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Facebook

Twitter

Instagram

この度、当社ではよりよい情報発信の

ために Facebook、Twitter ならびに、

Instagram の公式 SNS アカウントを開

設いたしました。オークション開催情

報や注目作品など、その他いろいろな

観点からの情報を発信していきますの

でぜひ「フォロー」や「いいね！」に

てご参加ください。

公式SNSアカウント
開設しました！



香港セールへの絵画、ジュエリーの
出品を受け付けております。
是非お問い合わせ下さい。

会場

セントラル プラザ ビル 35階
Central Plaza 35/F
REGUS CONFERENCE CENTRE
Central Plaza, 18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong

香港下見会
2019.11.28［木］～ 11.30［土］

東京下見会（有明）
2019.10.24［木］～ 10.26［土］

開催日

2019.11.30［土］

「アートバーゼル香港」「アートセントラル香港」の開催や、欧米のみならず日本からもギャラリー拠点が増え近年ますます
熱を帯びる香港において、オークションを開催させていただきます。
2019 年 600 回を迎えた毎日オークションの新しいチャレンジにぜひご期待下さい。

香港セール開催決定!!
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宿した森田りえ子「秋華」は予想を大きく超えて落札。洋画
では、800万円で落札された黒田清輝の希少な静物画や、
500万円で決着した林武「薔薇」と物故洋画家の力強さを
見せつけた。
　活発な現代美術においても、不安定なモチーフを強い色
彩で固定させた猪熊弦一郎晩年の抽象作品「人工重力」
は、観るものを惹きつけ450万円で落札され、海外での評
価も高い白髪一雄の油彩は700万円と堅調な結果を残し
た。また、フランスの写真作家ロベール・ドアノーの写真作
品が320万円で落札されたことは、日本美術市場の新しい
動きを感じさせる結果となった。
　後半の海外作家作品でも、ザッキン400万円、ルオー
420万円、カシニョール480万円、ビュッフェ1,100万円、ユ
トリロ1,600万円と高額落札が続き、そしてフェルナン・レ
ジェ最晩年の油彩画は、国内外の多数の応札を受け、予想
落札価格を大幅に超える5,600万円で決着し、節目となる
セールに花を添えた。

　絵画作品に留まらず、話題のサントリーウイスキーをは
じめ、10ctを越えるダイアモンドなど800点以上の幅広い
作品を取り揃え、3月9日に毎日オークションの節目となる
600回特別セールが開催された。
　多くの優品が出品されたなか、十三代今泉今右衛門の
色絵薄墨の酒瓶に閉じ込められたウイスキー響35年が
200万円落札というスタートを切ると、モダンな作風を再
現した熊谷守一の木版画集が145万円と競り合い、戦中
戦後を独自の視点と表現で問い続け、昨年惜しくも他界し
た浜田知明の希少なブロンズ作品は210万円で落札され
た。つづく古画でも若冲、蘆雪と共に300万円を超え、円
空のこぶし大の観音菩薩は380万円で新たなコレクター
のもとへ落札。
　日本画では、人の営みを柔らかな筆と伸びやかな構図
で表現した川合玉堂「松浦漁村」、花弁の一つ一つに命を

600回 特別セール
PICK UP －1

左上）　フェルナン・レジェ　「ジフ・シュール・イヴェット」　56,000,000円
左下）　川合 玉堂　「松浦漁村」　2,600,000円

中央）　伊藤 若冲　「山水図」　3,400,000円
右）　長沢 蘆雪　「布袋図」　3,200,000円
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　4月20日にはメインセールを開催。こちらも400点を超
える出品に恵まれ、下見会からすでに多くの来場者で賑っ
た。
　オークション開始早 に々は、手塚治虫など昭和を代表す
る漫画家による6点セットが300万円で落札され、長谷川
潔の代表作の一つに数えられる「時 静物画」が、会場と電
話ビットの競り合いの末530万円で落札されると拍手が
上がり会場を沸かせた。
　立体作品では、棟方志功の奔放さ溢れる大皿が下値の
2倍を越える120万円で決着し、平櫛田中の細緻な菩薩は
330万円、60cmを超える「仙桃」はその佇まいにふさわし
い630万円と木彫芸術の健在をアピールした。
　山に魅せられた名品も複数出品、斬新な表現で活ける山

