


資 産 防 衛

イギリス 1981年ﾔﾝｸﾞｴﾘｻﾞﾍﾞｽ 5ポンド金貨
PR70DCAM 発行枚数：5400枚

美しすぎる若かれし
エリザベス女王

□グレード
★★★★★

□流通頻度(希少性)
★★

□人気
★★★☆

特別価格: 55万円

11/17(日)年内最後の特別セミナー

イギリス1937年ジョージ6世即位記念5ポンド金貨
PF66UCAM 発行枚数：5500枚

浮気をしなかった
“イケメン”ジョージ6世

□グレード
★★★★

□流通頻度(希少性)
★★★☆

□人気
★★★☆

価格:衝撃価格

155.50ｇの重量！

□グレード
★★★★

□流通頻度(希少性)
★★★

□人気
★★★

価格:衝撃価格

世界的知名度の
ビクトリア女王

□グレード
★★

□流通頻度(希少性)
★★★

□人気
★★★★

価格:衝撃価格

世界で最も美しい金貨
の最高峰グレード！

□グレード
★★★★

□流通頻度(希少性)
★★★★☆

□人気
★★★★★

価格:1億円以上

PF67 最高鑑定！

□グレード
★★★★★

□流通頻度(希少性)
★★★★★

□人気
★★★

価格: 円

ASK
イギリス1839年ビクトリアウナとライオン5￡金貨
PF65UCAM 発行枚数：400枚

イギリス1893年ビクトリアベールヘッド5￡金貨
PF63+UCAM 発行枚数：773枚

イギリス2015年エリザベス最長在位記念5オンス金貨
PF69UC 発行枚数：180枚

イギリス1911年ジョージ5世即位記念5￡金貨
PF67 発行枚数：2812枚

ASK

時間：13:30～15:00

上記コインの価格推移、価格根拠(ｵｰｸｼｮﾝ実績)
鑑定枚数、歴史ストーリー等を徹底解説！

会費：10,000円 10名様限定
※1年以内に100万円以上のコインをお求めの際にお値引き致します。

場所：銀座店 個別相談

11:00～
15:00～
16:00～



匿 名 資 産

古代エジプト B.C180-116ﾌﾟﾄﾚﾏｲｵｽ朝 ﾌﾟﾄﾚﾏｲｵｽⅧ世
ｵｸﾀﾄﾞﾗｸﾏ金貨 裸MS相当

あのクレオパトラの
家系で黄金の国エジプト

□グレード
★★★★☆

□流通頻度(希少性)
★★★★☆

□人気
★★★☆

価格:40,000CHF～

ｵｰｽﾄﾘｱ 1843年ｻﾙﾊﾞﾄｰﾚﾑﾝﾃﾞｨ 6ダカット金メダル
裸MS62前後相当

音楽の都 美しき
オーストリア都市景観

□グレード
★★★

□流通頻度(希少性)
★★

□人気
★★★☆

価格:90-100万円相当

あのアレキサンダーが
触れたかもしれない！？

□グレード
★★★★☆

□流通頻度(希少性)
★★★★

□人気
★★★★☆

価格:120,000CHF～

オークション買付代行
承ります

□グレード
★★★

□流通頻度(希少性)
★★★★★

□人気
★★★★

価格:40,000EUR～

イングランド中央銀行
創設したW&M夫妻

□グレード
★★★★

□流通頻度(希少性)
★★★★★

□人気
★★★★☆

価格: 3000万円

通称“雲上の女神”
“愛”の金貨

□グレード
★★★☆

□流通頻度(希少性)
★★★☆

□人気
★★★

価格: 衝撃価格

□グレード
★★★★★：最高鑑定
★★★★ ：準最高鑑定
★★★ ：上から20％以内
★★ ：上から40％以内
★ ：上から60％以内
☆ ：それ以下

総鑑定枚数の中の上から順の位置

□流通頻度＝希少性
★★★★★：1年に1回以下
★★★★ ：1年に2-3回
★★★ ：1年に5-10回
★★ ：1年に10-20回
★ ：1年に20-50回
☆ ：それ以上

