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Please note that goods auctioned are usually of some age, and that the catalogue 
descriptions do not include all references to condition. 
Prospective buyers should note that descriptions of property are not warranties and 
t h a t e a c h l o t i s s o l d “a s i s”. We e n c o u r a g e p ro s p e c t i ve b u ye r s t o e x a m i n e t h e 
property thoroughly during pre–auction viewing, and to inspect it before bidding 
to determine its condition. 
If you are unable to attend the viewing, please contact us for a condition report on a 
par t icular lot . Purchased lot cannot be returned on the basis of condit ion, and 
cancellation arising from any discrepancy between the catalogue descriptions and 
the condition of an actual lot shall not be accepted.

ENDANGERED SPECIES
The items made of or incorporating materials on the CITES endangered species list 
such as ivory, crocodile, tortoise shell, bone, fur, animal skin and coral cannot be 
ex por ted out of Ja pa n . Th o s e proper t ies m us t be col lec ted on the spot of ou r 
auction room or transport to the address in Japan.

ご参加に際してのご注意  IMPORTANT NOTICE

各作品や機械の動作に対する状態記述は基本的

にしておりません。出品作品には制作より相当な

年月を経たものもあり現状有姿での出品になりま

す。コンディションは可能な限り、お客様自身で下

見会にてご確認の上、ご参加ください。また、下見

会にて状態確認を行えない場合でもお客様の判

断と責任でご参加ください。作品の瑕疵を理由と

した落札後のキャンセルはいかなる場合も一切

お受けできません。オークションの参加、落札の最

終判断はお客様自らの責任でお願いします。

ご参加に際してのご注意

会場案内図

オークション参加の概要

カタログの読み方

出品作品　Lots 5001−5060
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MWA（毎日ワインオークション）規約

ご参加に際してのご注意と発送について

ご参加に際してのご注意（英語・中国語）

委託入札の注意事項

委託入札・電話入札依頼書

会場案内図 ACCESS

オークションは東京都有明の弊社オー

クションハウスにて開催いたします。

〒135-0063
東京都江東区有明3-5-7
TOC有明ウエストタワー 5階

TEL 03-3527-7330

● 公共交通機関をご利用の方

・ りんかい線 国際展示場駅改札より右手に進み、パナソニックセンター内を通り抜けた先、右手のビル（徒歩約5分）

・ ゆりかもめ 国際展示場正門駅改札を出て左手方向TFTビル沿いに歩き、ホテルサンルートを越え道路を挟んだ正面のビル（徒歩約7分）

● お車でお越しの方

・都心方面から ………… 首都高台場線 台場出口 → 国道357号線を浦安方面へ → 有明2丁目 右折 → 有明3丁目 左折（300m左手）

・横浜・羽田方面から … 首都高湾岸線 臨海副都心出口 → 国道357号線を葛西方面へ → 有明2丁目 右折 → 有明3丁目 左折（300m左手）

・千葉・葛西方面から … 首都高湾岸線 有明出口 → 国道357号線をお台場方面へ → 有明2丁目 左折 → 有明3丁目 左折（300m左手）

1 2



オークション参加の概要

1
カタログの

ご購読

2
下見会

6
作品のお引渡し

3
オークション

A
会場で直接参加

B
書面による

事前の委託入札

C
電話による

同時参加

オークションカタログのご購読
オークション開催日の約 2 週間前にオークションカタログを有料にて発行しております。
カタログのご購読をご希望の方は本カタログ巻末の「カタログ購読のご案内」をご参照ください。
また弊社ウェブサイトでも出品作品の詳細をご案内しております。
弊社ウェブサイト　http：//www.my–auction.co.jp
 （トップページ→日程・結果→出品作品一覧）

下見会
下見会ではオークションに出品される全作品が展示されます。作品の色や状態はカタログに記載の限りでは
なく、実際と異なる場合がございますので、必ず実物をご自身でご確認ください。

作品のお引渡し
作品のお引渡しは弊社による入金確認後となります。ワインのお引渡しはゆうパック（クール便）での発送の
みとさせていただき、オークションハウスにて直接お引取り、またはお客様指定の業者による回収はできま
せん。
また、ワイン以外の商品との同梱発送はお受けできませんのでご了承ください。

※お預かり期限を過ぎてのお引渡しは、量に関わらず、1ヶ月につき64,800 円の倉庫保管料を頂戴いたします。4
落札

落札
落札されたお客様には請求書を郵送いたします（オークションの 2、3日後に到着します）。
また、オークションの翌日に弊社ウェブサイトに落札結果一覧を掲載します。

※尚、本オークションは、酒類小売販売の為、落札後、商品の転売はご遠慮ください。

オークション
※初めて参加されるお客様には本人確認書類のご提示と、そのコピーのご提出をお願いしております。

※ 未成年の方は、本オークションにご参加いただく事ができません。
※ 酒類取扱事業者の方は、本オークションにご参加いただく事ができません。
A 会場で直接参加
・　 会場へのご入場には入場券が必要です。カタログ同封の入場券をお持ちください。お持ちでない方は事

前に弊社までお申し込みください。
・　 ご入場の際、入場券と引き換えにBID 番号のついたパドルをお渡しします。競りの際、パドルを挙げオー

クショニアー（競売人）に落札の意志を表示してください。
・　 オークションは 1 時間に約 150ロットの速さで進行します。途中の入退場も自由です。状況により競りが

速く進行することがありますので、余裕を持ったご来場をお願いいたします。

B 書面による事前の委託入札
・　 カタログ巻末の「委託入札・電話入札依頼書」に必要事項をご記入いただき、郵送またはFAXにて締切日

時までにご送付ください。その後、弊社に確実に到着しているか確認のお電話を必ずお願いいたします。
・　 電話や口頭による委託入札・電話入札依頼書への代筆記入は、トラブルを避けるためお受けできませ

ん。必ず自筆による委託入札・電話入札依頼書をご送付ください。

C 電話による同時参加
・　 カタログ巻末の「委託入札・電話入札依頼書」に必要事項をご記入いただき、余白に大きく【電話 BID 希

望】と書いて、郵送または FAX にて締切日時までにご送付ください。その後、弊社に確実に到着している
か確認のお電話を必ずお願いいたします。

・　 予想落札価格の下値以上でのご参加をお願いしております（例えば予想落札価格が300,000～500,000
円の場合は 30 万円以上）。ご予算が下値に満たない場合は書面による委託入札をご利用ください。

※ロットに対し回線と担当者に限りがございますので、弊社にて回線を確認の上ご連絡いたします。

落札後にキャンセルはできません

5
お支払い

お支払い
オークション開催の週末土曜日から10日以内に日本円にて現金、銀行振り込み、デビットカード、または銀聯
カードにてお支払いください。お支払いいただく金額はハンマープライスに落札手数料を加算した金額にな
ります。

● 落札手数料
ハンマープライスには落札手数料は含まれておりません。ハンマープライスの他に、17.28％を落札手数料
として申し受けます。

● お支払い方法
A 現金
B銀行振り込み
下記のいずれかの銀行をお選びいただけます。なお、振り込み手数料はお客様のご負担となります。
三井住友銀行　　　　丸ノ内支店　　当座預金　　No.6550793　　口座名 株式会社 毎日オークション
三菱東京 UFJ 銀行　　神田支店　　　普通預金　　No.1220722　　口座名 株式会社 毎日オークション
みずほ銀行　　　　　九段支店　　　普通預金　　No.1002139　　口座名 株式会社 毎日オークション

Cデビットカード（J–Debit）
デビットカードはキャッシュカードによる即時払いの方法です。銀行の ATMと同様、端末にキャッシュカード
を通して暗証番号を入力することにより決済が行われます。
＜デビットカードご利用上の注意＞
・　口座に残高がないとご利用になれません。
・　 日本国内ほとんどの金融機関（ゆうちょ、都銀、地銀、信金、信組、農協、漁協等）のキャッシュカードがご利

用いただけますが、一部金融機関のキャッシュカード、VISAデビットカード、および海外発行のデビット
カードはご利用になれません。また、金融機関によって利用限度額が異なりますのでご注意ください。

D銀聯カード
弊社オークションハウスにおける決済に限り、銀聯カードによるお支払いが可能です。
＜銀聯カードご利用上の注意＞
・　裏面に署名がないとご利用になれません。
・　ご利用に際し、ご本人様確認をさせていただく場合があります。

