
612回　メインセール 611回　絵画・版画・彫刻

613回　ジュエリー＆ウォッチ

下見会
2019.7.11［木］～ 7.13［土］

開催日

2019.7.13［土］
開催日　2019.7.27［土］
下見会　2019.7.25［木］～ 7.27［土］

開催日　2019.7.6［土］
下見会　2019.7.4［木］～ 7.5［金］

7月は13日（土）開催のMA612回メインセールを中心に、6日（土）にMA611回絵画オークション、27日（土）
にはMA613回ジュエリー＆ウォッチオークションを開催いたします。オークションカタログのご希望、今後の
下見会・オークション日時につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。
スタッフ一同皆様のご参加を心よりお待ちしております。

7月メインセール開催
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歌川 広重　「五十三次名所圖會(蔦屋版/55枚1組/和装本)」

松本 竣介　「人々」高島 野十郎　「蠟燭」上村 松園　「美人之図」

　翌週13日（土）は、メインセールを開催。現代において
もコレクターが増え続ける浮世絵では、歌川広重の和装本

「五十三次名所圖會」、東洲斎写楽の「三代目 坂田半五
郎の藤川水右衛門」、月岡芳年「芳年武者无類」が出品さ
れ、独自の近代版画世界を築いた棟方志功、駒井哲郎、浜
口陽三の名品も出品決定。
　日本画では、東山魁夷、杉山寧、高山辰雄、前田青邨、加
山又造、片岡球子といった昭和を彩った作品から、艶やか
でありつつ繊細な姿に惹かれる上村松園、鏑木清方、伊東
深水、志村立美の美人画が揃い、洋画においては、高島野
十郎の「蝋燭」、松本竣介の「人 」々、三岸好太郎の「蝶」と
希少な作品も出品。

　メインセールに先立ち7月6日開催の絵画・版画・彫刻
オークションでは、片岡球子の堂 た々る赤富士、中川一政
の生き生きと描かれた薔薇など優品をはじめ、岐阜県出身
の洋画家が揃って出品される。まずはオークション出品が
希少な岡崎桃乞、そして強烈なマチエールが印象的な村
上肥出夫。この機会に奇才とも呼ばれた両氏独自の絵肌
を直接感じていただきたい。

612回 メインセール

出 品 作 品 紹 介

MA Report2



アンリ・マチス　「肖像（小）」山下 清　「長岡の花火」

アンディ・ウォーホル　「マリリン･モンロー(マリリン)」より 尹 亨根（ユン・ヒョンクン）　「UMBER-BLUE '87-16」

　現代美術からは、草間彌生、ロッカクアヤコ、浅野弥衛、
奈良美智、リー・ウーハン、尹 亨根、クリスチャン・ボルタン
スキー、アンディー・ウォーホルと国籍を問わず注目を集め
る作家が登場。海外からの参加も回を重ねるごとに増えて
おり、新時代の人気作家の競り合いに期待がもたれる。
　今回も浮世絵から現代美術まで幅広く出品されるメイ
ンセール。「浮世」とは現代風、当世風という意味も持ち、

「浮世絵」とは当時の時代の最先端をいく絵画をさしてい
た。発展、衰退、再生を繰り返してきた表現と、今を生きる
作家の現代の表現を会場で見比べ楽しんでいただきたい。

　そして、今回の注目作品の一つとなる山下清の貼り絵作
品「長岡の花火」が出品。夜空に開く大輪の花火、川面に映
り溶け合う色彩、それを見上げる人 の々喧騒。山下清の心
に残った美しく鮮烈な印象を写した作品は、作家だけでな
く作品を観る私たちに夏の原風景を呼び起こす。
　海外作品からも、希少な作品が出品。100年前に描か
れ、コレクターからコレクターへと引き継がれ今回出品と
なったアンリ・マチス「肖像」である。フォーヴィスム時代の
代表作「緑のすじのあるマティス夫人の肖像」の挑みかかる
ような視線ではなく、本作品は、休みの午後、陽が傾きかけ
るリラックスしたひとときを思わせる秀作といえよう。
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2019.  8 月初旬出品受付締切

2019.10.19［土］開催日

620 回メインセール開催概要

10月メインセール 出品作品募集

第612回 出品作品
ベルナール・ビュッフェ　「ノートルダム教会、ランバル」

第612回 出品作品
ロッカク アヤコ　「Untitled」

 4月、7月に続き10月にも恒例の絵画メインセールを開
催予定。ただいま出品作品を募集しております。開催を重
ねるごとにご好評をいただいている絵画メインセール、この
機会に是非出品をご検討下さい。査定のご依頼はお気軽
に弊社までお問い合わせ下さい。

　絵画では、奈良美智、草間彌生、藤田嗣治、山口長男、
ロッカクアヤコ、小松美羽、名和晃平、榎倉康二、平賀敬な
ど国内のみならず海外でも評価の高い日本人作家作品、
ウォーホル、リキテンシュタイン、J・クーンズ、ピカソ、シャ
ガール、ビュッフェ、ブラジリエ等の海外作家を募集してお
ります。合わせてジュエリーでも、大粒のダイヤモンド、カ
ラーストーンを中心に出品を募っております。

香港セール
出品受付締切迫る
8月8日締切
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開催予定日 　　下見会予定日　　 出品受付締切日

・開催場所は香港セールを除き、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。
　621 ジュエリー＆ウォッチの下見会にあわせて、東京にて 624 香港セールの下見会も同時開催いたします。
　11月 28日ー30日の下見会は、香港会場での開催となります。

※

※

※

611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624

■ 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
■ 絵画・版画・彫刻
■ 古美術・茶道具
■ 香港
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13日 (土)
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(金)
(金)
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13日
27日
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23日
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20日
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26日

8日
21日
30日

・
－
－
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・
・
・
・
・
－
－
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・
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4日(木)
11日(木)
25日(木)

1日(木)
22日(木)

5日(木)
12日(木)
19日(木)
10日(木)
17日(木)
24日(木)

7日(木)
20日(木)
28日(木)

  7月
7月
7月
8月
8月
9月
9月
9月

10月
10月
10月
11月
11月
11月

7月下旬
8月初旬
8月上旬
8月下旬
9月上旬

8月8日（木）

オークション

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

7MA Report
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この度、当社ではよりよい情報発信のために公式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
・注目作品
・落札結果

その他、いろいろな情報を発信中！

公式SNSアカウント開設


