
素敵なコイン夏休み特別号



Queen Victoria（Alexandrina Victoria）
ヴィクトリア女王（アレクサンドリナ・ヴィクトリア）

在位 1837年6月20日 - 1901年1月22日
戴冠 1838年6月28日
出生 1819年5月24日
死去 1901年1月22日（81歳没）
イギリス・ハノーヴァー朝第6代目女王、初代インド女帝。

世界各地を植民地化・半植民地化して繁栄を極めた大英帝国を象徴する女王。
1837年に18歳で即位し、生涯で4男5女を授かった。

彼女の時代は産業革命による経済の発展の絶頂期を迎えた。
そして繁栄を謳歌するとともに国王夫妻に象徴されるように、「家庭の平和」と英国美術の
黄金期が絶頂を迎えた事から「エリザベス1世」「アン女王」と並び「英国は女王の時代に
治世が栄える」とまで言われている。

最近では映画やドラマも制作されており、世界で最も有名な女王と言っても過言ではない。
（表紙は海外ドラマ「ヴィクトリア女王 愛に生きる」、映画「ヴィクトリア女王 最期の秘
密」）

アンティークコインで最も人気のある国「イギリス」の最も人気のある女王、ヴィクトリア。
彼女のコイン、メダルは数多く発行されているが今回ご案内するのは最も人気の高い
「戴冠50周年（ジュビリーヘッド）」の金メダル。

発行枚数は金メダルが944枚（現存20枚）と5ポンドが797枚（現存約160枚）。
裏側は130年前に作られたとは思えない程精密で美しく、且つ迫力のあるデザインとなって
いる。



Great Britain:Queen Victoria Golden Jubilee Gold Medal 1887
英国 1887年 ヴィクトリア女王 即位50周年 金メダル
【発行枚数】944枚
【規格】重量約91.5ｇ／直径約77.00mm
【ご案内価格】SP62（PCGS)：3,000,000円（税込）／ 2,777,778円（税別）

7月下旬入荷予定

表面：ヴィクトリア女王の刻印
VICTORIA REGINA ET IMPERATRIX（帝国の母、女王ヴィクトリア）

裏面：王剣と宝珠を手にして座する女王（右手には剣、左手には勝利の女神NIKE）
周囲に科学、文学、芸術、産業、農業を司る女神たちの姿
足元に横たわる商人・旅人の守護神マーキュリー（ギリシャ語ではHermes/ヘルメス）

「太陽が沈まない帝国」を示すアジア、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、アフリカ
が表記されている五つの盾
上空には女王を見守る2人の天使と「1887年の記念」の刻印

ヴィクトリアの即位50周年を記念して発行された本メダルは、表面の女王の肖像をオース
トリア出身の彫刻家ジョセフ・エドガー・ベーム（Joseph Edgar Boehm）によって手掛
けられた。裏面はイギリスの画家・彫刻家
のフレデリック・レイトン
（Frederic Leighton）がデザイン。

ベームは元々半身像の専門家であり、
英国王室からの依頼でいくつもの半身像を
手掛け、その在位半世紀を迎えた女王の
姿を精巧に描いたデザインは、
今でも高い評価を受けている。

最新鑑定表（Population Guide）



British India:William IV 2Mohur Restrike 1835(C)
英領インド 1835年C ウィリアム4世 2モハール金貨 KM452.1 Restrike
【発行枚数】不明
【規格】重量23.32ｇ／直径32.00mm
【ご案内価格】PR63（PCGS)：7,000,000円（税込）／6,481,482円（税抜）

表面：ウィリアム4世の横顔と首元にR.S（造幣局局長ロバート・サンダースのイニシャル）
WILLIAM IIII,KING 1835（国王ウィリアム4世、1835年）

裏面：ライオンとヤシの木
（2つ共インドの象徴とされており、ヤシの木は英語で“Palm”、「掌」という意味も。
EAST INDIA COMPANY（東インド会社）
TWO MOHUR（2モハール）

発行：カルカッタ造幣所（1835年「C」とはカルカッタの意）
デザイナー：1839年ウナとライオンをデザインしたウィリアム・ワイオン

最新鑑定表（Population Guide）

東インド会社が発行した2モハール金貨、ウィリアム4世のデザインは4種類存在する。
大英帝国と呼ばれ最も繁栄していた時代に作られたコイン・・・
という歴史的な観点から見ても素晴らしい1枚。

