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10月10 日（土）

競売
Auction

10月10日（土）
13時00分～15時00分（予定）

下見会
Lot Viewing

10月10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 2F 212

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

10月8 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

10月2日（金）
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

名古屋特設会場
Nagoya Special Viewing

10月3日（土）
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

下見会
Lot Viewing

東京特設会場
Tokyo Special Viewing

10月4日（日）
13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
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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4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.

自粛期間中は、弊社にご心配や暖かい励ましの言葉を頂きまして、本当にありがとうございました。
今もなお、新型コロナウイルスの終息は見えず、自然災害も相次いでおり、世界恐慌に匹敵する経済危機と言われています。歴史
を振り返りますと、恐慌時には安全資産として金や銀の価格高騰が起きており、現在も同様の状況です。現物資産である収集用コ
インも今後の動きに注目が集まります。コインは、趣味として愉しむだけでなく、いざといういう時には助けになるのが最大の魅
力です。弊社では、東日本大震災の折には、委託販売等のお手伝いをさせて頂いた経験がございます。どうぞお気軽にご相談下さ
い。

この度、新型コロナウイルスの影響により、延期しておりましたレトロコインオークションvol.4を、10月10日に開催させて頂く
運びとなりました。政府や神奈川県の新型コロナウイルス対策ガイドラインに沿い、慎重に、清潔安全に、楽しんで頂けるオーク
ションにしたいと思います。つきましては、下記の取り組みへご協力をお願いいたします。

・ご入場の際には、必ずマスクの着用、設置のウイルス除菌液による手の消毒をお願いいたします。
マスクをご着用頂けない場合、申し訳ございませんが、会場へのご入場をお断りさせて頂きます。ご理解、ご協力をお願い申し上
げます。オークショニア以外の弊社スタッフはマスク着用にて対応させて頂きます。
・会場入口にて、検温（非接触型）を実施させて頂きます。誠に恐れ入りますが、体温が37.5度以上ある方、倦怠感のある方、咳、く
しゃみ、咽頭痛等風邪症状のある方のご入場は、お断りさせて頂きます。

・三密（密閉・密集・密接）回避のため、オークション会場や下見席は、お客様間の距離が近くならないよう配置をいたします。混雑
時には、椅子の補充や着席できない場合もございます。また、入場制限をさせて頂く場合もございます。予めご了承下さい。
・スタッフは、こまめに手を消毒します。勤務前には検温をし、常に体調の確認をいたします。お会計の際は、コイントレーを使用
させて頂きます。
皆様方のご来場を心よりお待ちいたしております。
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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 10月13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　2020年10月20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。
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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 1 2

日本現行貨幣
Japanese Current Coins

1 1 3 - 1 5 2

1 3 時 0 0 分 開 始

1 5 時 0 0 分 終 了 予 定

未発行貨幣
Japanese Unissued Coins

1 5 9 - 1 6 0

エラー貨幣
Japanese Error Coins

1 5 3 - 1 5 8

外国貨幣
World Coins

1 7 8 - 2 5 0

日本紙幣
Japanese Paper Money

1 6 5 - 1 7 7

古金銀
Japanese Pre-Meiji Coins

1 6 1 - 1 6 4
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状態表示と用語集
Grading Standard and Glossary

『日本貨幣カタログ 2020』　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

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

 4 新10円金貨 明治36年（1903）　JNDA01-07．KM-Y33．
    PCGS-MS64 （32/51） 未使用品 ¥ 90,000

 3 旧1円金貨 明治4年（1871）　JNDA01-05．KM-Y9．
  後期 幅広四 PCGS-MS64 （135/581） 未使用品+ ¥ 150,000

 2 旧5円金貨 明治3年（1870）　JNDA01-03．KM-Y11．
  無輪明瞭 PCGS-MS65 （20/66） 未～完未品 ¥ 380,000

 6 新5円金貨 昭和5年（1930）　JNDA01-08．KM-Y51．
    財務省“未使用品” （3/76） 未～完未品 ¥ 3,800,000

 5 新5円金貨 明治30年（1897）　JNDA01-08．KM-Y32．
    財務省“未使用品” （1/1665） 未使用品+ ¥ 140,000

　財務省放出金貨とは、第二次世界大戦直後、他の貴金属などと
もにGHQ（連合国軍総司令部）に接収された後、昭和27年のサン
フランシスコ講和条約の締結に伴って、日本政府に返還されたも
のです。（金貨添付の財務省保証書より引用）
　日本政府により実に半世紀近くもの年月、大切に保管され、そ
の活用法を検討されておりましたが、2005年より、約3年かけて総
数32,683枚が競りにかけられました。

財務省放出金貨
Japanese Modern Gold

　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。
　今回のオークションでは、幻の昭和金貨、円銀の特年とハイラン
ク品、小額貨幣に至るまで各分野に渡り状態の良いものが多数出
品されております。弊社ウェブサイトでは滅多にご案内できない珍
品も含まれており、皆様方のご参加を心よりお待ちいたしておりま
す。

日本近代貨幣
Japanese Modern Coins

 1 旧5円金貨 明治3年（1870）　JNDA01-03．KM-Y11．
  有輪 PCGS-MS65（7/47） 未～完未品 ¥ 300,000

　昭和5年（1930）に発行された5円金貨は85万枚超えの発行にも関わらず現存数は極めて少ない。当時の日本は、昭和4年（1929）にアメリ
カウォール街で発生した世界恐慌の嵐に巻き込まれ、不況にあえいでいた。国外では西洋列強、特にアメリカは日本が中国全体を植民地
化することに警戒し、あらゆる面で圧力を強めていた。植民地化していた満州は日本にとって最大で唯一の輸出相手であり、経済界にして
も命綱といえた。その満州で抗日、排日の気運が高まり、情勢は切迫していた。この流れが翌年の満州事変へと発展するのである。
　国内では不況下で企業は合理化を進め、その結果失業者が街に溢れ、労働争議が多発、政府の弾圧も厳しくなった。特権階級の大学
卒業者でさえ職にありつけず、農家は農作物の暴落と冷害で娘の身売りも余儀なくされた。それも闇での取引ではなく、役場という公の場
で行われたことに深刻と絶望に似た深い悲しみがある。
　このような現状を打破すべく、時の浜口内閣は大正6年に寺内内閣が提出した“金輸出禁止” の解除に踏み切ったのである。前年、1929
年の世界恐慌で金本位制が崩壊していたにも関わらずである。解禁し、金本位制の復活を願ったのだろうか。この年に発行されたのが日
本で最後の流通金貨となる、この5円金貨である。当時の新聞は「我経済史上画期的金解禁今日実施。多年の暗雲ここに一掃され国力進
展の秋来る」と書きたてた。しかし、これにより金は国外に流出し、不況は皮肉にも更に深まってしまった。
　結果、5円金貨は金本位制崩壊の中でひっそり咲いたあだ花として、現在わずかに残るのみとなったのである。美しい輝きと共に時代の
悲劇を語るこの金貨は、日本の金貨史上、他に類を見ない価値を持ったと言える。高貴な色彩と不幸さを併せ持つ時代の証言者として。
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 10 新1円銀貨（大型） 明治7年（1874）　JNDA01-10．
  KM-YA25.2．後期浅彫
    PCGS-UNC Details Cleaning（洗浄） 準未品 ¥ 350,000

 9 旧1円銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-09．KM-Y5.3．
  欠貝円 傾打
    PCGS-MS64+ （5/51） 軽トーン 未使用品 ¥ 360,000

