3）	NTT初期フリーカード（#999まで）	800～

	4）	電々公社地方版各種	 1,000～

	5）		オレンジ、メトロ、パスネット、QUO、ふみカード、図書カー

ド、イオ・ハイウェイカード使用済み	 300

	6）	図書妻夫木聡NHK天地人直筆サイン入	12,000

	7）	図書	山下永夏	旭化成5,000円	 19,800

	8）	QUO	乃木坂46	秋田銀行	 28,000

	9）	QUO	乃木坂46	東邦銀行	 30,000

	10）	QUO	乃木坂46山陰合同銀行2	 28,000

	11）	QUO	乃木坂46	バイトル	 8,000

	12）	QUO	宇多田ヒカル	スポニチ	 9,800

	13）	QUO	山本陽子	ユキ	 10,000

	14）	QUO	松下奈緒JAバンク各種	 6,800～

	15）	QUO	菊池亜美	平塚競輪	 4,000

	16）	QUO	ワンピース	コカ・コーラ	5枚組	 6万

	17）	QUO	ぽすくま	かもめ～る賞品		 5,000

	18）	新中国	普1	使用済	9種完	 2,500

	19）	新中国	普4	使用済	10種完	 5,000

	20）	新中国明信片各種年賀・紀念等

	21）	新中国実逓カバー（50年代～普・紀・特）

	22）	満州切手	 20種	1,000　30種	3,000

	23）	外国実逓カバー（戦前～80年代）	 100

●エーススタンプ		

　 §ブース№B-7

TEL 03-3693-4959

	1）	旭日竜50銭銀貨大型	明4後期	美品	3,600

	2）	竜50銭	明治35年	 美品	 12,000

	3）	竜20銭	明治8年前期	 美品	 3万

	4）	旭日20銭	明治44年	 美品	 18,000

	5）	慶長通宝	 並品	 5,000

	6）	琉球通宝	 美品	 10,000

	7）	明治二分金	 美品	 6,000

	8）	フランスナポレオンⅢ20フラン金貨1856A	 35,000

	9）	平成28年	1円	 未使用	 2,000

	10）	平成29年	1円	 未使用	 2,500

	11）	平成19年造幣フェア	ミント＋プルーフ	 3万

	12）	平成29年桜の通り抜け（大阪）ミント	 2,600

	13）	メキシコ	メキシコ五輪記念銀貨	1968	 1,500

	14）	世界遺産富士山ミントセット平成26年	 3,000

	15）	世界遺産西洋美術館ミント平成29年	3,000

	16）	昭和すかし無500円SL製造シート	

	 		 美品	 295万

	17）	台湾数字切手	3種揃	 美品	 3万

	18）	円単位塔航空30円銘版付単片印刷庁	2万

	19）	1次新昭和30銭五重塔せますかし

	 	シート	二つ折れ	 3,500

	20）	25年用お年玉小型	応挙の虎	 7,000～

	21）	26年用お年玉小型	兎と少女	 1,500～
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	22）	27年用お年玉小型	おきな	 5,000～