世界中のオークションでの出現回数
※対象コインの当グレード以上において

ご紹介のコインは流動的な為、売切れの際はご了承くださいませ

イギリス 1692年 W&M 5ギニー金貨
MS62 世界最高峰のグレード

フランス 1810年ﾅﾎﾟﾚｵﾝﾎﾞﾅﾊﾟﾙﾄ&ﾙｲｰｽﾞ結婚記念メダル
裸 大型75.83ｇ

古代マケドニア B.C330-320アレキサンダー 2ｽﾀｰﾃﾙ金貨
裸MS相当

ｵｰｽﾄﾘｱ 1908年雲上の女神 100C金貨
PF63Cameo

<オークション買付代行>

<オークション買付代行>

<オークション買付代行>



2019年オークション落札高額”世界”コイン

イギリス 1703年アン女王5ギニー金貨VIGO
MS62 発行枚数：10枚前後
900,000USD → 手数料,税込 約1億3千万円

ロシア 1839年ニコライ1世 12,6,3Rubelプラチナ貨
PF64Cameo
856,164USD → 手数料,税込 約1億2.4千万円

カナダ 1911年 1ドル試鋳貨 ジョージ5世
SP64
460,000USD → 手数料,税込 約6.7千万円

ポーランド 1506-1548年 10ダカット試鋳金貨
裸
420,000USD → 手数料,税込 約6.1千万円

① ②

③ ④

⑤ ⑥

オランダ東インド会社 1728年 1ダカット試鋳金貨
PR64
280,000USD → 手数料,税込 約4千万円

メキシコ1702年 8エスクード金貨
PR64
262,265USD → 手数料,税込 約3.8千万円

アメリカ除く

高額コインのそのほとんどは“試鋳貨” ＝発行枚数10枚以下
また、コインコレクションの中で外せないイギリスは勿論の事、その他の国々
でも、たった1枚のコインに5000万円以上の値を付ける
コレクター需要が各々の国々で存在している事が良く分かります。

これら1つ1つのコインに対しての価格変遷、出現回数等の詳細は有料会員様向け
に情報配信させて頂いております。ご希望の方は、info@unvcoin.comまで
お問い合わせくださいませ。

mailto:info@unvcoin.com


2019年オークション落札高額”古代”コイン

古代ギリシャ B.C 223 – 187 Antiochus III
オクタドラクマ金貨 裸 (存在が2枚のみ確認)
786,086USD → 手数料,税込 約1億1.4千万円

① ②

古代ギリシャ B.C 467 – 465アテネ
デカドラクマ銀貨 裸 (出現頻度1-2回／年)
638,695USD → 手数料,税込 約9.3千万円

古代ローマ・ブリタニア A.C 293 – 296 Allectus
アウレウス金貨 裸 (存在が24枚のみ確認)
585,689USD → 手数料,税込 約8.5千万円

③ ④

古代ギリシャ B.C 467 – 465アテネ
デカドラクマ銀貨 裸 (出現頻度1-2回／年)
525,000USD → 手数料,税込 約7.6千万円

⑤

古代マケドニアアンフィポリスB.C 366 – 365
テトラドラクマ銀貨 裸 (出現頻度：1回／年)
585,689USD → 手数料,税込 約8.5千万円

古代パンティカパイオンB.C 380 – 370
スターテル金貨 裸 (似たタイプはあるが本タイプ
は世界で初のお目見えと思われる)
380,991USD → 手数料,税込 約5.5千万円

⑥

世界需要＝古代コイン

国境を超えた需要となる古代コイン。そして、まだ日本人が全くといって良いほ
ど手を付けていない市場。
これほど安定した市場は他に無い！？と思われるほどの価格安定感と向上性を持
ち、過去20年間の古代コイン全てのインフレ率は約106.7％という実績もある。

