MALLET

AUCTION
2022. 12. 01
Modern and Contemporary Art
December Sale | Tokyo

SALE# 221201
近現代美術

Modern and Contemporary Art

LOTS 001-227

Illustrations 図版............................P. 6
How to Participate 参加概要........P. 167
Index 索引......................................P. 191
ロット番号の前に「*」がついている作品には、
リザーブ価格が設定されておりません。
「額装」表記の後に「#」がついている作品に関しては、額内の状態は未確認となっております。
* ; no reserve price # ; not examined out of the frame

日 時 Auction info
オークション 2022年 12月1日(木)14:00 開始

プレビュー

2022年 11月28日(月)10:00〜18:00
2022年 11月29日(火)10:00〜18:00
2022年 11月30日(水)10:00〜15:00

下見会場にお越しになれない方にはコンディションレポートをご送付いたしますので
お気軽にお申し付けください。

Auction Date and Time
Pre-auction Viewing

1st December 2022 (Thu) 2:00 pm JST
28th November 2022 (Mon) 10:00 am ~ 6:00 pm JST
29th November 2022 (Tue) 10:00 am ~ 6:00 pm JST
30th November 2022 (Wed) 10:00 am ~ 3:00 pm JST
If you are not able to come to our pre-auction viewing,
please feel free to request the condition reports.

会場* Location
マレットジャパン オークションハウス
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-3-1
ニッセイ半蔵門ビル1階

Mallet Japan Auction House
1F Nissay Hanzomon Bldg., 1-3-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083, Japan
*Please note that the auction will be held in our new saleroom.

お問い合わせ先 Contact

Tel. 81-3-5216-2480 / Fax. 81-3-5216-2481 / E-mail. info@mallet.co.jp
https://mallet.co.jp/

オークション当日は、12時をもってお電話の対応を終了とさせていただきます。
作品に対するお問い合わせは、下見会期中にご連絡ください。

We do not respond to telephone enquiries after 12:00 JST on the auction day.
Please contact us before the end of pre-auction viewing if you would like to make any enquiries about the works.

オークション・下見会 会場のご案内
マレットオークションは2022年6月より、下記住所に移転致しました。
下見会・当日のオークションともにこちらの半蔵門会場で開催いたします。コロナウイルス感染拡大防止のため、
会場での直接参加と併せて、書面・電話入札、オンライン同時入札もご検討ください。
Mallet Auction has moved to the new address shown below.
Pre-auction viewing and the auction will be held in the saleroom at Hanzomon. To prevent the spread of COVID-19, instead
of coming to our saleroom, you may want to bid with us by submitting absentee bids, applying for telephone bidding, or
using our online live bidding system.

交通のご案内
電車でお越しの場合：
地下鉄半蔵門線 半蔵門駅
6番出口より徒歩2分
地下鉄有楽町線 麹町駅
1番出口より徒歩4分
お車でお越しの場合：
内堀通りから新宿通り
（国道20号線）
を
新宿方面へ
「麹町警察署前」
交差点角にございます

ACCESS

P

P

P

2-min walk from Exit 6 of Hanzomon Stat.
(Tokyo Metro Hanzomon Line)
4-min walk from Exit 1 of Kojimachi Stat.
(Tokyo Metro Yurakucho Line)
Via National Route 20 (to drive into Shinjukudori Ave. from Uchibori-dori Ave., in the
direction of Shinjuku): We are at the southwestern corner of "Kojimachi Police Station"
intersection.

P

プ
リ
ン
ス
通
り

1

〒102-0083
東京都千代田区麹町1-3-1
ニッセイ半蔵門ビル1階
Tel. 03-5216-2480
Fax. 03-5216-2481

1F Nissay Hanzomon Bldg.,
1-3-1 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo, 102-0083, Japan
Tel. +81-3-5216-2480
Fax. +81-3-5216-2481

作品の状態について
カタログに作品の状態は記載されておりません。詳しい作品の状態につきましては、上記会場で行われる下見会もしくはコンディション
レポートよりご確認ください。オンライン会員にご登録いただきますと、マイページより全作品のレポ―トをご覧いただけます。詳しくは、
カタログ後方の参加概要をお読みください。カタログ・コンディションレポートに掲載されている情報の他、作品についてご不明な点がご
ざいましたら当社までお気軽にお問い合わせください。
作品データ誤記、作品に対する見解の相違などを理由とした落札後のキャンセルには一切応じられませんのでご注意ください。
For more details on the lots:

There is no description about the conditions of the lots.
Please confirm the detailed conditions by directly inspecting the lots on your own at the pre-auction viewing or requesting
condition reports.
You may access all the reports on My Page after registering for our online membership.
More details can be found in 'How to Participate’ at the back of this catalogue.
If you need more information other than that on this catalogue and condition reports, please feel free to contact us.
No cancellation owing to reasons including but not limited to erroneous information or different opinion on the winning lot is
accepted.