	23）	28年用お年玉小型	三番叟	 1,800～

	24）		国立銘版1円・5円・20円・30円・50

円単片	 300

	25）	文通週間	蒲原	みほん字入	 800

	26）	スーベニアカード協同組合25年（S29）	 400

	27）	スーベニアカード国際切手展91（S30）	 600

	28）	1次昭和2銭乃木香港加刷	 1,000

	29）	平昌オリンピック	メダリストフレーム切手	 各2,000

●多摩フィラテリックセンター		

　 §ブース№B-8

TEL 042-591-7688

	1）	日本

フレッシュな未使用・小判～田沢消印

関係・沖縄・占領地・満州・戦前絵ハ

ガキ・記念切手額面販売

	2）	中国・国別

中国切手帳・FDC入荷

アジア・ヨーロッパ主体に特選切手

（チェコ・ソ連追加整理しました）

カバー・ロット・30円均一

	3）	テーマ別

昆虫・植物・航空・美術など各種テー

マの切手とカバー、MC

	4）		USAクリスマスシール、チェコマッチ

ラベル・外国絵ハガキなど楽しめる品

を用意しました。

是非お立ち寄りください。

●ヘリテージ オークションズ		
　Heritage Auctions

　 §ブース№B-9

世界No.1の貨幣・紙幣のオークション

ハウスであるヘリテージオークションズ

（HA）が香港より出店いたします。

香港で年2回（6&12月）アジア&世界の貨

幣・紙幣オークションを開催いたします。

95%以上の落札率で香港一。

年中募集しております。

是非、当社ブースにお立ち寄り下さい。

HA香港オークション&恒博香港国際貨

幣・紙幣展示即売会

第6回：2018年6月27日（水）～7月1日（日）

第7回：2018年12月5日（水）～12月9日（日）

場所：香港	ザ・ミラ	ホテル	18階

Tel：825-2155-1698

Mail：HK@ha.com

●ミントコンパニエ		
　Myntkompaniet

　 §ブース№B-10

スウェーデンより出店いたします。

外国金貨・銀貨を多数ご用意しております。

ぜひお立ち寄りください。

●スピンク		
　Spink

　 §ブース№B-11

今回、当催事に初出店いたします。

是非ブースにお立ち寄り下さい。

●MSコイン		

　 §ブース№B-12

	1）	1861	T-6	Confederate	currency	$5

	 	PMG	CEF45	 95,000

	2）	1896ハンガリータラークリップ再鋳貨PL/PR	48,000

	3）	1895アメリカ$20金貨Fr178KM74.3	AU	21万

	4）	1897英1/2ソヴリン、1980ソヴリン	ペンダント	75,000

	5）	1902エドワードⅦ	2ポンド	15.98g	 195,500

	6）	1924アメリカ$20金貨立像PCGS-MS66	29万

	7）	1937ジョージⅣ	2ポンド	NGC-PF64	 31万

	8）	1960南ア1ポンド、1/2ポンドPCGS入	135,000

	9）	1961南ア	金貨入9種プルーフセット	 95,000