 8 旧1円銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-09．KM-Y5.2．
  正貝円 PCGS-MS63 （89/200） 未使用品+ ¥ 100,000

 7 旧1円銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-09．KM-Y5.1．
  普通円・無輪 PCGS-MS63 （64/153） 未使用品+ ¥ 90,000

 12 新1円銀貨（大型） 明治11年（1878）　JNDA01-10．
  KM-YA25.2．浅彫
    PCGS-MS64 （4/84） 軽トーン 未使用品+ ¥ 750,000

 11 新1円銀貨（大型） 明治7年（1874）　JNDA01-10．
  KM-YA25.2．後期深彫
    PCGS-AU Details  Cleaned（洗浄） 極美品 ¥ 230,000

有名稀少手変わり「欠貝円」のハイランク品。味わい深いトーンを帯

びた重厚な一枚。45度の傾打は、通常品の1.1倍程度のプレミアムが

つくともされます。注目の逸品。

円銀明治7年は不動の人気銘柄。後期の浅彫と深彫、いずれもコスト

パフォーマンスに優れた好状態でご出品頂きました。古くからの人

気品ゆえに洗浄された品が多いのも本銘柄の特徴です。
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 22 新1円銀貨（小型） 明治26年（1893）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS63 （13/190） 未使用品 ¥ 130,000

 21 新1円銀貨（小型） 明治23年（1890）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS63PL （1/1） P/L 未使用品 ¥ 80,000

 18 新1円銀貨（大型） 明治20年（1887）　JNDA01-10．
  KM-YA25.2．大型
    PCGS-MS63 （9/81） 軽トーン -未使用品 ¥ 240,000

 15 新1円銀貨（大型） 明治15年（1882）　JNDA01-10．
    PCGS-MS63 （17/264） 軽トーン 未使用品 ¥ 130,000

 16 新1円銀貨（大型） 明治18年（1885）　JNDA01-10．
  KM-YA25.2．
    PCGS-MS64 （7/276） トーン 未使用品 ¥ 200,000

 17 新1円銀貨（大型） 明治19年（1886）　JNDA01-10．
  KM-YA25.2．前期
    PCGS-MS63 （12/171） 未使用品 ¥ 160,000

 19 新1円銀貨（小型） 明治20年（1887）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3．小型
    PCGS-MS62 （13/53） 準～未使用品 ¥ 80,000

 20 新1円銀貨（小型） 明治22年（1889）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3．
    PCGS-MS64+ （3/200） トーン 未使用品 ¥ 150,000

 14 新1円銀貨（大型） 明治15年（1882）　JNDA01-10．
  KM-YA25.2． PCGS-MS63 （17/264） 未使用品 ¥ 130,000

 13 新1円銀貨（大型） 明治12年（1879）　JNDA01-10．
  KM-YA25.2． BKingdom Collection
    PCGS-AU Details  Cleaned（洗浄） 極～準未品 ¥ 380,000
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 31 新1円銀貨（小型） 明治36年（1903）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． NGC-MS65+ （20/664） -完未品 ¥ 100,000

 27 新1円銀貨（小型） 明治34年（1901）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS64 （64/803） 未使用品 ¥ 38,000

 26 新1円銀貨（小型） 明治30年（1897）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS66 （3/674） 完未品 ¥ 450,000

 24 新1円銀貨（小型） 明治27年（1894）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS63 （42/379） 未使用品 ¥ 40,000

 28 新1円銀貨（小型） 明治34年（1901）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS65 （21/803） 未～完未品 ¥ 90,000

 23 新1円銀貨（小型） 明治26年（1893）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS64 （1/190） 未使用品 ¥ 200,000

 25 新1円銀貨（小型） 明治28年（1895）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS66 （5/903） -完未品 ¥ 400,000

 29 新1円銀貨（小型） 明治35年（1902）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS65 （14/753） 未～完未品 ¥ 100,000

 30 新1円銀貨（小型） 明治36年（1903）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS65 （43/2098） 未～完未品 ¥ 80,000

7-34
大変有り難いことに今回の円銀も充実したラインナップとなって

おります。明治7年、12年の特年に始まり、ハイランク品がお好きな

方にはMS66を筆頭にして、光沢豊かなこれぞ完未品から渋い一枚

までより取り見取り、更にはPL ランク取得品までございます。下見

会ではお手にとってご覧頂けます。今回も、東京、名古屋、大阪とさ

せて頂きますので、ぜひご高覧下さいませ。
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 32 新1円銀貨（小型） 明治38年（1905）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3．
    PCGS-MS64 （64/1504） 少トーン 未使用品+ ¥ 34,000

　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、例え参

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 円以上の入札は、10,000 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）

 35 貿易銀 明治8年（1875）　JNDA01-12．KM-Y14．
    PCGS-MS64 （4/150） 未使用品+ ¥ 900,000

 34 新1円銀貨（小型） 大正3年（1914）　JNDA01-10A．KM-Y38．
    PCGS-MS64 （59/1508） 未使用品+ ¥ 36,000

 33 新1円銀貨（小型） 明治45年（1912）　JNDA01-10A．
  KM-YA25.3． PCGS-MS64 （33/1161） 未使用品+ ¥ 35,000

まるで出来たてのような光沢感。未使用品+程度に相当するMS64

ランクですが、厳選すればこのような美しいコインも存在します。

ぜひ下見をしてご検討下さいませ。

美しい意匠と丁寧な打刻、それを包み込む深みのある時代色。貿易

銀の魅力が詰まった特別な一枚です。
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 44 旭日50銭銀貨 明治45年（1912）　JNDA01-15．KM-Y31．
    PCGS-UNC Details  Cleaned（洗浄） -未使用品 ¥ 6,000

 43 旭日50銭銀貨 明治43年（1910）　JNDA01-15．KM-Y31．
    NGC-MS64 （6/37） 未使用品+ ¥ 14,000

 40 竜50銭銀貨 明治35年（1902）　JNDA01-14．KM-Y25．
    PCGS-MS64+ （14/123） 未～完未品 ¥ 100,000

 36 旭日竜大型50銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-13．KM-Y4．
  後期 PCGS-MS65 （7/390） 未～完未品 ¥ 40,000

 37 旭日竜小型50銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-13A．KM-Y4a.1．
  小竜 PCGS-MS66 （6/520） -完未品 ¥ 90,000

 38 竜50銭銀貨 明治31年（1898）　JNDA01-14．KM-Y25．
  上切 PCGS-MS67 （1/423） 完未品 ¥ 110,000

 39 竜50銭銀貨 明治33年（1900）　JNDA01-14．KM-Y25．
    PCGS-MS64 （13/102） 未使用品+ ¥ 28,000

 41 旭日50銭銀貨 明治40年（1907）　JNDA01-15．KM-Y31．
    NGC-MS64+ （8/48） 未～完未品 ¥ 16,000

 42 旭日50銭銀貨 明治42年（1909）　JNDA01-15．KM-Y31．
    NGC-MS66 （7/66） -完未品 ¥ 30,000

 45 旭日50銭銀貨 大正元年（1912）　JNDA01-15．KM-Y37.1．
    PCGS-MS64 （20/68） 未使用品+ ¥ 27,000



-13-

retrocoins.co.jp

 48 旭日50銭銀貨 大正4年（1915）　JNDA01-15．KM-Y37.2．
    NGC-MS65 （3/36） 未使用品+ ¥ 23,000

 49 旭日50銭銀貨 大正6年（1917）　JNDA01-15．KM-Y37.2．
  菊紋目詰まり PCGS-MS65 （93/309） 未～完未品 ¥ 10,000