ではコイン単体の美しさ、価値はどうなのかと考えると、
やはりワイオンが作ったコインは美しいのです。
ウナと見比べてもモハール金貨のライオンの毛並み
は美しく、ヤシの木のきめ細かい枝葉も目を引かれます。

希少性、人気から市場でも高値で取引されており、
資産形成の一つとしてお持ちいただくべき芸術品。



Great Britain：Queen Elizabeth II 5 Pounds 1980
英国 1980年 エリザベス2世 5ポンド金貨
【発行枚数】1980年：10,000枚／1981年：5,400枚

1982年：2,500枚／1984年：8,000枚
【規格】重量39.94ｇ／直径36.00mm
【ご案内価格】PF69UCAM（NGC)：400,000円（税込）／370,371円（税抜）

表面：祖母メアリー女王から結婚祝いに贈られたティアラを戴いたエリザベス2世の右肖像
ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA F:D:
（神の庇護を受けしエリザベス2世、信仰の擁護者）

裏面：馬に乗り竜を退治する守護神「聖ジョージと竜」
彫刻家B.P.（ピストルッチ・ベネデットPistrucci Benedetto）のイニシャル

最新鑑定表（Population Guide）

1953年6月に即位した現英国女王エリザベス
2世の若い頃を刻印し、その美しい横顔から
20万種類存在すると言われているコインの中
で最も人気のある1枚と言っても過言では無い
モダンコイン。

しかしながら市場流通枚数が多い事から
短期での売買ではなく、20年、30年先の
次の世代へ引き継いでいただきたい1枚。

今回は市場最安値でのご案内。



Great Britain:Britannia 500Pounds(5oz) 2016
英国 2016年 エリザベス女王 500ポンド（５オンス）金貨
【発行枚数】55枚
【規格】重量156.24ｇ／直径50.00mm
【ご案内価格】PF70UCAM（NGC)：6,500,000円（税込）／6,018,519円（税抜）

表面：女神ブリタニアとライオンの刻印
ライオンの足元に「SZ」（デザイナー スージー・ザーミットのイニシャル）

裏面：現女王エリザベスの刻印
女王の首元に「JC」（デザイナー ジョディ・クラークのイニシャル）
ELIZABETH II D.G.REG.F.D.500 POUNDS
（神の庇護を受けしエリザベス2世、信仰の擁護者）

発行枚数がたったの55枚という事もあり、現在市場で見かける事は困難。
世界で最も美しい金貨「ウナとライオン」を彷彿とさせるデザインと、
5オンスサイズという迫力からモダンコインで最も人気のある1枚。

ブリタニア（Britannia）・・・
イギリスを擬人化した女神であり、象徴。
国旗であるユニオンフラッグが描かれた
盾とトライデント（三叉槍、
海の神ポセイドンの武器）、そして
アテナ神の兜を被っている。

最新鑑定表（Population Guide）



German State:Preussen Friedrich Whilhelm III
12 Ducats Sized Gold Medal 1823
ドイツ 1823年 ウィルヘルム3世 12ダカットサイズ 金メダル
【発行枚数】不明
【規格】重量約41.72ｇ／直径約41.13mm
【ご案内価格】未鑑定：3,024,000（税込) ／2,800,000円(税抜)
鑑定費用は無料で承ります。鑑定保証に関しては最終頁をご覧下さい。

表面：フリードリヒ・ヴィルヘルム3世（在位1797年～1840年）と妻エリザベスの刻印

裏面：女神が乗った馬車と、それを引くプロイセンの大鷲とバイエルンの獅子

フリードリヒ・ヴィルヘルム3世・・・
生没 1770-1840
在位 1797-1840

平和主義に固執し、ナポレオン・ボナパル
トとの戦いに敗れるという危機の時代に
あっても改革を主導する事は無かった王だ
が、家庭においては良き父であったと言わ
れている。

この時代、プロイセンには文武ともに有能
な人材が輩出し、近代化も進んでいった。

歴史的にも非常に価値があるだけでなく、
元々PF64UCAMという高鑑定であった為、
綺麗な状態の1枚。



Austira:Salvator Mundi/ Vienna City View 
12Ducats Sizes Gold Medal 1842
オーストリア 1842年 サルバトール・ムンディ / ウィーン都市景観 金メダル
【発行枚数】不明
【規格】重量約41.70g/直径約42.36mm
【ご案内価格】未鑑定：3,780,000円（税込）／3,500,000円（税別）
鑑定費用は無料で承ります。鑑定保証に関しては最終頁をご覧下さい。