	10）	1965マン島	復権2000年5ポンド金貨	 23万

	11）	1966ローデシア金貨3種セットケース入り	 43万

	12）	1966マカリオス	ソヴリン、1/2ソヴリンPCGS	 12万

	13）	1976モンゴル750ターパー金貨発行274枚	 285,000

	14）	1980ソヴリン金貨4種セットPCGS-PF69	55万

	15）	1981記念セット5ポンド、ソヴリン金貨、他	 45万

	16）	1982金貨4種セット	PCGS-PR69DC	90万

	17）	1984	5ポンド金貨、ソヴリン金貨	 24万

	18）	1987	5ポンド金貨	発行5、694枚	 24万

	19）	1990エンペラー金貨PCGS-PR69DC	18万

	20）	1991英ソヴリン金貨4種PCGS-PR69DC	 38万

	21）	1995ピーターラビット1/10oz金貨	 4万

	22）	1996サッカーワールドカップ2ポンド	 12万

	23）	1997クック諸島15、30、50ドル丑年金貨	14万

	24）	1997英5ポンド	ケース付	 24万

	25）	1998英	記念50ペンス	PCGS-PF68	 12万

	26）	1999英	ソヴリン金貨4種セット	 34万

	27）	2000英	ソヴリン金貨4種セット	 34万

	28）	2000ザンビア	1kg銀貨	PCGS入	 13万

	29）	2001英ヴィクトリア死去100年発行2098	 26万

	30）	2002盾図案金貨	4種セット	 42万

	31）	2005竜図案金貨	4種セット	 45万

	32）	2008英5ポンド金貨	PCGS69DC	 24万

	33）	2008北京五輪1/3oz	150元金貨	85,000

	34）	2009英ブリタニア金貨	4種セット	 38万

	35）	2011英フィリップ90歳5ポンド金貨プルーフ	 28万

	36）	2011英2、1、1/2、1/4ソヴリン金貨セット	 23万

	37）	2012豪2、1、1/2、1/4oz金貨4種セット	85万

	38）	2012英10ポンド5oz金貨発行250枚	135万

	39）	2016ニウエ200ドル金貨スターウォーズ	ハンソロ	 26万

	40）	2016ミッキーマウス25ドル1/4oz金貨	 8万

●福岡スタンプ		

　 §ブース№B-13

TEL 092-732-3912

	1）	すかしなし8円銘付6枚B	 38,000

	2）	すかしなし2円銘付10枚B	 4,800

	3）	産業図案5円銘付5枚B	 28,000

	4）	産業図案20円銘付田型	 18,000

	5）	産業図案30円銘付田型	 2万

	6）	S25年賀小型シート	 8,000～

	7）	S26年賀小型シート	 3,000～

	8）	S27年賀小型シート	 6,000～

	9）	S28年賀小型シート	 2,000～

	10）	S29年賀小型シート	 2,000～

	11）	外国切手新入荷品	 特価
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	12）	外国切手	未使用セット	 100円均一

