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会場が変わります！

会期／2019年5月24日（金）～26日（日）
会場／ウインクあいち　6階展示場
会期／2019年5月24日（金）～26日（日）
会場／ウインクあいち　6階展示場



会場：ウインクあいち　6階展示場入場
無料

会 　 期

10：00～18：00
10：00～18：00
10：00～16：00
（最終日の入場は15：00までです）

5月 24日（金）
 25日（土）
26日（日）

会場直通（期間中のみ）　  052-571-6225

無料鑑定・買入コーナー特設無料鑑定・買入コーナー特設

中国コイン、切手高価買入れします。

専門家による貨幣・紙幣などの無料鑑定・評価・買い入れ・
収集相談承ります。お気軽にご持参下さい。

お一人様１回限り。

昔の貨幣
（レプリカ又は本物の古銭）
を手に入れよう！

無 料

中学生以下のお子様とさせていただきます。
受付でガチャガチャ専用コインをもらってね。

コインのすくい取りチャリティー
備え付けのスプーンでコインをすくおう！

※お一人様５回までとさせていただきます。
※売り上げは中日新聞社会事業団に全額寄付されます。

１回100円
（税込）

ウインクあいち

電車をご利用の場合
（JR・地下鉄・名鉄・近鉄）名古屋駅より
◎JR名古屋駅桜通口から
　ミッドランドスクエア方面　徒歩5分
◎ユニモール地下街　5番出口　徒歩2分

お車をご利用の場合
名古屋高速都心環状線
「錦橋」出口より約6分
◎駐車場…収容台数123台

住所：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38
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第24回 なごや大収集まつり　会場図

出　店　社　名（順不同30社）
●アカデミー商会

●アベノスタンプコイン社

●アローインターナショナル

●薄井美術店

●永楽堂

●エーススタンプ

●駅前コイン

●銀座コイン

●コレクションハウス

●古仙堂

●嵯峨乃コイン

●城南堂古美術店

●新岐阜商会

●新橋スタンプ商会

●杉本梁江堂

●セキグチ

●寺島コイン

●日郵コイン

●日本切手社

●日本郵便趣味協会

エレベーター

御手洗
（男性）

御手洗

無料鑑定コーナー

（多目的）

御手洗
（女性）

受　　付

●野﨑コイン

●ファミリースタンプ

●福岡スタンプ

●フクオスタンプ社

●ミントミントオークション

●モリシタ

●ユキオスタンプ

●ワールドコインズ・ジャパン

●和楽屋

●ロイヤルコイン
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野﨑コイン 杉本梁江堂

駅前コイン新岐阜商会 和楽屋セキグチ

日郵コイン 日本切手社薄井美術店

銀座コイン 寺島コインフクオスタンプ社 日本郵便趣味協会

ファミリースタンプ アローインターナショナル ワールドコインズ・ジャパン
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ミントミントオークション 城南堂古美術店