 50 旭日50銭銀貨 大正6年（1917）　JNDA01-15．KM-Y37.2．
    NGC-MS66 （5/160） -完未品 ¥ 15,000

 51 小型50銭銀貨 大正11年（1922）　JNDA01-17．KM-Y46．
    PCGS-MS66 （17/124） 未～完未品 ¥ 9,000

 53 小型50銭銀貨 大正11年（1922）　JNDA01-17．KM-Y46．
    PCGS-MS67 （1/124） 軽トーン -完未品 ¥ 18,000

 54 小型50銭銀貨 大正12年（1923）　JNDA01-17．KM-Y46．
    PCGS-MS66 （23/153） -完未品 ¥ 9,000

 46 旭日50銭銀貨 大正2年（1913）　JNDA01-15．KM-Y37.2．
    NGC-MS64 （5/23） 未使用品 ¥ 10,000

 47 旭日50銭銀貨 大正2年（1913）　JNDA01-15．KM-Y37.2．
    PCGS-MS65 （11/74） -完未品 ¥ 20,000

 55 小型50銭銀貨 大正12年（1923）　JNDA01-17．KM-Y46．
    PCGS-MS63PL （1/1） P/L 未使用品 ¥ 4,000

 56 小型50銭銀貨 大正15年（1926）　JNDA01-17．KM-Y46．
    PCGS-MS64PL （2/2） P/L 未使用品+ ¥ 13,000

 52 小型50銭銀貨 大正11年（1922）　JNDA01-17．KM-Y46．
    PCGS-MS66 （17/124） -完未品 ¥ 10,000

拡大画像
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有名稀少手変り明治6年「欠日」に加え、存在率10%未満とされる明治

4年「横ウロコ曲粗葉脈」、いずれも好状態での出品です。

 57 旭日竜20銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-20．KM-Y3．
    PCGS-MS65PL （3/5） 軽汚れ P/L 未～完未品 ¥ 90,000

 58 旭日竜20銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-20．KM-Y3．
  明瞭ウロコ 約70度傾打
    PCGS-MS66 （1/116） -完未品 ¥ 60,000

 59 旭日竜20銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-20．KM-Y3．
  横ウロコ 曲粗葉脈 PCGS-MS66 （31/339） -完未品 ¥ 50,000

 60 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-MS67 （6/339） 完未品 ¥ 50,000  65 竜20銭銀貨 明治9年（1876）　JNDA01-21．KM-Y24．

  後期 PCGS-MS67 （5/378） 完未品 ¥ 40,000

 61 竜20銭銀貨 明治6年（1873）　JNDA01-21．KM-Y24．
  欠日 PCGS-MS62 （8/21） 軽トーン 準～未使用品 ¥ 54,000

 62 竜20銭銀貨 明治6年（1873）　JNDA01-21．KM-Y24．
  欠日 PCGS-MS63 （6/21） -未使用品 ¥ 140,000

 63 竜20銭銀貨 明治9年（1876）　JNDA01-21．KM-Y24．
  後期 NGC-MS65 （20/91） 軽トーン 未使用品+ ¥ 10,000

 64 竜20銭銀貨 明治9年（1876）　JNDA01-21．KM-Y24．
  後期 PCGS-MS66 （45/378） -完未品 ¥ 21,000

 66 竜20銭銀貨 明治10年（1877）　JNDA01-21．KM-Y24．
    PCGS-MS64 （26/60） 未使用品+ ¥ 35,000
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下見会のご案内

平日
10〜18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。

10月2 日（金）

10月3 日（土）

10月4 日（日）

大阪 心斎橋

名古屋 栄

東京 上野

 67 竜20銭銀貨 明治18年（1885）　JNDA01-21．KM-Y24．
  前期 PCGS-MS66 （48/243） -完未品 ¥ 25,000

 68 竜20銭銀貨 明治18年（1885）　JNDA01-21．KM-Y24．
  後期 PCGS-MS66 （48/243） トーン 未～完未品 ¥ 20,000

 69 竜20銭銀貨 明治26年（1893）　JNDA01-21．KM-Y24．
    NGC-MS65 （1/14） 未使用品+ ¥ 25,000

 70 竜20銭銀貨 明治38年（1905）　JNDA01-21．KM-Y24．
    PCGS-MS67 （11/268） 完未品 ¥ 25,000

 71 旭日20銭銀貨 明治39年（1906）　JNDA01-22．KM-Y30．
    NGC-MS65 （5/34） 未使用品+ ¥ 30,000

 72 旭日竜10銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-23．KM-Y2．
    NGC-MS67 （1/180） 完未品 ¥ 70,000

 73 旭日竜10銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-23．KM-Y2．
  明瞭ウロコ PCGS-MS65 （37/177） 軽トーン 未使用品+ ¥ 22,000

 74 竜10銭銀貨 明治8年（1875）　JNDA01-24．KM-Y23．
  前期 PCGS-MS65+ （20/94） 軽トーン 未～完未品 ¥ 21,000

拡大画像

拡大画像
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 76 竜10銭銀貨 明治10年（1877）　JNDA01-24．KM-Y23．
    PCGS-MS66 （18/178） -完未品 ¥ 20,000

 77 竜10銭銀貨 明治26年（1893）　JNDA01-24．KM-Y23．
    PCGS-MS65 （8/78） 未～完未品 ¥ 14,000

 78 竜10銭銀貨 明治38年（1905）　JNDA01-24．KM-Y23．
    PCGS-MS66 （48/237） -完未品 ¥ 11,000

 83 竜5銭銀貨 明治7年（1874）　JNDA01-35．KM-Y22．
    PCGS-MS64 （16/47） 未使用品 ¥ 45,000

 80 旭日10銭銀貨 大正2年（1913）　JNDA01-25．KM-Y36.2．
    PCGS-MS67 （19/130） 完未品 ¥ 13,000

 81 旭日10銭銀貨 大正5年（1916）　JNDA01-25．KM-Y36.2．
    PCGS-MS68 （3/278） 軽トーン 完未品 ¥ 18,000

 82 旭日竜5銭銀貨 明治4年（1871）　JNDA01-33．KM-Y1．
    PCGS-MS64 （32/95） 未使用品+ ¥ 100,000

 79 旭日10銭銀貨 明治43年（1910）　JNDA01-25．KM-Y29．
    PCGS-MS67 （1/59） 完未品 ¥ 20,000

 86 菊5銭白銅貨 明治26年（1893）　JNDA01-36．KM-Y19．
    PCGS-MS64 （6/26） 未使用品 ¥ 21,000

 87 稲5銭白銅貨 明治31年（1898）　JNDA01-37．KM-Y21．
    PCGS-MS66 （5/87） 少トーン 未～完未品 ¥ 27,000

 84 竜5銭銀貨 明治8年（1875）　JNDA01-35．KM-Y22．
    NGC-MS68 （1/151） 完未品 ¥ 40,000

 85 菊5銭白銅貨 明治23年（1890）　JNDA01-36．KM-Y19．
    PCGS-MS65 （5/46） 未～完未品 ¥ 25,000

 75 竜10銭銀貨 明治9年（1876）　JNDA01-24．KM-Y23．
    PCGS-MS66 （47/237） 未～完未品 ¥ 13,000
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 97 竜1銭銅貨 明治21年（1888）　JNDA01-46．KM-Y17.2．
    PCGS-MS63RB （30/93,39,2） 小錆 未使用品 ¥ 6,000

 96 竜1銭銅貨 明治20年（1887）　JNDA01-46．KM-Y17.2．
    PCGS-MS64RB （3/10,20,10） 少トーン 未使用品+ ¥ 18,000

