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 昨年７月、デンマークの偉大なデザイナーであるフィ
ン・ユールのチーフテンチェアが弊社で260万円の値を
つけました。20世紀のモダンデザインは、昨今各メディ
アに取り上げられ、世界の著名人がこぞって収集してい
ます。中でも有名なのが、ジャン・プルーヴェ。ブラッド・
ピットやマーク・ジェイコブスらがコレクションしており、
こうしたヴィンテージファニチャーは海外オークションで
価格が高騰し、数千万円の値がついています。例えば写
真中央のチーフテンチェアは、オリジナル239脚のみと大
変希少で、初期の工房Nils Vodderの一人掛けチェアは10
月ロンドンのオークションで8万ポンド(約1,200万円)の

値をつけました。年々上がる価格と、あまりの人気ぶりに
ディーラーは集めるのが困難だと聞きます。家具の魅力
はデザイン性だけでなく、使われている木の種類にも特
徴があり、現在では幻と言われるローズウッドやチークを
使用した家具がさらに価格を底上げしています。強度に
優れた木材は、椅子のアームや脚を細くする事を可能に
し、美術品のように美しい佇まいを保つことが可能となり
ます。世界一美しいアームをもつ椅子と言われているフィ
ン・ユールのNV45は、使える木材の違いからオリジナル
と現行品のフォルムが変わっています。
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フィン・ユール
Niels Roth Andersen社／ダブルチェストキャビネット

フィン・ユール
Niels Roth Andersen社／Chieftain Chair

Le Klint／フロアランプ

566回　西洋装飾美術開催日程

2018.2.23金・24土

　一方、人間工学を用いたデンマークの巨匠ハンス・Ｊ・
ウェグナーはどのデザイナーより機能性を追求しました。
11月の弊社オークションでは、ウェグナーのミニベアシ
リーズのチェアが140万円、160万円と軒並み高額で落札。

「小さな熊」の名をもつこの椅子は、全て天然素材で制
作され、何十年と使い続けることができる耐久性と、一度
座れば立ち上がれないほどの心地よさをもたらしてくれ
ます。復刻はされておらず、希少性の面から今後価値が
上がるだろうと言われている椅子です。
　また柳宗理をはじめとする民藝運動の作家たちが、
ウェグナー等の家具を取り上げた書籍まで存在していま

す。日本とデンマークは互いに影響し合い、日本の作家た
ちはいち早く彼らの作品を取り上げました。京都の俵屋
旅館でもこうした家具が選ばれ、時代を超え洗練された
空間へと誘ってくれます。コンテンポラリーや李朝の陶器
などと一緒に合わせたライフスタイルが昨今の審美眼を
もった人たちのライフスタイルへと変容しています。
　2月23日・24日開催のオークションでは、フィン・ユー
ルやアルネ・ヤコブセンなどの名品が揃います。この機
会に、家具、絵画、陶器と生活を彩るアート作品を揃えら
れてみてはいかがでしょうか。各ジャンルのエキスパート
がサポート致します。
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562回出品予定
①アンディ・ウォーホル
　『COWBOYS AND INDIANS(10点1組)』
　 シルクスクリーン　91.4×91.4cm
②キース・ヘリング

 『 「ANDY MOUSE」より 』
　シルクスクリーン　91×91cm
③伊藤 若冲 
　『鶏図』
　紙本･水墨　99.4×27.6cm
④ジョン・エヴァレット・ミレイ 
　『画家の子等』
　キャンバスに油彩　83.7×114.7cm

①

② ③

④

絵画・版画・彫刻
PAINTINGS, PRINTS AND SCULPTURE

圧巻のルノアール大作が出品！
　ハイクラスの優品・稀品への注目が高まる昨今の現状
を受け、これまで通常開催のみで迎えておりました新春
に、新しくメインセールの開催を致します。

　新年の幕開けにふさわしく、350点に迫る豊富な優品
をそろえた開催となりますが、なにより注目が期待される
のは、巨匠ルノアールの晩年の傑作：「二人のセイレー
ン」の出品でしょう（裏表紙参照）。モチーフ・スタイル共
に円熟期のルノアールを代表するにふさわしく、12号の
サイズで表現された本作品は、どの美術館に納められた
逸品にも比肩する迫力と感動を備えております。これほど
のルノアールの大作を蒐集できる機会はまたとなく、国
内外愛好家の垂涎の的となることが期待されます。