	13）	外国切手	小型シート・ブロック

	 100円均一

●世田谷スタンプ・コイン		

　 §ブース№B-14

TEL 03-3429-6953

	1）	慶長小判金	前期	 	 美品	 150万

	2）	天保五両判金	鑑付	 極美品	 170万

	3）	文政天保小判金	各種	 18万より

	4）	慶長一分判金	 	 美品	 12万

	5）	宝永一分判金	無刻印	 13万

	6）	甲州一分金	無背	 	 美品	 15万

	7）	天保一分銀跳ね分長柱座	極美品	 13万

	8）	明和五匁銀	 美品	 15万

	9）	明治4年10円金貨	 	 未使用	 85万

	10）	明治3年5円金貨明瞭鱗	 	未使用	48万

	11）	明治3年5円金貨明瞭鱗	 美品	 22万

	12）	明治4年5円金貨	 	 未使用	 45万

	13）	明治6年5円金貨	 	 未使用	 28万

	14）	明治3年2円金貨	 	 未使用	 19万

	15）	明治40年20円金貨	 	極美品	 58万

	16）	明治3年円銀各種	 3万より

	17）	明治11年円銀浅彫左丸銀	 	美品	85万

	18）	明治12年円銀左丸銀	 	 美品	 58万

	19）	明治16年円銀プルーフライク	 未使用	 15万

	20）	貿易銀各種	 	美～未	 15万より

	21）	文政二朱銀定落エラー	 	美品	 60万

	22）	花巻絵銭恵比寿大黒白銅質	2種	 6万

	23）	ジャワ10銭錫貨	 4万

	24）	昭和50年50円白銅貨穴無エラー	美品	34万

	25）	裏赤200円札	 未使用	 25万

	26）	大黒5円札	 極美品	 55万

	27）	白ひげ5円札	 未使用	 7万

	28）	神功5円札	 極美品	 38万

	29）	縦書20円札	 未使用	 15万

	30）	板垣百円札福耳エラー	未使用	 32万

●倉田屋		

　 §ブース№C-1

各種商品多数取り揃えております。

是非お立ち寄り下さい。

●ニューセンチュリー コインズアンドノート		
　New Century Coins & Notes

　 §ブース№C-2

中国	銀貨・コイン・紙幣

世界のコイン・紙幣

その他多数商品をそろえております。

是非お立ち寄り下さい。

●ダルマ		

　 §ブース№C-3

TEL 03-3447-5567

★【下見会開催】

第46回日本コインオークション

場所：ダルマブースにて	※予約不要

下見受付日時

6月1日（金）午後12時～午後5時30分

　受付締切午後5時

6月2日（土）午前10時～午後5時30分

　受付締切午後5時

6月3日（日）午前10時～午後3時

　受付締切午後2時30分

下見専用会場はございませんので、ダルマ

ブースへお越しください。

オークションカタログ1部2,000円

●城南堂古美術店		

　 §ブース№C-4

TEL 090-3208-9612

	1）	慶長大判金	元書	 	 極上	1,550万

	2）	享保大判金	元書	 	 極上	 550万

	3）	天保大判金	元書	 	 780万

	4）	万延大判金	タガネ打	 	 330万

	5）	万延大判金	加筆タガネ打 	上	 280万

	6）	万延大判金	書改	 	 上	 185万

	7）	享保小判金	 	 極上	 50万

	8）	文政小判金	献上大吉	 	極美	 125万

	9）	天保小判金	 	 美	 18万

	10）	旧弐拾円金貨	明3年	 	 未	 680万

	11）	旧国立五円札	 美	 130万

	12）	旧国立壱円札	 美	 25万

	13）	大黒拾円札	 美	 130万

	14）	大黒五円札	 美	 40万

	15）	大黒壱円札	 未	 30万

	16）	神功拾円札	 美	 90万

	17）	神功五円札	 美	 45万

	18）	神功壱円札	 極	 10万

	19）	表猪拾円札	 準未	 120万

	20）	裏猪拾円札	 極	 12万

	21）	大蔵五十銭	 未	 40万

	22）	明治通宝五円札	 極	 30万

	23）	新国立銀行五円札紀伊和歌山	美	 35万

	24）	裏紫百円札	 美	 36万

	25）	藤原弐百円札	 美	 3万

	26）	透し大黒五円札	 極	 10万

	27）	日本武尊千円札	 極	 25万

	28）	横書弐拾円札	 極	 40万

	29）	明和五匁銀	 極	 25万

	30）	仙台小槌銀	 極	 23万

	31）	旧拾円金貨	明4年	 	 未	 84万

	32）	秋田九匁二分	 極	 11万

	33）	秋田四匁六分	 極	 4万

	34）	水兵壱円札	 極	 25万

	35）	分銅五円札	 美	 40万

	36）	表猪拾円札	 美	 90万

	37）	穴銭310コ	マザリ	 1万

	38）	天保銭50コ	マザリ	 25,000

	39）	旧拾円金貨	財務省箱入り	 95万

	40）	天保通寶	石の巻	半玉	仕立銭	 20万

●嵯峨乃コイン		

　 §ブース№C-5

TEL 075-842-0025

	1）	旧1円銀貨	M3	 美品	 35,000

	2）	旭日竜5銭銀貨	M3	 並～美品	 15,000

	3）	万延二朱金	10枚組	 35,000
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	4）	古南鐐二朱銀	 美品	 18,000