コレクションハウス モリシタ

永楽堂

古仙堂

嵯峨乃コイン

エーススタンプ福岡スタンプアカデミー商会

ユキオスタンプ新橋スタンプ商会

会場内撮影禁止



裏赤200円札 極

4次100円札 最終組7352 未

享保大判金 典乗　元書 650万 聖徳太子5千円札 未

享保大判金 真乗　元書 550万 伊藤博文千円札 黒2桁　No.1 未

享保大判金 方乗　元書 500万 伊藤博文千円札 黒2桁　111111 未

万延大判金 たがね打　元書 330万 新岩倉五百円札 A-A券

万延大判金 のし目打　元書 310万 樋口一葉5千円札 茶A000025A 未

天保五両判金 125万

慶長小判金 前期　無刻印 145万

享保小判金 偶然大吉 100万

正徳小判金 背忠丸　無刻印 300万

慶長一分判金 逆打　ひびき原品

元禄一分判金 逆打

安南4T金貨 400万

元禄二朱判金 逆打 安南1T金貨

慶長一分判金 片本

元禄一分判金

宝永三ッ宝豆板銀 両面大黒　4.0g 慶長大判金 書改 1,050万

元禄豆板銀 両面大黒　5.7g 天保五両判金 155万

天保豆板銀 寳字大黒　12.1g 極 慶長小判金 細目 前期右刻印 145万

甲州一分金 背中安ひびき原品 文政小判金 背扇桐刻印ｴﾗｰ

甲州二朱金 背下安 万延小判金 120万

甲州一朱金 背下安 筑前二分金 希少 未 450万

甲州朱中金 旧20円金貨 明治3年 PCGS 未 700万

新10円金貨

仙台小槌銀 貿易銀 明治8年 未

加賀南鐐銀 PCGS　AU53 旧1円銀貨 明治3年　有輪 完未

和同開珎 新1円銀貨 明治7年　中期 極

饒益神宝 115万 新1円銀貨 100万

旧20円金貨 明治3年 550万 新1円銀貨 明治12年 極

旧5円金貨 200万 旭日竜50銭銀貨

旧2円金貨 明治3年 竜50銭銀貨 明治33年 未/完

新20円金貨 昭和7年（財） 未 530万 旭日竜5銭銀貨 完未

新20円金貨 旭日竜5銭銀貨 未-

新10円金貨 未 220万

新10円金貨 明治37年 ﾏｯﾄﾌﾟﾙｰﾌ 100万

新5円金貨 大正2年 未 ﾌﾟﾙｰﾌ

新5円金貨 大正13年

新5円金貨 昭和5年（財） 未 330万

新1円銀貨 明治16年 未 天保五両判金 155万

旭竜50銭小型銀貨 明治4年大竜 天保小判金

現行百円白銅貨 万延小判金

新20円金貨 大正6年 完未

旧2円金貨 明治3年

50銭黄銅貨 昭和22年 元文一分金

裏紫100円札 万葉記号 美 110万 古南鐐二朱銀

日本武尊千円札 劣品 天保丁銀

在位60年　10万円金貨2点セット　黒箱

オーストリア　雲上の女神100ｺﾛﾅＰＣＧＳ　　AU55

英5ﾎﾟﾝﾄﾞ金貨1893ｳﾞｨｸﾄﾘｱｵｰﾙﾄﾞ

英ｸﾗｳﾝ銀貨 1847ゴチック　UNDECIMO

明治37年 財務美A 希少 未

中国1987年ﾊﾟﾝﾀﾞ12ｵﾝｽ純金貨

英　1902ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ7世　13種金銀ｾｯﾄ

明治38年　　　　 NGC MS65

地方自治60周年千円銀貨47種全揃い

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 1970 独立記念 2万ﾙﾋﾟｱ金貨

◆ 日郵コイン TEL 03-3226-7385

明治36年　　　PCGS　MS65

昭和61年大ﾍｹﾞｴﾗｰ　　　極

明治8年　中期　NGC MS66

◆　ロイヤルコイン　TEL045-904-4553

英フローリン銀貨1879ヴィクトリア

明治4年　小型大竜　MS63

明治7年　後期　浅彫　　未

英1/2クラウン銀貨　1824ジョージⅣ

英2ソブリン　ジュビリー　　　　　　　NGC

◆　新橋スタンプ商会　TEL03-3501-3077

角朱中　背重　甲印なし

※業者によっては、予約を賜る場合もございますのでお問い合わせ下さい。

●出品内容については品目と価格の変更がある場合があります

●出品物のうち１点しかないものも数多くありますので、

　　売り切れの節はご了承下さい。価格は全て税込です。

●切手、テレホンカードもあります。



旧一円銀貨 普通円 極

新一円銀貨 明治37年 未

新一円銀貨 明治24年 未 慶長大判金 書改 800万

天保大判金 元書 780万

極 享保大判金 元書 550万

神功皇后10円札 未 　〃 書改 320万

裏猪10円札 美 万延大判金 元書タガネ打 360万

日本武尊千円札 未 　〃 加筆　　〃 260万

万延大判金 のしめ打　書改 170万

慶長小判金 145万

享保小判金 弘字

享保小判金

三年　円銀 欠貝円

旧弐拾円金貨 明三年 680万

旧拾円金貨 明四年

年賀富士20面シート 昭和11年 状態良 50銭小型大竜

琉球1次航空3種 状態良 50銭明10年

状態良 天保小判金

状態良 文政小判金

完未 元文小判金

切手帳ペーン 元禄小判金 長元 極 230万

完未 秋田九匁二分

新20円金貨 明治44年

旧5円金貨 明治5年

慶長一分判金 前期 天保五両判金 125万

甲州一分金 背重 慶長一分金 片本

甲州二朱金 背定 万延二分金 V無

文政一分金 明治二分金 50枚組

分銅5円札 未 200枚組

裏紫100円札 未 10枚組

横書20円札 未 竜1銭銅貨 100枚組

神功皇后5円札 未 2銭銅貨 100枚組