オンライン同時入札
Online live bidding

● PC
● スマートフォン Smartphone
● タブレット Tablet
お手持ちの端末で、どこからでもリアルタイムで入札可能*

マレットオークションでは、会場での直接参加・書面/電話入札に加え、新たにオンライン同時入札システムを
導入しております。PC、スマートフォン、タブレットを使って外出先からでも競りにご参加いただけます。
You may join Mallet Auction with our newly launched Online Live Bidding system, in addition to coming to our
saleroom, submitting absentee bids and telephone bidding. You could bid with us anywhere by using your computer,
smartphone or tablet*.

オンライン同時入札ご利用の流れ

当社ホームページにてオンライン会員登録またはログイン
Register for online membership at our website/ Log in

▼
オンライン同時入札参加申請

（オークション毎の申請が必要です）

Apply for Online live bidding (in advance, required for each auction)

▼
当日はオンライン同時入札専用ページ上で、リアルタイムで競りに参加*！
Bid with us in real time on the Online live bidding page* !
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詳しいお申込み方法はカタログ後方ページまたは下記QRよりマニュアルをご覧ください。
The detailed user guide can be found by scanning the QR code below.

ご利用マニュアル

User guide

Mallet Auction ｗebsite
https://mallet.co.jp/

*遅延を含めご利用の通信環境により動作が異なることが考えられます。完全な動作を保証するものではありませんのでご了承ください。

Web performance including latency may vary depending on the usage environment. Please note that we do not guarantee that the system will display properly.

Sale 221201
Lot 001-227
Modern and Contemporary Art

001 デイヴィッド・ホックニー
An Imaginary Landscape

リトグラフ 1969年
下部にサイン、年記、ed.48/75
額装
45.3×55.8cm
（フルシート）
文献：Scottish Arts Council 67

David Hockney

An Imaginary Landscape

lithograph in colours, 1969, on BFK Rives,
signed and dated in pencil, numbered 48/75
(there were also 16 A.P.), the full sheet, framed
Sheet: 45.3×55.8cm
Literature: Scottish Arts Council 67

JPY 350,000 — 450,000
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002 ジャスパー・ジョーンズ
Figure 0；
「Numeral Series」
より

エッチング 1975年
右下にサイン、年記 左下にed.44/100
額装#
6.5×5.5cm シート21.3×15.2cm
（フルマージン）
文献：Universal Limited Art Edition 156

Jasper Johns

Figure 0, from 'Numeral Series'

etching, 1975, on Barcham Green paper watermarked
'J. Johns', signed and dated in pencil, numbered
44/100 (there were also 20 A.P.), published by
Petersburg Press, New York and London, printed by
Atelier Crommelynck, Paris, with full margins, framed#
Image: 6.5×5.5cm Sheet: 21.3×15.2cm
Literature: Universal Limited Art Edition 156

JPY 250,000 — 350,000

003 フランク・ステラ
Sharpesville；
「Multicolored Squares, State II」
より

リトグラフ 1972年
右下にサイン、年記、ed.26/100
額装#
26.0×26.0cm シート40.6×55.9cm
（フルマージン）
来歴：Kohji Ogura Gallery
（名古屋）
（額裏にシール）
文献：Axsom 79

Frank Stella

Sharpesville, from 'Multicolored Squares, State II'
lithograph, 1972, on J. Green mould-made paper,
signed and dated in pencil, numbered 26/100
(there were also 20 A.P.), published by Petersburg
Press Ltd., London, printed by Ernie Donagh and
Chris Betanbeau, London, with full margins, framed#
Image: 26.0×26.0cm Sheet: 40.6×55.9cm
Provenance: Kohji Ogura Gallery, Nagoya
Literature: Axsom 79

JPY 250,000 — 350,000
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004 ロイ・リキテンシュタイン
Mirror #5

リトグラフ、シルクスクリーン 1972年
右下にサイン、年記、ed.3/80
額装
86.6×61.6cm シート110.7×84.5cm
（フルマージン）
来歴：The Marrs Gallery
（東京）
（額裏にシール）
文献：Corlett 110/ Gemini 386

Roy Lichtenstein
Mirror #5

lithograph and screenprint in colours, 1972, on
Special Arjomali, signed and dated in pencil,
numbered 3/80 (there were also 10 A.P.), published
and printed by Gemini G.E.L., Los Angeles, with their
blindstamps, with full margins, framed
Image: 86.6×61.6cm Sheet: 110.7×84.5cm
Provenance: The Marrs Gallery, Tokyo
Literature: Corlett 110/ Gemini 386

JPY 600,000 — 800,000
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005 ロイ・リキテンシュタイン
Still Life；
「The Metropolitan Scene」
より

アルミパネル・シルクスクリーン 1968年
右下にスクラッチサイン、年記、ed.D
額装
86.3×86.3cm シート91.5×91.5cm
（フルマージン）
文献：Corlett 64

JPY 2,000,000 — 3,000,000

Roy Lichtenstein

Still Life, from 'The Metropolitan Scene'

screenprint in colours on aluminium, 1968, with the
incised signature and date, inscribed 'D' (the edition
was 50), published by Tanglewood Press, Inc., New
York, printed by Fine Creations, Inc. in collaboration
with Charles Cardinale, New York, with full margins,
framed
Image: 86.3×86.3cm Sheet: 91.5×91.5cm
Literature: Corlett 64

