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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。
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■ 新春メインセール開催決定
■ Art ＆ Design オークションレポート
チャレンジを続ける毎日オークション。11月には、デザインファニチャーと
現代美術に特化した「ART＆ DESIGN」オークションを開催。フィン・ユー
ルの Chieftan Chairは 1,350万円と大台を超え、日本での出品が稀有なア
ンセル・アダムスの風景写真は海外からの応札もあり、会場を沸かせ新たな
市場の手応えを実感するセールとなりました。（次項にて詳細）
2019年のスタートは 1月 12日絵画セールと 1月 19日メインセールを 2週
連続で開催。洋の東西を問わず、物故作家から現代作家そしてコレクターズ
アイテムまで、多くのお客様が愉しんでいただける作品を揃えてご来場をお
待ちしております。絵画・西洋装飾美術・新作工芸・古美術・ジュエリー＆
ウォッチ、DESIGNと 2019年も毎月 2～ 3回のセールを順次開催。各ジャ
ンルへの出品も随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
3月 9日には 600回の節目となるセールを予定しております。オークション
カタログのご希望、オークション日程につきましても是非お問い合わせ下さ
い。弊社ホームページでも順次掲載して参りますので合わせてご覧下さい。

596回メインセール開催日程

1月19日（土）
　13：30開始予定

1月 17日（木）10：00～ 18：00
1月 18日（金）10：00～ 18：00
1月 19日（土）10：00～ 12：30

オークション

下 見 会



　最初の山場は現代美術家 津高和一のキャンバス作品
「CAMADS A」。事前の申し込みも非常に多く、あっという
間に評価額の3倍になり白熱した競りを展開した。

　次の大きな山場はロバート・フランクから始まる芸術
写真であった。「U.S.285,New Mexico」は評価額の２倍近
い190万円。他の同作家作品も軒並み高額で落札され
ていった。さらに芸術写真の巨匠アンセル・アダムスの
作品「Moonrise over Hernandez,New Mexico」「Yosemite 
Valley」も激しく競り合い240万円、320万円と倍以上と
なった。ロバート・メイプルソープの作品「Tulip」も評価
額の3倍と白熱した競りを展開したことから、国内の市場

　去る11月23日（金）秋の三連休の初日に有明にて「ART 
& DESIGN」と銘打った北欧を中心としたデザイン家具、
芸術写真と現代美術を組み合わせたオークションが行わ
れた。1989年、版画を中心としたオークションを初開催し
てから日本陶芸、西洋装飾美術、ジュエリー&ウォッチと
ジャンルを広げてきた毎日オークション（以下 MA）であ
るが、近年取り組んできた「Design」を同時代の美術品と

組み合わせて独立開催することで新たなマーケットに一
歩を踏み出した。西洋装飾美術内の1ジャンルとしてス
タートしたデザイン家具も徐々に拡大し、最近では海外
からの出品比率も高くなっており、今回は比率が4割超と
日本マーケットに海外ディーラーから注目が集まった。買
い手としてもアジア各国からの参加も目立ち、下見会・競
り共にインターナショナルな雰囲気に包まれた。

においても芸術写真への理解と需要が高まっていること
が伺える。またムン・スングン、リー・ウーハンといったア
ジアの現代美術も会場参加者と海外の電話参加で軒並
み競りあがり、アジアマーケットの層の広さと厚さを実感
することとなった。

　日本人の現代美術もオノサトトシノブ、杉全直、難波田
龍起、桑原盛行、木村忠太を中心に活発な競りになった。
またMAでも今まで取り扱い数が少ない因藤 壽や小清
水 漸といった作家の作品の価格も大きく伸び、注目の高
さが落札金額に現れる形になった。

津高 和一　「CAMADS A」 小清水 漸　「Relief '91-18」アンセル・アダムス
「Moonrise over Hernandez, New Mexico」

ART & DESIGN
2018.11.23
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　日本の工芸分野からは重要無形文化財（人間国宝）
江里 佐代子の風炉先屏風「万象」。現代美術にも通じる
優れた作品で、競りの前の一瞬の静けさと競りに入ってか
らの活気の対比が作品の完成度と注目の高さを物語って
いた。会場、電話のBidが激しく競り合い評価額の４倍の
200万円の結果を残した。

　デザイン家具はフィン・ユールを筆頭にハンス・J・ウェ
グナー、ポール・ケアホルム、アルネ・ヴォッダー、ボーエ・
モーエンセンとデンマークの著名デザイナーの作品が並
んだ。

　まずウェグナーではRY20 キャビネットやCH24 Yチェ
アーといった代表作が評価額上値を越える落札となり需
要の高さを実証した。

　一番の山場はフィン・ユール FJ49A チーフテンチェ
アー。彼の代表作で、状態も申し分ない逸品であり、玉座
にも例えられるこの作品は下見会場でも圧倒的な存在感
を放っていた。デザイン家具の国際市場を牽引する作家
の作品は会場の参加者と電話2件が最後まで激しく競り
合い、評価額を大きく越える1350万円で落札。ハンマー

が叩かれると会場から自然と拍手が巻き起こった長い競
りであった。
　さらに後半は国内においては珍しいジョージ・ナカシマ 
の作品3点が会場を沸かせた。木材の良さを生かし、日本
的な美しさを持つこの作品は、下見会でも多くの人が触れ
る等注目度が高く、下見会の熱気そのままのたくさんの電
話参加による激しい競りになった。
　現在欧米のオークションで装飾美術は所謂アンティー
クの家具からヴィンテージの家具へと需要の中心が移行

しているが、日本においてもその傾向がみられる。更にア
ジアの国々からの来場に、この分野の広がりを実感すると
共に、日本を含むアジアの市場にデザインの可能性をみ
た一日となった。このオークションの開催は現代の優れた
デザインを紹介するという新たな一歩を踏み出したと言
えるであろう。