慶長小判金 前期 150万

文政小判金

万延小判金 95,000～ 安政二分金 美

真文二分判金 美 元文一分金 上

草文二分判金 美 文政一分金 美

財務　新5円金貨 明治30年 天保一分金 極

財務　新10円金貨 明治41年 美品A

PCGS一円銀貨 M20　大型

PCGS一円銀貨 天保大判金 伊文丘 元書 620万

PCGS一円銀貨 M24　小頭二 享保大判金 一部加筆 430万

きじ航空　5種完 美 万延大判金 たがね打　元書 265万

円単位立山航空 6種完 美 天保五両判金 145万

ｼﾐ有り 慶長小判金 前期　無刻印 175万～

見返り美人シート 各種 9,000～ 元禄小判金 短元 200万

月に雁　シート 各種 28,000～ 宝永小判金 100万

竜四十八文切手 元文小判金 七福小吉

美 安政小判金

美 慶長一分金 片本 極

正徳一分金 額縁

享保一分金 逆背

◆ モリシタ　TEL052-836-7977

◆　城南堂古美術店　TEL090-3208-9612

1964東京オリンピック千円

プルーフセット平成元年

◆ 嵯峨乃コイン TEL 075-842-0025

昭和立太子礼　かんむり10銭

普は27a分銅ハガキ,市群同高

旭日竜小型50銭銀貨　明治4年　大竜

旭日竜5銭銀貨　明治3年

東京オリンピック1万円金貨　流鏑馬

年賀切手華山の富士　小型シート

普通切手　第1次円単位　八つ橋

年賀切手　小型シート　年号各種

近年の記念　シート単片各種　額面販売

◆　和楽屋　TEL090-8654-5163

ワールドカップ千円銀貨

小笠原千円銀貨

逓信記念日小型シート

年賀昭和25年とら小型シート

中宮寺如意観音50円小型シート

◆ 薄井美術店 TEL 03-3692-0103

天皇在位30年1万円金貨　単体

2020東京オリンピック引継銀貨

東京パラリンピック銀貨柔道

1964東京オリンピック百円

通常 製鋼100円透かしなし印刷庁銘付

ミントセット平成元年レギュラー



文政一朱銀 逆背 額縁

秋田笹一分銀 鋳造 極

慶長丁銀 151.6ｇ

200万 未使用

元禄丁銀 100万 美品

宝永四ッ宝丁銀 144.0ｇ 100万 並品

使用済

元禄豆板銀 片面大黒 めぐり元 美品

宝永二ッ宝豆板銀 片面大黒 群宝 美品

宝永二ッ宝豆板銀 両面大黒 並品

美品

和同開珎 降和 美品

並品

美 260万 美品

銅銭

二字宝永 永十　11.8g

天正通宝 小字 銀銭

650万

竜文切手 4種 未 美品

竜銭切手 4種 未 美品

未 極美

極 未 美品

未 美品

未 美品

未 美品

未 美品

琉球百円加刷 未 極美

未 極美

和同開珎 沖の島 極

明治通宝　5円札 美 神功開宝 長刀 極

美 永楽銀銭 打製正字 美

大蔵卿　50銭札 未 寛永通宝 宝連輪 極

極 文政小判金 七福<馬神> 美

準未 天保小判金 七福<久長> 美

美 天保小判金 七福<久吉> 美

御園座上棟銭

1円銀貨 明7年後期 修正品

120万 貿易銀

165万

神功開宝 縮力　3.9g

230万 富壽神宝 大様　大字 4.2g

仙台通宝 大様 母銭 上

元禄豆板銀 大字元　4.3g 美

元文豆板銀 大字文 5.1g 美

万延大判金 のし目打　元書 240万

宝永小判金 大当 105万

正徳小判金 伍井　後極印打 205万

享保小判金

安政小判金 献上大吉 485万

未使用 改三分定銀 小字

使用済 旧20円金貨 未～未+ 730万

未使用 新1円銀貨 M8　深彫 108万

使用済 新1円銀貨 M12左丸銀

◆ 銀座コイン　TEL 03-3573-1960

和桜1銭政府印刷21版シート

琉球1次普通再版銘付10B 7種完

琉球ハワイ移住広幅加刷シート

昭和37年2枚組箱付

明10年         PCGS XF45

◆ ユキオスタンプ TEL 052-211-7587

　　〃　　　　　　〃　　　月に雁

竜48文　　 2版フルマージン

竜二百文　2版フルマージン

竜五百文　1版黄緑色

和桜半銭キ半銭松田印刷　LH

　〃　　〃　　　　〃　（ハ）

　〃　　〃　　　　45銭(イ)

　〃　　〃　　　　〃　（ロ）

　〃　　〃　　　　〃　（ハ）

琉球　100円加刷

初日カバー　渡辺版　見返り美人

イギリス #1 1840年ペニーブラック

　 〃　　 #2 1840年ペンスブルー

フランス #1 1849年　10サンチーム

◆ 日本郵便趣味協会　TEL03-3821-4847

アメリカ  #1 1847年　5セント

ドイツ　ツェッペリンカバー　4マルク

アメリカ　〃　　　〃　　　　1＄30

　 〃　　　〃　　　〃　　　　2＄60

喜望峰　1858年　1シリング

手彫　鳥切手　12銭（イ）

ドイツ領東アフリカ 象 1916T 15R金貨    MS62

ﾄﾞｲﾂ ﾛｽﾄｯｸ 1783 ducaｔ金貨  発行200枚  MS63

ドイツ 1657 3taler銀貨 天駆ける馬 PCGS XF45

ドイツ 1866 2taler フランコニア　     NGC PF63

神聖ローマ 2taler ご成婚記念貨　　PCGS AU58

伊 1925R 大戦10年   100LIRE金貨 NGC PF62

英国 ｳﾞｨｸﾄﾘ･ｵｰﾙﾄﾞ 2ﾎﾟﾝﾄﾞ金貨       PF64ULC

英国 1893 florin銀貨  　　　　 PR66+CAM（No,1)