006 サム・フランシス
Untitled, 1981

リトグラフ 1981年
右下にサイン 左下にed.17/24
額装
106.8×75.6cm
（フルシート）
文献：Lembark L.244
（SF-263）

Sam Francis

Untitled, 1981

lithograph in colours, 1981, on BFK Rives, signed in
pencil, numbered 17/24 (there were also 1 A.P and 1
T.P.), published by The Litho Shop, Inc., Santa Monica,
with their chop mark, printed by George Page at The
Litho Shop, Inc., Santa Monica, the full sheet, framed
Sheet: 106.8×75.6cm
Literature: Lembark L.244 (SF-263)

JPY 400,000 — 500,000
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007 サム・フランシス
Untitled, 1986

リトグラフ 1986年
右下にサイン 左下にed.24/50
額装#
92.0×71.0cm シート94.0×72.5cm
（フルマージン）
来歴：ギャラリー白川
（京都）
（額裏にシール）
文献：Lembark L.274
（SF-297）

Sam Francis

Untitled, 1986

lithograph in colours, 1986, on BFK Rives, signed in
pencil, numbered 24/50 (there were also 11 A.P.),
published by The Litho Shop, Inc., Santa Monica,
with their chop mark, with full margins, framed#
Image: 92.0×71.0cm Sheet: 94.0×72.5cm
Provenance: Gallery Shirakawa, Kyoto
Literature: Lembark L.274 (SF-297)

JPY 400,000 — 600,000

008 サム・フランシス
Senza Titolo I（Untitled I）

エッチング、アクアチント 1987年
右下にサイン 左下にed.12/58
額装
88.8×100.2cm シート126.2×
.1cm
（フルマージン）
文献：Lembark I.87
（SFE-064）

JPY 700,000 — 1,000,000

Sam Francis

Senza Titolo I (Untitled I)

etching and aquatint in colours, 1987, on Fabriano, signed
in pencil, numbered 12/58 (there were also 16 A.P.),
published by 2RC Edizioni d'Arte, Rome, with their chop
mark, printed by Vigna Antoniniana Stamperia d'Arte,
Rome, with their chop mark, with full margins, framed
Image: 88.8×100.2cm Sheet: 126.2×136.1cm
Literature: Lembark I.87 (SFE-064)

009 サム・フランシス
Untitled；
「天空の詩」
より

リトグラフ 1986年
右下にサイン 左下にed.46/100
額装
75.9×55.9cm
（フルシート）
文献：Lembark L.271
（SF-315）

Sam Francis

Untitled, from Michel Waldberg: 'Poèmes dans le ciel'
lithograph in colours, 1986, signed in pencil, numbered
46/100 (the total edition was 176), published by
Philosophie des Arts; Francis Delille, Paris,
printed by Desjobert, Paris, the full sheet, framed
Sheet: 75.9×55.9cm
Literature: Lembark L.271 (SF-315)

JPY 150,000 — 200,000

010 ジム・ダイン
Five Paintbrushes（first state）

エッチング 1972年
左下にサイン、'1973'の年記、ed.14/75 額装
60.0×89.5cm シート76.3×100.3cm
（フルマージン）
文献：Williams College 135

Jim Dine

Five Paintbrushes (first state)

etching, 1972, on Hodgkinson handmade paper,
signed and dated '1973' in pencil, numbered 14/75
(there were also 15 A.P.), published by Petersburg
Press, Inc., Londoon, printed by Maurice Payne, with
full margins, framed
Image: 60.0×89.5cm Sheet: 76.3×100.3cm
Literature: Williams College 135

JPY 150,000 — 200,000

011 ルーチョ・フォンタナ
Concetto Spaziale

クリアシート・シルクスクリーン、パンチ穴 1968年
右下にスクラッチサイン 左下にed.64/100
額装
シート50.0×70.0cm
文献：Ruhé & Rigo S-18

Lucio Fontana

Concetto Spaziale

screenprint on punctured clear acetate, 1968, with the
scratched signature on the acetate, numbered 64/100
(there were also 50 numbered in Roman numerals),
printed by Sergio Toshi, Milan, framed
Sheet: 50.0×70.0cm
Literature: Ruhé & Rigo S-18

JPY 300,000 — 400,000
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012 山口 歴
SPLITTING HORIZON NO.10

リトグラフ 2019年
右下にサイン 左下にed.P.P.7/10
100.0×75.0cm
（フルシート）

Meguru Yamaguchi

SPLITTING HORIZON NO.10

lithograph in colours, 2019, on BFK Rives,
signed in pencil, numbered P.P.7/10 (the
edition was 99), published by Print Them All,
Paris, with their blindstamp, the full sheet
Sheet: 100.0×75.0cm

JPY 500,000 — 700,000
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013 カウズ
Untitled
（Snoopy）

シルクスクリーン 2020年
右下にサイン、年記 左下にed.12/25
額装#
シート22.9×25.6cm

KAWS

Untitled (Snoopy)

screenprint cutout, 2020, on Saunders
Waterford, signed and dated in crayon,
numbered 12/25, framed#
Sheet: 22.9×25.6cm