A
現金

B
銀行振り込み

C
デビットカード

D
銀聯カード

本オークションの支払い期限は 9 月 13 日（火）です

お預かり期限は 9 月 13 日（火）です

例 1) ハンマープライスが 100,000円の場合
ハンマープライス 100,000円
落札手数料（17.28%） 17,280円

合計 117,280円

落札手数料　一律17.28％
ワインの配送運賃・梱包代・配送保険料はすべて弊社負担で
発送させていただきます

3 4



カタログの読み方 ワイン

カタログページには各作品の画像に合わせて、以下の例に挙げたようなロット番号、生産者、銘柄、地域、、予想落札価格などの作品の情報が記載されてい
ます。その中には弊社独自の判断で記載している情報がありますので、詳細は下記の説明をご参照ください。なお、記載内容はあくまでも弊社独自の判断基
準に基づいたものであり、すべての情報を完全に記載しているわけではありません。
オークションで取り扱われる美術品等は、年代を経たものが多く、完全な状態の作品は存在しません。作品の状態を考慮されてのご入札と判断させていた
だきますので、必ず下見会で事前に状態をご確認ください。また、MWA 規約（2）MWA のカタログの項も必ずお読みください。

ワインの目減り（減少）について
一般的にワインはコルクの繊維質を通じて外気とかすかに触れていますので、歳月とともに少しず
つ減少していきます。また、この作用のおかげでワインを熟成させることができるともいえます。な
お、ボトルに密閉されたコルクはそれ自体に個体差がありますので、同じ環境歳月を経たワインで
も液面レベルに差が出ます。
●ハイフィル 
液面の減少がほとんど見られないレベルです。
●イントゥーネック
首の途中まで減少している状態です。
経年のワインでは優良なレベルといえます。
●ボトムネック
いずれの年代のものでも問題のないレベルです。
10 年以上経過しているワインでこの状態でしたら、
傑出しているといえます。
●トップショルダー
15 年以上経過しているワインは通常このレベルです。
健全なレベルの範囲です。
●アッパーショルダー
20 年以上経過しているワインでこのレベルなら通常問題ありません。
●ミッドショルダー
30 年以上経過しているワインであればこのレベルに至りますが、
中身に関しても多少のリスクを伴います。
●ロウショルダー
ここまで低いレベルになると中身にリスクを伴います。

ブルゴーニュ産ワイン
ブルゴーニュ産ワインにつきましては通常は液面レベルの表記はありません。しかしながら必要に
応じてコルクから液面までの高さをcmで表記しております。なお、ブルゴーニュタイプのものはボ
ルドータイプにくらべ、目減りは中身の状態には影響が軽いといわれています。たとえば、5 − 7cm
でしたら50 年程度経過しているワインでも通常の範囲といえます。

ワインのコンディション
出品されておりますワインにつきましては弊社担当者が保存状態を確認し、安全性が確かめられ
るもののみを出品してはおりますが､たとえ同じ環境で保存されていても個体差が生じてしまいま
す。細心の注意を払ってはおりますが、年代物のコルクの劣化や輸送等の要因にて弊社状態確認
時とオークション時で液面等に差が生じてくる可能性も考えられますので、保存状態等における危
険をかならずしも完全には避けられないということをご理解ください。また、なかには生産されて
からかなりの年代を経たものが多く含まれています｡生産年数を経たワインは経年劣化の可能性
があることもあらかじめご承知おきくださるよう重ねてお願い申し上げます。

オークションで使用される基本用語
● 成り行き表示
生産者、原産地、醸造者、年代、出所と来歴、その他について、当社が断定的に評価できない場合、あるいは市場での売買価格を想定できない場合は、その
ロットの予想落札価格を「成り行き」と表示します。成り行き表示の作品に関しては、情報がカタログに記載された情報と異なっても当社は一切の責任を負
いません。

ボルドー産ワイン

ハイフィル
イントゥーネック

ボトムネック
トップショルダー

アッパーショルダー
ミッドショルダー

ロウショルダー

2cm

4cm

5cm

ブルゴーニュ産ワイン
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Mainichi Auction Wine SaleMainichi Auction Wine Sale

5001 1bottle

ハーラン・エステート
Harlan Estate
ナパ・ヴァレー
-Napa valley-
2003年　750ml　エチケット：良好

Estimate 40,000 - 60,000

5002 4bottles

ペンフォールズ・グランジ
Penfolds Grange
オーストラリア
-Australia-
1999年　750ml　1bottle

2001年　750ml　3bottles　

エチケット：いずれも良好　各木箱入り

Estimate 100,000 - 150,000

5003 1bottle

ル・パン
Le Pin
ポムロール
-Pomerol-
1997年　750ml　液面：ハイフィル　エチケット：ヨゴレ　

　　　　 キャップにイタミ

Estimate 100,000 - 150,000

5004 1bottle

ペトリュス
Petrus
ポムロール
-Pomerol-
2004年　750ml　液面：ハイフィル　エチケット：良好　液漏れ

Estimate 100,000 - 150,000

5005 6magnums

シャトー・ラ・フルール・ペトリュス
Château La Fleur-Petrus
ポムロール
-Pomerol-
2001年　1500ml　液面：いずれもイントゥーネック　

　　　　 エチケット：いずれも良好　木箱入り

Estimate 130,000 - 180,000

5006 1double magnum

シャトー・ラ・フルール・ペトリュス
Château La Fleur-Petrus
ポムロール
-Pomerol-
2001年　3000ml　液面：イントゥーネック　エチケット：良好　木箱入り

Estimate 50,000 - 80,000

5007 6bottles

シャトー・マルゴー
Château Margaux
マルゴー
-Margaux-
2002年　750ml　3bottles　液面：いずれもハイフィル　

　　　　 エチケット：2点にわずかにヨゴレ　1点は良好

2006年　750ml　3bottles　液面：いずれもハイフィル　

　　　　 エチケット：いずれも良好

Estimate 130,000 - 180,000

5008 6bottles

シャトー・オー・ブリオン
Château Haut Brion
ペサック・レオニャン
-Pessac-Léognan-
2002年　750ml　液面：いずれもハイフィル　

　　　　 エチケット：2点にわずかにヨゴレ　4点は良好

Estimate 120,000 - 170,000

5009 10bottles

シャトー・オー・ブリオン
Château Haut Brion
ペサック・レオニャン
-Pessac-Léognan-
2003年　750ml　液面：いずれもハイフィル　

　　　　 エチケット：いずれも良好　木箱付

Estimate 200,000 - 300,000
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Mainichi Auction Wine Sale Mainichi Auction Wine Sale

5010 3bottles

シャトー・ラフィット・ロートシルト
Château Lafite Rothschild
ポイヤック
-Pauillac-
2000年　750ml　

　　　　 液面：いずれもハイフィル　

　　　　 エチケット：1点にわずかにカビ　2点は良好

Estimate 250,000 - 350,000

5011 3bottles

シャトー・ラフィット・ロートシルト
Château Lafite Rothschild
ポイヤック
-Pauillac-
2002年　750ml　1bottle　液面：ハイフィル　エチケット：良好

シャトー・ムートン・ロートシルト　　
Château Mouton Rothschild
ポイヤック　
-Pauillac-　
2002年　750ml　1bottle　液面：ハイフィル　エチケット：良好

シャトー・マルゴー　
Château Margaux　

マルゴー　
-Margaux-　
2002年　750ml　1bottle　液面：ハイフィル　エチケット：良好

Estimate 90,000 - 140,000

5012 8bottles

シャトー・ムートン・ロートシルト
Château Mouton Rothschild
ポイヤック
-Pauillac-
1969年　750ml　1bottle　液面：アッパーショルダー　

　　　　 エチケット：良好　キャップにイタミ

1970年　750ml　1bottle　液面：イントゥーネック　エチケット：良好

1973年　730ml　2bottles　液面：1点ボトムネック　1点トップショルダー　

　　　　 エチケット：1点ヨゴレ、コスレ 1点わずかにシミ　キャップにイタミ

1975年　750ml　1bottle　液面：ハイフィル　エチケット：わずかにヨゴレ

1978年　750ml　2bottles　液面：1点トップショルダー　1点アッパーショルダー　

　　　　 エチケット：いずれもわずかにヨゴレ、コスレ　1点にキャップにイタミ

1983年　750ml　1bottle　液面：ボトムネック　エチケット：ヤケ

Estimate 120,000 - 170,000

5013 6bottles

シャトー・ムートン・ロートシルト
Château Mouton Rothschild
ポイヤック
-Pauillac-
1985年　750ml　1bottle　 

　　　　 液面：ボトムネック　エチケット：わずかにヤケ

1986年　750ml　1bottle　 

　　　　 液面：ボトムネック　エチケット：表面にコスレ、剥落、ヨゴレ

1987年　750ml　1bottle　 

　　　　 液面：イントゥーネック　エチケット：概ね良好

1989年　750ml　1bottle　 

　　　　 液面：ボトムネック　エチケット：ヨゴレ、シミ

1993年　750ml　2bottles　1点絵あり　1点絵なし　 

　　　　 液面：いずれもハイフィル　エチケット：いずれもヨゴレ、シミ

Estimate 130,000 - 180,000

5014 5bottles

シャトー・ムートン・ロートシルト
Château Mouton Rothschild
ポイヤック
-Pauillac-
1990年　750ml　1bottle　液面：イントゥーネック エチケット：良好