 95 竜1銭銅貨 明治18年（1885）　JNDA01-46．KM-Y17.2．
    PCGS-MS64RD （4/12,57,86） 軽汚れ 未使用品+ ¥ 20,000

 94 竜1銭銅貨 明治8年（1875）　JNDA01-46．KM-Y17.1．
    PCGS-MS63BN （3/25,19,10） 未使用品 ¥ 4,000

 93 竜1銭銅貨 明治6年（1873）　JNDA01-46．KM-Y17.1．
    PCGS-MS62BN （12/8,19,15） トーン 準～未使用品 ¥ 15,000

 92 2銭銅貨 明治14年（1881）　JNDA01-45．KM-Y18.2．
    PCGS-MS63RB （23/4,41,28） 未使用品 ¥ 25,000

 88 2銭銅貨 明治7年（1874）　JNDA01-45．KM-Y18.1．
    NGC-MS64RD （2/5,26,15） 少変色 未使用品+ ¥ 80,000

 89 2銭銅貨 明治8年（1875）　JNDA01-45．KM-Y18.1．
    PCGS-MS63BN （9/71,115,29） -未使用品 ¥ 8,000

 90 2銭銅貨 明治10年（1877）　JNDA01-45．KM-Y18.2．
  波ウロコ PCGS-MS64RB （5/30,49,34） 未使用品+ ¥ 25,000

 91 2銭銅貨 明治13年（1880）　JNDA01-45．KM-Y18.2．
    PCGS-MS64RB （8/36,83,16） 未使用品 ¥ 20,000

RD（原色割合95%以上）評価を受けた品でもトーンが見られること

もあります。下見会にて現物確認をお勧めいたしております。
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 104 半銭銅貨 明治10年（1877）　JNDA01-53．KM-Y16.2．
  波ウロコ PCGS-MS65RB （1/10,32,10） 未～完未品 ¥ 13,000

 103 半銭銅貨 明治6年（1873）　JNDA01-53．KM-Y16.1．
    PCGS-MS65RB （1/29,41,13） 未～完未品 ¥ 50,000

 102 桐1銭青銅貨 昭和2年（1927）　JNDA01-48．KM-Y47．
    PCGS-MS65RD （49/100,4,0） 未～完未品 ¥ 6,000

 101 桐1銭青銅貨 大正7年（1918）　JNDA01-48．KM-Y42．
    PCGS-MS65RD （33/48,5,2） 未～完未品 ¥ 2,000

 106 5厘青銅貨 大正5年（1916）　JNDA01-54．KM-Y41．
    PCGS-MS66RD （7/63,6,0） 少トーン -完未品 ¥ 7,000

 107 1厘銅貨 明治17年（1884）　JNDA01-55．KM-Y15．
    PCGS-MS64RD （41/57,22,9） 軽汚れ 未使用品+ ¥ 4,000

 99 稲1銭青銅貨 明治35年（1902）　JNDA01-47．KM-Y20．
    PCGS-MS65RB （1/14,25,5） 未使用品+ ¥ 25,000

 100 桐1銭青銅貨 大正5年（1916）　JNDA01-48．KM-Y42．
    PCGS-MS66RD （5/74,3,1） -完未品 ¥ 10,000

 105 半銭銅貨 明治16年（1883）　JNDA01-53．KM-Y16.2．
    PCGS-MS65RD （3/42,43,6） 未～完未品 ¥ 20,000

 98 稲1銭青銅貨 明治34年（1901）　JNDA01-47．KM-Y20．
    PCGS-MS66RD （29/176,35,3） -完未品 ¥ 22,000

平日
10〜18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。

10月10 日（土）

10月8 日（木）

競売
Auction

入札締切
Mail Bid

13時00分 開始

12時00分 必着
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 112 小型5銭白銅貨 大正9年（1920）　JNDA01-39．KM-Y44．
    PCGS-MS66 （14/89） -完未品 ¥ 8,000

 111 10銭アルミ青銅貨 昭和14年（1939）　JNDA01-29．KM-Y58．
    PCGS-MS68 （1/32） 完未品 ¥ 3,000

 110 10銭ニッケル貨 昭和11年（1936）　JNDA01-28．KM-Y54．
  PCGS-MS64 （11/12） 軽汚れ ケースに傷あり 未使用品+ ¥ 1,500

 109 10銭白銅貨 昭和4年（1929）　JNDA01-27．KM-Y49．
    PCGS-MS66 （5/45） -完未品 ¥ 11,000

 108 10銭白銅貨 大正9年（1920）　JNDA01-27．KM-Y45．
    PCGS-MS66 （5/26） -完未品 ¥ 9,000

　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。

 103 半銭銅貨 明治6年（1873）　JNDA01-53．KM-Y16.1．
    PCGS-MS65RB （1/29,41,13） 未～完未品 ¥ 50,000

　ロットナンバー 103
　額面年号（西暦） 半銭銅貨 明治6年（1873）
　カタログナンバー JNDA01-53．KM-Y16.1．
　（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-MS65RB
　鑑定合計数と順位 1 / 29　29,41,13 （RD、RB、BN）
　（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、半銭銅貨明治6年は83枚鑑定されており、その内訳
　はRD29枚、RB41枚、BN13枚であり、RB評価品の内、MS65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、RD（29）、RB（41）、BN（13）
の順に表示しております。

2020年9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
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 113 500円白銅貨 昭和58年（1983）　JNDA02-01．KM-Y87．
    PCGS-MS67 （1/5） 完未品 ¥ 2,500

 114 500円白銅貨 昭和60年（1985）　JNDA02-01．KM-Y87．
    PCGS-MS65 （3/4） 未～完未品 ¥ 2,000

 115 鳳凰100円銀貨 昭和32年（1957）　JNDA02-02．KM-Y77．
    PCGS-MS66 （1/163） -完未品 ¥ 15,000

日本現行貨幣
Japanese Modern Coins

 116 旧10円青銅貨 昭和26年（1951）　JNDA02-08．KM-Y73．
    PCGS-MS64RB （57/42,158,64） 未使用品+ ¥ 24,000

 117 旧10円青銅貨 昭和27年（1952）　JNDA02-08．KM-Y73．
    PCGS-MS66RB （1/173,136,20） 未～完未品 ¥ 22,000

 118 旧10円青銅貨 昭和27年（1952）　JNDA02-08．KM-Y73．
    PCGS-MS65RD （16/173,136,20） 未～完未品 ¥ 18,000

 119 旧10円青銅貨 昭和29年（1954）　JNDA02-08．KM-Y73．
    PCGS-MS64RB （44/67,99,13） 未使用品+ ¥ 7,000

 120 旧10円青銅貨 昭和29年（1954）　JNDA02-08．KM-Y73．
    PCGS-MS66RD （1/67,99,13） -完未品 ¥ 50,000

　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。

本銘柄の通常未使用品は1,500円程度。トップランクであるMS66の

参考価格はその10倍に達しますから、ある意味異常な数字です。し

かし、グレーディングの現場では、いわゆる完封完未品を厳選しグ

レーディングして、MS64とMS65が9割方を占める印象があります。

トップランクを探し当てる愉しみもありますが、手間暇を考えたら

既に取得した品を買う方が近道かもしれません。
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 126 10円青銅貨 昭和36年（1961）　JNDA02-09．KM-Y73a．
    PCGS-MS65RB （4/42,47,4） 未～完未品 ¥ 9,000