JPY 800,000 — 1,300,000

014 TIDE
Trilogy

ネオシルクスクリーン
（シルクスクリーン、ジクレー）3点セット
2021年
各右下にサイン、ed.83/100
各額装# オリジナルケース付
各シート80.0×65.2cm

TIDE

Trilogy

a set of three neo-screenprints (screenprint on giclée) in
colours, 2021, each signed in pencil, each numbered 83/100,
published by The Mass, Tokyo, each framed#, comes with
an original case
Sheet: 80.0×65.2cm (each)
[set of 3]

JPY 2,000,000 — 3,000,000【3点セット】

オリジナルケース
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015 ロッカク アヤコ
作品

デジタルプリント 2008年
右下にサイン、年記 ed.
（20）
以外の刷りより
額装
30.0×30.0cm シート39.8×39.8cm

JPY 1,500,000 — 2,500,000

Ayako Rokkaku
Work

digital print in colours, 2008, on wove,
signed and dated in pencil, a proof aside from the
edition of 20, framed
Image: 30.0×30.0cm Sheet: 39.8×39.8cm

17

016 ロッカク アヤコ
無題 1

木版 2020年
右下にサイン、年記 左下にed.89/120
奥付にed.'89'の印字
52.5×33.0cm シート58.5×37.0cm
（フルマージン）

JPY 1,500,000 — 2,500,000

Ayako Rokkaku
Untitled 1

woodcut print in colours, 2020, on Echizen Kizuki Hosho, signed
and dated in pencil, numbered 89/120, numbered again on the
justification, published by GALLERY TARGET/ Adachi Woodcut
Prints, Tokyo, with the publisher's blindstamp, printed by
Shoko Kishi and Shota Nagakuma, with full margins
Image: 52.5×33.0cm Sheet: 58.5×37.0cm

017 ロッカク アヤコ
Untitled

段ボール・シルクスクリーン 2021年
下部にサイン、年記、ed.
ed.200
オリジナルケース/ 発売時の専用梱包ケース付
66.0×89.5cm
（フルシート）
来歴：Gallery Delaive
（アムステルダム）

JPY 2,500,000 — 3,500,000

Ayako Rokkaku
Untitled

screenprint in colours on cardboard, 2021, signed,
dated and numbered in pencil, from the edition of
200 (there were also 25 A.P.), published by Gallery
Delaive, Amsterdam, with their stamp on the reverse,
printed by Stamperia CARINI, San Giovanni Valdarno,
Italy, 2021, the full sheet, comes with an original
case and an original packing by Gallery Delaive
66.0×89.5cm

018 ロッカク アヤコ
Untitled

シルクスクリーン 2021年
下部にサイン、年記、ed.
ed.200
オリジナルケース/ 発売時の専用梱包ケース付
73.0×103.0cm
（フルシート）
来歴：Gallery Delaive
（アムステルダム）
※本作品に額はついておりません

JPY 2,500,000 — 3,500,000

Ayako Rokkaku
Untitled

screenprint in colours, 2021, on Corona Magnani,
signed, dated and numbered in pencil, from the
edition of 200 (there were also 25 A.P.), published
by Gallery Delaive, Amsterdam, printed by
Stamperia CARINI, San Giovanni Valdarno, Italy,
2021, the full sheet, comes with an original case
and an original packing by Gallery Delaive,
not framed
Sheet: 73.0×103.0cm

019 井田 幸昌
Tapir

リトグラフ 2021年
右下にサイン、タイトル、年記、ed.23/50
発売時の専用梱包ケース付
「RICOH ART GALLERY」
証明書
14.7×23.0cm シート33.0×47.0cm
（フルマージン）
来歴：RICOH ART GALLERY
（東京）
（ケースにシール）

Yukimasa Ida
Tapir

lithograph in colours, 2021, signed, titled and dated
in ink, numbered 23/50, published by RICOH ART
GALLERY, Tokyo, with full margins, contained in an
original packing, sold with a certificate by RICOH ART
GALLERY
Image: 14.7×23.0 Sheet: 33.0×47.0cm

JPY 400,000 — 600,000
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020 松山 智一
River To The Bank
（作品集発刊記念限定特装版B）

アーカイバルピグメントプリント、シルクスクリーン、
ハイグロス、真珠光沢顔料
2021年
左下にサイン、ed.57/100 証明書にもサイン
額装#
「TOMOKAZU MATSUYAMA STUDIO」
証明書
作品集
「TOMOKAZU MATSUYAMA IN AND OUT」
付
60.0×60.0cm
（フルシート）

Tomokazu Matsuyama

River To The Bank, special edition B, published in
commemoration of the artist's collection book

archival pigment print with screenprint layers of high
gloss varnish, colour and pearlised ink, 2021, on
Somerset Satin, signed and numbered in pencil,
signed again on the certificate, numbered 57/100,
published by Culture Covenience Club, Osaka, printed
by Coriander Studio, London, the full sheet, framed#,
sold with a certificate by TOMOKAZU MATSUYAMA
STUDIO, comes with an artbook 'TOMOKAZU
MATSUYAMA IN AND OUT'
Sheet: 60.0×60.0cm