　他にも、貴重なフルセットのポートフォリオを含めた
ウォーホル、キース・ヘリング作品のコレクションや、美術
展の相次ぐ伊藤若冲の作品群、国内では美術館でしかお
目にかかることのないラファエル前派の名手：J・E・ミレ
イの松方コレクション旧蔵油彩大作など、どんな美術展
にもひけをとらない質と広がりを備えた開催となります。

　1/18からの下見会開催期間に先立ち、1/11～13の期間
にもメインセールのハイライト作品を東京、有明の下見
会場で展示致します。この機会をどうぞお見逃しなく、ご
来場賜りますよう何卒お願い致します。

新春にもメインセールの開催が決定
562回 メインセール　2018.1.20土
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563回 ジュエリー＆ウォッチ　2018.2.3土

ウォッチ
　今回のセールでは弊社においては初となるトゥー
ル ビヨン が3点 出 品 され ま す。ま ず1点 目 はブラ
ンパンのヴィルレ トゥールビヨン（予想落札価格
￥3,000,000～4,000,000）。トゥールビヨンの複雑機
構と8日間のパワーリザーブが内蔵されたこの時計
は、ステンレススティールの軽いケースのおかげで普
段使いにもご使用いただけるモデルとなっています。
2点目はジラールペルゴ スリーブリッジ トゥールビヨ
ン(予想落札価格￥3,500,000～4,500,000)。表からも
裏からも視認できる複雑機構は時計マニアの心を揺
さぶる逸品となっております。また3点目がジャガー
ルクルトのレヴェルソ トゥールビヨン（予想落札価格
￥4,000,000～6,000,000）。表面はシンプルな2針時
計とパワーリザーブ、裏面は複雑なトゥールビヨン機
構が堪能できます。近年、希少性の高い作品は特に
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。

ジュエリー
　2月3日に開催されるオークションでは、ジュエリー、
時計など約900点が出品される予定です。中でもカル
ティエのパンテールのリングやネックレスはブランド
のアイコニックな作品のひとつで、国内オークション
では久し振りの出品となります。
　また カラーストーンで は、4.07ct非 加 熱ミャン
マー産ルビーのダイアリング（カラーはPURPLISH 
RED。予想落札価格￥1,500,000～2,00,000）、8.86ct
非加熱ミャンマー産サファイアのダイアリング（カ
ラーはROYAL BLUE。予想落札価格￥2,000,000～
3,000,000）、6.46ctコロンビア産エメラルドのダイ
アペンダントトップ（カラーはGREEN。内包物が少な
く鮮やかな色調です。予想落札価格￥1,800,000～
2,500,000）などが出品予定となっております。

JEWELRY & WATCHES

ジュエリー＆ウォッチ
高額品の需要が高まる

563回出品予定
CARTIER　ダイアネックレス：PANTHERE
予想落札価格￥1,700,000～2,200,000

563回出品予定
ルビー ダイア リング（加熱の痕跡を認めず）
エメラルド ダイア ペンダントトップ
ブルー サファイア ダイア リング（加熱の痕跡を認めず）

563回出品予定
BLANCPAIN　腕時計:VILLERET TOURBILLON
GIRARD-PERREGAUX　腕時計:THREE BRIDGES
JAEGER-LE COULTRE　腕時計:REVERSO PLATINUM NUMBER TWO

563回出品予定
CARTIER　リング：PANTHERE
予想落札価格￥8,000,000～13,000,000
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新作工芸・古美術・茶道具
JAPANESE CRAFTS, TEA CEREMONY UTENSILS AND ASIAN ANTIQUES

萬暦染付の名品に注目
　2018年最初の「古美術・茶道具」のセールは、2月
16日（金）・17日（土）を予定しております。2017年の
弊社古美術のセールは、ガンダーラ美術の好調な競
りをはじめ、例年にも増して、日本の古陶磁、中国・朝
鮮の古美術、明治美術などに数多くの高額落札作品
が登場しました。金額だけではなく内容にも優れ、根
付のコレクションの出品は、数多くのコレクター、お取
扱いの業者様からの注目を集めました。今年も名品
の数々を皆様にご覧いただけましたら幸いです。
　中国美術の高騰が数年前から言われております
が、565回出品の「萬暦染付花鳥雲龍文花入」は、中
国の方にも、日本のコレクターの方にも一目置かれる
存在になることでしょう。「萬暦染付」とは、万暦帝治世

