
　西洋装飾美術、ジュエリー＆ウォッチ、新作工芸・古美術・
茶道具そして絵画・版画・彫刻と、取り扱いジャンルごとに
特徴をもつ毎日オークション。2017年中盤においても新たな
市場の動きが見られました。
　西洋装飾美術では、ガレ、ドームの希少作品は変わらぬ人
気を集めつつ、ラリック、アルフォンス・ミュシャといった
作家の作品も再び注目され、予想を大きく超える落札となり
ました。また、北欧のデザイン家具は、日本の生活様式との
親和性の高さから、出品回を増すごとに関心を集め好結果が
続いています。7月のセールには、フィン・ユール、ウェグ
ナーといった著名デザイナー作品から、希少なアルネ・ヴォ
ッダーの作品も出品され、益々日本での認知度の高まりを感
じさせる結果となっています。
　6月のジュエリーセールでは、2.27ctブルーダイアモンド
が出品され、世界的な人気の高まりとその輝きから、国内外
の注目を浴び、白熱した競り合いの結果 2億 2,500万円の落
札。カラーダイアモンドの人気の高さを印象付けるセールと
なりました。同セールには、PATEK PHILIPPEダイア腕時
計 2,100万円、HARRY WINSTOＮダイアブローチ 1,000万
円と高額落札も続出し、ハイブランドの優品を求める動きは
更に活発になってきています。
　陶芸・古美術のセールでは、濱田庄司、河井寛次郎の作品は、
いつの時代においてもモダンであることを静かに主張し、そ
の魅力で新しいコレクターを増やしつづけており、再び海外
へも広がり始めています。同様に、観る者を惹き付ける古美
術作品は、経て来た時間にしか創れない魅力で、国と世代を
越えて高く評価されています。
　そして、新旧問わず熱気を帯びている絵画セール。草間彌
生のキャンバス作品が 1億円に迫る落札と同じ開催回では、
北斎の肉筆美人画が予想落札価格 30倍超の 3,800万円で落
札。エコールドパリの雄 藤田嗣治の「少女」（水彩）が 1,200
万円で決着すると、追いかけるように現代美術作家 奈良美智
の「Girl」（クレヨン）は 1,950万円で落札され、会場を大き
く沸かせました。
　注目の秋の絵画メインセールは、10月 21日（土）に開催
を予定しております。新たな作品の魅力、今まで気が付かな
かった作家の魅力を見つけに是非ご来場下さい。スタッフ一
同皆様のご来場をお待ちしております。

10月21日　絵画メインセール開催決定  

　10月 19日（木）10：00 ～ 18：00
　10月 20日（金）10：00 ～ 18：00
　10月 21日（土）10：00 ～ 13：00

下見会

10月21日（土）14：00開始予定
553回メインセール開催日程

絵画・版画・彫刻
4開催の落札合計で15億円に迫る結果　高額品への期待高まる

新作工芸・古美術・茶道具
好調の日本工芸は年内残り3開催

西洋装飾美術
アンティーク作品に再び人気が集まる

JEWELRY＆WATCHES
ブルーダイア国内ジュエリーオークション最高額を樹立
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553回出品予定　藤田嗣治 『インコと少女』
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553回出品予定　草間 彌生 『ぶどう』
キャンバスにアクリル　65.2×53cm（F15号）

553回出品予定　藤田 嗣治 『猫』
キャンバスに油彩　24.3×33.2cm（F4号）

絵画・版画・彫刻

今夏オークション・レビュー
　7月15日開催のメインセールを核に、合計4開催で迎え
た今夏の絵画オークションですが、ハンマープライスの通
算合計が15億円に迫る好結果を残すことが出来ました。
好況を追い風に、名品には惜しみなく投資する愛好家の
意欲が感じられる状況となっております。
　続く8月の開催においても、とりわけ耳目を集める結果
となったのは草間彌生の作品でしょう。多色のアクリルで
描かれた10号：「かぼちゃ」には、国内外からの旺盛なビッ
ドが集中した結果6,000万円のハンマープライスで決着、
白黒の30号：「かぼちゃ」が9,600万円の決着、0号のア
クリル画2点：「花」「きのこ」についても、エスティメイトを
大幅に上回る1,500万円、1,600万円で決着となりました。
また、市場への残存が極めて希少な高松次郎の68年作、