JPY 500,000 — 700,000
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021 インベーダー
RUBIK SPACE

シルクスクリーン 2005年
右下にサイン、年記、ed.44/100
80.0×60.0cm シート90.5×70.0cm
（フルマージン）
文献：Control P Editions 3

JPY 1,000,000 — 1,500,000

Invader

RUBIK SPACE

screenprint in colours, 2005, signed and dated in
pencil, numbered 44/100, published by Space Shop,
Paris, with full margins
Imagae: 80.0×60.0cm Sheet: 90.5×70.0cm
Literature: Control P Editions 3

24
ⓒYoshitomo Nara, 2010

022 奈良 美智
WOW Project Beach Towel

ビーチタオルにデジタルプリント 2010年
タグに作家のプリントサインと'WORKS ON
WHATEVER ARTWORK BY YOSHITOMO NARA,
2010'の印字 リミテッドエディション
150.5×173.5cm

JPY 600,000 — 800,000

Yoshitomo Nara

WOW Project Beach Towel

digital print in colours on 100% cotton beach towel, 2010,
with the artist's printed signature and 'WORKS ON
WHATEVER ARTWORK BY YOSHITOMO NARA, 2010'
(on a tag affixed to the reverse), limited edition,
published by Art Production Fund, New York
150.5×173.5cm

023 奈良 美智
Angry Face；
「In the Floating World」
より

ゼロックスプリント 1999年
左下にサイン、年記、ed.
ed.50
額装
34.5×25.8cm シート41.8×29.6cm
（フルマージン）
文献：美術出版社 Vol.1 E-1999-012/
オンラインレゾネ No.YNF2569

Yoshitomo Nara

Angry Face, from 'In the Floating World'

Fuji Xerox copy in colours, 1999, on wove,
signed, dated and numbered in pencil, from the
edition of 50 (there were also 10 A.P.),
with full margins, framed
Image: 34.5×25.8cm Sheet: 41.8×29.6cm
Literature: Bijutsu Shuppan-sha Vol.1 E-1999-012/
Online raisonné No.YNF2569

JPY 1,000,000 — 1,500,000

ⓒYoshitomo Nara, 1999
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024 草間 彌生
Infinity Nets

シルクスクリーン 1953-85年
下部にサイン、タイトル、年記、ed.
ed.100 額装
45.2×52.6cm シート53.3×61.0cm
（フルマージン）
来歴：現所有者が草間彌生スタジオより直接購入
文献：阿部出版 76

Yayoi Kusama
Infinity Nets

screenprint in colours, 1953-85, on Izumi, signed,
titled, dated and numbered in pencil, from the
edition of 100 (there were also 10 A.P.), printed by
Tokuzo Okabe, with full margins, framed
Image: 45.2×52.6cm Sheet: 53.3×61.0cm
Provenance: acquired from the Yayoi Kusama
Studio by the present owner
Literature: Abe 76

JPY 800,000 — 1,200,000
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025 草間 彌生
黒とかげ

シルクスクリーン 1989年
下部にサイン、タイトル、年記、ed.
ed.100 額装
45.5×53.0cm シート53.5×61.0cm
（フルマージン）
来歴：現所有者が草間彌生スタジオより直接購入
文献：阿部出版 132

JPY 2,000,000 — 3,000,000

Yayoi Kusama
Black Lizards

screenprint in colours, 1989, on Izumi, signed, titled,
dated and numbered in pencil, from the edition of 100
(there were also 10 A.P.), printed by Tokuzo Okabe,
with full margins, framed
Image: 45.5×53.0cm Sheet: 53.5×61.0cm
Provenance: acquired from the Yayoi Kusama Studio
by the present owner
Literature: Abe 132
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026 草間 彌生
レモンスカッシュ

シルクスクリーン 1984年
下部にサイン、タイトル、年記、ed.
ed.100
額装
53.0×45.5cm シート60.9×53.5cm
（フルマージン）
来歴：Whitestone Gallery
（東京）
文献：阿部出版 33
タイトル記述は
「レモンジュース」

JPY 3,000,000 — 4,000,000

Yayoi Kusama
Lemon Squash

screenprint in colours, 1984, on Arches, signed, titled
'Lemon Juice', dated and numbered in pencil, from the
edition of 100, printed by Ryoichi Ishida, with full margins,
framed
Image: 53.0×45.5cm Sheet: 60.9×53.5cm
Provenance: Whitestone Gallery, Tokyo
Literature: Abe 33
Remarks: There are some titled 'Lemon Juice' for this print.
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027 草間 彌生
富士

シルクスクリーン 1983年
下部にサイン、タイトル、年記、ed.
ed.75
額装
49.0×60.0cm シート55.3×68.8cm
（フルマージン）
文献：阿部出版 24

JPY 2,000,000 — 3,000,000

Yayoi Kusama
Mt. Fuji

screenprint in colours, 1983, on Pêche Soleil, signed,
titled, dated and numbered in pencil, from the edition of 75
(there were also 8 A.P.), printed by Tokuzo Okabe,
with full margins, framed
Image: 49.0×60.0cm Sheet: 55.3×68.8cm
Literature: Abe 24