（1573～1620年）の間に、景徳鎮で焼かれた磁器の
ことで、やや灰色を帯びた藍色が特徴であり、底部に
は「大明萬暦年製」の六文字が記されており、今回の
出品作も例外ではありません。是非ご来場いただき、
皆様自身でご確認いただければと思います。もちろ
ん、日本の古美術や、優品茶道具なども全般に揃って
おります。是非当オークションにご参加ください。

新作工芸は次回も多彩な内容が揃う
　「新作工芸」の2018年最初のセールは、3月17日

（土）開催予定の第568回。前回からはお待たせして
しまいますが、優品佳作、内容を揃えての出品を予定
しております。
　当回出品作、藤本能道「雪白釉釉加彩双雀図八角
筥」は、能道独特の白である「雪白釉」を用い、小禽の
姿を陶筥上に活き活きと描き出しています。能道の
陶筥は、コレクターにも非常に人気があり、本作は描
き込み、大きさ共に申し分ない能道の優品です。
　568回も、盃やぐい呑などの酒器が豊富です。数万
円で手に入る手頃なものから、滅多に手に入らない
珍しいもの、普段使いでき食卓を彩るものなど、収集
するのに、または選んで愉しんでいただけるものがず
らり並びます。また、幅広い出品の種類は健在です。
焼き物のみならず、漆工、木工、人形、ガラス工芸、和
装など様々取り揃えた、現近代の工芸作家の競演を、
どうぞお楽しみください。

2月古美術・茶道具、3月に新作工芸

565回出品予定
萬暦染付花鳥雲龍文花入

568回出品予定
藤本 能道(重要無形文化財)　『雪白釉釉加彩双雀図八角筥』

565回 古美術・茶道具　2018.2.16金・17土　/　568回 新作工芸　2018.3.17土
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566回出品予定
ラリック 『花瓶：LANGUEDOC』
H22.4cm

566回出品予定
ガレ『ジャポニズム蝉文花器』
H19.9×D27.2cm

566回出品予定 ビスクドール
㊧アッシュ
㊥アッシュ
㊨A・テュイエ

566回出品予定
㊧ポリフォン　『ディスク式オルゴール』
　H210.5×W78.5×行43cm
㊨レジーナ　『オートマティックディスクチェンジャー：Style 32』
　H179×W105×行61cm

更に、ビスクドール、そしてアップライトオルゴールの
コレクションが出品されます。ビスクドールの世界で
も名だたる作品が一同に会し、可愛らしさと高貴さが
見事に調和した姿を見せてくれます。オルゴールは、
ポリフォンをはじめとしたドイツを代表する名機が並
び、奏でられる壮麗な音色は聞く人の心を捉えてやみ
ません。

　多分野に及ぶ逸品の競演、コレクターの方のみな
らずとも、必見のラインナップとなっております。是非
とも、会場にてご覧下さい。

昨秋オークション結果
　11月に開催されたオークションでは、ジャンルを問
わず良品が幅広く注目を集める結果となりました。マ
イセンのスノーボール蓋付飾り壷は235万円、ガレの
チューリップ文花瓶は700万円の値をつけるなど、根
強い人気が伺えます。その他にも、ヴェネチアのシャン
デリアやアールデコブロンズなどは大幅に競り上がり、
会場は大変な活況を見せました。

人気作品、コレクションが集結
　次回2月セールでは、ジャポニズム模様が美しいガ
レの施釉軟質陶器をはじめとして、ラリックの立像や
花瓶、マイセンの飾り壷など、ガラス・陶磁器の分野
を中心として人気の高い優品が集まります。

西洋装飾美術
DECORATIVE ART & DESIGN

ジャンルを問わず優品が注目を集める 
566回 西洋装飾美術　2018.2.23金・24土
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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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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

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）
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カタログと下見会
会員登録をしていただきますと、定期的にカタログをお届けします。カタログにはすべての出品作品のカラー写真と、詳しい
情報が掲載されております。下見会は、オークション開催の数日前から開催され、無料でご自由にすべての作品をご覧いただ
くことができます。こちらで実物をご確認ください。遠隔地の方、お時間の都合がつかない方は電話や電子メールにてお問い
合わせいただければ、弊社スタッフが実物をお調べしてご案内することもできます。

オークション
オークションは競り売り方式です。オークショニアー（競売人）が Lot番号順に 1点ずつ競り売りを行います。参加者は、受
付にて受け取った番号札（パドル）を提示することで競りに参加します。競りは、1時間に約 150 Lot程度の速さで進行し、入
退場はご自由です。お客様の購入ご希望作品のオークション実施時間は、オークション開始時間と Lot番号からおおよその
推察は可能となりますが、時として競りが速く進行することもありますので、余裕をもったご来場をお願いします。 