1991年　750ml　1bottle　液面：ハイフィル　エチケット：わずかにヨゴレ

1992年　750ml　1bottle　液面：ハイフィル　エチケット：ヨゴレ

1994年　750ml　1bottle　液面：ハイフィル　エチケット：わずかにシミ

1995年　750ml　1bottle　液面：ハイフィル　エチケット：右上にヨゴレ

Estimate 90,000 - 140,000

5015 4bottles

シャトー・ムートン・ロートシルト
Château Mouton Rothschild
ポイヤック
-Pauillac-
1996年　750ml　1bottle

1997年　750ml　1bottle

1998年　750ml　1bottle

1999年　750ml　1bottle　 

液面：いずれもハイフィル　エチケット：いずれも良好

Estimate 90,000 - 140,000
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5016 4bottles

シャトー・ムートン・ロートシルト
Château Mouton Rothschild
ポイヤック
-Pauillac-
2000年　750ml　液面：3本ハイフィル　1本イントゥーネック

Estimate 350,000 - 450,000

5017 5bottles

シャトー・ムートン・ロートシルト
Château Mouton Rothschild
ポイヤック
-Pauillac-
2002年　750ml　液面：いずれもハイフィル　エチケット：いずれも良好　

Estimate 120,000 - 170,000

5018 5bottles

シャトー・ムートン・ロートシルト
Château Mouton Rothschild
ポイヤック
-Pauillac-
2001年　750ml　液面：いずれもハイフィル　

　　　　 エチケット：3点にシミ　2点にヨゴレ　

Estimate 110,000 - 160,000

5019 1magnum

シャトー・ムートン・ロートシルト
Château Mouton Rothschild
ポイヤック
-Pauillac-
1996年　1500ml　液面：ハイフィル　エチケット：角にヨゴレ

Estimate 60,000 - 90,000

5020 1magnum

シャトー・ムートン・ロートシルト
Château Mouton Rothschild
ポイヤック
-Pauillac-
1998年　1500ml　液面：ハイフィル　エチケット：良好　

Estimate 60,000 - 90,000

5021 1magnum

シャトー・ムートン・ロートシルト
Château Mouton Rothschild
ポイヤック
-Pauillac-
2001年　1500ml　液面：ハイフィル　エチケット：良好　

Estimate 60,000 - 90,000

5022 1double magnum

シャトー・ムートン・ロートシルト
Château Mouton Rothschild
ポイヤック
-Pauillac-
2000年　3000ml　液面：イントゥーネック　木箱入り

Estimate 400,000 - 600,000
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5023 3bottles

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
1958年　750ml　 

　　　　 液面：1点イントゥーネック　1点ボトムネック　1点アッパーショルダー　

　　　　 エチケット：1点にヨゴレ、ヤブケ　2点は良好

Estimate 60,000 - 90,000

5024 3bottles

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
1960年　750ml　 

　　　　 液面：1点ボトムネック　1点トップショルダー　1点アッパーショルダー　

　　　　 エチケット：2点にわずかにヨゴレ、ヤブケ　1点にわずかにヨゴレ　

Estimate 80,000 - 130,000

5025 1bottle

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
1961年　750ml　 

　　　　 液面：イントゥーネック　エチケット：良好　

Estimate 60,000 - 90,000

5026 4bottles

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
1978年　750ml　1bottle　

　　　　 液面：イントゥーネック　エチケット：良好

1986年　750ml　3bottles　

　　　　 液面：2点ハイフィル　1点ボトムネック　

　　　　 エチケット：1点にわずかにヨゴレ　2点は良好

Estimate 90,000 - 140,000

5027 5bottles

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
1979年　750ml　3bottles　 

　　　　 液面：1点イントゥーネック　2点ボトムネック　

　　　　 エチケット：1点にわずかにヨゴレ　2点に小さなヤブケ

1984年　750ml　2bottles　 

　　　　 液面：いずれもボトムネック　エチケット：1点にヨゴレ　1点は良好

Estimate 100,000 - 150,000

5028 2bottles

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
1980年　750ml　1bottle　 

　　　　 液面：ボトムネック　

　　　　 エチケット：フレデリック・アンジェラ氏のサイン入り

1982年　750ml　1bottle　 

　　　　 液面：イントゥーネック　エチケット：良好

Estimate 100,000 - 150,000
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5029 4bottles

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
1981年　750ml　1bottle　液面：ボトムネック　エチケット：良好

1983年　750ml　3bottles　液面：2点イントゥーネック 1点ボトムネック　

　　　　 エチケット：1点に小さなヤブケとわずかなヨゴレ　2点は良好

Estimate 90,000 - 140,000

5030 6bottles

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
1981年　750ml　液面：1点イントゥーネック　5点ボトムネック　

　　　　 エチケット：いずれも良好

Estimate 140,000 - 190,000

5031 5bottles

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
1985年　750ml　1bottle　液面：ボトムネック

1988年　750ml　1bottle　液面：イントゥーネック

2002年　750ml　3bottles　液面：いずれもハイフィル　

エチケット：いずれも良好

Estimate 130,000 - 180,000

5032 7bottles

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
1986年　750ml　液面：2点ハイフィル　5点イントゥーネック　

　　　　 エチケット：いずれも良好

Estimate 170,000 - 220,000

5033 7bottles

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
1987年　750ml　液面：4点イントゥーネック　3点ボトルネック　

　　　　 エチケット：いずれも良好

Estimate 130,000 - 180,000

5034 2bottles

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
1990年　750ml　液面：いずれもイントゥーネック　

　　　　 エチケット：いずれも良好

Estimate 80,000 - 130,000
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5035 6bottles

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
2002年　750ml　液面：5点ハイフィル　1点トップショルダー　

　　　　 エチケット：いずれも良好

Estimate 170,000 - 220,000

5036 12bottles

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
2002年　750ml　液面：2点イントゥーネック　10点ハイフィル　

　　　　 エチケット：いずれも良好

Estimate 350,000 - 450,000

5037 2magnums

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
1975年　1480ml　1bottle

1978年　1500ml　1bottle　 

液面：いずれもイントゥーネック　エチケット：いずれも良好

Estimate 80,000 - 130,000

5038 2magnums

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
1999年　1500ml　1bottle

2001年　1500ml　1bottle　 

液面：いずれもハイフィル　エチケット：いずれも良好

Estimate 130,000 - 180,000

5039 1double magnum

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
2003年　3000ml　液面：イントゥーネック　エチケット：表面にキズ　

　　　　 木箱入り

Estimate 170,000 - 220,000

5040 1imperial

シャトー・ラトゥール
Château Latour
ポイヤック
-Pauillac-
2001年　6000ml　液面：イントゥーネック　エチケット：良好　

　　　　 木箱入り

Estimate 200,000 - 300,000
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5041 3bottles

ヴォーヌ・ロマネ
Vosne Romanée
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
1999年　750ml　1bottle　液面：1cm

2002年　750ml　2bottles　液面：0.5cm　

エチケット：いずれも良好

Estimate 170,000 - 220,000

5042 1bottle

ロマネ・サン・ヴィヴァン
Romanée Saint Vivant
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
1986年　750ml　液面：2.5cm　エチケット：良好

Estimate 70,000 - 120,000

5043 3bottles

ロマネ・サン・ヴィヴァン
Romanée Saint Vivant
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
1994年　750ml　1bottle　液面：2.5cm　エチケット：わずかにヨゴレ　液漏れ

2003年　750ml　1bottle　液面：0.5cm　エチケット：良好

2004年　750ml　1bottle　液面：0.5cm　エチケット：良好

Estimate 180,000 - 230,000

5044 2bottles

ロマネ・サン・ヴィヴァン
Romanée Saint Vivant
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
1997年　750ml　2bottles　液面：1点2.5cm　1点1.5cm　

　　　　 エチケット：いずれも良好

Estimate 150,000 - 200,000

5045 2bottles

ロマネ・サン・ヴィヴァン
Romanée Saint Vivant
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
1998年　750ml　1bottle　液面：0.5cm

1999年　750ml　1bottle　液面：0.5cm　

エチケット：いずれも良好

Estimate 170,000 - 220,000

5046 2bottles

ロマネ・サン・ヴィヴァン
Romanée Saint Vivant
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
2000年　750ml　液面：1点1.2cm　1点1.5cm　エチケット：いずれも良好