29

028 草間 彌生
富士は心の故郷

木版 2014年
下部にサイン、年記、ed. 奥付にed.の印字
ed.120
42.0×59.5cm シート51.2×67.5cm
（フルマージン）
文献：阿部出版 401

JPY 2,000,000 — 3,000,000

Yayoi Kusama

Mt. Fuji is the home of my heart

woodcut in colours, 2014, on Echizen Kizuki Hosho, signed,
dated and numbered in pencil, numbered again on the
justification, from the edition of 120, published by Adachi
Woodcut Prints, Tokyo, printed by Yoshio Kyoso, with full
margins
Image: 42.0×59.5cm Sheet: 51.2×67.5cm
Literature: Abe 401
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029 草間 彌生
富士山、わたし大好き

木版 2015年
右下にサイン 左下にed. 奥付にed.の印字
ed.120
30.3×89.8cm シート39.6×95.8cm
（フルマージン）
文献：阿部出版 399

JPY 3,000,000 — 5,000,000

Yayoi Kusama
Mt. Fuji, I love

woodcut in colours, 2015, on Echizen Kizuki
Hosho, signed and numbered in pencil, numbered
again on the justification, from the edition of 120,
published by Adachi Woodcut Prints, Tokyo,
printed by Yoshio Kyoso, with full margins
Image: 30.3×89.8cm Sheet: 39.6×95.8cm
Literature: Abe 399
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030 草間 彌生
われわれの魂の沈んでいった果てに、
この黒々とした山はすべてを愛につつんでしまう
木版 2015年
右下にサイン 左下にed. 奥付にed.の印字
ed.120
30.3×89.8cm シート40.0×95.8cm
（フルマージン）
文献：阿部出版 395

JPY 3,000,000 — 5,000,000

Yayoi Kusama

Where our soul sets in, this dark mountain
embraces all with love

woodcut in colours, 2015, on Echizen Kizuki Hosho,
signed and numbered in pencil, numbered again on
the justification, from the edition of 120, published
by Adachi Woodcut Prints, Tokyo, printed by Yoshio
Kyoso, with full margins
Image: 30.3×89.8cm Sheet: 40.0×95.8cm
Literature: Abe 395

031 花井 祐介
無題 1

16点の木版がレイアウトされた作品 2021年
右下の作品にサイン、ed.69/80
作品裏版元シールにed.の印字
額装
（オリジナルフレーム）
H.55.0×W.64.0×D.8.0cm

JPY 1,200,000 — 1,800,000

Yusuke Hanai
Untitled 1

assembled sixteen woodcuts in colours, 2021, on Echizen
Kizuki Hosho, signed and numbered 69/80 in pencil at
lower right, numbered again on the publisher's label,
published by Adachi Woodcut Prints, Tokyo, printed by
Marina Suzuki and Shota Naganuma, contained in an
original frame
H.55.0×W.64.0×D.8.0cm
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032 名和 晃平
Velvet-Throne（R）

ミックストメディア 2019年
本にサイン、年記 ed.10
アクリルケース底部にプリントサイン、ed.
オリジナルアクリルケース/ ボックス付
アートブック
「METAMORPHOSIS」
付
H.22.5×W.6.8×D.10.8cm

JPY 700,000 — 1,000,000

Kohei Nawa

Velvet-Throne (R)

mixed media, 2019, signed and dated in the art book, with
the printed signature and number on the underside of the
acrylic case, from the edition of 10, contained in an original
box/ acrylic case, comes with a limited edition art book
'METAMORPHOSIS'
H.22.5×W.6.8×D.10.8cm

033 KYNE
Untitled：D

シルクスクリーン 2020年
右下にサイン、年記、ed.30/50
額装#
57.0×45.5cm シート69.0×57.3cm
（フルマージン）

KYNE

Untitled: D

screenprint in colours, 2020, signed and dated in
pencil, numbered 30/50, with full margins, framed#
Image: 57.0×45.5cm Sheet: 69.0×57.3cm

JPY 400,000 — 600,000
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034 KYNE
Untitled：E

シルクスクリーン 2020年
右下にサイン、年記、ed.34/50
額装#
57.0×45.5cm シート69.1×57.5cm
（フルマージン）

KYNE

Untitled: E

screenprint in colours, 2020, signed and dated in
pencil, numbered 34/50, with full margins, framed#
Image: 57.0×45.5cm Sheet: 69.1×57.5cm

JPY 400,000 — 600,000

035 李 禹煥
廃墟にて

木版 1987年
右下にサイン 左下にed.1099/2000
16.0×11.0cm シート23.0×18.2cm
（フルマージン）
文献：阿部出版 121

Lee U-fan

AT THE RUINS

woodcut, 1987, on Kozo paper, signed in pencil, numbered
1099/2000, published by Tama Art University, Tokyo, printed by
the students of Tama Art University, Tokyo, with full margins
Image: 16.0×11.0cm Sheet: 23.0×18.2cm
Literature: Abe 121