 125 10円青銅貨 昭和35年（1960）　JNDA02-09．KM-Y73a．
    PCGS-MS64RB （25/97,81,4） -未使用品 ¥ 5,000

 124 旧10円青銅貨 昭和33年（1958）　JNDA02-08．KM-Y73．
  PCGS-MS64RD （90/122,85,48） 少トーン 未使用品+ ¥ 27,000

 123 旧10円青銅貨 昭和32年（1957）　JNDA02-08．KM-Y73．
    PCGS-MS65RD （3/73,90,2） 未～完未品 ¥ 45,000

 122 旧10円青銅貨 昭和32年（1957）　JNDA02-08．KM-Y73．
    PCGS-MS64RD （39/73,90,2） 軽くすみ 未使用品+ ¥ 24,000

 127 10円青銅貨 昭和37年（1962）　JNDA02-09．KM-Y73a．
    PCGS-MS64RB （37/173,52,0） 未使用品+ ¥ 3,500

 130 10円青銅貨 昭和39年（1964）　JNDA02-09．KM-Y73a．
    PCGS-MS65RD （9/74,10,2） 未～完未品 ¥ 8,000

 129 10円青銅貨 昭和38年（1963）　JNDA02-09．KM-Y73a．
    PCGS-MS65RD （6/35,31,2） 未～完未品 ¥ 8,000

 128 10円青銅貨 昭和37年（1962）　JNDA02-09．KM-Y73a．
    PCGS-MS64RD （163/173,52,0） 未使用品+ ¥ 8,000

 121 旧10円青銅貨 昭和30年（1955）　JNDA02-08．KM-Y73．
    PCGS-MS64RD （27/54,75,5） 少トーン 未使用品+ ¥ 18,000

 131 10円青銅貨 昭和40年（1965）　JNDA02-09．KM-Y73a．
    PCGS-MS65RD （10/45,9,0） -完未品 ¥ 5,000

 134 穴無5円黄銅貨 昭和23年（1948）　JNDA02-10．KM-Y71．
    PCGS-MS66 （16/225） -完未品 ¥ 9,000

 133 10円青銅貨 昭和42年（1967）　JNDA02-09．KM-Y73a．
    NGC-MS64RD （18/23,3,0） P/L 未使用品+ ¥ 6,000

 132 10円青銅貨 昭和41年（1966）　JNDA02-09．KM-Y73a．
    PCGS-MS65RD （16/35,5,0） 未～完未品 ¥ 4,500

 135 穴無5円黄銅貨 昭和24年（1949）　JNDA02-10．KM-Y71．
    PCGS-MS66 （22/167） -完未品 ¥ 8,000

 136 旧5円黄銅貨 昭和25年（1950）　JNDA02-11．KM-Y72．
    PCGS-MS66 （18/146） -完未品 ¥ 9,000



-22-表示の価格は、落札予想価格（参考価格）です。

 141 5円黄銅貨 令和元年（2019）　JNDA02-12．KM-Y72a．
    PCGS-MS66 （2/2） 完未品 ¥ 3,000

 140 5円黄銅貨 昭和38年（1963）　JNDA02-12．KM-Y72a．
    PCGS-MS65+ （19/33） 未～完未品 ¥ 6,000

 139 5円黄銅貨 昭和36年（1961）　JNDA02-12．KM-Y72a．
    PCGS-MS65 （17/64） 未～完未品 ¥ 14,000

 138 旧5円黄銅貨 昭和33年（1958）　JNDA02-11．KM-Y72．
    PCGS-MS65 （15/135） 未～完未品 ¥ 15,000

 137 旧5円黄銅貨 昭和26年（1951）　JNDA02-11．KM-Y72．
    PCGS-MS66 （13/152） -完未品 ¥ 9,000

 142 1円アルミ貨 平成31年（2019）　JNDA02-13．KM-Y95.2．
    PCGS-MS67 （4/13） 完未品 ¥ 5,000

 143 1円アルミ貨 令和元年（2019）　JNDA02-13．KM-Y95.2．
    PCGS-MS66 （2/2） -完未品 ¥ 3,000

5円黄銅貨も10円青銅貨同様、昭和30年代の未使用品は難獲の年号

が多数あります。概ね昭和36年までの価格が高い一方、30年代後半

は価格は安くなるものの、良品は得難い状況があります。

また、ここ最近価格が熟れてきており、買い得感がある状況になり

つつあります。令和の時代を迎え、現行貨に注目が集まり始めてい

ます。良品はお早めにどうぞ。

 144 1000円銀貨 昭和39年（1964）　JNDA03-01．KM-Y80．
  東京五輪記念 PCGS-MS67 （91/4353） 完未品 ¥ 18,000

日本記念貨幣
Japanese commemorative Coins

　国家的な行事を記念し発行される記念貨幣。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、多種に及んでおり
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、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、初期の記念貨幣である東京五輪
銀貨など発行から半世紀以上を経過し、保存環境により劣化も
大きく、製造時のデキを含めた美しいものが珍重される傾向は強
まっております。

 145 1000円銀貨 昭和39年（1964）　JNDA03-01．KM-Y80．
  東京五輪記念
    NGC-MS66PL （4/74） 軽トーン P/L -完未品 ¥ 90,000
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 147 1000円カラー銀貨 平成31年（2019）　JNDA03-82．
  ラグビーワールドカップ2019TM日本大会記念
    PCGS-PR69DC （3/10） 完未品 ¥ 11,000

 146 1000円カラー銀貨 平成30年（2018）　JNDA03-77．
  小笠原諸島復帰50周年記念
    PCGS-PR70DC （1/12） 完未品 ¥ 15,000

 152 1000円カラー銀貨 平成31年（2019）　JNDA25-14．
  2020年東京パラリンピック記念（第二次） 水泳
    PCGS-PR69DC （11/13） 完未品 ¥ 10,000

 151 1000円カラー銀貨 平成31年（2019）　JNDA25-08．
  2020年東京五輪記念（第二次） 野球・ソフトボール
    PCGS-PR70DC （1/18） 完未品 ¥ 15,000

 150 1000円カラー銀貨 平成31年（2019）　JNDA25-07．
  2020年東京五輪記念（第二次） バドミントン
    PCGS-PR69DC （8/11） 完未品 ¥ 10,000

 149 1000円カラー銀貨 平成31年（2019）　JNDA25-06．
  2020年東京五輪記念（第二次） 陸上
    PCGS-PR69DC （6/10） 完未品 ¥ 10,000

 148 1000円カラー銀貨 平成30年（2018）　JNDA25-04．
  2020年東京パラリンピック記念貨幣（第一次） 柔道
    PCGS-PR69DC （63/70） 完未品 ¥ 10,000

146-152
スラブ評価における1の差は、どのランクにおいても決して小さく

ありませんが、こと69と70の差は特別なものです。最高ランク70を

取得するため、同銘柄を大量にグレーディングされる方もおられま

すが、69でも既に充分完未、その差は僅かな出来の差程度しか推測

できないこともままあります。今回のカラー記念銀貨は、すべて造

幣局パッケージ完封状態からのスラブ封入品です。70狙いは王道で

すが、あえて格安傾向のある69も面白い選択肢かと存じます。
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 160 未発行ジャワ1銭アルミ貨 2603（1943）　JNDA08-03．KM-YA66．
    PCGS-AU Details  Spot Removed（点錆除去） 準未品 ¥ 40,000

エラー貨幣
Japanese Mint Error Coins

 158 100円銀貨 昭和39年（1964）　JNDA03-02．KM-Y79．
  東京五輪記念 45°CCW Rotated Dies（角度ズレエラー）  
    PCGS-MS65 未使用品+ ¥ 40,000