Estimate 150,000 - 200,000

5047 2bottles

ロマネ・サン・ヴィヴァン
Romanée Saint Vivant
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
2001年　750ml　液面：1点0.8cm　1点0.5cm　エチケット：いずれも良好

Estimate 150,000 - 200,000
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5048 2bottles

エシェゾー
Échézeaux
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
1994年　750ml　液面：1点2cm　1点1.5cm　エチケット：いずれも良好

Estimate 80,000 - 130,000

5049 3bottles

エシェゾー
Échézeaux
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
1997年　750ml　2bottles　液面：1点1.8cm　1点1.5cm

1998年　750ml　1bottle　

エチケット：いずれも良好

Estimate 150,000 - 200,000

5050 2bottles

エシェゾー
Échézeaux
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
1999年　750ml　液面：1点0.8cm　1点0.5cm　エチケット：いずれも良好

Estimate 140,000 - 190,000

5051 2bottles

エシェゾー
Échézeaux
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
2000年　750ml　液面：1点0.8cm　1点1.3cm　エチケット：いずれも良好

Estimate 130,000 - 180,000

5052 2bottles

エシェゾー
Échézeaux
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
2001年　750ml　液面：1点1cm　1点0.5cm　エチケット：1点にヤケ　

Estimate 130,000 - 180,000

5053 2bottles

エシェゾー
Échézeaux
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
2003年　750ml　液面：1点1.0cm　1点0.5cm　エチケット：いずれも良好

Estimate 120,000 - 170,000

5054 3bottles

グラン・エシェゾー
Grands Échézeaux
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
1984年　750ml　1bottle　液面：2.8cm　エチケット：良好

1994年　750ml　2bottles　液面：1点1.5cm　1点1.8cm　

　　　　 エチケット：いずれもわずかにシミ

Estimate 150,000 - 200,000
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5055 1bottle

グラン・エシェゾー
Grands Échézeaux
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
1997年　750ml　液面：1.5cm　エチケット：良好

Estimate 70,000 - 120,000

5056 2bottles

グラン・エシェゾー
Grands Échézeaux
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
1999年　750ml　液面：1点1.0cm　1点0.5cm　エチケット：いずれも良好

Estimate 180,000 - 230,000

5057 2bottles

グラン・エシェゾー
Grands Échézeaux
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
2000年　750ml　液面：1点0.5cm　1点1.0cm　

　　　　 エチケット：1点にカビの付着　1点は良好

Estimate 130,000 - 180,000

5058 3bottles

グラン・エシェゾー
Grands Échézeaux
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
2001年　750ml　1bottle　液面：1cm

2003年　750ml　2bottles　液面：0.5cm　

エチケット：いずれも良好

Estimate 200,000 - 300,000

5059 1bottle

ロマネ・コンティ
Romanée Conti
ヴォーヌ・ロマネ／ドメーヌ ド・ラ・ロマネ・コンティ
-Vosne Romanée/Domaine de la Romanée conti-
1992年　750ml　液面：2cm　エチケット：一部にヤブケ

Estimate 700,000 - 900,000

5060 3bottles

アンリ・ジロー
Henri Giraud
シャンパーニュ
-Champagne-
1999年　750ml　いずれも紙箱入

Estimate 30,000 - 50,000
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由の如何を問わず、落札できなかったことに対する責任を取ることができません。どうしても
落札したいロットがある場合は、必ず会場に来て競売に参加することが強く求められます。

（5）落札からロットの受取りまで
1．購入代金と支払い期限
落札したロットのハンマープライスに (4)「決済通貨と手数料」— 1．に規定された落札手数
料を合計した総額が、落札者が当社に支払う購入代金となります。落札者は購入代金の全額
をオークション開催の週末土曜から10日以内に支払わねばなりません。落札者の支払いが
この期限内になされない場合、(6)「落札者の支払い義務不履行」 の条項の適用を受けるこ
とになります。

2．現金による支払い
当日のオークション会場で、またはオークション開催の週末土曜から10日以内に当社まで来
社して、現金にて購入代金を支払うことができます。お支払い後は当該ロットをお持ち帰りも
できますし、配送の手配もお受けいたします。

3．送金による支払い
オークション日から2–3日以内に、当社より落札者に請求書を郵送いたします。請求書に従
い銀行振り込みにてお支払いください。( 振り込み手数料は落札者の負担 )

4．落札ロットのお引取り
購入代金全額の支払いが当社にて確認された時点で、落札ロットの所有権は落札者に帰
し、落札ロットの引渡しにより売買は完了いたします。(5)–2. に規定されているように、落札
者はオークション会場または当社保管場所にて落札ロットを引き取ることができますし、自
らの責任、費用負担で梱包、配送の手配をすることもできます。お引き取り期限は落札した翌
日から14日以内とします。また、当社は落札者の依頼と費用負担 ( 梱包費、配送費の合計料
金着払い ) により、当社の選定した業者に依頼して、落札ロットの梱包、配送の手配をいたし
ますが、業者選定に関わる責任は一切負いません。なお、DHLJAPAN の輸送約款第 8 条 ( 非
取扱品目) に伴い、当社からの DHLでの作品発送はできません。当社は、お支払いの如何に
関わらず、落札ロットについて、オークション翌日から14日間保管いたします。それ以降の期
間の保管について当社の自由な裁量で出品作品を外部の保管倉庫に移動して保管する権
利を有します。したがって、落札者は、引き取り期限が過ぎた作品について、以下に定める保
管料を支払うものとし、危険負担についても自己の責任といたします。
保管料
Lot 数に関わらず 1ヶ月につき64,800円 
以後 1ヶ月ごとに64,800円を加算して支払わなければならない

5．落札後のロットに対する危険負担
支払い完了後の落札ロットに対する危険負担はすべて落札者の責任となります。落札後の
ロットに対し、落札者独自の判断に基づく付保額で付保したい場合は、当社に連絡の上、自
らの負担と手配で付保してください。ただし、当社は、善意の売買契約仲介者として引渡し完
了まで無償で保管し、付保しますが、支払い・引渡しの期限である14日間を最長期限といた
します。また、当社は保管に際し、当社の付保した保険によってのみ落札者に対して責任を負
うものとします。なお、落札ロットに付保される価額は当社独自の裁量によるものとし、〔購入
代金〕を最高額といたします。保険についての規定は当社が契約する損害保険会社の「動産
総合保険普通保険約款」に拠り、付保される範囲は作品「本体」の破損と盗難となります。額、
ガラス等の付属物はハンマープライスに含まれないものとして、保険の対象となっておりま
せん。したがって、当社が落札物の梱包、配送を請け負った場合、安全に落札者の手元に届
けるべく最善を尽くしますが万一、額、ガラス等に破損が生じても修理、補償の義務を負いま
せんのでご注意ください。また、落札ロットを海外に配送する場合、当社は一切付保いたし
ませんので必ず落札者が自らの負担と手配で付保してください。

（6）落札者の支払不履行の場合の処置と当社の権利
落札者が本規約に定められた義務を履行しない場合には、当社は落札者に対して以下の権
利を有するものといたします。

1．支払い遅延金利の加算
支払期限を経過しても、購入代金全額の支払いが落札者によってなされない場合、落札者
は当社に対し支払い期限日の翌日から支払い済みに至るまでの期間、購入代金全額に対し
て年率 18% の割合で延滞金利を購入代金に加算して支払わなければなりません。

2．売買契約の解除
支払い期限を過ぎ、当社が落札者に購入代金等の全額の支払いを催告しても支払いがなさ
れない場合、当社は落札者との売買契約を解除する権利を保有します。また、当社に登録さ
れた住所に誤りなく送付された支払い催告状が受取人不在、転居先不明または受け取りが
拒否された場合も、当社は落札者に売買契約履行の意思がないものと見なし、売買契約を
解除する権利を保有します。売買契約は、当社が落札者の登録住所に解除通知を発送した
時点で受取人の住所不明、受取り拒否に関わりなく、解除されたものといたします。

3．MWAカタログおよび会員権利の取消し

また (6)–2．の場合、当社は何らの義務を負うことなく、落札者のカタログ送付と会員として
の諸権利を取り消すことができるものとし、残期間に関わらず、すでに領収した登録費の返
還はいたしません。

4．落札者による損害賠償
売買契約が解除された場合、契約解除された落札者は、落札ロットに対する一切の権利を
喪失し、当社はその落札者に通告することなく改めて当該ロットを競売に付すか第三者に売
却する権利を保有します。再競売における購入代金または売却における売却価額が、その
落札者が支払うはずであった購入代金を下回った場合、当社はその落札者に対してその差
額負担と支払い不履行によって生じたすべての費用を損害賠償として請求する権利を保有
します。