JPY 150,000 — 250,000

036 李 禹煥
FROM WINDS 3

ドライポイント 1986年
右下にサイン、年記 左下にed.15/30 額装
49.5×39.3cm シート65.5×54.0cm
（フルマージン）
来歴：GALLERY 麟
（東京）
（額裏と外箱にシール）
文献：阿部出版 113
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Lee U-fan

FROM WINDS 3

drypoint, 1986, on Arches, signed and dated in pencil, numbered
15/30 (there were also 5 A.P.), published by SHIROTA GALLERY,
Tokyo, printed by Yasuhisa Kakehashi, with full margins, framed
Image: 49.5×39.3cm Sheet: 65.5×54.0cm
Provenance: GALLERY RIN, Tokyo
Literature: Abe 113

JPY 200,000 — 300,000

037 李 禹煥
FROM WINDS 4

ドライポイント 1986年
右下にサイン、年記 左下にed.15/30 額装
50.0×39.0cm シート65.0×54.0cm
（フルマージン）
来歴：GALLERY 麟
（東京）
（額裏と外箱にシール）
文献：阿部出版 114

Lee U-fan

FROM WINDS 4

drypoint, 1986, on Arches, signed and dated in pencil, numbered
15/30 (there were also 5 A.P.), published by SHIROTA GALLERY,
Tokyo, printed by Yasuhisa Kakehashi, with full margins, framed
Image: 50.0×39.0cm Sheet: 65.0×54.0cm
Provenance: GALLERY RIN, Tokyo
Literature: Abe 114

JPY 200,000 — 300,000

038 李 禹煥
Dialogue 2019 C

リトグラフ 2019年
右下にサイン、年記 左下にed.12/50
額装#
76.0×57.0cm
（フルシート）
来歴：シロタ画廊
（東京）
（額裏と外箱にシール）
文献：阿部出版 245

JPY 2,000,000 — 3,000,000

Lee U-fan

Dialogue 2019 C

lithograph in colours, 2019, on Arches, signed and dated in
pencil, numbered 12/50, printed by Chiaki Kayama, the full
sheet, framed#
Sheet: 76.0×57.0cm
Provenance: SHIROTA GALLERY, Tokyo
Literature: Abe 245

039 ジョアン・ミロ
「Fusées」
より Pl.4

エッチング、アクアチント 1959年
右下にサイン 左下にed.XI/XV
額装
14.3×41.0cm シート32.3×50.1cm
（フルマージン）
文献：Dupin 255/ Cramer Books 54

JPY 300,000 — 400,000

Joan Miró

Pl.4 from 'Fusées'

etching and aquatint in colours, 1959, on BFK
Rives, signed in pencil, numbered XI/XV (there
were also an edition of 50 on Rives and 15 in
Roman numerals on Japon), published by Louis
Broder, Paris, with full margins, framed
Image: 14.3×41.0cm Sheet: 32.3×50.1cm
Literature: Dupin 255/ Cramer Books 54

39

040 ジョアン・ミロ
「主なき槌」
より Pl.16

エッチング、アクアチント 1976年
右下にサイン 左下ed.XXII/L
額装
28.3×22.8cm シート44.5×33.3cm
（フルマージン）
文献：Dupin 959/ Cramer Books 216

Joan Miró

Pl.16 from 'Le Marteau sans maître'

etching and aquatint in colours, on Japon nacré,
signed in pencil, numbered XXII/L (the total edition
was 215), published by Le Vent d'Arles, Paris, 1976,
printed by Atelier Morsang, Saint-Michel-sur-Orge,
with full margins, framed
Image: 28.3×22.8cm Sheet: 44.5×33.3cm
Literature: Dupin 959/ Cramer Books 216

JPY 200,000 — 300,000

041 ジョアン・ミロ
未開の諸島 III

エッチング、アクアチント、エンボス 1970年
右下にサイン 左下にed.10/35
額装
58.5×91.5cm シート75.5×105.5cm
（フルマージン）
文献：Dupin 529

Joan Miró

Archipel sauvage III

etching and aquatint in colours with embossing,
1970, on Arches, signed in pencil, numbered
10/35 (there were also some H.C.), published by
Maeght, Paris, printed by Arte Adrien Maeght,
Paris, with full margins, framed
Image: 58.5×91.5cm Sheet: 75.5×105.5cm
Literature: Dupin 529

JPY 500,000 — 700,000
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042 ジョアン・ミロ
鳥

リトグラフ 1956年
右下にサイン 左下にed.1/50
額装
57.1×76.1cm
（フルシート）
文献：Maeght 173/ Mourlot 241

Joan Miró

Les oiseaux

lithograph in colours, 1956, on Arches,
signed in pencil, numbered 1/50 (there were
also several H.C.), published by Pierre Matisse,
New York, printed by Mourlot, Paris, the full
sheet, framed
Sheet: 57.1×76.1cm
Literature: Maeght 173/ Mourlot 241

JPY 250,000 — 350,000

043 ジョアン・ミロ
「通りの歌い手」
より Pl.4

エッチング、アクアチント 1981年
右下にサイン 左下にed.XV/XX
額装
36.8×28.0cm シート57.0×42.0cm
（フルマージン）
文献：Dupin 1139