「シャドウ・シリーズ」の4号大オブジェが1,650万円で決
着するなど、現代美術の市場性は一層の高みに到達した
といえます。一方で、2号程度の小ぶりさながら、鮮やかな
色彩が印象的だったシャガールのタブローが2,850万円、
ジャポニスムが反映された60年代のビュッフェ50号佳作
が2,300万円、ヴラマンクの油彩10号：「花」が1,050万円
と、西欧巨匠の優品は、従来の相場をさらに押し上げる結
果となりました。他にも葛飾北斎の肉筆軸装の美人画が
3,800万円、藤田嗣治の紙に水彩で描いた少女像の3号
が1,200万円と、想定を大きく上回る落札が相次ぎ、7億
円超の落札額合計を実現しました。前後する通常開催で
は、古吉弘や牧野邦夫といった個性派の写実洋画に好結
果が生まれています。古吉作品では変形12号油彩で340
万円、牧野邦夫の油彩8号：「裸婦」が420万円と、新しい
蒐集家の参入を実感する結果となりました。

ハイクラスの名品が集う今秋メインセール
　次回10月21日に開催するメインセールでは、これまで
の好況を受け高額作品の点数が多いラインナップとなっ
ております。
　注目の集まる草間彌生の作品については、オークション
とほぼ同時期に新しい美術館が開設する話題性もあり、
タブローだけでも10点に迫る出品をお受けしております。
今年に入り、海外オークションでも相場の上昇が目覚しい
藤田嗣治の「少女」と「猫」の油彩、エコール・ド・パリを代
表する巨匠、K・ヴァン・ドンゲンの油彩15号大：「女性
像」や、横山大観の「不二霊峰」など、これまでの当社メイ
ンセールと比較しても、ハイクラスな作品の目立つライン
ナップとなっております。
　この機会をより多くのお客様にお楽しみいただけるよ
う、このたびも先立つ10月14日開催のオークション期間
に、ハイライト作品の展示を行います。本年最後のメイン
セール、どうかご参加いただけますようお願い致します。

4開催の落札合計で15億円に迫る結果
高額品への期待高まる
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新作工芸・古美術・茶道具

夏開催オークションレポート
 夏季には、7月末に新作工芸、9月初旬に古美術・

茶道具のセールが行われました。
　7月の新作工芸は、濱田庄司の50cmを超える大鉢
が350万で落札されたのを筆頭に、河井寛次郎の扁
壷が2点、楠部彌弌の優品「彩埏」の作品2点が続き
ました。そのほか輪島塗の人気作家・角偉三郎の作
品にも人気が集まるなど、幅広い内容を扱う当オーク
ションを象徴する開催回であったと思います。

 9月の古美術・茶道具は、ガンダーラ美術の競り
が活況。「仏陀坐像」の780万円の落札をはじめとし
た作品群の高額落札に会場が沸きました。そのほか
蒔絵や芝山などの作品に人気が集まり、刀剣、中国美
術、茶道具にも100万円を超える落札が多数生まれま
した。いずれの開催も1,000ロットを超える大型開催
で、下見会から、連日多くのお客様にご来場頂きまし
た。暑い中、足をお運び頂き、厚く御礼申し上げます。

10月は人間国宝作家の人形に注目
 間近に迫る10月7日（土）の開催は、800ロットを超

える新作工芸のセールを開催いたします。
　今回も幅広いジャンルの作品をご用意しておりま
すが、注目は、人間国宝・林駒夫の「昇天」です。林は
2002年に重要無形文化財「桐塑人形」の保持者に認
定された現役の人形作家。今回の出品作も、林の作品
らしい伝統的、かつ個性的。優美なその姿は、そんな
林の作風に違わぬ逸品といってもよいでしょう。

 そのほか、板谷波山、加守田章二、魯山人などの
人気作家はもちろん、濱田庄司、藤本能道、三代徳田
八十吉などの人間国宝の佳作も多数揃っております。
数万円で手に入る酒器類から作家を代表する名品ま
で、多彩な品揃えで皆様をお迎えいたします。是非ご
来場下さい。

11月は古美術・茶道具、年内最後は新作
 年内は前述の10月の新作工芸に続き、11月中旬

に古美術・茶道具、12月中旬に新作工芸と、3ヶ月連
続での開催を予定しております（スケジュールの詳細
はHP等で発表される日程をご確認ください）。現在準
備中ではありますが、秋から暮れにかけて、皆様には
名品の数々をご覧いただけることと思います。