表面：「サルバトール・ムンディ」（世界の救世主）の刻印
デザイナー：Konrad Lange（コルナッド・ランゲ）のサイン
1800年代にヨーロッパで活躍した彫刻家。
彼のデザインしたコイン・メダルは芸術的評価が高い物が多い。

裏面：ウィーンの都市景観
（中央にそびえ立つのは1359年に完成された世界遺産でもあるシュテファン大聖堂）
コイン上部に神聖ローマ帝国の紋章である双頭の鷲

B:【ご案内価格】SP61：4,860,000円（税込）/4,500,000円（税別）

A:未鑑定：3,780,000円（税込）／3,500,000円（税別）



サルバトール・ムンディ（Salvator Mundi ）

1490年～1519年にレオナルド・ダ・ヴィンチによって描かれた油彩。
男性版モナリザとも称される。

ルイ12世の為に制作されてから英国王室によって所有され、
1763年以降長期間行方不明となっていたが1900年に発見。

1958年にオークションに出品されるが「複製」と判断され45ポンドで落札される。
時は流れ2005年に再鑑定の結果ダ・ヴィンチの真筆と証明される。

2017年11月にクリスティーズオークションに出品され、
サウジアラビアのバデル王子が約4億5,000万ドル（約508億円）で落札し、
現在はルーブル・アブダビに展示されている。

緻密で繊細、且つ大胆な描写が多いランゲの作品。
ムンディと同じく枚数が少ない為市場に出る事はあまり無いが、出現すると高値が付く
ものも。



German State:Augsburg Silver Medal 1738
ドイツ 1738年 アウグスブルク 銀メダル
【発行枚数】不明【規格】重量43.94g／直径44.00mm
【ご案内価格】未鑑定：291,600（税込) ／270,000円(税抜)
鑑定費用は無料で承ります。鑑定保証に関しては最終頁をご覧下さい。

表面：アウグスブルク出身の貴族 マーティン・
ヒエロニムス・ランゲンマンテルの刻印
左下に彫刻家 C.ベーラーのサイン（C.B）

裏面：プロビデンスの目
ANNO DOMINI MDCCXXXVIII
（西暦1738年）

Austria:Maria Theresia Silver Medal 1767
オーストリア 1767年 マリア・テレジア 銀メダル
【発行枚数】不明
【規格】重量60.42g／直径57.90mm
【ご案内価格】未鑑定：270,000（税込) ／250,000円(税抜)
鑑定費用は無料で承ります。鑑定保証に関しては最終頁をご覧下さい。

German State:Regensburg City View Ducat 1729-1803
ドイツ 1729-1803年 レーゲンスブルグ都市景観 ダカット金貨
【発行枚数】不明
【規格】重量3.45g／直径57.90mm
【ご案内価格】未鑑定：594,000（税込) ／550,000円(税抜)
鑑定費用は無料で承ります。鑑定保証に関しては最終頁をご覧下さい。

表面：女帝マリアテレジアの刻印

裏面：オーストリア帝国の盾とその周りには女神
と天使、上部にはプロビデンスの目

表面：レーゲンスブルグ都市景観とプロビデンス
の目

裏面：神聖ローマ帝国の紋章である双頭の鷲

プロビデンスの目（Eye of Providence）特集
神の全能の目を意味し、フリーメイソンの象徴としても描かれる。
コインにも刻印される事が多く、プロビデンスの目が入っていると
人気・市場価値が高まる物も。



German State:Hamburg “1/2 Bankportugalöser”5 Ducats Sized Gold Medal 1888
ドイツ 1888年 ハンブルグ ½バンクポルトガレッサー新市庁舎建立記念
5ダカットサイズ 金メダル
【発行枚数】不明 【規格】重量約18.25ｇ／直径約34.50mm
【ご案内価格】SP63：1,150,000円（税込）／1,064,815円（税抜）

ハンブルク新市庁舎設立記念の金メダル。

2匹の獅子とFREIE UND HANSENSTADT
HAMBURG
「自由都市ハンブルグ」の刻印、
そして非常に細かい描写で刻印されている市庁
舎が特徴的なデザイン。

ポルトガレッサーとは･･･
16世紀にポルトガルで発行されていたポルト
ゲースという大型金貨をモチーフに鋳造される。
当時ハンブルグは神聖ローマ帝国から自治権を
与えられており、
金融や芸術等商業等、文化の中心地であった。
そのハンブルグに設立された銀行が株主に配当
として配った金貨（メダル）の為、
「バンクポルトガレッサー」と呼称される。