（7）落札ロットが贋作であった場合の落札者に対する補
償と当社の責任の範囲
1．請求期限と証明手順
競売の日から1 年以内に、当社がカタログに記載した情報を前提として落札された作品の作
者が実質的に正しくないと落札者が考える場合、落札者は文書により、購入代金の全額の払
い戻しを当社に対して申し立てることができます。次に、落札者は落札ロットをオークション
時と同一の状態で当社に返却し、落札時の当社請求書または領収書と贋作を証明するに足
る証拠を添えて当社あてに提出してください。また、当該ロットに第三者のいかなる権利も
存在しないことが必要です。当社がその証明を正当と判断した場合、当社は落札者に対して
購入代金の全額を返却いたします。ただし、以下については、この規定を適用しません。
① 「成り行き」表示のロット
② 陶磁器、ガラス、工芸品、コイン、メダル、宝石、ワイン等
③当社が鑑定機関として相応しくないと判断した団体や組織の発行する証拠

2．返金の免責
以下の場合当社は返金すべき責任を負いません。
　① オークションのカタログ記載や当日の会場での説明が、その時点での専門家、学者から

一般的に受け入れられていた定説であった場合、またはカタログに作者については論
争や不明な点があると記載されていた場合。 

　② カタログ作成時には一般的に使用されていなかった科学的調査方法、オークション当
時では著しく高価である方法、又は現実に実行不可能あるいは作品を傷つける恐れの
ある調査方法によって贋作であることが証明された場合。

3．返金を申し出ることができる人
当社が請求書を発送した落札者本人であり、落札ロットに関して第三者のいかなる権利関
係も存在せず、所有権、名義を当社に完全に移転しうる法的権利を保有していることが必要
です。その後の売買等により、所有権等が第三者に移転した場合は、当社はその第三者に対
していかなる責任も負いません。

4．当社の権利と責任の範囲
当社は、贋作であるとの申し出に対し、対抗的に真作であることを証明するため、科学的ある
いは他の方法により調査する権利を有します。また、調査方法はオークション当時に使用さ
れていたか否かを問わずあらゆる方法が含まれます。当社はこのような調査の結果、贋作で
あると判断した場合は購入代金を落札者に返金いたしますが、当該ロットに支払われた購
入代金以上の返金をすることはなく、落札後から返金に至るまでの期間に対する金利等は
お支払いいたしません。また、当社、売主、当社従業員、当社代理店の何れも、作者、最初の出
所、時代、古さ、想定される作者、真性、来歴についてのカタログ記載の正確性について、ま
た記載の間違い、当該作品についての瑕疵や欠陥についても一切の責任を負わず賠償等
の義務は負いません。

■ MWAで酒類を売りたい人のための規約

（8）当社の役割と売主に対する手数料
当社は MWAを通じて、売主の代理人として、落札者との間に本規約に基づく売買契約を締
結し、それに基づき売却を完了させるものであります。当社は売主が委託した出品作品につ
いて、1 ロットにつき、ハンマープライスが 70,000 円未満は一律 10,800 円、70,000 円以上
500,000 円未満は 16.2%、500,000 円以上は 10.8% の売却手数料で MWAを通じて売却い
たします。なお、MWA は公開オークションであり、入場の許可や落札者を誰にするかについ
て、当社は一切の権限を保有し、これについての問い合わせに情報開示する義務を負いませ
ん。

（9）委託から入金までの具体的な手順
1．参加登録
売主として所有している作品をMWA に出品するには、まず MWA への出品者としての登録
をすることが必要です。まだ加入されていない方は、本規約の（1）競売参加の項をご参照の
上ご加入ください。

2．出品査定のための情報送付（お問合せ段階は無料です）
特に形式は問いません。分かっている限りの作品情報 < 銘柄、原産地、生産者、醸造者、年
代、サイズ、状態、保存状態＞をお寄せください（形式は郵便、Eメール、ファックスなど不問）。
なお受付締め切りは、おおよそ、オークション開催日の 70日から80日前ですが、出品作品が
多い場合はそれより早く締め切ることもありますので、できるだけ早めの出品手順開始をお
願いします。

本規約は株式会社毎日オークション ( 以下当社 ) が主催する毎日ワインオークション
(Mainichi  Wine Auction以下その頭文字を取ってMWA)を通じて美術品等を売買する際
の諸規則を定めたものです。事前によくお読みいただき、各条項をご了解の上 MWA にご参
加ください。当社にて作品を委託した、入札した(ビッド)および売買契約が成立した時点で、
その該当者および関係者はこの規約に同意したものとみなします。ただし、当社との間で別
途契約や同意がある場合は、その契約や同意を優先いたします。

■ MWAに参加する

（1）競売参加
1．公開の原則
MWA は公開のオークションであり、当社が別途定めるカタログ購読費や出品登録費を納入
することで、事前にあるいはオークション当日の会場受付で誰でも加入し、オークションに買
い手として参加することができます。しかしながら、当社は当社独自の判断で、理由を告げ
ず、競売参加を拒否する権利を有します。
※尚、未成年の方は、本オークションにご参加いただく事はできません。

2．会員番号
参加のお申込みをいただきますと、各参加者に〈会員番号〉が割り当てられ、これが MWAで
売買される際の参加者としての IDナンバーとなります。この〈会員番号〉は送付される入場券
の券面に印字されています。

3．参加登録により受けられるサービス
① 権利を有する期間に開催されるMWAカタログ（送料も含み、1 回につき1 冊）とMWA 入

場券 1 枚（競り参加にご興味のある同伴者の入場も可能です）。
②  MWA に参加して希望のロットを購入する権利。
③委託入札、電話入札のサービス

■ MWAで酒類を買いたい人のための規約

（2）MWAカタログ
MWAカタログ（以下カタログ）は各開催日の2週間前を目途に登録者に発送されます。また、
下見会やオークション当日に登録のお申込みをされた方はその場でカタログをお渡しいた
します。

1． カタログ記載の決め事
カタログ記載に関して、特別の記述表現規則を設ける場合は、カタログの中にその旨を明記
します。

2．記述内容についての免責
ワインの生産者、原産地、醸造者、年代等についてのカタログ記載、別添文書、正誤表、口頭
等で伝達された事前の参考情報はあくまでも当社の評価と意見であり、絶対的な事実として
売買の根拠を構成するものではありません。したがって当社は、カタログ記載に関して何ら
の法的な義務を負うものではありません。

3．写真・イラストについての免責
カタログ中の作品写真や図版はあくまで判断の目安として供するもので、現物の色調や色
彩や欠陥を正確に伝えるものではありません。

4．エスティメート価格
カタログに記載された当社のエスティメート価格は、あくまで当社が参考として提出する評
価であり、実際のオークションの場で売買される価格、あるいは何か他の目的に使用される
指標価格等の根拠となるものではありません。

5．作品状態についての免責
オークションで扱われる酒類はその基本的本質において、年代を経たものが多く、完全な状
態というものはありません。当社は発見できた限りにおいてキズや修復痕について、カタロ
グ内または他の手段で言及するようにします。しかしながら、当社がカタログに記載している
状態についての記述はあくまで判断の目安であって、ある部分に「キズがある」という記載が
あったからといって、他の部分にはまったく何も無いということにはなりませんし、キズ等に
ついての記載がなかったり、「良好」という表現があったからといって、いかなる部分にも何
の問題もないということではありません。なお、古いワインについては、液漏れ、液減、エチ
ケット、コルク等への経年による自然変化は当然あるという前提とします。
以上のようにカタログの印刷物としての機能には限界があり、出品作品の完全無欠な情報
を伝達することは不可能で、出品されたロットの状態（額装の有無、保存状態、欠陥等）はカ
タログに記載の限りではありません。また、校正ミスによる誤植等も完全ゼロということはあ
りません。したがって、オークション参加希望者は可能な限り次章で述べる下見会に参加し
て、購買希望ロットを自らの目で実物調査し、自らの責任と判断で購入することが強く求めら
れます。落札後のカタログ記載情報と落札ロット実物との差異を理由とする売買契約の解消
には応じられません。

（3）下見会
下見会は原則として、各オークション開催日の前に、1日間開催されます。最終の実施要綱と
スケジュールは当該オークションのカタログ記載をもって確定のご案内といたします。購買
希望者は希望のロットを実物調査して、自らの最終判断でオークションにご参加ください。下
見会では当社係員が可能な限り購買希望者の最終判断に役立つようなサービスを提供い
たします。しかしながら、ロットを傷つけるような作業をともなう調査についてはお断りいた
します。なお、MWA における下見会はすべて当社の定める一定期間内での事前予約制とな
ります。