次回ART & DESIGNは秋を予定

江里 佐代子　「截金彩色風炉先屏風 万象」

ジョージ・ナカシマ
「CN103：lounge arm chair」

「Minguren Coffee Table」
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ジュエリー＆ウォッチ
597回ジュエリー＆ウォッチは2月2日開催
　抜群の人気を誇るハリーウィンストン、ヴァンクリフ、
ミキモトなど安定した人気のブランドジュエリーに
彩りを添えるのは、ギメルの33ロット。選び抜かれた
素材を輝かせる妥協のない造り、緊張感の中にも遊
び心を感じる芸術作品のようなコレクションです。直
近のセールで人気急上昇の香港を代表するデザイ
ナーウォレス・チャンのトルコ石カメオ、ブラジル産
パライバトルマリンを始め、透明感の高いラベンダー
ジェイダイト、コンクパールなどの色石、資産としてご
落札いただくことの多い高品質ダイアモンドルース、
金製品も充実。特に中国で人気の北村 静香の純金阿
弥陀堂形瓶は毎日オークション初登場。半世紀ほど
前のパテックフィリップの時計、オーデマピゲの薄型
トゥールビヨンなどコレクター心を揺さぶる時計も出
品されております。

 次回4月開催分のご出品締め切りは2月8日、皆様
のご出品お待ちしております。 597回出品予定　ギメル コレクション

絵画・版画・彫刻
596回 メインセールは1月19日開催
　没後50周年を迎えた2018年、大規模な回顧展や、海
外オークションで10億円を越える売却レコードの達成に
より、世界的にも再評価の機運が高まる藤田嗣治ですが、
新春の当社メインオークションでは、とりわけ人気の根
強い油彩少女像をはじめ、猫の墨彩優品、「魅せられたる
河」のセットなど、多彩なラインナップをご用意しておりま
す。他にも平山郁夫や加山又造など戦後日本画壇の巨匠
から、菱田春草、野田英夫といった夭折の天才、草間彌生
やロッカクアヤコといったコンテンポラリー人気作家、尹
亨根の100号に及ぶ大作、NYを描いたビュッフェの優品
60号など、幅広い作品が揃っております。さらには、当社
取扱いでも最も資料的価値が稀有といえる、樋口一葉「た
けくらべ」自筆原稿も出品の予定となっております。

 1/17からの下見会開催期間に先立ち、1/10～12の期
間にもメインセールのハイライト作品を下見会場で展示
致します。この機会をどうぞお見逃しなく、皆さまご来場賜
りますよう何卒お願い致します。 596回出品予定

　藤田 嗣治 「少女」　　平山 郁夫 「朝陽砂漠らくだ行」
　ベルナール・ビュッフェ「イーストリバー」
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西洋装飾美術
2018年オークションレビュー

　西洋装飾美術ジャンルでは、希少品の高額落札が
目立ちました。特にアールヌーヴォー期の作品は人気
が高く、582回のオークションではガレの家具「ビュッ
フェ：収穫」が720万円をつけ、「白熊文花瓶」は560
万円となりました。ラリックはオパルセントや透明ガラ
ス作品も人気ですが、特に色ガラスの作品は世界中
で高く取引きされています。ブロンズではアールデコ
期のシパリュスで象牙付きのものに人気が集中しま
す。マイセンは四大元素の飾り壺やスノーボールの大
型飾り壺などの大型作品が高値をつけております。
　デザイン部門では、ハンス・ウェグナー、フィン・ユー
ル、ボーエ・モーエンセンといった著名な作家による
チェアやソファーは特にビッドが集中します。
　当ジャンルでは、お求めやすいカップ＆ソーサーか
ら巨大な一流工芸品まで幅広く作品を集めておりま
す。ご落札とともに、ご売却の相談も承りますので、お
気軽にお問い合わせ下さい。

ガレ 「ビュッフェ：収穫」
落札価格：7,200,000円

ガレ 「白熊文花瓶」
落札価格：5,600,000円

新作工芸・古美術・茶道具
599回 古美術・茶道具は2月23日、601回 新作工芸は3月16日開催

 ＜古美術・茶道具＞は、日本の陶磁器や工芸、中
国、朝鮮の美術品、茶道具など多岐に渡りますが、今
回、盛期鍋島の優品「色鍋島水葵文皿」や、官休庵
十四代・不徹斎による「第一峯」の銘を持つ楽当代・
吉左衛門の黒茶碗、刀工・初代月山貞一と、その息子
貞勝の鍛えた作品など、多様なジャンルの作品で見所
の多いセールとなっております。
　＜新作工芸＞は、着物や帯などの和装から始まり、
人間国宝やそれに准ずる人気作家の作品を中心に競
りが展開されますが、今回は加守田章二による1973
年作の壷が注目です。また、「練上手」の人間国宝・松
井康成による「練上風白地大壷」は、高さ40cm、胴径
45cmを超え、MAでも同作家最大級の出品で大迫力
の作品です。

 この執筆をしている時点ではまだ集荷半ばです。
更なる優品、逸品を皆様にお目に掛けられるよう、現
在出品交渉の真っ只中です。是非ご期待ください。

599回出品予定
　「色鍋島水葵文皿」

601回出品予定
　加守田 章二
　「一九七三 壷」
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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4－5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12－15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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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。
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■ 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
■ 絵画・版画・彫刻
■ 新作工芸
■ 西洋装飾美術
■ 絵画・版画・彫刻
■ 絵画・版画・彫刻（メイン）
■ ジュエリー＆ウォッチ
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オークション

出 品 作 品 募 集
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。

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。
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