German State:Mainz XI Shooting Festival Gold Medal 1894
ドイツ 1894年 マインツ都市景観/第11回射撃祭 金メダル
【発行枚数】不明
【規格】重量約16.03ｇ／直径約30.79mm
【ご案内価格】SP63：990,000円（税込）／916,667円（税抜）

表面：右手に月桂樹、左手にマインツの紋章が
刻まれた盾を持った女神と、女神の足元には射
撃祭で使用されるボウガン。背景はマインツの
都市景観。

裏面：ドイツの国章とビンゲン郡、マインツ市
の紋章が刻まれた盾。盾には「第11回 マインツ
射撃祭」の刻印。

いわゆる射撃祭というとスイスのデザインをイ
メージするが、こちらはポルトガレッサーを彷
彿とさせる非常に細かい描写が特徴的な金メダ
ル。

ドイツの金貨、メダルをお持ちでない方にも是
非持っていただきたい1枚。



【古代コインスラブ】
グレード+打刻と傷を5段階で採点
さらに状態の良い物はFine Style、★等を追加

【現代コインスラブ】
グレード+数字+輝きの度合いによってCAMEOを
付けて採点。さらに状態の良い物は+、★等を追加

古代コイングレード

この英語の後にStrikeと
Surfaceを5段階で表記 正式名称

現代コイン（0～70）の内どれに相当するか

【古代コイン鑑定について】
通常、コインの鑑定（グレード）は0～70の数字でランク付けされますが、
古代コインの鑑定はPR～Gem MSまでの等級 + その後にStrike（打刻）とSurface
（傷）を5段階で採点します。

現代コインは比較的鑑定の数字とコインの状態が比例している物が多いですが、
古代コインは鑑定結果とコインの状態が伴わない事も多々あります。

低グレード

高グレード



Macedonian Kingdom：Alexander III The Great
AV Stater 336-323BC
古代マケドニア 336-323BC アレキサンダー大王 スターテル金貨
【発行枚数】不明
【規格】重量約8.60ｇ
鑑定費用は無料で承ります。鑑定保証に関しては最終頁をご覧下さい。

【表】 知恵と戦いの女神アテナ神
【裏】 勝利の女神、ニケ神 (スポーツブランド「NIKE」の語源）

幼少期から文武両道に徹した教育を受け、
336BCに父フィリッポス2世が暗殺された後
マケドニア王国の国王に即位したアレキサンダー。
334BC、アケメネス朝ペルシャに遠征を開始（東方遠征）、
ギリシャ、エジプト、小アジアといった広範囲をその支配下におさめる
事に成功。
さらに326BCインダス川を渡りインドにまで侵入したが、
兵士らによる不平不満が高まり進行を断念。
帰路途中、熱病（暗殺説もあり）にかかり死亡。（享年32歳）

2300年前の人物にも関わらず、
戦略・戦術に長け「戦いのカリスマ」と今日まで神格化されているアレ
キサンダー。
「資産」と「知恵」を継承するに相応しい1枚。



A:AU Strike 5/5 Surface 4/5 Fine Style：648,000円(税込)／600,000円(税抜)

B:未鑑定：450,000円(税込)／416,667円(税抜)



Ptolemaic Egypt:Arsinöe II AV Octadracm 270/68BC
プトレマイオス朝エジプト 270/68BC アルシノエ2世 オクタドラクマ金貨
【発行枚数】不明
【規格】重量約22.70ｇ
【ご案内価格】XF Strike：5/5 Surface:4/5：1,944,000円（税込）／1,800,000円（税抜）

7月下旬入荷予定

表面：ベールを被ったアルシノエ2世
「死」を意味するベールと、頭部に花が飾られている事からも死後鋳造された物と推測される。

裏面：2本のコルヌコピア（全知全能の神ゼウスが幼い時哺乳した豊穣の角）
左側にΛPΣINOHΣ（アルシノエ）、右側にΦIΛAΔEΛΦOΥ（プトレマイオス2世ピラデルポス）と
いう古代ギリシャ文字の刻印

先王プトレマイオス1世の娘で、プトレマイオス朝エジプトの女王。
316BCエジプトの首都アレキサンドリアで生まれる。

15歳で現在のバルカン半島南部、トラキア王国の王リシュマコスと結婚
し小アジア、トラキア、マケドニアの女王となる。
リシュマコスの死後、弟のケラウノスと結婚。ケラウノスとエジプトを
共同統治し、外交面で大きな力を持つようになった。
彼女に捧げられた町や崇拝者、そして彼女が刻印された金貨が鋳造される
など多大な影響を及ぼした人物。