（4）MWA の運営
1．決済通貨と手数料
MWA は登録済みの参加者による競り売り方式で運営され、日本円を表示および決済通貨と
いたします。当社は落札者からロット番号一つにつき17.28％の落札手数料を申し受けま
す。

2．競売への参加
MWA は誰でも見学はできますが、競りに参加できるのは MWA 参加登録者又は参加登録
者から全権を委任された代理人のみです。参加者はオークション当日、受付にて入場券を提
示して受付を済ませ、ご自分の BID 番号が印字されたパドルを受け取ります。購買希望ロッ
トの競売の際には、そのパドルをオークショニアー（競売人）に明示することで、進行中の提
示価格であれば購買の意思があることを伝達し、パドルを下ろすことで購買意思がないこと
を伝達します。また、補足的に口頭によってオークショニアー（競売人）に購買意思を伝えるこ
ともできますが、パドルは必ず上げている必要があります。

3．オークション会場への入場
MWA は当社のオークション会場または当社が会場の運営権を有する外部の場所で開催さ
れます。当社は円滑なオークション進行を図るため、登録済参加者、見学者を問わず、当社独
自の判断で、理由を告げず、会場への入場を拒否する権利を有します。また、MWA は会場内
の確認とトラブル防止のため、録画および録音をする権利を有します。

4．オークショニアー（競売人）の権限
オークショニアー（競売人）はオークション会場におけるオークション運営について以下の権
限を保有し、かつ自己の自由な裁量に基づき：
① スタート価格や競り上がり価格の幅について、出品作品の価値から判断して、妥当と思わ

れる独自の判断で決定してオークションを進行します。
② 同額の委託入札者が 2 名以上いた場合の落札者を決定することができます。
③ 落札者をその場で決定するか、または引き上げて再度のオークションに付すかの決定を

することができます。
④ 落札者や落札価格等についての紛争が生じた場合は、それを裁定することができ、関係者

は全てその裁定に従わなければなりません。
⑤ 入札価格の如何を問わず、入札を拒否する権利を保有します。
⑥ 複数のロットを統合したり、一つのロットを分割したりすることができます。
5．落 札
落札者はオークショニアー（競売人）が最終的に認定した最高額入札者であり、オークショニ
アー（競売人）はハンマーを打ち下ろすことで落札者の決定をします。この時点で当社を代
理人とする売主と落札者との間の売買契約が成立します。しかし、物理的に識別できない時
間差やその他の理由により、新たな最高額の提示がハンマー打ち下ろし直後になされた場
合は、オークショニアー（競売人）は競売を続行することができます。落札者は当社から要請
があった場合、落札後に当社所定の落札確認書に署名・捺印していただくことがあります。落
札されたロットの落札価格と落札者をめぐり紛争が生じた場合は、当社の記録のみにより裁
定するものとします。

6．電話入札
当社のエスティメートが成り行き以外のロットに対し、エスティメート下限価格以上での入
札意思がある場合は、会場と直接結ばれた電話を通じて入札に参加することが可能です。当
社担当係員の人数、電話回線に限りがありますので、事前に電話等で当社にご連絡の上、郵
送または Fax にて必要事項が記載された委託入札依頼書に『電話入札』と大きく記入してお
送りください（開催日の 24 時間前までに必着）。なお、以下のような理由により購買希望の
ロットが落札できなくても、当社は一切の責任を負いません。
①回線不通、機械的トラブル等によるコミュニケーション断絶
②当該ロット競売時に申込者が留守等で連絡が取れなかった場合
③ 会場の入札価格競り上がりに対して、スピーディーな対抗的価格アップを決断できず、

オークショニアー（競売人）からそれ以上高額での入札の意思がないと認定された場合。

7．委託入札
すべてのロットについて、文書送付による入札参加が可能です。オークションカタログの巻
末にある委託入札依頼書を郵送または Faxで当社宛にお送りいただき、送付後は必ず当社
が受け付けたかどうかの確認の電話をしてください。入札額は必ず日本円表示でお願いし
ます。また、当社に持参あるいは下見会会場に設けられた委託入札箱に、委託入札依頼書を
投入することも可能です。お申込は原則として、オークション開催日（複数日開催の場合はそ
の初日）の前日午後 6 時を期限とし、電話または口頭のみの委託入札のお申し出は一切受け
付けることはできません。当社の委託入札担当者は、委託入札依頼書に明記された最高入
札額以内で、可能な限り安い価格で落札できるように努力いたしますが、委託入札依頼書の
誤読等、種々のアクシデントを100% 排除できるものではありません。したがって、当社は理
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許可なく、本書の一部または全部の複写・複製およびインターネット等での使用を禁じます。

3．エスティメート価格設定
当社で作品情報を検討し、おおよそのエスティメート価格帯を設定し、ご連絡します。それに
対し、売主が特に異存がなければご出品となります。なお、当社のエスティメート価格はあく
まで当社のその時点における意見であって、口頭であれ文書であれ、カタログに記載された
ものであれ、実際にオークションにおいて売買される価格を保証するものではありません。

4．リザーブ価格の合意
売主は、これ以下の価格では売りたくない最低売却価格（以下リザーブ価格）を当社と協議、
合意の上、日本円にて設定することができます。リザーブ価格より手数料をハンマープライス
に応じて差し引きます。しかし、1ロットにつき、予想落札価格帯の下限が 100,000 円未満の
作品または成り行き表示の作品はリザーブ価格を設定することができません。また、一旦リ
ザーブ価格が設定されると、当社の同意がない限り、変更することはできません。協議の過
程で売主の希望するリザーブ価格と当社が予測する予想落札価格とに大きな開きがあり、
合意に達しない場合は出品をお受けすることができない場合があります。なお、リザーブ価
格は当社予想落札価格の下限価格を超えて設定することはできません。

5．出品作品の配送、掲載内容確認および保管
前記（1．〜4．）の過程で、基本的合意に至りましたら、出品作品を売主の梱包費、配送費負担
で当社、指定倉庫までお送りくださるか、ご持参ください。作品の到着後、当社にて、出品条
件等の確認、作品の検品、調査をしてカタログ掲載用の原稿を作成いたします。作成された
カタログ掲載用原稿と出品条件等が記された「預かり作品内容確認書」は、売主に郵送さ
れ、出品内容の最終確認や誤りの訂正をしていただきます。この最終確認をもって売買委託
契約の最終合意とし、「預かり作品内容確認書」の添付状に記載された確認締切日以降の出
品取消しはできません。作品は到着から落札者に引き渡されるまで当社にて保管いたしま
す。

6．カタログ掲載
カタログ掲載についての撮影、原稿作成等はすべて当社が行い、カタログ掲載に関する費
用は、特別の場合を除き、すべて売主の支払った出品登録費またはカタログ購読会費に含
まれるものとします。

7．売買契約の成立
MWA 規約 (4)–5. に規定された落札決定時点で当社を代理人とする売主と落札者との間の
売買契約が成立します。

8．売主売却代金のお支払い
売主に対する売主売却代金のお支払いは、落札者からの入金を確認後、オークション開催日
から20日後となります。これをもって売買契約は完了します。複数作品を出品され、落札者が
複数である場合は、分割してお支払いすることがあります。

9．不落札の場合
不落札の場合は、オークション後の 1 週間を「アフターセール期間」として、合意した条件をも
とに売却努力を続けます。このアフターセールでも売却ができなかった場合は、再競売に付
すか、当社を通じて第三者への売却をするか、返却するか、当社と相談の上ご決定ください。
返却に際しての梱包、配送費用はすべて売主の負担となります。特に取決めのない場合は、
それ以上の期間の保管について当社の自由な裁量で出品作品を外部の保管倉庫に移動し
て保管する権利を有します。したがって、売主は、引き取り期限が過ぎた作品について、別途
定める保管料を支払うものとし、危険負担についても自己の責任といたします。

（10）出品作品の配送・保管・展示等に伴う危険負担
1． 委託品への付保
当社は、売主から委託された作品に関しては、作品到着後から落札者からの支払い完了に
よって所有権が移転するまで、または不落札で売主に返却されるまで ( 期限はオークション
当日から14日以内 ) の期間付保します。付保される価額は当社独自の裁量によるものとし特
に取り決めのない限り以下の通りです。
①リザーブ価格のない作品については：
　 予想落札価格の上限価格と下限価格の中間値が 500,000 円未満は 15%、500,000 円以

上は 10%を中間値から引いた金額
②リザーブ価格のある作品については：
　 リザーブ価格が 500,000 円未満は 15%、500,000 円以上は 10% をリザーブ価格から引