	5）	新南鐐二朱銀	 美品	 8,000

	6）	文政一朱銀	 美品	 8,000

	7）	旧オリンピック千円	10枚組	 16,000

	8）	竜2銭銅貨	100枚組	 15,000

	9）	ミントセット1972年	逆打ちエラー

	 15万

	10）	黄銅大型50銭	昭和22年	美品	 20万

●松浦古銭堂		

　 §ブース№C-6

TEL 03-6914-5723

	1）	米20ドル金貨	1903PCGS-MS63	 22万

	2）	米20ドル金貨	1904PCGS-MS64＋	25万

	3）	米20ドル金貨	1904NGC-MS65	 36万

	4）	米20ドル金貨	1926NGC-MS63	 21万

	5）	米20ドル金貨	1924NGC-MS64	21.5万

	6）	米20ドル金貨	1928NGC-MS64	21.5万

	7）	米10ドル金貨	1907	 極	 11.4万

	8）	米10ドル金貨	1906	 美	 11.2万

	9）	米10ドル金貨	1907インディアン	 美	 11.9万

	10）	米1ドル金貨	1853	TⅠ	 美	 4.2万

	11）	米1ドル金貨	1855	TⅡ	 美	 11.8万

	12）	米1ドル金貨	1857	TⅢ	 美	 4.6万

	13）	米2.5ドル金貨	1854	 美	 6.6万

	14）	ペルー8S	1808	KM101	 極	 50万

	15）	ペルー8S	1813	KM124	 美	 19万

	16）	ペルー8S	1814	KM129.1	 上	 17万

	17）	ペルー8S	1815	KM129.1	 美	 20万

	18）	コロンビア8S	1820	KM66.1	上	 16.8万

	19）	古代ギリシャ・ローマコイン

多数用意しております。

●はせ川商会		

　 §ブース№C-7

TEL 075-361-7790

	1）	明治紙幣改造兌換券分銅5円	美上	80万

	2）	明治紙幣改造神功皇后10円	美上	 80万

	3）	明治紙幣甲号兌換裏猪10円	美	 16万

	4）	明治紙幣甲号兌換裏紫100円アラビア	未	185万

	5）	明治紙幣改造兌換表猪10円	美上	100万

	6）	明治紙幣旧兌換	大黒1円	美品	 5.8万

	7）	明治紙幣改造神功皇后1円	並品	 4万

	8）	明治紙幣新国立銀行かじや5円	美	 25万

	9）	明治紙幣新国立銀行水兵1円	美	 8万

	10）	明治紙幣甲号兌換中央武内5円	美	 14万

	11）	大正兌換銀行券横書20円	美品	 16万

	12）	西郷札	金5円	明治10年	 美品	 12万

	13）	西郷札	金1円	明治10年	 美上	 8万

	14）	西郷札	金50銭	明治10年	美上	 7万

	15）	西郷札	金20銭	明治10年	美上	 5万

	16）	西郷札	金10銭	明治10年	美上	 6万

	17）	承恵社札	半円	明治10年	美上	 13万

	18）	明治通宝	金5円	 未	 50万

	19）	他国内札軍票色々あります見て下さい。

	20）	元禄丁銀切銀使い95.7g	 美品	 30万

	21）	文政一朱判金	角一朱	 美品	 6.5万

	22）	慶長通宝	 美品	 2万

	23）	秋田つば銭	短尾	 美品	 2万

	24）	水戸虎銭	 美品	 6.5万

	25）	新寛永島屋無背	 	 極美	 2万

	26）	新寛永母銭通用銭各種取り揃えあり

	27）	古寛永母銭通用銭各種取り揃えあり

	28）	中国渡来銭、古文銭色々取り揃えあり

	29）	絵ハガキ他おもしろい紙もの色々取揃え

	30）	福袋穴銭近代銭札3千円以上入	 1,000

●スタックスバウワーズアンドポンテリオ		
　Stack’s Bowers and Ponterio

　 §ブース№C-8

各種商品多数取り揃えております。

是非お立ち寄り下さい。

●永楽堂		

　 §ブース№C-9

TEL 072-955-4258

	1）	神功開宝	 	少サビ	 美品	 7万

	2）	水戸虎銭	 	 美品	 75,000

	3）	元禄両面大黒豆板銀	 	元字少キズ

	 		 美品	 85,000

	4）	神功皇后5円札	第49組	 美品	 40万

	5）		神功皇后1円札	5mm×2mmの穴有	

右上少欠け	 28,000

	6）	分銅5円札一つ折れ	シミ多数

	 		 美品−	 38万

	7）	板垣50銭札	小田原	 極美	 76,000