たった5～8ｇ程度のコインに1億円近くの価値が付く
熱い市場！！！



何故、彼らは国民をここまで痛めつけるのだろう？

日銀、FRB、ECB等の中央銀行が民間のものであるという事は、もう
既に多くの方がご存知の通りかと思います。2017年に出版致しまし
た→の書籍他、多くの方々がその危険性について説いていらっしゃ
います。そして、その株主達が、ﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞやﾛｯｸﾌｪﾗｰやﾓﾙｶﾞﾝといっ
た国際金融資本家、ﾃﾞｨｰﾌﾟｽﾃｰﾄ、ｶﾊﾞｰﾙ等々と言われますが、彼ら
の支配下にある資本主義社会であり、国家の枠組みでは、日本はア
メリカの属国です。日本人には関係ない！？
と言っている人々がまだ多数いる気が致しますが、日本は世界で
最も歪んだ国家会計システムであり、その特別会計によって、我々
の税金・年金資金は湯水のようにアメリカに、そして日本の政治家
官僚達だけに流れる構造になっている。これを指摘した石井紘基氏
は2002年に殺されている事もご存知の通りです。
昨今、MMT(現代貨幣理論)の周知で、現在の“税金”の在り方自体が
大きな問題がある事が理解されてきているにも関わらず、そして

実体経済が低迷しているにも関わらず、貧困層が爆発的に増えているにも関わらず、増税行進は
続いています＝税金は国民の罰金である

何故、ここまで！？ と思わる方々も多いかと思います。
しかしながら、致し方ありません。これが今現在の日本、世界の社会支配構造であるのですから。
彼らからすると、国民は奴隷である。これは現在に至る世界のヨーロッパの国家支配歴史
（＝コインが物語る）を見ていけば当たり前の事です。
しかし！日本人はぬくぬくと洗脳教育によって生かされてきました。
山本太郎氏含め現在の政権に異論を唱えている人々が増えては来ていますが、まだまだTVだけを
見ている高齢者達のメディア洗脳からは残念ながら脱却できないであろう。※希望とは逆に

そして、IMFを含めた通貨発行権を持つ人々達の“新通貨”への移行は着々と進んでいます。
その時には、何が起きるのだろうか！？
彼らの狙いとは何か！？

↑↑↑ 「国民の為の資産防衛」You tubeチャンネルを開設 ↑↑↑



彼らの狙いとは！？

そして様々なリスクが・・・

国民が稼いだ所得を税金という名で搾取

今着々と遂行されているのは・・・

✓マイナンバーで資産を紐づけ

✓2024年にタンス預金の炙り出し

✓銀行ではﾏﾈｰﾛﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ防止という名で
実質上の預金封鎖

✓海外資産の把握(CRS)

✓通貨は基本デジタル化で完全把握

基本方針は、あるところから取る
※利権を持っていない人達が対象
＝個人の富裕層

経済貨幣理論で言えば、間違っていても
彼らの目的は経済の活性化では無く、ただただ国民
の資産の搾取なので池上彰氏のTVでもこのように
言っています。
「いざという時は、国民から返してもらえば良い」
＝政府宣言！？

それでも動かないのも日本人！？

感度の高いドクターは資産の入れ替えを着々と・・・

実体経済の10倍以上！
に膨れ上がる

詐欺的金融システム
の崩壊

↑↑↑ 「国民の為の資産防衛」You tubeチャンネルを開設 ↑↑↑



国民の為の資産防衛

ユニバーサルコイン＆国民の為の資産防衛

オフィシャルHP：www.unvcoin.com

オンラインストア：www.unvcoin.com/onlineshop.html

国民の為の資産防衛HP：unvcoin-blog.com

お問い合わせ先：info@unvcoin.com、0120-773-101

国民の為の資産防衛Youtubeチャンネル：HPより

銀座店：東京都中央区銀座5-8-5 ﾆｭｰｷﾞﾝｻﾞﾋﾞﾙ10号館5F