英国 1860 penny試作銅貨　　PR65+(No,1)

英国 ｼﾞｮｰｼﾞ4世 CROWN SEPTIMO　PCGS PR63

英国 ｼﾞｮｰｼﾞ4世 1/2CROWN　　　　PCGS PR62

新国立銀行　かじや5円札

旧兌換銀行券　裏大黒5円札

透かし大黒 5円札

日本武尊　千円札　組番号１

ｱｹﾒﾈｽ朝ﾍﾟﾙｼｬ ﾀﾞﾘｯﾂｸ金貨 槍と弓持つ大王chAU ★

伊 1912R 豊穣の女神 100LIRE金貨  NGC MS62

大正8年　新20円金貨　　　　　財務省 極美品

明治41年　新10円金貨　　　　財務省 美品A

明治45年　新5円金貨　　　　　財務省 極美品

大正13年　新5円金貨

明治3年　旧一円銀貨　欠貝圓　PCGS MS63

明治35年　一円銀貨　　　　 　　　PCGS MS65

明治3年　旧20円金貨

明治4年　旧10円金貨　無輪

明治4年　旧10円金貨　無輪

明治3年　旧5円金貨　明瞭ウロコ

明治6年　旧5円金貨

明治4年　 旧1円金貨　 　　　　前期 PCGS MS63

越後寛字印切銀　3.7ｇ

饒益神宝　　　大様細縁 小川青寶楼氏旧蔵品

 　　　　　　　　　皇朝銭図譜　原品

　〃　　〃　　　　〃　（ロ）

　〃　  〃　　　　〃　(ハ)

　〃　　〃　　　　15銭(イ)