BC270に46歳で死んだ後、神格化される。政府はこの事を利用し
「女神アルシノエ」に収穫物を供えるよう「収穫税」を徴税させる。

ちなみに裏面の文字ピラデルボスとは「兄弟愛」という意味。

最新鑑定表（Population Guide）



Macedonian Kingdom：Phillip II AV Stater 359-336BC
古代マケドニア 359-336BC フィリッポス2世 スターテル金貨
【発行枚数】不明
【規格】重量約6.8ｇ
【ご案内価格】MS Strike 4/5 Surface 5/5：1,296,000 円(税込) /1,200,000円(税抜)

前357年以降、フィリッポス2世は貨幣鋳造を開始し、
最初は“銀貨の鋳造”を行い、しばらくしてから“金貨の鋳造”を開始した。
二頭立ての戦車は前356年のオリンピアにおける勝利の象徴
である事を考え合わせると、政治的意図を具現化したものと推測される。

基本的な意匠デザインは、表面には神話に出てくる神・女神、
特に“ゼウス神の頭部”を描き、
裏面には伝統的なマケドニアデザインの“乗馬者”を描いた。

アポロンというのは、ギリシア神話において、ゼウスと女神レトとの
子供（「デロス島伝説」）で、狩猟の神アルテミスと双子の兄弟。
太陽、安産、予言と牧羊、音楽（竪琴）、医術、弓矢の神。
聖獣は狼および蛇、鹿、白鳥である。また、イルカ（デルピス）との
関係も深く、イルカの姿に変身したという神話から“デルピニオス”とも
呼ばれ、「デルポイ（デルフォイ）」という地名はここから来ているとも
いわれる。

一方人間に当たれば苦痛なく一瞬で即死する金の矢を武器とし、姉（妹）神アルテミスとともに「遠矢
射るアポロン」として疫病神の性格を持ち、転じて医術の神としても信仰された。
このように、アポロンの性格は理性的であると同時に人間を地上に向かって放った矢から広がる疫病で
虐殺したり、音楽の腕を競う賭けでサテュロスの1人マルシュアースを生きたまま全身の皮膚を剥いで殺
すなどの冷酷さ、残忍さも併せ持っている。
腕力も強く、イリアスではアカイア勢の築いた頑強な城壁を素手で軽々と打ち砕いて崩壊させている。
ボクシングを創始した神としても知られる。

表面：月桂冠をかぶるアポロ神の頭部
裏面： 2頭立ての戦闘用馬車（チャリオット）

最新鑑定表（Population Guide）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Belvedere_Apollo_Pio-Clementino_Inv1015.jpg


Roman Empire：Tiberius AV Aureus 14-37AD
古代ローマ帝国 14-37年 2代目皇帝 ティベリウスアウレウス金貨
【発行枚数】不明
【規格】重量約7.8g
【ご案内価格】Ch XF Strike 4/5、Surface 3/5 Brushed ：2,138,400 円(税込) /1,980,000円(税抜)

前皇帝アウグストゥスの養子、全名ティベリウス・ユリウス・カエサル。

義父アウグストゥスを手助けし幾多の遠征で勝利を治めた後、後継者に指名される。
軍事指能力や行政手腕は有能であり、真面目で神経質、控え目な性格であったとも言われ
ており、部下からの信頼は厚かったとも言われている。

アウグストゥスにとって、血は繋がっていないとはいえ唯一の息子であったティベリウス。
自分の血筋を残す為にアウグストゥスの娘のユリアとの結婚を強制される。
すでにウィプサーニヤと結婚し一歳の息子も授かっていたティベリウスは無理やり離婚さ
せられたが、町でウィプサーニヤとの密会を繰り返していたという。

弟のドゥルーススの戦死をきっかけに、義父アウグストゥスとの関係が悪化したティベリ
ウスは一切の公務を返上し、ユリアをローマに遺してロードス島に引退する。

アウグストゥスに7年後にローマに呼び戻された時は兵士たちは喜んだという。

表面：月桂冠を被ったティベリウスの肖像
「神たるアウグストゥスの子」の刻印
裏面： 4頭立ての戦闘用馬車（チャリオット）
を操るティベリウスの刻印

最新鑑定表（Population Guide）



Ancient Sicily:Arethus and horse head AR Tetradrachm 320-300BC
古代カルタゴ領シチリア 320-300BC ペルセポネ/馬 テトラドラクマ銀貨
【発行枚数】不明
【規格】重量16.91ｇ／直径24.00mm
【ご案内価格】未鑑定：594,000円（税込）／550,000円（税抜）
鑑定費用は無料で承ります。鑑定保証に関しては最終頁をご覧下さい。