 157 50円白銅貨 昭和43年（1968）　JNDA02-07．KM-Y81．
  Off-Center Hole Punch（穴ズレエラー）
    PCGS-MS64 未使用品+ ¥ 150,000

 154 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

 153 旭日竜20銭銀貨 明治3年（1870）　JNDA01-20．KM-Y3．
  約20度傾打 縁バリ残りエラー
    PCGS-XF45 美品+ ¥ 9,000

 159 未発行ジャワ10銭錫貨 2604（1944）　JNDA08-01．KM-Y66．
    PCGS- Genuine 錆あり 準未品 ¥ 27,000

 155 桜100円白銅貨 昭和44年（1969）　JNDA02-04．KM-Y82．
  Planchet Lamination（平金破損エラー）
    PCGS-AU50 美品+ ¥ 18,000

 156 50円白銅貨 昭和42年（1967）　JNDA02-07．KM-Y81．
  Off-Center Hole Punch（穴ズレエラー）
    PCGS-MS64 未使用品+ ¥ 150,000

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。

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）

・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）

未発行貨幣
Japanese Unissued Coins



-25-

retrocoins.co.jp

 161 天保一分判金（保字一分） 天保8年～安政5年（1837-1858）
  JNDA09-39．KM-C20a．
    PCGS-MS63 （8/119） 軽トーン 未使用品 ¥ 38,000

 162 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-MS63 （57/187） 軽トーン 未使用品 ¥ 12,000

 163 天保一分銀（古一分） 天保8年～安政元年（1837-1854）
  JNDA09-50．KM-C16．普通品 Pq
    PCGS-MS66 （2/682） -完未品 ¥ 35,000

 164 安政一分銀（新一分） 安政6年～明治元年（1859-1868）
  JNDA09-52．KM-C16a．普通品 Bd
    PCGS-MS64 （180/1336） 未～完未品 ¥ 6,000

古金銀
Japanese Pre-Meiji Coins

JR日暮里駅 徒歩約10分 谷根千エリア

上野桜木あたり
2020年10月4日開催

オークション出品物受付、即席下見会
新入荷品、特価品多数を含む展示即売
現物を見てわかるグレーディング相談会

古民家で愉しむ
展
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 168 大正兌換銀行券1円（アラビア） 大正5年（1916）～
  JNDA11-37．右上角印刷抜きエラー
    PCGS-AU58ChoiceAU 右下角破損 美品+ ¥ 40,000

 167 日本銀行券D号10000円札（福沢諭吉） 昭和59年（1984）～
  JNDA11-79．大蔵省 黒色 英字1桁 R111111Y
    PCGS-MS66GemUNC （1/2） -完未品 ¥ 35,000

 166 旧国立銀行券1円 明治6年（1873）～　JNDA11-14．
    PCGS-Very Fine 20 （1/3） 少やぶれ 普通品 ¥ 160,000

 165 明治通宝1円 明治5年～（1872）　JNDA11-6．
    PCGS-About Uncirculated 53 （1/1） 極美品 ¥ 22,000

紙幣
Japanese Paper Money
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 172 日本銀行券5銭札（楠公5銭） 昭和19年（1944）　JNDA11-63．
  裏一部印刷抜エラー
    PCGS-VF30VeryFine  書込あり 上品 ¥ 12,000

 171 改正不換紙幣10円札（3次10円） 昭和19年（1944）～
  JNDA11-55．インク位置ズレエラー
    PCGS-VF35ChoiceVF 裏面書込あり 佳品 ¥ 8,000

 170 改正不換紙幣10円札（3次10円） 昭和19年（1944）～
  JNDA11-55．裏印刷無エラー
    PCGS-MS63ChoiceUNC 準未品 ¥ 35,000

 169 不換紙幣10円札（2次10円） 昭和18年（1943）～
  JNDA11-52．赤インク下ズレエラー
   PCGS-MS62Uncirculated 裏面書込あり 極～準未品 ¥ 18,000

 173 日本銀行券A号100円札（4次100円） 昭和21年（1946）～
  JNDA11-64．左番号抜け 裏番号写りエラー
    PCGS-AU50AboutUNC 裏面書込あり 極美品 ¥ 30,000
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 177 日本銀行券A号10円札（議事堂10円） 昭和21年（1946）～
  JNDA11-65．番号印鑑無エラー
    PCGS-VF35ChoiceVF -極美品 ¥ 30,000

 176 日本銀行券A号10円札（議事堂10円） 昭和21年（1946）～
  JNDA11-65．表に裏網印刷エラー
    PCGS-VF30VeryFine 裏面書込あり 上品 ¥ 15,000

 175 日本銀行券A号100円札（4次100円） 昭和21年（1946）～
  JNDA11-64．印刷抜けエラー
    PCGS-VF20VeryFine 普通品 ¥ 10,000

 174 日本銀行券A号100円札（4次100円） 昭和21年（1946）～
  JNDA11-64．裏写りエラー
    PCGS-AU53AboutUNC 書込あり 極美品 ¥ 25,000



電話番号：+852 2194 6688
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その中で、国王アタワルパに笑顔で近づき、インカの豊かな金財宝
の全貌を知ったのだろう。
　インカ帝国はヨーロッパより遥か前から高度な金精製術を持っ
ていた。驚くべきは一旦本国に帰ったピサロはわずか百数十人の
手勢でインカに来襲。黄金の国インカを瞬く間に滅ぼしてしまっ
た。黄金によって築かれた強固な権勢も、たとえ少数軍であっても
銃（当時は火縄銃）と剣の前ではひとたまりもなかった。金は経済
では重要な武器だが、戦争では自らを刺す刃になってしまったの
だ。
稀少な鉱物である金は、このように生産や略奪を繰り返し全世界
に流布していった。この不変で美しい鉱物が富の象徴である貨幣
と変貌することはある意味必然といえるだろう。特に外国貨幣は
王や女王、時の英雄等がデザインされ権威づけとともに時代を反
映する存在として興味深い。

 185 イギリス　ソブリン金貨 2018 　エリザベス2世 戴冠65周年
    PCGS-MS69DMPL （12/14）  PL FDC ¥ 80,000

 184 イギリス　5ポンド金貨 1887　KM769.　ヴィクトリア
    PCGS-AU53 （426/450） EF ¥ 250,000

 183 イギリス　2ポンド金貨 1887　KM768.　ヴィクトリア
    PCGS-AU Details Cleaning（洗浄） AU-UNC ¥ 90,000

 182 ジブラルタル　2ソブリン金貨 1989　KM29. 
  ウナとライオン PCGS-PR68DC （1/1） FDC ¥ 100,000

 181 フランス　20フラン金貨 1909　KM857. 
  第三共和政 NGC-MS66 （5/377） -FDC ¥ 45,000

 180 オーストリア　100コロナ金貨 1915　KM2819. 
  リストライク PCGS-MS66 （27/212） -FDC ¥ 210,000

 179 オーストリア　デュカット金貨 1915　KM2267. 
  フランツ・ヨゼフ1世 リストライク
    PCGS-PR69CAM （1/84）  FDC ¥ 40,000

外国貨幣
World Coins

古代コイン

 178 ビザンチン帝国　ソリドゥス金貨 ND（602-610） 
  フォカス（AD602-610） 重量4.38g
   NGC-MS MS（Strike 5/5 Surface 3/5）

   wavy flan（ゆがみあり） Clipped（小カットあり） AU-UNC ¥ 70,000

ヨーロッパの金貨

 186 イギリス　25ポンド金貨 2016　ビアトリクス・ポター
  生誕150年 ピーターラビット 発行500枚
    NGC-PF70ULTRA CAMEO （1/61） FDC ¥ 90,000