 なお、来年の開催に向けて出品作品を募集してお
ります。皆様のご出品を、心よりお待ちしております。

好調の日本工芸は年内残り3開催

551回出品予定
三代 徳田 八十吉 （重要無形文化財）　『れい明（皿）』

551回出品予定
林 駒夫 （重要無形文化財）　『昇天』
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デザイン家具で新しいライフスタイルを
　北欧家具の巨匠ハンス・J・ウェグナーと家具の彫
刻家と評されるフィン・ユール。デザイン界を牽引し
てきた2人のコレクションが一同に介し、国内でも数多
く集まることのない美しい家具たちを下見会では実際
にご覧頂けます。モダンなライフスタイルをヴィンテー
ジ家具と共に送られてみてはいかがでしょうか。

オークション結果
　幅広いジャンルの良品が集まり、沢山のお客様の活
気が伝わりました。ミュシャの代表作「椿姫」は180万円
となり、ミュシャ人気が伺えます。ラリックの高額品や描
きのいいKPM陶板画、ミュージアムクラスのガレ、希少
なリヤドロはその珍しさに多くのご入札を頂きました。
今回からは新しく、デザインというジャンルで1950年
代前後の北欧やアメリカのミッドセンチュリー期の家具
が出揃い、相次いで高額落札が目立ちました。

バラエティーに富んだ作品集まる
　次回はバカラのシャンデリアやガレの騎馬人物文花
瓶、ミュシャのポスターも出品予定です。良品が今回も集
まっております。ぜひ下見会場で手に取って見てください。

西洋装飾美術
アンティーク作品に再び人気が集まる

MA Report4



②PATEK PHILIPPE
　腕時計：CALATRAVA
　落札価格：1,250,000円

①PATEK PHILIPPE
　ダイア腕時計：GRAND COMPLICATIONS
　落札価格：21,000,000円

①

②

5.25ct エメラルド
落札価格：4,600,000円

HARRY WINSTON
ダイア ブローチ
落札価格：10,000,000円

2.27ct FANCY INTENSE BLUE VVS-1 ダイアモンド
落札価格：225,000,000円

機械式時計に人気が集中
　弊社においては初となるパテック・フィリップの機
械式時計グランドコンプリケーション（エスティメート
￥20,000,000～25,000,000 /￥21,000,000で落
札）が出品され、一目ご覧になられたいお客様が来
場され時計コーナーが賑わいました。他にもフランク
ミューラーのマルチカラーストーンがちりばめられた
ミステリーダイアルなど宝飾時計も高額にて落札され
ました。近年コレクターの心を揺さぶるような希少性
の高い作品においては、特に人気が集中する傾向が
現れています。

　是非会場にお越しいただきご参加いただきますよ
うよろしくお願い致します。また、お持ちの作品がござ
いましたら、是非出品をご検討ください。

希少石に人気が集中
　6月に開催されたオークションでは、2カラットのブ
ルーダイアが2億円越えで落札され、国内ジュエリー
オークションにおける最高落札額を樹立いたしまし
た。事前のお問い合わせも多く、会場を埋め尽くす国
内外のビッターと電話ビッドでのご参加は15件とジュ
エリーのセールでは異例の多さで活況な競りとなりま
した。同セールではルビー、エメラルド、サファイア、翡
翠の良質な色石もエスティメイトを凌ぐ落札価格とな
りました。透明度の高い美しい目を引くカラーストー
ンにはビッドが集中する傾向が高まっています。また、
ブランドジュエリーも好調な競りが続いています。ブラ
ンドの歴史を感じるアイコニックな商品、日常使いの
アクセサリーと幅広くご出品・ご落札頂いております。
店頭には並ばない時代を超えたジュエリーを落札で
きるのもオークションの魅力のひとつです。

JEWELRY & WATCHES
ブルーダイア国内ジュエリーオークション最高額を樹立
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オークションへの出品・参加にあたって

　　本人確認書類
　　①氏名、現住所、生年月日が印字で記載されており、有効期限内の書類
　　　□ 運転免許証、運転経歴証明書のコピー
　　　□ 健康保険証のコピー
　　　□ パスポートのコピー※
　　　□ 在留カードのコピー
　　　□ 特別永住者証明書のコピー
　　　□ 障害者手帳のコピー
　　　□ 住民基本台帳カード（A タイプ 写真付）のコピー