　〃　　〃　　　　〃　（ロ）



旧国立銀行券5円 15銀行･東京 美/極 225万 各14,000

かじや5円

225万

伊ﾍﾞﾆｽ　20L金貨 1848年 155万 秋田鍔銭 短尾 並 9,000～

天保小判金

万延小判金

旧一円銀貨 明治3年

一円銀貨 明治年号 9,000～

天保小判金 元文丁銀

元文小判金 各6,000

旧5円金貨 年号各種

旧2円金貨 M3　財務省 美B 年号各種

新20円金貨

旧1円銀貨

￥58,000

明治通宝二円札 極

見返り美人シート 難 10,000より

月に雁シート 美

制定小型シート 美

難少 10,000より

第五回国体シート 難

大雪山小型シート 美

阿蘇小型シート 美

難

神功皇后5円札 第49組

水兵1円札

分銅5円札 シミ有り 並

天保五両判金 155万

神功開寶 元文小判金 220,000から

明和五匁銀

未 新20円金貨

未 新10円金貨 明治42年

旧1円金貨

美品A 130,000から

美品A

旧1円銀貨 明治3年

新1円銀貨

新1円銀貨 並年号 極

並 極

天保五両判金 145万

文政小判金（馬神）七福

◆ 寺島コイン　TEL 03-3832-5678

天保小判金（久長）　七福小判

絵銭　特別価格品　新入荷あり

国連カラー千円銀貨

中国干支　10元亥　2019年

アメリカ 2019 $5 アポロ記念 プルーフ又は未使用 金貨

◆ ファミリースタンプ TEL 072-238-5491

享保小判金（喜亦　弘字刻印）　

大正7年 　　　PCGS MS64

財務省放出新10円金貨　明治41年

財務省放出旧2円金貨　　明治3年

明治14年　右打丸銀　未

宝永通宝珍場所替り　4種セット

アメリカ 1900 $1 ラファイエット PCGS MS63 記念銀貨 

アメリカ 1921 50c アラバマー 2x2

 PCGS MS63 記念銀貨

アメリカ 2019 $1 アポロ記念 プルーフ又は未使用 銀貨 

アメリカ 2019 $1 5 オンスアポロ記念 

プルーフ又は未使用 銀貨

◆　アローインターナショナル　TEL03-3839-3123

アメリカ 1877 50c シーティド・リバティ-

  PCGS MS64 銀貨

アメリカ 1892 25c バーバー PCGS MS63 銀貨

アメリカ 1885-CC $1 モルガン PCGS MS63 銀貨

アメリカ 1928 $1 ピース PCGS MS63 銀貨

昭和貨幣　500～1円

平成貨幣　500～1円

寛永通宝 藁刺し 約200枚   

南宋鉄銭（折二･小平少含む） 90種

中国銅幣10文タイプ　100枚

平成31年銘　広島まわり道貨幣セット

アメリカ 1881 1c インディアン PCGS PR64RB 銅貨

アメリカ 1886 5c リバティーヘッドPCGS PR62 白銅貨

アメリカ 1884 10c シーティド・リバティ-

  PCGS PR64CAM 銀貨 

　〃　　　　　　　　　　　　　　五百円白銅貨

2020東京オリンピック1万円金貨

オリンピック、パラリンピック銀貨2種

　　　〃　　　　　〃　　百円白銅貨2種

　　　〃　　　　　〃同上50枚ロール2本

アジア冬季競技大会記念千円カラー銀貨

◆　永楽堂　TEL072-955-4258 

天皇陛下御在位30年記念プルーフ金貨

攝州大坂丁銀札  吉田昭二著 

宋銭綜鍳（八） 元祐通宝銭譜 

東洋古銭図録（日本銭・安南銭之部）

本邦鐚銭図譜

東洋古銭100種 ブック入

嘉慶通宝  100枚

◆ 古仙堂　TEL 03-5809-0848

天皇陛下･皇太子殿下 御成婚小型ｼｰﾄ2種ｾｯﾄ

◆ フクオスタンプ社 TEL 03-3387-7741

第46銀行（岐阜多治見）美-

二宮1円札　中央縦帯状黒色抜けエラー少ヤブレ

元禄両面大黒豆板銀　元字少キズ

2020東京オリンピックカラー銀貨引継ぎ

2020東京オリンピック水永カラー銀貨

2020東京パラリンピック柔道カラー銀貨

年賀昭和25年虎小型シート

昭和立太子3種セット

郵便創始75年小型シート初版

70銀行 京都府淀町　　　上

ｵｰｽﾄﾘｱ　雲上の女神　100C金貨

ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ　100F金貨　1952年

ﾛｼｱ　ﾆｺﾗｲ1世　5R金貨　1831年

東日本大震災復興事業千円銀貨2～4次

アメリカ＄20立像金貨　1923年MS63

　〃　　＄10インディアン金貨1908年D

古銭書『順治銭譜』『雍正銭譜』



万延小判金（九キ）

額一分金　1599 135万 各種

各種

 入荷予定

各種

享保一分金 各種

元禄二朱金

美

未

紋様5円　見本券 未

靖国50銭　見本券 寛永通宝　100枚

高橋50円　A-A券 極

二ツ宝群宝豆板銀 背大黒5.7g

享保小判金 極

天保小判金 仙台小槌銀 文久

新20円金貨 大正6年 極+ 越後寛字切銀

元和通宝 小字

未 文禄通宝　銀銭 180万

6,000～ 元和手寛永銀銭 背六十一

貞享通宝　銀銭 背甲子

永楽通宝　銀銭 打製　自楽

文政一朱銀 逆打　両面額縁

秋田笹一分銀 打製

盛岡八匁銀判 極

安政貿易二朱銀

筑前一分金

未開封 新二十円金貨 明治40年 美

美 1,600～ 新二十円金貨 大正6年 未

各3,500 新二十円金貨 明治44年 未

2,000～

30種揃 美品

旧10円金貨 旭日竜50銭銀貨 明治4年　小竜 美

旧5円金貨 2次100円札 未

貿易銀 天保豆板銀 両面大黒 美

旧1円銀貨 美