　美と欲望に駆られた人類と金の歴史は、紀元前3100年頃の古
代エジプトから始まったとされる。太陽神を崇拝していた古代エ
ジプト人が黄金に輝く金に神を見た。よって金は神の使いであ
る王が独占することになる。ツタンカーメン王の黄金のマスク（金
110kg）はあまりにも有名だ。現代の価値で300兆円ともいわれて
いる。他の王墓はほとんど盗掘されているため定かではないが、と
てつもない量であることは分かる。当時はザルによる川からの砂
金取りであるから、一人分の収穫量はしれている。どれだけの民の
苦労があったことか、それが全て王家に召し上げられたのである。
　中世に入ると金の価格は絶対となり、それ故、国を挙げての金
の争奪戦が始まる。16世紀のスペイン軍人、フランシスコ・ピエロ
は国王の命を受け、黄金探しに出航した。9000キロの船旅の先に
辿り着いたのが、南アメリカのインカ帝国である。おそらくアメリ
カ大陸を発見したコロンブスを温かく歓待したインディオと同じ
く、インカのインディオもピサロ一行を温かく迎えたに違いない。
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 187 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 （19/32） EF+ ¥ 210,000

 188 モナコ　200Francs 1966　KM-M2.Gad167. 
  レーニエ3世とグレースケリーご成婚10周年記念
    PCGS-PR65 （3/8） UNC-FDC ¥ 200,000

 189 オランダ　デュカット金貨 1764　KM12.3. 
  ホラント NGC-MS62 （1/2） AU-UNC ¥ 80,000

 191 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

 190 オランダ　デュカット金貨 1928　KM83.1. 
  Ex. Lawrence Adams NGC-MS66 （1/306） -FDC ¥ 25,000

 193 スイス　10フラン金貨 1922B　KM36. 
    NGC-MS68 （2/2416） FDC ¥ 55,000

 194 スイス　20フラン金貨 1930B　KM35.1. 
    NGC-MS66+ （13/317） -FDC ¥ 40,000

 195 中国　10元金貨 1998　KM1197. 
  大唐鎮庫 PCGS-PR69DCAM （1/29） FDC ¥ 23,000

 196 中国　10元金貨 1988　KM184. 
  パンダ PCGS-MS69 （1/116） FDC ¥ 20,000

 192 ルーマニア　50レイ金貨 ND（1906）(b)　KM39. 
    PCGS-AU58 （7/25） AU ¥ 250,000

 197 中国　1/4オンス 1982　KM-MB9. 
  パンダ PCGS-MS68 （44/77） -FDC ¥ 50,000

 198 中国　25元金貨 1998　KM1128. 
  パンダ PCGS-MS69 （1/58） -FDC ¥ 150,000

 199 中国　500元金貨 2013
  パンダ PCGS-MS70 （1/338） FDC ¥ 210,000

アジアの金貨
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 209 香港　1000ドル金貨 1983　KM51.　亥年
  発行22,000枚 PCGS-PR69DCAM （3/20） -FDC ¥ 95,000

 208 香港　1000ドル金貨 1982　KM50.　戌年
  発行22,000枚 PCGS-PR69DCAM （1/19） FDC ¥ 95,000

 207 香港　1000ドル金貨 1981　KM48.　酉年
  発行22,000枚 PCGS-PR68DCAM （6/14） -FDC ¥ 95,000

 206 香港　1000ドル金貨 1980　KM47.　申年
  発行18,000枚 PCGS-PR68DCAM （8/16） -FDC ¥ 95,000

 205 香港　1000ドル金貨 1979　KM45.　未年
  発行15,000枚 PCGS-PR69DCAM （2/18） -FDC ¥ 95,000

 202 香港　1000ドル金貨 1976　KM40.　辰年
  発行6,911枚 PCGS-PR68DCAM （6/34） -FDC ¥ 100,000

 200 中国　400元金貨4種プルーフセット 1979　KM-PS1. 
  人民共和国30周年 オリジナルケース付 UNC ¥ 400,000

 204 香港　1000ドル金貨 1978　KM44.　午年
  発行10,000枚 PCGS-PR68DCAM （2/13） -FDC ¥ 95,000

 203 香港　1000ドル金貨 1977　KM42.　巳年
  発行10,000枚 PCGS-PR69DCAM （1/15） FDC ¥ 95,000

 201 香港　1000ドル金貨 1975　KM38.　エリザベス2世来訪
  発行5,005枚 PCGS-PR68DCAM （8/53） -FDC ¥ 100,000
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 219 チリ　20ペソ金貨 1959　KM168. 
    NGC-MS66 （1/8） -FDC ¥ 27,000

 215 シンガポール　500ドル金貨 ND（1975）　KM14. 
  独立10周年 発行2,000枚
    PCGS-PR68DCAM （4/7） -FDC ¥ 210,000

 214 香港　1000ドル金貨 1987　KM58.　卯年
  発行12,000枚 PCGS-PR68DCAM （10/18） -FDC ¥ 95,000

 213 香港　1000ドル金貨 1986　KM57.　エリザベス2世来訪
  発行12,000枚 PCGS-PR69DCAM （2/15） FDC ¥ 95,000

 212 香港　1000ドル金貨 1986　KM54.　寅年
  発行10,000枚 PCGS-PR69DCAM （2/15） FDC ¥ 95,000

 210 香港　1000ドル金貨 1984　KM52.　子年
  発行10,000枚 PCGS-PR68DCAM （5/16） -FDC ¥ 95,000

 218 チリ　8エスクード金貨 1821FD　KM84.
    PCGS-AU53 （1/3） EF+ ¥ 220,000

 217 中央アメリカ連邦共和国　4エスクード金貨 1837CR E
  KM16. PCGS-AU55 （5/8） EF+ ¥ 900,000

 216 ブラジル　6400レイズ金貨 1796R　KM226.1. 
  マリア1世 リオデジャネイロ
    PCGS-AU Details Repaired( リペア) EF ¥ 90,000

 211 香港　1000ドル金貨 1985　KM53.　丑年
  発行10,000枚 PCGS-PR68DCAM （6/17） -FDC ¥ 95,000

アメリカ大陸の金貨
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 223 ハイチ　100グールド金貨 1971IC　KM91. 
  シッティング・ブル 発行475枚
    PCGS-PR68DCAM （1/4） -FDC ¥ 120,000

 222 ハイチ　100グールド金貨 1971IC　KM90. 
  オセオーラ 発行435枚
    PCGS-PR66DCAM （3/3） -FDC ¥ 120,000

 221 エクアドル　8エスクード金貨 1843MV-S　KM23.2.
    PCGS-AU53 （2/4） EF+ ¥ 1,000,000

 220 エクアドル　2エスクード金貨 1835FP　KM16.
    PCGS-XF Details Ex-Jewelry（加工跡あり） -VF ¥ 80,000

 225 ハイチ　100グールド金貨 1971IC　KM93. 
  ジェロニモ 発行520枚
    PCGS-PR68DCAM （2/4） -FDC ¥ 120,000

 224 ハイチ　100グールド金貨 1971IC　KM92. 
  プレイングフォックス 発行425枚
    PCGS-PR64DCAM （4/4） UNC-FDC ¥ 120,000