「浅間火山」を描いた片岡球子は830万円での落札。そし
て清冽な青と白のコントラストでやはり活ける山を表現し

た加山又造「雪晴れの嶺」は1,500万円で落札。浅井忠「吉
野風景」の530万円、中川一政「駒ケ岳」600万円、小山
敬三「紅浅間」500万円と、雄大なモチーフは作家とコレク
ターを惹きつけて止まない。
　そして今セールのハイライトとなる夭折の画家 村山槐
多の希少な作品群が出品。デッサン、水墨、油彩、そして書
簡を通じて、22歳という短い生涯の中で描くことを求め続
けた軌跡・生きていた証が、没後100年という節目に新し
いコレクターのもとへ渡っていった。
　続く香月泰男の対象への慈しみに溢れた「母と子」が登
場すると、多くの札を集め970万円で落札。写実では新た
な才能を見いだされ古吉弘、福井欧夏が競り合いとなっ
た。
　写実から一転し、岡本太郎の2ｍを越す大作には1,600
万円の手が挙がり落札。会場の興奮冷めやらぬまま、現
代美術のカテゴリーに移ると、浅野弥衛360万円、三木
富雄「EAR」720万円と応札が続き、モノトーンの高松次
郎の影シリーズと、軽やかな色彩のロッカクアヤコが共に
900万円で決着。草間彌生の「無限の水玉」1,500万円、

604回 メインセール
PICK UP －2

上）　岡本 太郎　「作品」　16,000,000円
左）　平櫛 田中　「仙桃―東方朔」　6,300,000円

右）　浅野 弥衛　「作品」　3,600,000円
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アンリ・マチス　「ポートレート」

2019.7.11［木］～ 7.13［土］下 見 会

2019.7.13［土］オークション

612回メインセール 開催日程

　次回メインセールは7月13日（土）開催に決定しました。
毎日オークションでは久 の々出品となるマチスの油彩画を
はじめ、ウォーホル、藤田嗣治、ロッカクアヤコ、草間彌生な
ど注目作家を中心に取り揃え、皆様のご来場をスタッフ一
同心よりお待ちしております。

夏のメインセール開催
PICK UP －3

は1,200万円で決着。ユトリロ「サン・ピエール教会」は、
2,200万円まで競り上がり、レジェ「花とドミノ」15号は、
電話との競り合いの末4,200万円で会場参加者が落札。
落札者のほっとした笑顔が印象に残るロットとなった。出
品が稀なアルベール・マルケ950万円、アンリ・C・マンギャ
ン430万円と順調に落札され、4時間超に及ぶメインセー
ルは終了した。

「PUMPKIN」2,600万円、リー・ウーハンは3,450万円で
落札と堅調さをみせた。欧米のコンテンポラリーでも、ジャ
スパー・ジョーンズ「THE SEASONS」1,200万円、ウォー
ホル「ミック・ジャガー」750万円と海外のレコードに引け
を取らない好結果となった。油彩作品では、さらに海外か
らの電話応札が増え、ビュッフェ「百日草」900万円、30
号の静物は1,250万円と競り合いが続き、25号の花束

左）　ベルナール・ビュッフェ　「花瓶の花束」　12,000,000円
右）　モーリス・ユトリロ　「サン・ピエール教会とサクレ・クール、モンマルトル」　22,000,000円
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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
■ 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
■ 絵画・版画・彫刻
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■ 絵画・版画・彫刻
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■ 西洋装飾美術
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オークション

21日 (金)・22日 (土)6月

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

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。

出 品 作 品 募 集
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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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