表面：真珠のネックレスを身に付けた冥界の女王ペルセポネ

裏面：カルタゴの象徴である馬とヤシの木、下部にカルタゴ語で“People Of The Camp”の刻印

ペルセポネ
古代ギリシャ神話の女神であり、
全知全能の神ゼウスと収穫の女神デメテルの娘。

ペルセポネはデメテルから授かった絵の具で鼻に彩色を
していたが、ある日黄泉の国の王ハデス（デメテルの兄）
に連れ去られてしまう。ハデスは金銀財宝を山のように用意
し、ペルセポネのご機嫌を取ろうとした。
しかし当の本人は口をきかないどころか食事もせず、
ハデスには見向きもしなかった。

母デメテルが娘を連れ去った犯人が兄だと知ると怒り、
大地は乾き、飢餓が地上を襲い家畜も人間も死んでしまった。
神の使いであるヘルメスが黄泉の国に向かった所、
飢えと渇きに苦しんでいたペルセポネは黄泉の国の
ザクロの実を6つ食べてしまった。
黄泉の国の食べ物を口にすると地上には帰れない事から、
父ゼウスがハデスに「6ヶ月は黄泉の国、
6ヶ月は地上で暮らす事」案を主張。
結局交渉成立となり、
ペルセポネが地上にいる間は母の怒り（飢饉）
が収まり地上には緑があふれた。
これが「季節が生まれたきっかけ」と言われている。

最新鑑定表（Population Guide）
ペルセポネをさらうハデス
（ 1571年 パリス・ボルドーネ作）



未鑑定コインの最大のメリットは「安く買える（正直当社においても利益は少なく設定しておりま
す）」という事に尽きます。

しかしながら「鑑定結果」はお客様のリスクとして捉えていただければ幸いでございます。

現在当社を含め世界中のアンティークコイン業者ではPCGS、NGC社（いずれもアメリカの会社）に
よってグレーディングされたコインを取引しておりますが、ヨーロッパでは（特にドイツ系）90％
以上が裸のままで取引されております。

これはグローバル化の中で後れを取っているという訳ではなく、コインに対する概念と取り扱い方
法がアメリカとヨーロッパで全く異なる為です。ヨーロッパ（特にドイツ）では、
コインを手で直に触って歴史に触れることを楽しみにする文化が浸透しています。

一方アメリカは歴史が浅い分、美しく綺麗な状態＝プラスチックケースに密閉されたコインの安全
性と美しさを好む文化が浸透しています。よって、ヨーロッパのオークションを含めてPCGS、NGC
社によってパッケージングされたものはヨーロッパ販売店では販売が困難です。裸の状態で販売し
ないと売却が出来ません。

またPCGS、NGC社による鑑定によってDetail評価（＝人の手によって何か傷や加工などがあるも
の）されるものが出て参りますが、これは全く問題ではございません。

当社で販売させて頂く未鑑定コインについては、本物の鑑定保証をさせて頂きます。
売却につきましては、当社orヨーロッパのオークション会社、他日本のオークション会社で売却が
可能です。

万が一鑑定会社によって偽物と判断された場合は、当社にて全額ご返金いたします。
グレード保証をお付けになりたい場合は、グレーディングされたコインをお探しになる方法もござ
いますが、高額（裸の2倍以上）、且つほとんど存在しない、且つ売却先が逆に限られる為、得策で
はないと言えると思われます。

世界中の20万種類あるコイン、そして世界の取り扱いそれぞれの特徴に合わせてご資産として、ご
趣味として、ご収集をお楽しみいただければ幸いです。

未鑑定コインご購入時の「鑑定保証」に関して

Counterfeit、Not Genuine等「贋作、偽物」と判断された場合、全額ご返金いたします。
下記の場合はご返金とはなりませんので、ご了承下さいませ。
・AU Detail表記の場合（「洗浄」「磨き」「ジュエリーから取り外した」等）
・グレードが想定より低かった場合
・本物ではあるがスラブに入らなかった場合（「傷が多い」「鑑定会社で判断不能」等）
ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。