　中央アメリカとは、エルサルバドル、コスタリカ、グアテマラ、ベリーズ、ホンジュラス、ニカラグア、パナマの7カ国を指す。文明の起源は、
巨石人頭像や神殿ピラミッドで知られるオルメカ文明（紀元前1200年頃）や南米最大といわれる太陽のピラミッドを造ったテオティワカ
ン文明（紀元前1世紀）といわれる。紀元前1000年に成立したマヤ文明は独自のマヤ文字を持ち、二十進法や暦を考案していた。また、ピ
ラミッド形の神殿を造成するなど驚くべき高度な技術と文化を持ち合わせていたのである。その後（14 ～16世紀）に栄えたアステカ王国
は象形文字を使い太陽暦を使用する文化人であったが、スペインのコルテスに滅ぼされてしまった。マチュピチュで有名なアンデス文明
のインカ帝国（15 ～16世紀）もスペインのピサロに滅ぼされ遺跡を残すのみとなった。インカ帝国の都市遺跡にある石造建築は薄紙1枚
も通さない緻密さで、キープという結縄は色や結び方で数字を表していたとされる。そのマチュ・ピチュは標高3400メートルもの高地に
あったが、ピサロはそこまで執拗に迫ってきたのだ。いかに冷酷非道な人間かわかる。高度な文化人でも圧倒的な武力の前では無力だっ
た。
　その後のスペインによる植民地支配は冷酷を極め住民のインディオを奴隷のように扱い、弱った肉体に白人が持ち込んだ病原菌で
次 と々死んでいった。労働力を失ったスペイン人は、あろうことかアフリカから黒人奴隷を調達するという愚挙に出たのだ。こんな悪辣非
道な行為がスペイン人、ポルトガル人によって300年も続いたのだから恐ろしい。しかし、19世紀の初めに起きたフランス革命が民衆が立
ち上がるきっかけとなった。1804年のハイチ独立から1820年代に諸国は次 と々独立を果たしたのだ。アッパレ民衆の力が成し得たと思わ
れがちだが、その内情は少し違う。支配者の子として当地で生まれた白人、これをクリオーリョというが、彼らの権力は絶対で揺るぎがな
かった。では、なぜ独立運動は成功したのか。クリオーリョは民衆の蜂起を巧みに利用し、本国からの干渉を除外するために独立運動を
扇動したのである。甘い汁を独占する妙手である。不満を持つ民衆の怒りを国の外部や政敵に向かわせ、結果、悪人本人が善人となり新
たな悪政を行う。この構図は現代社会でも連綿と続いている。金の輝きが永遠であるように、これもまた永遠なのだ。今回のエスクード
金貨もエスクードがポルトガル通貨からしてポルトガル植民地の名残といえよう。
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 226 ハイチ　100グールド金貨 1971IC　KM94. 
  ビリー・ボウレグス 発行425枚
    PCGS-PR67DCAM （1/3） -FDC ¥ 120,000

 227 ハイチ　100グールド金貨 1971IC　KM95. 
  ジョセフ 発行455枚
    PCGS-PR68DCAM （1/3） -FDC ¥ 120,000

 230 ハイチ　100グールド金貨 1971IC　KM98. 
  スタルティングターキー 発行425枚
    PCGS-PR65DCAM （3/3） UNC-FDC ¥ 120,000

 228 ハイチ　100グールド金貨 1971IC　KM96. 
  ウォーイーグル 発行455枚
    PCGS-PR68DCAM （1/3） -FDC ¥ 120,000

 229 ハイチ　100グールド金貨 1971IC　KM97. 
  レッドクラウド 発行455枚
    PCGS-PR67DCAM （2/3） -FDC ¥ 120,000

 231 メキシコ　8エスクード金貨 1853/1C CE　KM383.2. 
  クリアカン PCGS-AU Details Tooled(加工) EF ¥ 160,000

 232 メキシコ　20ペソ金貨 1872Go S　KM414.4.
    PCGS-AU58 （2/5） PL AU ¥ 180,000

 235 アメリカ　100ドルプラチナ貨 1999　KM286. 
  発行56,707枚 PCGS-MS69 （2/218） -FDC ¥ 190,000

 236 アメリカ　100ドルプラチナ貨 2000　KM286. 
  発行10,003枚 PCGS-MS68 （380/464） -FDC ¥ 120,000

 234 ペルー　100ソル金貨 ND（1965）　KM243.
    NGC-MS66 （15/91） -FDC ¥ 250,000

 233 パナマ　100バルボア金貨 1978(P)　KM56. 
  平和と進展 発行6,086枚
    NGC-PF70ULTRA CAMEO （1/48） FDC ¥ 70,000

 237 アメリカ　10ドル金貨 2010W　KM483. 
    PCGS-PR70DCAM （1/1523） FDC ¥ 90,000
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 245 スイス　50フラン銀貨 1984　KM-S22. 
  オーバーハスリ PCGS-MS68 （17/82） UNC-FDC ¥ 18,000

 244 オランダ・ユトレヒト　デュカトン銀貨 1761
  KM92.1.Fr1832. 馬上の騎士 NGC-MS61 （5/6） AU ¥ 110,000

 243 ドイツ・バイエルン　2グルデン銀貨 1855　KM848. 
  マクシミリアン2世/ マドンナ バイエルン
    PCGS-MS63 （52/111） トーン UNC ¥ 16,000

 242 ドイツ・ブラウンシュヴァイク ウォルフェンビュッテル
  ターレル銀貨 1679RB　KM502.D6379. 
    NGC-AU50 （1/1） EF-AU ¥ 35,000

ヨーロッパの銀貨

 241 ドイツ・ニュルンベルク　ターレル銀貨 1768SR　KM350.
  D2494.　都市景観
    PCGS-MS62 （5/34） 軽トーン -UNC ¥ 320,000

 240 ドイツ・フランクフルト　ターレル銀貨 1772PCB　KM355.
  D2226.　都市景観
    PCGS-MS63 （7/71） 軽トーン UNC ¥ 280,000

 239 ドイツ・アウグスブルク　ターレル銀貨 MDCXXV（1625）
  KM27.1.D5014. 
    PCGS-UNC Details Cleaned（軽洗浄） AU-UNC ¥ 45,000

 238 オーストリア　ターレル銀貨 1780IC-FA　KM1866.2. 
  マリアテレジア リストライク
    NGC-PF67UCAM （107/170） UNC-FDC ¥ 6,000
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 249 中国・満州　1分銅貨 康徳3年（1936）　KM-Y6.
    PCGS-MS64RB （9/5,199,133） UNC+ ¥ 13,000

 248 中国・満州　新1角白銅貨 康徳7年（1940）　KM-Y10.
    PCGS-MS64 （39/281） UNC+ ¥ 9,000

 247 インド・英領 Rupee　ルピー銀貨 1840(b)　KM457.2. 
  リストライク PCGS-PR58 （5/6） トーン AU ¥ 150,000

 250 中国・冀東政府　1分銅貨 中華民国26年（1937）　KM-Y517. 
    PCGS-MS64RB （12/14,96,183） UNC+ ¥ 24,000

 246 仏領インドシナ　ピアストル銀貨 1886A　KM5. 
  女神座像 NGC-MS64 （1/51） 軽トーン UNC+ ¥ 280,000

アジアの銀貨

End of Sale

ご参加ありがとうございました

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

アジアの小額貨幣
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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、2020年10月20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～18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 〒241-0814 横浜市旭区中沢1-44-26
株式会社レトロコイン

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

10月8 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、2021年5月に開催を予定いたしております。

現在、第5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
〒241-0814　神奈川県横浜市旭区中沢1-44-26
☎ 045-489-3066（平日10-18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 2,700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