円銀 120万

旭日竜小型50銭 M4 小竜 美

改三分定銀 大字 未

享保小判金

少難品

各12万 少難品

日清戦勝2銭2種 ガッター入田型

平成30年福井国体貨幣セット

平成31年貨幣まつり（名古屋）貨幣セット

平成31年桜通り抜け（大阪）貨幣セット

平成31年花まわり道（広島）貨幣セット

三博（岡山･松山･高松）シート

飛行試行2種

年賀小型シート　平成分（平成2年～31年）

地方自治500円カード　長野県

地方自治500円カード　新潟県

地方自治500円カード　高知県

昭和64年1円･5円･10円･500円

◆　エーススタンプ　TEL 03-3693-4959

二ツ宝両面大黒豆板銀　5g

秋田つば銭3枚セット　長･中･短尾

大東銀銭3種セット　一･二･三銭

◆ 野﨑コイン TEL03-3389-5958

信濃国　塩尻局　百文札

信濃国　中野局　百文札

信濃国　中之条局　六百文札

外国コイン 1kg

東日本震災復興金貨　1～4次

地方自治47種全揃　カラーA

   〃　　　　カラーB ダンボール未開封　※

　〃　　　 　500円カード　B プルーフ　※無料配送

平成即位在位10年,20年,皇太子他金貨

平成31年貨幣セット　桜、花、TICC

稀少年号　H22、23、24、25

珍番号　ゾロ目、01、キリ番号

名古屋藩　金二朱札

天保保字寶大黒豆板銀9.5g

銀一枚包　未開封　大黒常是　丁銀　豆板

2020東京オリンピック1次金貨

◆ 駅前コイン　TEL 03-3256-4384

天皇在位30年金貨　ダンボール未開封

　　　〃　　　　　2点　　　　　〃

東京五輪千円銀貨　いろいろ

平成22年,23年ミントセット(希少年号）

平成31年通常ミントセット（平成最後貨幣）

各種ｴﾝﾀｲﾔ・初日ｶﾊﾞｰ特別価格提供 特別価格販売

記念きっぷいろいろ詰め合わせ

青森りんご千円銀貨プルーフ

奄美群島千円銀貨プルーフ

愛知万博千円銀貨プルーフ

天皇在位1万円銀貨　逆打ちエラー

新幹線開業50周年千円銀貨プルーフ

中部国際空港500円プルーフ

旧1円、2円、5円、10円金貨新入荷 特別価格販売

昭和13年50銭銀貨PCGS入り

1円銀貨新入荷いろいろ

昭和62年ミントセット

国連千円銀貨プルーフ

新20円金貨　大正6年

4次100円　大福耳エラー

守礼門 2000円（黒/2桁）[　BA111111Z　]各番号　未

アメリカ　20ドル金貨(立像）　1916

旧1円銀貨明治3年新入荷 特別価格販売

◆ 新岐阜商会　TEL 052-264-4777

慶長一分金　前期

慶長一分金（京座）

元禄一分金　（長元）　

天保二朱金　逆打

永楽通宝銀銭　鋳造

◆　アベノスタンプコイン社　TEL06-6621-4634



旧1円金貨 明治4年　後期

新20円金貨

新10円金貨

万延大判金 たがね書改 180万

元和通宝 小字

元文小判金 200,000より

1,430万 文政小判金

6,300万 天保小判金

640万 万延小判金

神功皇后五円札 極

大黒壱円札 未

裏猪拾円札 80,000より

横書二拾円札 1組 極

タテ書二拾円札 1組 美

第1次五円札 1組 極

大正小額五拾銭 大正六年1組 準未

大正小額二拾銭 大正六年1組 未

大正小額拾銭 大正六年1組 未

西郷札五拾銭 美

第3次百円札 未

第1次拾円札 未

第2次拾円札 未

第4次拾円札 後期 未

聖徳一万円札 未

未

未

半銭M8年MS65RD 聖徳千円札 1桁 未

旧岩倉五百円札 前期1桁 未

板垣百円札 前期1桁 未

竜10銭M8年MS66

竜10銭M9年MS66

旭50銭T5年MS66 万延大判金 のし目元書 298万

旭50銭T6年MS66 天保五両判金 140万

佐字小判金 又神 応談

享保小判金

元文小判金

123万 万延小判金 献上大吉

価格応談 新20円金貨 大正6年

価格応談 新5円金貨 明治30年

価格応談 貿易銀 明治9年

180万 ドイツ　1兆マルク 美

旧20円金貨 明治3年 750万

旧10円金貨 明治4年　有輪

旧5円金貨 明治3年 明瞭ｳﾛｺ

旧5円金貨 明治3年

旧5円金貨 明治4年

旧5円金貨 明治5年

旧2円金貨 明治3年 1,000～

ユニバーサル五輪カラー千円銀貨

中部空港　500円銀貨　　　限定10

ミントセット･プルーフ特別提供品

◆ アカデミー商会　TEL 052-583-1144

スイス現代射撃祭2019　1000F金貨PF70UC

　〃　　　　　　〃　 2019　  50F銀貨PF70UC

小笠原諸島復帰50周年千円カラー銀貨

2020東京五輪引継　　　　　　〃

2020東京五輪　水永　　　　　〃

2020東京パラ五輪　柔道　　 〃

◆ 杉本梁江堂 TEL06-6359-0566

明治44年　財務美品A

明治41年　財務美品A

旧十円金貨　明治4年　　　　　　　　　財務美品A

旧五円金貨　明治3年　明瞭ウロコ　財務美品B

旧五円金貨　明治6年　　　　　　　　　財務美品B

新金貨3種ｾｯﾄ20円,M30,10円,M41,5円,M31美品B

新旧岩倉五百円札　2枚セット

第4次百円札板垣百円札2枚セット

慶長小判金裏花押古鋳タイプ無刻印

慶長小判金前期タイプ無刻印

竜5銭M6年逃げ玉MS66

◆　ミントミントオークション TEL 072-206-1001

半銭M16年MS66+RD

半銭M17年MS66RD

穴ナシ5円黄銅貨S23年MS65

10円青銅貨MS65RD S39年

10円青銅貨MS65RD S42年

財務省旧金貨3点(10円A 2円A 1円B)