◆手数料
　各 Lotについて、落札価格が 100万円までは 16.2％の手数料、100万円を超えた場合、100万円までの手数料 16.2％と
　100万円を超えた部分の手数料 10.8％を落札価格に加算します。その金額が落札者の支払う【購入代金】となります。

◆落札後のキャンセル
　作品の状態はカタログ記載の限りではなく、実際と異なる場合がありますので必ず下見会で作品実物をご検品ください。
　オークションは下見会での実物検品や電話での状態確認によるお客様の自己責任を前提とした購買となります。したが
　って、落札後の作品の傷、汚れ、性能、欠陥、その他の瑕疵、典拠、情報の誤記を理由とした落札キャンセルはできません。

◆購入代金のお支払い
　購入代金は、2－3日後に郵送されます請求書に従い、落札日の週末土曜日から 10日以内に、現金、銀行振込（お振込手数
　料はお客様負担）、デビットカードにてお支払いください。なお小切手、クレジットカードによるお支払いはお受けできま
　せんのでご注意ください。

委託入札制度
会場へ来られない方は、委託入札制度を利用して書面・WEB・電話で入札することができます。

◆委託入札依頼書
　委託入札依頼書にご希望の作品の Lot番号と入札最高額をご記入の上、FAXか郵送にてお送り下さい。
 　・記載されている Lot番号の順番でご記入ください。 
 　・入札最高額は正確に千円単位でご記入ください。
　○FAXまたは郵送後は必ず確認のお電話をお願いします
　　委託入札依頼書が弊社に確実に到着しているかどうか、確認のお電話をいただける様お願いします。 電話や口頭による
　　委託入札依頼書への代筆記入は、トラブルを避けるためにお受けすることができませんので必ずご自筆による委託入
　　札依頼書をご送付ください。 

　○同額の委託入札者がいた場合
　　原則として、到着の早い順番に優先権が与えられますが、最終的な決定はオークショニアーに委ねられます。

　○作品の状態は必ずチェックしてください
　　下見会開催中にお電話ください。弊社担当者が代わって作品の状態を可能な限りご報告します。下見会での検品や電
　　話での状態確認によるお客様の自己責任を前提とした購買となります。したがって落札後の作品や額等の傷、汚れ、
　　性能、欠陥、その他の瑕疵、典拠、情報の誤記を理由とした落札キャンセルはできません。

◆WEB入札
　会員登録がお済の方は、弊社WEBサイトより入札が可能です。
　一般的なインターネットオークションとは異なり、毎日オークションは競り売り方式となりますので、WEBサイト上
　でのオークションは展開されません。WEBサイト上にて入札された金額はお客様の入札最高額として記録され、上記
　委託入札依頼書と同様の手順で進行されます。

◆電話BID
　電話を通じてリアルタイムでオークションに参加することができます。オークション前日までに、「委託入札依頼書」にご
　希望作品の Lotナンバー等の必要事項をご記入の上（入札最高額は空欄で結構です）余白に大きく［電話 BID希望］と書
　いて FAXかご郵送してください。回線と担当者に限りがございますので、弊社にて空きを確認の上ご連絡いたします。

◆落札作品の引き取りの指示
　ご落札いただいた作品は、特にご指示のない場合は入金確認後自動的に弊社指定の運送業者からご登録住所へ発送され
　ます。 弊社まで受取りに来られる場合や、別途ご指定の業者によるお引取りを希望される場合は必ず委託入札依頼書の受
　取り方法指示欄にご記入くださるか、後日請求書に添付されている「落札作品発送指示書」にご記入ください。

美術品を購入されたい方へ
～オークションへのご参加～
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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。

予想落札価格のご連絡
弊社にて、頂戴した作品情報を検討し、「真物であり、良好な保存状態にある」という前提でのおおよその予想落札価格帯をご
連絡いたしますので、ご検討ください。この段階でオークション市場での売却価値に問題のある作品（売却価値がほとんどな
い、ごく限られた収集家の間でしか価値のない物など）についてはご連絡いたします。

作品の送付
予想落札価格帯やリザーブ価格（最低希望売却価格）についての基本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。 送付に関わる費用はすべて出品者のご負担となります。まだ会員登録や 出品登録をしていない方は、基本合意がな
された段階でご登録をお願いします。 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。