	8）	二宮1円札	中央帯状黒色抜けエラー	

	 		 少ヤブレ	 95,000

	9）	夏目千円札	緑	国立2桁MM-F未	2,000

	10）	聖徳1万円札	黒1桁	X300000U	未	95,000

	11）	東洋古銭100種	ブック入	 16,000

12）	慶長通宝	 美品−	 1万

	13）	寛永通宝	藁刺し	約200枚	 1万

	14）	東洋古銭図録	日本銭・安南銭之部	3,000

	15）	本邦鐚銭図譜	 2,000

●多摩コインクラブ		

　 §ブース№C-10

TEL 044-975-6020

	1）	現行紙幣No.1・ゾロ目等珍番号紙幣各種

	2）	現行紙幣A-A・Z-Z・AA-A・ZZ-Z他特殊記号

	3）	日本紙幣1組・最終組等希少券各種

	4）	日本銀行A号券製造工場別各種

	5）	日本紙幣補刷券5種状態別各種

	6）	日本紙幣・日本軍票エラー券各種

	7）	銀行練習用紙幣・米国ディズニーダラー各種

	8）	日本近代銀貨年号別・状態別各種

	9）	平成12年～29年未使用銀行ロール各種

	10）	平成22～30年・1～5百円未使用貨各種

	11）	プルーフミント出1円～5百円プルーフ貨各種

	12）	平成29・30年発行ミントセット各種

●杉本梁江堂		

　 §ブース№C-11

TEL 06-6359-0566

	1）	元文小判金	 	 美品	 20万～

	2）	文政天保小判金	 	 各美品	 18万～

	3）	万延小判金	 	 美品	 11万

	4）	旧10円金貨	明治4年	 	 未	 78万

	5）	新20円金貨	大正6年	 	 未	 28万
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	6）	旧1円金貨	明治4年後期	 	未	 8万

	7）	旭日竜50銭銀貨明治3年4年	2枚セット

	 		 各美品	 8,000

	8）	旭日竜20銭銀貨明治3年4年	2枚セット

	 		 各美品	 5,000

	9）	小型50銭銀貨	昭和13年	美品	7,000～

	10）	竜20銭銀貨	10枚セット	 美品	 6,000

	11）	竜50銭銀貨	明治6年	 美品	 5,000

●薄井美術店		

　 §ブース№C-12

TEL 03-3692-0103

	1）	安政二分金	 美品	 18,000

	2）	元文一分金	 上	 15,000

	3）	文政一分金	 美品	 22,000

	4）	天保一分金	 極美品	 30,000

●ミントミントオークション		

　 §ブース№C-13

TEL 072-206-1001

	1）	慶長小判金前期初期～前期後期

	 160万～1,000万まで

	2）	慶長一分金	打ち直し	 25万～

	3）	古金銀スラブ入り色々

	4）	手変わりスラブ入り色々

	5）	ロール出し色々

	6）	角一朱	包み出し	 10万

	7）	元禄丁銀	222.7g	 	 90万

～～スラブ入りコイン多数ご用意して

皆様をお待ちしております～～

●銀座ステラ		

　 §ブース№C-14

TEL 03-3572-5225

	1）	ひるも金	大型	 	 極美	 750万

	2）	慶長大判金	書改	 	 極美	 780万

	3）	元禄大判金	元書	 	 応談

	4）	万延大判金	のし目打	 	極美	 255万

	5）	永楽通宝金銭背桐ひびき原品	 	極	 490万

	6）	慶長小判金前期無刻印	 	未使用	170万～

	7）	元禄小判金短元少難有	 		 120万

	8）	宝永小判金	 	 98万

	9）	元禄12面大黒丁銀	 	 極美	 380万

	10）	宝永永字丁銀	 	 極美	 780万

	11）	旧20円金貨M3	PCGS-MS62	未	 680万

	12）	旧10円金貨M4	 未～完	各種	 75万～

	13）	旧5円金貨M11	PL	 完未	 180万

	14）	第一銀行	渋沢	明37	 極美	 28万

	15）	神功5円札	 美品	 48万

	16）	旧国立5円見本券第一銀行	美品	 98万

	17）	大黒10円	 美品	 88万

	18）	分銅5円札	 極美品	 58万

	19）	裏紫100円	万葉記号	 上	 88万

	20）	未発行	武内500円札	 未使用	 応談

memo
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