　　②自治体、公的機関、公益法人が発行する証明書（有効期限のないものは発行から6カ月以内）
　　　□ 住民票の写し（マイナンバーの記載されていないもの）の原本
　　　□ 住民票の記載事項証明書（マイナンバーの記載されていないもの）の原本
　　　□ 印鑑証明書の原本

　　法人確認書類
　　③法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地、代表者名、代表者生年月日の記載がある書類
　　　□ 法人印鑑登録証明書（発行から 6 カ月以内）の原本
　　　□ 法人登記簿謄本 [ 履歴事項全部証明書 ]（発行から 6 カ月以内）の原本 
　　　　  + 代表者個人の本人確認書類（上記①の書類、もしくは②の書類）

本人確認にあたり、本人確認書類に記載されている住所と登録住所は、一致
している必要があります。
異なる場合や手書きの住所の場合は、現住所が確認できる本人確認補完書
類（電気・ガス・水道・電話等の公共料金の領収書等）の原本が必要です。
※本人確認補完書類は発行から 3 カ月以内の原本のみ有効です。
※本人確認補完書類は、お申し込みいただくご本人様の名義に限ります。
※パスポートには本人確認補完書類が必要です。
※マイナンバーカード、通知カードは、本人確認書類としてご利用いただけ
ません。

法人確認にあたり、法人確認書類に記載されている住所と登録住所は、一致
している必要があります。
異なる場合は、法人確認補完書類の原本（発行から 3 カ月以内）が必要です。

◆個人での出品登録
　　下記①の書類、もしくは②の書類が必要となります。
◆法人での出品登録
　　下記③の書類が必要となります。
　　登録住所や銀行口座名義が提出書類と一致している必要があります。

◆個人での参加登録
　　下記①の書類、もしくは②の書類が必要となります。
◆法人での参加登録
　　参加者個人の本人確認書類（下記①の書類、もしくは②の書類）が必要となります。
　　但し、出品登録も行う際には、下記③の書類が必要となります。

オークションに出品、及び参加するにあたっては、古物営業法、組織的犯罪処罰法、犯収法、MA 規約 (15) 反社会的勢力等の
排除により、本人、法人確認をさせていただきますので弊社が指定した下記書類の提出をお願い致しております。

オークションに作品を出品する際に必要な書類

オークション参加に必要な書類
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カタログ購読会員のご案内

◆3年間総合会員
72,000円＜カタログ送料、消費税込み＞
1年間総合会員をさらにお安く設定した3年間コースです。

◆新作工芸･古美術･茶道具
12,000円＜カタログ送料、消費税込み、1年間＞
年間7－8回開催される新作工芸･古美術･茶道具オークションに
ついてのみ、総合会員と同じサービスが提供されます。近現代
の陶芸作品を中心に、漆芸や金工、着物等を取扱い、古美術・茶
道具では日本・中国・朝鮮半島の美術品のほか、古画・浮世絵、象
牙、蒔絵、金工作品、刀剣刀装具、茶道具全般が揃います。

◆ジュエリー＆ウォッチ
12,000円＜カタログ送料、消費税込み、1年間＞
年間5－6回開催される宝飾品や時計のオークションについての
み、総合会員と同じサービスが提供されます。リング、ブローチ、
ネックレス、ペンダント、ブレスレット、イヤリング、ダイアモンドル
ースなどの宝飾品全般を中心に、時計なども数多く出品されま
す。

FAX送付先：03-3527-7336

お振込先
①三井住友銀行　丸ノ内支店
　【当座預金】6550793　【口座名】株式会社毎日オークション
②三菱東京UFJ銀行　神田支店
　【普通預金】1220722　【口座名】株式会社毎日オークション
③みずほ銀行 九段支店
　【普通預金】1002139　【口座名】株式会社毎日オークション

  お申込方法
　①お名前（法人名義の方は会社名も）、ご住所、ご連絡先をご
　　記入の上、弊社宛にご郵送かFAXをお願いします。もしくは、
　　弊社ホームページからも会員登録が可能です。初めてお申
　　込されるお客様は【オークションへの出品・参加にあたって】
　　に記載されている本人確認書類を提出してください。

　②申込書送付後、右記口座にカタログ購読会員料をお振り込
　　みください。弊社にて振込みを確認後、会員として登録され
　　ます。なお、振込み手数料はお客様のご負担となります。弊
　　社ホームページからのお申し込みなら、クレジットカードに
　　よる決済が可能です。