いた金額
③成り行き表示の作品については一律上限 50,000円
付保される範囲は作品本体の破損と盗難で、額等の付属物は、保険の対象となっておりませ
んので、委託期間中万一、額等に破損が生じても修理、補償の義務を負いません。補償に当
たっては、当社が契約する損害保険会社との「動産総合保険普通保険約款」によります。当社
は付保した保険によってのみ売主に対して責任を負うものとし、その最高額は上記の①、②、
③に明記の通りです。

2． 保険免責事項と出品者の責任
また、前記の「保険約款」により、次に掲げる損害に対して保険金は支払われませんのでご注
意ください。
①直接であると間接であるとを問わず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因す
る損害。
②直接であると間接であるとを問わず、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土

砂崩れ等の水災に起因する損害。
③その他、前記「動産総合保険普通保険約款」に定める免責事項
この付保行為は、全く当社の売買契約代理人としての善意によるもので、所有権が落札者に
移動するまでは、出品された作品に対する危険はすべて売主の負担となります。したがって、
特に高額な出品作品については、売主は自己の負担と責任において、独自の保険条件で出
品作品に付保することができますし、そのようにされることをお勧めします。その場合は、付
保後当社にその旨をお申し出ください。

（11）売主としての資格要件、売主の責任および負担す
べき費用
1．出品作品の完全な所有者
売主は、第三者のいかなる権利もなく、落札者に完全に所有権を移転できる出品作品の完
全な所有者であるか、完全な所有者から法的に全権を委任された代理人であることが必要
です。もし、出品作品に対しての第三者のどのような権利であれ、それを隠蔽して出品した場
合、売主は当社または落札者に対してそのことの結果によって生じたいかなる経費や出費
についても補償しなければなりませんし、当社および落札者は法的手段を講じる権利を保
有します。

2．真実の情報を提供する責任
売主は、出品作品の銘柄、生産者、原産地、醸造者、サイズ、年代、制作年、保存状態、来歴、付
属物その他の情報について、当社に対して知っている限りの真実を伝えなければなりませ
ん。当社は、売主から伝達された情報に意図的な虚偽があり、それをオークション前に発見
した場合は、委託された作品を一方的に返却してオークション出品を取りやめる権利を有し
ます。また、当社従業員による通常の事前調査では発見不可能な上記情報に関する真実、欠
陥、瑕疵等が隠蔽されたまま出品作品がカタログに掲載され、落札された場合は、当社また
は落札者は売買契約を破棄し、当該ロットを返却するだけでなく、そのことによって生じたい
かなる損害についても、売主に請求する権利を保有します。

3．故意の競り上げ行為の禁止
売主は自分が出品した作品の落札価格を競り上げるために、自らが、または第三者を雇って
オークション会場で入札することはできません。

4．出品の取り消し
売主は、(9)–5 に定められた売買委託契約の最終合意日以降の出品取り消しはできません。
ただし、売主の都合による出品取り消しの場合は、出品作品 1Lot につき、予想落札価格の下
限価格が 200,000 円未満または成り行き表示の作品については一律 32,400 円、200,000
円以上の作品については予想落札価格の下限価格の 16.2%を申し受け、取り消し料の入金
をもって作品の出品を取り消すことができます。なお、取り消し料の入金が競売日前日までに
確認できない場合、キャンセルの意思がないものとみなし、MWA はそのまま作品を競売に
かける権利を有します。

5．売主の費用負担
①梱包、配送費用
当社までの梱包、配送費用および、不落札の場合の売主到着までの梱包、配送費用
②保険費用
発送時点から売買契約完了時まで、または不落札で売主に返却されるまでの期間の保険費用
⑤修復費用
修復に関わる費用
⑥保管料
出品作品不落札の場合の当社保管期間の期限以降の保管料

（12）出品作品売却に関する当社の権限と責任
1．カタログに関する当社の編集権と著作権
当社は掲載する情報、写真の撮影、掲載方法、ロット番号の付与、掲載順等のカタログ編集
についての全ての権限を保有し、自由に編集し、使用することができます。売主は事前の閲
覧等はできません。また、カタログに掲載の写真、図版、解説記事に関する著作権はすべて
当社に帰属し、何人も当社の事前許可なしに使用することはできません。

2．競売方法についての権限
当社は出品されたロットの下見会での展示方法、競売の開催場所と方法、複数ロットの場合
のグルーピングや分割の仕方、落札者の決定、出品ロットを引いて再競売に付す等のオーク
ションにおける競売について全ての権限を保有します。

3．リザーブ価格以下での売却
リザーブ価格のあるロットについては、オークショニアー（競売人）はそれ以上の価格で売れ
るように努力しますが、当社は売買成立の成否については一切の保証をすることができませ
ん。また、当社のオークショニアー（競売人）は、ロットをリザーブ価格以下で売却する権利を
保有します。この場合は、当社は売主に対して差額を補償し、リザーブ価格で売却できた場合
と同じ金額の売主売却代金を売主に支払う義務を負います。

4．不落札の場合
当社はいかなる場合も、売主に対して当社エスティメート価格に相当する金額を支払う義

務、または一定期間その金額を立て替える義務を負いません。

5．落札者による支払いがなされなかった場合
落札者からの入金が事務的理由、または故意でない理由により規定の期限より遅延した場
合は、当社は落札者からの入金に最善を尽くし、入金確認後、すみやかに売主に対して売主
売却代金の支払いを実行します。落札者に購入代金の支払能力が認められない場合、また
は、売買契約を履行する意思がないと当社が判断した場合は、落札者の契約不履行による
売買契約の解除となり、〔（6）「落札者の支払不履行の場合の処置と当社の権利」〕に準ずる
ものとします。当社はこれによって生じた全ての損失を落札者から徴収するためあらゆる手
段を講じますが、当社自身が補償的に売主売却代金に相当する額を売主に支払う義務は負
いませんし、売主が落札者に対して何らかの法的な手段を講じる場合、当社が同一の手段を
とるかどうかについては当社独自の判断によるものとします。

（13）出品作品が贋作であった場合の売主の責任と当
社の権限
オークションの日から1 年以内に、落札者が本規約（7）「落札ロットが贋作であった場合の落
札者に対する補償と当社の責任の範囲」に定める過程を経て贋作であると当社が認めた場
合は以下の通りとします。

1．落札ロットに対する支払いが未了の場合
贋作と認定された時点で、落札者から当社への支払いがまだ為されていなかった場合は、
当社は売買契約を解除し、当該ロットを売主に返却いたします。
2．落札ロットに対する支払いが完了の場合
贋作と認定された時点で、当社がすでに売主に対して売主売却代金の一部または全額を支
払っていた場合は、当社の要求により売主は当社が支払った全額を返却しなければなりま
せん。また、この場合、当社は、売主に支払った全額に対応するいかなる売主の資産に対して
も法的な最優先権を実行できる権利を保有します。

（14）ワイン品質の不保証
出品されている酒類については、当社は事前に保存環境、状態をチェックしておりますが、作
品の性質上、実際の味覚調査はしておらず、特に古いワインについては、経年による変化が
当然あるものとします。従って、当社は故意の重大な過失を除き、内容物について一切の責
任を負いません。
当社は、以下にあげる該当者および関係者は、取引関係を含めて一切の関係をもたないこと
といたします。
・暴力、威力および詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する、社会の秩序や安全に脅
威を与える団体または個人
・違法取引や犯罪にからんで得られた不正資金の流出に利用する者
・虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、会社の信用を毀損したり、業務を妨害するこ
と、または威力を用いて会社の業務を妨害する者
・当社との取引において、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる者
・暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
・オークションを故意に妨害し進行を妨げる者
・規約を含めた当社の取り決めに従わない者
また、該当者および関係者が、反社会的勢力であると判明した時点、または反社会的勢力で
あるとの疑いが生じた時点で、速やかに取引を中止することとし、以後、一切の取引を拒否す
ることといたします。

本規約によって立つ法的根拠と管轄裁判所
本規約は日本国の法律をその法的根拠とし、東京地方裁判所を専属の合意管轄裁判所とい
たします。
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出品をお考えの皆様へ

毎日オークションでは皆様からの出品作品を心よりお待ちしております。
ご所有作品の中からオークション出品をお考えのものがございましたら、お気軽にお電話いただくか、Eメール、郵送、FAXで情報をお寄せください。

1
作品の

写真、情報を
お寄せください

4
オークション

5
落札、お支払い

2
作品の送付

3
出品に関する
最終合意と、

出品登録料の
お支払い

オークション
ロット1 番からロット番号順に競売にかけ、オークショニアー( 競売人 ) が認定した最高額で落札者を決定し
ます。
オークションの翌週、出品者には預かり作品の落札結果を郵送いたします。作品の写真、情報をお寄せください。( 査定は無料です)