1銭銅貨M14年大四MS66RD

1銭銅貨M14年MS65RD

1銭銅貨M20年MS65RD

半銭M6年MS65RD

半銭M7年後期MS66RD

慶長小判金前期初期タイプ無刻印

2銭銅貨M15年MS66RD

2銭銅貨M16年MS64+RD

1銭銅貨M7年MS66+RD

1銭銅貨M8年MS66RD

1銭銅貨M9年MS65RD

1銭銅貨M10年MS66+RD

2銭銅貨M7年MS64RB

2銭銅貨M8年MS64RB

2銭銅貨M9年MS65+RD

2銭銅貨M10年角ウロコMS64+RD

2銭銅貨M13年MS65RD

2銭銅貨M14年MS66RD

旧20円金貨M13年PR65CAM

旧20円金貨M3年MS62

旧1円銀貨M3年MS66

旧1円銀貨M3年MS64

2銭銅貨M6年MS65+RD

2銭銅貨M7年MS66+RD

円単位塔航空30円印刷庁銘版付単片

第3次昭和10銭富士桜　シート

MY旅シリーズ4集レターセット

和の食文化　特別編

ジョージ4世￡5金貨PR63DCAM



120万

慶長小判金 前期 135万

真文二分判金 美～ 50,000～

安政二分判金 美～ 14,000～

元禄一分判金 美～ 11万～

元文一分判金 美～ 14,000～

天保一分判金 美～ 18,000～

万延一分判金 ハネ分 美～ 85,000～

明和五匁銀 美 万延大判金 のし目　元書 258万

安政二朱銀 美 享保小判金 弘字

美 元文小判金

各種 14,000～ 元文小判金

秋田九匁二分銀判 美 文政小判金 七福、久吉

盛岡八匁銀判 美 文政小判金

琉球通宝　半銖 美～極 14,000～ 天保小判金

旧五圓金貨 万延小判金

新五圓金貨 甲州一分金 背重

試作五銭白銅貨 180万 水戸大黒銭 極

45万～ 上州鉛切手銭 各種在庫 48,000～

820万

新1円銀貨 明7　中期

大黒5円札 美上

大黒10円札 美上

旧国立2円札 美上

16万～ 旧国立1円札 美下

上

　弓と槍を持つ大王 24～30万 100より

初日カバー　1通 50より

VF～ 36,000～

　Pentadrachm金貨 慶長小判金 (前期･無刻印) 190万

享保小判金

元文小判金

文政小判金

　AD698-705 天保小判金

新20円金貨 (明治43年)

新10円金貨 (明治42年)

文久永宝 (母銭)

旭日竜50銭銀貨 (明治4年) 未

新1円銀貨 (明治23年) 未

新1円銀貨 (明治25年) 未

 パリコンミューン 新1円銀貨 (明治35年) 未

外国マイナーコイン 各種 100～

外国紙幣 各種 100～

アメリカ　20ドル金貨（立像）1924年　

2020　東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ千円銀貨2点

天皇陛下30年記念金貨2点ｾｯﾄ

新渡戸5千円札(茶番A-A券)

新渡戸5千円札(茶番Z-Z券)