■ 会員登録期間中に開催されるすべてのオークションカタログ（通常3,000円）と、入場券1枚が送付されます。
■ 毎日オークションに保有作品を出品する際、出品料が無料となります。
■ WEBサイトからの委託入札、FAX等による委託入札、電話入札などのサービスが受けられます。
■ 毎日オークションに出品する作品であれば、無料で査定・調査を致します。
　（ただし、所定の鑑定機関に鑑定を依頼する場合や遠隔地への交通費等の実費は含みません。）
■ 当社の落札結果データベースにアクセスし、作家別や作品別の全落札記録を閲覧できます。

カタログ購読会員はこんなにお得です

◆1年間総合会員
30,000円＜カタログ送料、消費税込み＞
年間30回以上の全オークションのカタログ代、出品料、オークシ
ョン参加登録、落札結果一覧表送付、データベースへのアクセス
とWebからの入札のための会員番号の付与等、すべてのサービ
スを含むコースとなります。

◆絵画・版画・彫刻
25,000円＜カタログ送料、消費税込み、1年間＞
年間11－12回開催される絵画・版画・彫刻オークションについて
のみ、総合会員と同じサービスが提供されます。開催数が最も
多い毎日オークション最大のジャンルで、日本人作家・外国人作
家を問わず、油彩、日本画、掛軸、版画などを総合的に取り扱い
ます。

◆西洋装飾美術
12,000円＜カタログ送料、消費税込み、1年間＞
年間4－5回開催される西洋装飾美術オークションについての
み、総合会員と同じサービスが提供されます。マイセン、KPM、
セーヴルなどのヨーロッパ名窯の陶磁器作品、ガレ、ドーム、ラリ
ック、バカラなどのガラス作品、ブロンズ彫刻、オルゴール、イカ
ールやミュシャの版画、家具などの西洋装飾美術のあらゆるジャ
ンルを取り扱います。

◆WEB会員
8,000円＜消費税込み、1年間＞
WEBサービスのみに特化したプランです。他にないWEB会員だけの特典として、過去の出品物の画像の閲覧ができます。
※他の会員と同期間にご契約頂ける場合は、5,000円となります。カタログの送付、出品料無料などの特典はございません。

総合会員制度（全ジャンル）

ジャンル別会員制度

WEB会員制度（全ジャンル）

オークションへの出品・参加にあたって

　　本人確認書類
　　①氏名、現住所、生年月日が印字で記載されており、有効期限内の書類
　　　□ 運転免許証、運転経歴証明書のコピー
　　　□ 健康保険証のコピー
　　　□ パスポートのコピー※
　　　□ 在留カードのコピー
　　　□ 特別永住者証明書のコピー
　　　□ 障害者手帳のコピー
　　　□ 住民基本台帳カード（A タイプ 写真付）のコピー

　　②自治体、公的機関、公益法人が発行する証明書（有効期限のないものは発行から6カ月以内）
　　　□ 住民票の写し（マイナンバーの記載されていないもの）の原本
　　　□ 住民票の記載事項証明書（マイナンバーの記載されていないもの）の原本
　　　□ 印鑑証明書の原本

　　法人確認書類
　　③法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地、代表者名、代表者生年月日の記載がある書類
　　　□ 法人印鑑登録証明書（発行から 6 カ月以内）の原本
　　　□ 法人登記簿謄本 [ 履歴事項全部証明書 ]（発行から 6 カ月以内）の原本 
　　　　  + 代表者個人の本人確認書類（上記①の書類、もしくは②の書類）

本人確認にあたり、本人確認書類に記載されている住所と登録住所は、一致
している必要があります。
異なる場合や手書きの住所の場合は、現住所が確認できる本人確認補完書
類（電気・ガス・水道・電話等の公共料金の領収書等）の原本が必要です。
※本人確認補完書類は発行から 3 カ月以内の原本のみ有効です。
※本人確認補完書類は、お申し込みいただくご本人様の名義に限ります。
※パスポートには本人確認補完書類が必要です。
※マイナンバーカード、通知カードは、本人確認書類としてご利用いただけ
ません。

法人確認にあたり、法人確認書類に記載されている住所と登録住所は、一致
している必要があります。
異なる場合は、法人確認補完書類の原本（発行から 3 カ月以内）が必要です。

◆個人での出品登録
　　下記①の書類、もしくは②の書類が必要となります。
◆法人での出品登録
　　下記③の書類が必要となります。
　　登録住所や銀行口座名義が提出書類と一致している必要があります。