写真 イメージ全体、サイン、共シール、共箱など
情報 作家名、作品名、サイズ、サインの有無、技法、共箱・共シールの有無、
 状態 (ヒビ、シワ、シミなど)、来歴、カタログレゾネへの掲載の有無など、分かる範囲で結構です
送付先 〒135–0063 東京都江東区有明 3–5–7　TOC 有明ウエストタワー5 階
 E–mail  art@my–auction.co.jp
 TEL  03–3527–7330
 FAX  03–3527–7336
 WEB  http：//www.my–auction.co.jp
   (トップページ→出品ガイド→出品査定申込みはこちら)
作品情報の確認後、出品に関する基本事項 ( 暫定評価額、出品時期等 )を担当営業よりご連絡いたします。

作品に対する保険
弊社は、作品お預かりの時点から所有権が落札者に移転 ( 落札者による支払完了) す
るまでの期間においてその作品を付保いたします。これはあくまで弊社の善意に基
づく弊社独自の判断で決定した付保額によるもので、この間の作品に対する保険は、
作品所有者である出品者の責任になります。特に高額な作品については、出品者独
自の保険条件に基づく付保をお願いいたします。
※詳しくは MA 規約 (10)をご参照ください。

MAプレファイナンス
弊社予想落札価格の下限価格が 200 万円超の作品
に限り、その 60％をオークション開催日より前にお支
払いするシステムです。対象は 1 点につきで、出品作
品総額ではありません。また、この制度のご利用によ
る金利の発生は一切ありません。詳細は弊社までお
問い合わせください。

作品の送付
出品に関する基本事項の通知後、検品のため作品をお預かりします。作品を上記送付先にご送付いただく
か、直接ご持参ください。なお、作品送付に関わる費用はすべてお客様のご負担となります。作品をご送付い
ただく場合、弊社到着までの保険をかけることをお奨めします。
※ 事前の打ち合わせなしに作品を弊社にご送付、ご持参いただいた場合、ご要望に沿えず作品を返却する可能性がございます。必ず事前

に情報をお寄せいただき、担当営業との打ち合わせをお願いいたします。

作品をお預かりした後、作品の検品をし、担当営業より検品結果をご連絡いたします。最終的な予想落札額
(エスティメート価格 )、最低売却価格 (リザーブ価格 )をご相談ください。出品者と弊社双方の条件の合意後、
カタログ記載情報の作成、真贋鑑定作業等を開始いたします。なお真贋鑑定を所定機関に依頼する場合、そ
の業務は弊社が代行いたします。なお、鑑定に関わる実費は出品者負担となります。

出品に関する最終合意と、出品登録料のお支払い
オークション開催日のおよそ9～10 週間前に、作品の最終的なカタログ記載内容と最低売却価格が記載さ
れた「預かり作品内容確認書」を送付いたします。内容をご確認いただき、記載ミス等がある場合は必ずご連
絡ください。その上で、「預かり作品内容確認書」に記載されたキャンセル締切日までに出品登録料をお支払
いください。その入金の確認をもって、出品に関する最終合意が成立いたします。なお、キャンセル締切日以
降の出品取り消しはできませんのでご注意ください。
● 出品登録料 (1 回のオークションにつき)
10ロット以内　…………………………　　5,000 円
11ロット以上 20 ロット以内　…………　10,000 円
21ロット以上　…………………………　20,000 円
※カタログ購読会員の方は、有効期間中、出品数に関わり無く出品登録料が無料です。

● お振り込み先
三井住友銀行　　　　丸ノ内支店　　当座預金　　No.6550793　　口座名 株式会社 毎日オークション
三菱東京 UFJ 銀行　　神田支店　　　普通預金　　No.1220722　　口座名 株式会社 毎日オークション
みずほ銀行　　　　　九段支店　　　普通預金　　No.1002139　　口座名 株式会社 毎日オークション
※振り込み手数料はお客様のご負担となります。

万が一やむを得ない理由で出品を取り消す場合は、出品取り消し料を支払うことにより出品を取り消すこと
ができます。オークション前日までに出品取り消し料をお支払いください。
なお、鑑定中の作品については、その結果によって出品取り消しや出品回変更となる場合がございます。
● 出品取り消し料 (1ロットにつき)
予想落札価格の下限価格が 20 万円未満、または成り行き表示の作品　……　一律 32,400円
予想落札価格の下限価格が 20 万円以上の作品　………　予想落札価格の下限価格の 16.2％

不落札 … お引き取りまたは再出品
出品作品が不落札に終わり、オークション後 1 週間のアフターセール期間に売却が成立しなかった場合、作品をお引き取りいただくか、再度
オークションにご出品するかをお選びください。( 非会員の方は再出品の際、再度出品登録料が必要となります。) 作品を返却する場合、弊社か
らの梱包発送か、直接お引き取りかをお選びいただき、その旨を弊社までご連絡ください。なお、梱包発送に関わる費用は出品者負担となりま
す。弊社はお預かりした作品をオークション開催日から14日間は無料で保管いたしますが、それ以上の期間の保管には保管料がかかります。
※詳しくは MA 規約 (5)–4をご参照ください。

落札、お支払い
作品が落札され、かつ落札者からの入金が完了している場合、弊社は規定日にハンマープライスから売却手
数料を差し引いた金額を指定された銀行口座にお振り込みいたします。
● お支払い規定日
オークション終了 3 週間後の金曜日( 祝日等で変更になる場合があります)
● 売却手数料 (1ロットにつき)
ハンマープライスが 7 万円未満　………………………………………　一律 10,800円
ハンマープライスが 7 万円以上 50 万円未満　 …………　落札価格に対する　16.2％ 
ハンマープライスが 50 万円以上　………………………　落札価格に対する　10.8％
● お支払い例

例 2) ハンマープライスが300,000円の場合

ハンマープライス 300,000円
売却手数料 (16.2％ ) –48,600円

お支払い金額 251,400円

例 3) ハンマープライスが1,000,000円の場合

ハンマープライス 1,000,000円
売却手数料 (10.8％ ) –108,000円

お支払い金額 892,000円

例 1) ハンマープライスが50,000円の場合

ハンマープライス 50,000円
一律 10,800円 –10,800円

お支払い金額 39,200円
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OSAKA

KEIHANSHIN  SHINMACHI  Bldg.  No.1–1F,  2–7–5,  SHINMACHI, 

NISHI–Ward,  OSAKA  City,  OSAKA,  550–0013

TEL 06–6538–5850    FAX 06–6538–5840

TOKYO

TOC  ARIAKE  Bldg.  #W–5F,  3–5–7, 

ARIAKE,  KOTO–Ward,  TOKYO,  135–0063

TEL 03–3527–7330    FAX 03–3527–7336

http://www.my–auction.co.jp

ご参加に際してのご注意と発送について

ご参加に際してのご注意
未成年の方は、本オークションにご参加いただく事ができません
酒類取扱事業者の方は、本オークションにご参加いただく事ができません。
本オークションは、酒類小売販売の為、落札後、商品の転売はご遠慮ください。

発送について
ご入金確認後およそ1 週間以内でのお届けになります。
落札された商品はすべてゆうパックでのクール便発送のみとさせていただきます。
発送は日本国内のみとさせていただきます。
着日指定・住所変更がございましたら、必ずご入金前に別途ご相談ください。
ワイン以外の商品を一緒に送ることはできません。

Important Notice
Clients under the age of twenty or l iquor l icense holders are not allowed to participate in this sale. Resale of the purchased lot(s) is 
prohibited. For this sale only, collection of the purchased lot(s) at Mainichi Auction is not available, and all lots will be directly delivered 
from Terrada Wine Celler to the designated address with refrigirated Yu-Pack service by Japan Post. Please note we cannot ship to 
address abroad for this sale. The carriage charge for all deliveries within Japan is covered by Mainichi Auction.  
Wines are described in this catalogue as correctly as can be ascertained at time of catalogue listing, but prospective buyers must make 
appropriate allowances for natural variations of ullages, conditions of cases, labels, corks and wine. No returns will be accepted.

有关参加事宜
未成年人及日本国内酒类事业者不能参加本拍卖会。

本拍卖会属于酒类零售贩卖，本公司禁止落槌后的转卖。

本公司不对拍卖品的一切瑕疵等承担任何責任、对一切落槌后的取消将不予受理。

送货、包装、保险费用由本公司负担。

送货限于日本国内，本公司送货利用日本邮政快递。

葡萄酒不能跟其他种类拍卖品一起送货。

ワインの配送運賃・梱包代・配送保険料はすべて弊社負担で発送させていただきます
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