◆ コレクションハウス　TEL043-247-0886

アメリカ　20ドル金貨（女神）1853年

◆　ﾜｰﾙﾄﾞｺｲﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ　TEL03-5777-0351

イタリア,サルジニア80,100リレ金貨各種

マケドニア王国Tetradrachm銀貨　336-323BC

　アレクサンドロス3世大王各種

プトレマイオス朝エジプト　プトレマイオス1世　305-282BC

スイス･グラルス40B銀貨1847年　　NGC-MS62

フランス50,100フラン金貨ナポレオン,エンゼル各種

イギリス5,2ポンド金貨ヴィクトリア他各種

財務省放出　旧20円金貨　明3　ケース入　極

人足札　平塚駅　人足壱人　藤沢継

エンタイヤ･ハガキ　1通

◆ セキグチ TEL 027-232-5789

ドイツ,サクソニー5Mark銀貨　1907年　KM-1266

 フリードリッヒ･アウグスト　　　　　　　 NGC-PF64

イギリスCrown銀貨1716年 S3639　KM545.1

　ジョージ1世Plumes＆Roses 　　　　NGC-AU55

皇帝正面像　　　NGC-MS

古代ギリシャ,ローマ,オリエントの金銀銅貨多数

　特にササン朝ペルシャ,クシャン朝インドの金貨

オーストリア2Ｔｈａｌｅｒ銀貨　1875年 ウィーントリエステ

イギリスCrown銀貨1847年　ヴィクトリア,ゴシック

フランス5Francs銀貨　1871年 KM823

ドイツ,アウグスブルグThaler銀貨　1628年

　D-5028　都市の景観　　　　 NGC-AU55

ドイツ,メクレンブルグ　シュバーリン　5Mark銀貨

　1915年　大公国百周年記念　　　　 NGC-PF63

　鉄道開通記念 DAV-20　　　　　　　NGC-PF62

フランス60S銀貨1643年ルイ13世　 NGC-VF35

ローマ帝国　Aureus金貨　ファウスティナシニア

　AD138-140/1　死後発行貨　        NGC-ChXF

ビザンチン帝国Solidus金貨　ティベリウス3世

リディア王国1/3Stater金銀自然合金貨　紀元前560年頃

　世界最初の打製コイン

アテネTetradrachm銀貨C.510-404BC 初期～最盛期

　アテナイ女神/フクロウ各種　　　　NGC-XF～

アケメネス朝ペルシャDaric金貨　紀元前5～4世紀頃

NGC-VF～AU

M5 　　　　　　　NGC-MS65

M45 　　　　　　NGC-MS65

T5　　　　　　　 NGC-MS64

試作十,五銭ニッケル貨S8　　　　　　NGC-PF63～

五十円白銅貨S50 穴無しエラー

長嶋愛生園一銭黄銅貨1931-48　　PCGS-AU50

昭和･平成記念貨各種取揃えております。

試鋳貨　永十永大　大川天顕堂旧蔵品

文政両面大黒豆板銀　14.9g

元文･文政･天保･安政両面大黒豆板銀

スペインと旧植民地各国8エスクード金貨各種

アメリカ合衆国20ドル金貨女神頭像,立像各種

イタリア,ナポリ＆シチリア5Lire銀貨　1813年

　KM-259 ヨアヒム･ナポレオン　 　 NGC-AU58



昭和11年　年賀　S/S

明治銀貨2種

昭和すかしなし　S/S　4種

立山航空銭位6種

 ■年号はH＝平成、S＝昭和、M＝明治、T＝大正
 ■状態は完未＝完全未使用品、未＝未使用品、
    極＝極美品、美＝美品、PF＝プルーフ

◆ 日本切手社

皆様のお越しをお待ちしております。

昭和コイル4種

貯金切手

国立公園戦前　単片32種

外国切手未使用セット

外国切手未使用　S/S・ブロック

◆ 福岡スタンプ TEL092-732-3912

芦ノ湖航空5種

「第1回名古屋コインショー」
2019 年 8月30日（金）

	 8月31日（土）

	 9月		１日（日）

ウインクあいち8階展示場	

日本貨幣商協同組合主催催事スケジュール

◎名古屋

ウインクあいち
住所：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

電車をご利用の場合
（JR・地下鉄・名鉄・近鉄）名古屋駅より
◎JR名古屋駅桜通口から
　ミッドランドスクエア方面　徒歩5分
◎ユニモール地下街　5番出口　徒歩2分

お車をご利用の場合
名古屋高速都心環状線
「錦橋」出口より約6分
◎駐車場…収容台数123台

◎大　阪　2019年 6月 14日（金）〜6月 16日（日）３日間
　　　　　「第17回大阪コインショー」　　ＯＭＭビル２階Ａホール
◎大　阪　2019年 10月 4日（金）〜10月 6日（日）３日間
　　　　　「第47回おおさか大収集まつり」　　心斎橋御堂筋ビル９Ｆ（大丸向い、ＯＰＡのとなり）
◎東　京　2019年 11月 8日（金）〜11月 10日（日）３日間
　　　　　「第17回東京コインショー」　大手町サンケイプラザ３Ｆ
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〒105-0004  東京都港区新橋2-16-1  ニュー新橋ビル409   TEL. 03-3508-1701  FAX. 03-3593-1029
HP www.jnda.or.jp　　  E-mail customer@jnda.or.jp

東京2020パラリンピック競技大会記念貨幣
  千円銀貨（柔道）　13,000円（税込）

東京2020オリンピック競技大会記念貨幣
  千円銀貨（水永）　17,000円（税込）

天皇陛下御在位30年記念
プルーフ貨幣セット 2点
 170,000円（税込）

会場内特別奉仕品のご案内
※画像はイメージです

日本貨幣商協同組合鑑定書付

美品　200,000円（税込）
※推奨品プレートが目印です。

元文小判金

天皇陛下御在位30年記念五百円
バイカラー・クラッド貨幣　

800円（税込）
天皇・皇太子御成婚切手小型シート2枚セット

500円（税込）