◆個人での参加登録
　　下記①の書類、もしくは②の書類が必要となります。
◆法人での参加登録
　　参加者個人の本人確認書類（下記①の書類、もしくは②の書類）が必要となります。
　　但し、出品登録も行う際には、下記③の書類が必要となります。

オークションに出品、及び参加するにあたっては、古物営業法、組織的犯罪処罰法、犯収法、MA 規約 (15) 反社会的勢力等の
排除により、本人、法人確認をさせていただきますので弊社が指定した下記書類の提出をお願い致しております。

オークションに作品を出品する際に必要な書類

オークション参加に必要な書類
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出 品 作 品 募 集

作品情報をお寄せください
分かっている限りの作品情報と写真を、郵送か弊社 WEB サイト上の出品査定フォームよりお寄せください。
弊社にて、頂戴した作品情報を検討し、過去の実績や最新の動向に基づき、査定を行った上で、担当よりオークショ
ンでの予想落札価格をご提案いたします。なお、査定は無料で行っております。

作品の送付
出品の合意ができましたら、作品をお送りいただくかご持参ください。 原則、送付に関わる費用はご出品者のご負担
となりますが、点数や内容によっては集荷のご相談にも応じます。なお、初めて出品されるお客様は、【オークション
への出品・参加にあたって】のページに記載されている本人確認書類の提出が必要です。

出品料
年間購読会員は何回、何点ご出品いただいても無料です。年間購読会員にならずにご出品をご希望の場合は、1 回の
オークションに出品する作品の点数につき、以下の出品料が必要になります。
　10 点以内 5,000 円
　11 点以上 20 点まで 10,000 円
　21 点以上 20,000 円

売却手数料とお支払
お支払いする売主売却代金は落札価格から以下の手数料を差し引いた金額となります。
　7 万円未満は 一律 10,800 円
　7 万円以上 50 万円未満は 16.2％
　50 万円以上は 10.8％
 お支払いはオークション開催日の 20 日後、ご出品者の指定銀行口座にお振込みいたします。

1

2

3

4

発行　株式会社 毎日オークション
〒135-0063  東京都江東区有明3-5-7　TOC有明 ウエストタワー5F
TEL ： 03-3527-7330　FAX ： 03-3527-7336　E-MAIL : art@my-auction.co.jp　URL : http://www.my-auction.co.jp

開催予定日 　　下見会予定日　　 出品受付締切日

・開催場所はすべて東京となります。
・出品受付締切日は作品の弊社到着日です。集荷状況によって早まることもありますので、できるだけ早めにご連絡ください。
・オークション・下見会日程は予定で、変更になる可能性がございます。カタログの記載をもって最終のご案内といたします。

552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562

■ 絵画・版画・彫刻
■ 絵画・版画・彫刻（メイン）
■ ジュエリー＆ウォッチ
■ 絵画・版画・彫刻
■ 古美術・茶道具
■ 西洋装飾美術
■ ジュエリー＆ウォッチ
■ 絵画・版画・彫刻
■ 新作工芸
■ 絵画・版画・彫刻
■ 絵画・版画・彫刻（メイン）

14日 (土)
21日 (土)
28日 (土)
11日 (土)
18日 (土)
25日 (土)

2日 (土)
9日 (土)

16日 (土)
13日 (土)
20日 (土)

10月
10月
10月
11月
11月
11月
12月
12月
12月

1月
1月

(金)
(土・午前)
(土・午前)
(金)
(金)
(金)

(金)
(金)
(金)
(土・午前)

13日
21日
28日
10日
17日
24日

8日
15日
12日
20日

・
－
－
・
・
・
－
・
・
・
－

12日(木)
19日(木)
26日(木)

9日(木)
16日(木)
23日(木)
30日(木)

7日(木)
14日(木)
11日(木)
18日(木)

 10月
 10月
 10月
 11月
11月
11月
11月
12月
12月

1月
1月

 
27日 (金)

2日 (木)
10月
11月

オークション

12月2日(土・午前)

毎日オークションでは、出品作品を随時募集しております。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、下記をご参照の上、査定のご相談・連絡等どうぞお気軽に弊社までお申し付けください。

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

弊社は平成 28 年熊本地震により被害を受けられた被災者、熊本城や阿蘇神社をはじめ熊本の貴重な宝である多
くの文化財の復興支援を目的として、オークション取り扱い手数料と会費の一部より義援金を寄附致しました。

平成28年熊本地震義援金寄附のご報告


