古代リディア 561-546BC クロイソス王 スターテル金貨 Light Ch AU 5/5 4/5

古
代

希少性：★★★

¥6,430,000

¥7,340,000

希少性：★★★★

¥3,260,000

スコットランド 1637-42年 チャールズ1世 ユナイト金貨 AU50

国

希少性：★★★

¥3,020,000

英国 1729年 ジョージ2世 5ギニー金貨 E.I.C. AU53

希少性：★★★☆

¥7,898,000

英国 1837年 ヴィクトリア女王 クラウン パターン銀貨 PR63

希少性：★★★★★

¥7,898,000

希少性：★★★

¥4,360,000

古代ローマ帝国 41-54AD クラウディウス スターテル金貨 AU 5/5 3/5

希少性：★★★★

¥8,260,000

英国 1600年 エリザベス1世 1ポンド金貨 AU55

¥8,830,000

希少性：★★★★

英国 1658年 オリバー・クロムウェル 金メダル MS61

希少性：★★★★★

¥2,090,000

英国 1746年 ジョージ2世 5ギニー金貨 LIMA AU53

¥8,260,000

希少性：★★★☆

英領インド 1841年C ヴィクトリア女王 モハール金貨 SW3.8 PR64+

希少性：★★★★★

¥7,430,000

オーストリア 1765年 ヨーゼフ2世/マリア・ヨーゼファ・フォン・バイエルン 結婚記念 金メダルオーストリア 1843年 サルバトール・ムンディ/ウィーン都市景観 6ダカット金貨 MS62

他

古代マケドニア 336-323BC アレキサンダー大王 2スターテル 金貨 AU Strike: 5/5 3/5 Fine Style

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

古代トラキア 305-281BC リュシマコス テトラドラクマ銀貨 Ch AU★5/5 4/5 Fine Style

古代カルタゴ 213-210BC ゾイジターナ ハンニバル肖像？ 1/2シェケル銀貨 Ch AU 5/5 3/5

※グレード各種
希少性：★★★

古代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 Ch AU Strike
5/5 3/5 edge marks

英国 1369-77年 エドワード3世 ノーブル金貨 MS63

英

古代アケメネス朝ペルシャ 505-480BC ダレイオス1世 ダリック金貨 MS★5/5 4/5

希少性：★★★★

¥1,630,000

希少性：★★★

￥1,510,000～￥6,040,000

イタリア 1763-78年 最も高貴なる共和国ヴェネツィア アルヴィーゼ・モチェニーゴ4世 10ゼッ イタリア 1912年R ヴィットリオ・エマヌエーレ3世 100リレ金貨 MS66

希少性：★★★★

¥10,560,000

希少性：★★★★★

¥11,470,000

希少性：★★★★

¥16,100,000

古代イスラエル 66-70AD ユダヤ戦争 シェケル銀貨 Year3 MS 5/5 4/5 light scuff

★★～★★★★

¥3,220,000

希少性：★★★

英国 1600年 エリザベス1世 1/2ポンド金貨 MS61

希少性：★★★★

希少性：★★★★

英国 1683/2年 チャールズ2世 5ギニー金貨 AU50

希少性：★★★☆

¥6,500,000

希少性：★★★★

英国 1887年 ヴィクトリア女王 即位50周年記念金メダル MS61

希少性：★★★

希少性：★★★

希少性：★★★★

¥10,230,000

希少性：★★★★

希少性：★★★★

希少性：★★★★★

希少性：★★★☆

¥5,110,000

¥9,250,000

¥12,620,000

¥9,640,000

希少性：★★★★★

¥9,760,000

英国 1897年 ヴィクトリア女王 即位60周年記念金メダル MS61

¥9,760,000

¥5,110,000

希少性：★★★

¥2,560,000

ハンガリー 1600-1800年 聖ジョージと竜退治 3ダカット金貨 MS64

希少性：★★★★★

ドイツ 1842年 マクシミリアン2世/マリー・フォン・プロイセン 結婚記念 12ダカット金メダル 裸

希少性：★★★★★

¥5,510,000

英国 １825年 ジョージ4世 2ポンド パターン金貨 PR64CAM

ハンガリー 17世紀 聖ジョージと竜退治 10ダカット金貨 AU58

￥2,790,000～￥3,220,000

¥3,900,000

英国 1701年 ウィリアム3世 5ギニー金貨 Fine Works AU55

英国 1893年 ヴィクトリア女王"ヴェールヘッド" 5ポンド金貨 PF63＋UCAM

¥5,110,000

希少性：★★★☆

オーストリア 1908年 フランツ・ヨーゼフ 雲上の女神 100コロナ金貨 PF60

¥8,830,000

英国 1821年 ジョージ4世 戴冠記念金メダル

英国 1820年 ジョージ3世 クラウン パターン銀貨 Plain Edge PR65

希少性：★★★

古代ローマ帝国 198-217AD カラカラ/太陽神ソル アウレウス金貨 MS Strike 5/5 4/5

英国 1605-06年 ジェームズ1世 ロイヤル金貨 MS61

英国 1693年 ウィリアム&メアリー 5ギニー金貨 AU55

¥5,510,000

希少性：★★★☆

¥2,990,000

英国 1583-1600年 エリザベス1世 1ポンド金貨 AU58

¥5,050,000

希少性：★★★★

￥2,070,000～￥5,050,000

古代イスラエル 132-135AD バル・コクバの乱 SERA銀貨 Year3 MS★4/5 5/5

参考出品

￥2,560,000～￥6,970,000

希少性：★★★

¥1,840,000

古代ローマ帝国 303-337AD コンスタンティヌス1世 ソリダス金貨 AU Strike5/5 3/5 edge marks

希少性：★★

¥1,950,000

英国 1625年 チャールズ1世 ユナイト金貨 MS61

希少性：★★★★

¥3,950,000

英国 1714年 ジョージ1世 戴冠記念金メダル AU58

希少性：★★★★

¥2,560,000

英国 1831年 ウィリアム4世 2ポンド金貨 PR64DCAM

希少性：★★★★

¥7,890,000

英国 1936年 エドワード8世 退位記念金メダル MS66

希少性：★★★★

¥2,120,000

フランス 1867年 ナポレオン三世 国際通貨会議開催記念 パターン25フラン金貨 SP62+

希少性：★★★★

¥3,670,000