実物検査
作品が弊社到着後、作品の状態チェック、カタログ記載原稿の作成に着手し、カタログ記載内容と予想落札価格を決定させて
いただきます。弊社内での作品状態の検品段階で、写真やお預り時のチェック等で発見出来なかった瑕疵を発見した場合は、
事前に弊社から申し上げた予想落札価格が変動することや、ご返品する場合もございますので予めご了承ください。

出品の最終合意
最終的なカタログ記載内容と予想落札価格が記載された 「預かり作品内容確認書」をご送付いたします。 内容をよくチェッ
クいただき、記載ミス等がある場合は必ずご連絡下さい。 また、ご出品者からキャンセル等のお申し出がなければ、 「預かり
作品内容確認書」に記載された締切日時をもちまして、ご出品の最終合意が成立いたします。したがって、 これ以降の出品取
消しはできませんのでご注意ください。 止むを得ざる理由で出品取消しの場合は、以下のキャンセル料を申し受けます。
　予想落札価格下限が 20万円未満か成行き表示作品  
　　一律 32,400円
　予想落札価格下限が 20万円以上の場合は、
　　予想落札価格下限額の 16.2％

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価格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。

◆不落札の場合
　不落札となりました作品は、特にお申し出のない限り、 翌週 1週間をアフターセール期間とし、購買希望者が現れた場合、
　購買希望者が 提示する条件をご出品者に連絡して商談を進めて参ります。アフターセールでも売却ができなかった作品
　のご返却は、オークション開催日から 14日間とさせていただきます。

◆作品に対する保険
　作品が弊社に到着した時点から、所有権が落札者に移転 （落札者による支払い完了）するまでは弊社で付保いたしますが、
　これはあくまで 弊社の善意に基づく弊社が独断で決め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となります。地震、台風等による自然の天変地異については一切付保がされておりません。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なされるように強くお勧めします。

◆作品の真贋
　所定鑑定機関による真贋鑑定の必要な作品に関しましては、 代行費用は弊社負担で無料とさせて頂きますが、所定鑑定機
　関への鑑定料が 通常 5万円～7万円必要となります。陶芸作品等の場合は、さらに箱の制作費が必要となります（お茶碗
　サイズで約 3万円）。

美術品を売却されたい方へ
～オークションへのご出品～
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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。

561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571

■ 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
■ 絵画・版画・彫刻
■ 新作工芸
■ ジュエリー＆ウォッチ
■ 絵画・版画・彫刻
■ 絵画・版画・彫刻（メイン）

13日 (土)
20日 (土)

3日 (土)

10日 (土)
17日 (土)

7日 (土)
14日 (土)
21日 (土)

1月
1月
2月

3月
3月
4月
4月
4月

16日 (金)・17日 (土)2月
9日 (金)・10日 (土)2月

23日 (金)・24日 (土)2月

(金)
(土・午前)
(土・午前)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(土・午前)
(金)
(土・午前)

12日
20日

3日
9日

16日
23日

9日
16日

7日
13日
21日

・
－
－
・
・
・
・
・
－
・
－

11日(木)
18日(木)

1日(木)
8日(木)

15日(木)
22日(木)

8日(木)
15日(木)

5日(木)
12日(木)
19日(木)

 1月
 1月
 2月
 2月
2月
2月
3月
3月
4月
4月
4月

19日 (金)
26日 (金)

2日 (金)

1月
1月
2月

オークション

新春メインセール開催
　来る2018年1月20日に東京有明にて絵画
メインセールを開催させていただきます。
　ルノアールの優品をはじめ、日本のオーク
ションでは出品が非常に稀なヴィクトール・
ヴァザルリのキャンバス80号（表紙右上）、
ジョン・エヴァレット・ミレイの大型作品な
どの海外作家作品を中心に、生誕150年を
迎えた横山大観や菱田春草と近代日本画か
ら香月泰男の油彩コレクションと今回のメイ
ンオークションも多くの方に愉しんでいただ
けるよう作品を取り揃え、スタッフ一同皆様
のご来場をお待ちしております。

1.18 木　10：00 ー 18：00
1.19 金　10：00 ー 18：00
1.20 土　10：00 ー 12：30

下見会

13：30 開始予定2018.1.20 土
562 回メインセール開催日程

▲

表紙使用作品
562回出品予定
・ヴィクトール・ヴァザルリ　『リウ＝キウ A』
566回出品予定
・アルネ・ヤコブセン　Frittz Hansen社／Egg Chair
・ピーター･ヴィッツ & オーラ･ミュルゴー･ニールセン
　France & Son社／Minerva Side Table

　562回出品予定
　オーギュスト・ルノアール　『二人のセイレーン』