Joan Miró

Pl.4 from 'Chanteurs des rues'

etching and aquatint in colours, 1981, on Arches
watermarked 'Maeght', signed in pencil, numbered
XV/XX (the total edition was 100), published by Daniel
Lelong, Paris, printed by Morsang, Paris, with full
margins, framed
Image: 36.8×28.0cm Sheet: 57.0×42.0cm
Literature: Dupin 1139

JPY 250,000 — 350,000
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044 ジョアン・ミロ
Enrajolats V

エッチング 1979年
右下にサイン 左下にed.16/30
額装
39.5×52.0cm シート56.4×76.0cm
（フルマージン）
文献：Maeght 1085

Joan Miró

Enrajolats V

etching in colours, 1979, on Arches, signed in pencil,
numbered 16/30 (there was also an edition of 15 in
Roman numerals), published by Maeght, Barcelona,
printed by Joan Barbarà, Barcelona, with full margins,
framed
Image: 39.5×52.0cm Sheet: 56.4×76.0cm
Literature: Maeght 1085

JPY 400,000 — 500,000

045 ジョアン・ミロ
「オーロラの指輪」
より Pl.4

エッチング、アクアチント 1957年
右下にサイン 左下にed.53/60
額装
14.0×11.5cm シート37.0×28.1cm
（フルマージン）
文献：Dupin 125/ Cramer Books 45

Joan Miró

Pl.4 from 'Suite La Bague d'Aurore'

etching and aquatint in colours, 1957, on BFK
Rives, signed in pencil, numbered 53/60 (there
was also an edition of 15 in Roman numerals),
published by Louis Broder Éditeur, Paris,
with full margins, framed
Image: 14.0×11.5cm Sheet: 37.0×28.1cm
Literature: Dupin 125/ Cramer Books 45

JPY 300,000 — 400,000
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046 ジョアン・ミロ
「ユビュ王」
より Pl.13

リトグラフ 1966年
右下にサイン 左下にed.64/75
額装
41.6×62.7cm シート54.0×75.1cm
文献：Maeght 430/ Cramer Books 107

Joan Miró

Pl.13 from 'Ubu Roi'

lithograph in colours, 1966, on Arches, signed in
pencil, numbered 64/75 (there were also 25 H.C.),
published by Tériade Éditeur, Paris, printed by
Mourlot, Paris, framed
Image: 41.6×62.7cm Sheet: 54.0×75.1cm
Literature: Maeght 430/ Cramer Books 107

JPY 350,000 — 450,000
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047 藤田 嗣治
テルヌ街；
「魅せられし河」
より

エッチング 1951年
ed.
（315）
より
額装
29.0×23.5cm シート38.0×28.5cm
文献：Buisson II 51.176

Tsuguharu Foujita

Ternes, from 'La Rivière enchantée'

etching in colours, 1951, on Arches, from the
edition of 315, published by Bernard Klein, Paris,
printed by Atelier Lacourière, Paris, framed
Image: 29.0×23.5cm Sheet: 38.0×28.5cm
Literature: Buisson II 51.176

JPY 400,000 — 500,000【2点セット】

ヴァンドーム広場；
「魅せられし河」
より
エッチング 1951年
ed.
（315）
より
額装
31.5×23.6cm シート38.2×28.3cm
文献：Buisson II 51.176

Place Vendôme, from 'La Rivière enchantée'

etching in colours, 1951, on Arches, from the
edition of 315, published by Bernard Klein, Paris,
printed by Atelier Lacourière, Paris, framed
Image: 31.5×23.6cm Sheet: 38.2×28.3cm
Literature: Buisson II 51.176
[set of 2]
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048 藤田 嗣治
オペラ座の夢；
「魅せられし河」
より

エッチング 1951年
ed.
（315）
より
額装
23.5×29.0cm シート28.3×37.9cm
文献：Buisson II 51.176

JPY 700,000 — 1,000,000

Tsuguharu Foujita

Rêve d'Opéra, from 'La Rivière enchantée'

etching in colours, 1951, on Arches, from the edition of
315, published by Bernard Klein, Paris, printed by Atelier
Lacourière, Paris, framed
Image: 23.5×29.0cm Sheet: 28.3×37.9cm
Literature: Buisson II 51.176
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049 藤田 嗣治
お針子；
「魅せられし河」
より

エッチング 1951年
ed.
（315）
より
額装
32.2×23.5cm シート38.0×28.2cm
文献：Buisson II 51.176

Tsuguharu Foujita

Couturière, from 'La Rivière enchantée'

etching in colours, 1951, on Arches, from the
edition of 315, published by Bernard Klein, Paris,
printed by Atelier Lacourière, Paris, framed
Image: 32.2×23.5cm Sheet: 38.0×28.2cm
Literature: Buisson II 51.176

JPY 400,000 — 500,000【2点セット】

シャンゼリゼ通り；
「魅せられし河」
より
エッチング 1951年
ed.
（315）
より
額装
23.6×32.2cm シート28.5×37.8cm
文献：Buisson II 51.176

Avenue des Champs-Élysées, from 'La Rivière enchantée'
etching in colours, 1951, on Arches, from the edition of 315,
published by Bernard Klein, Paris, printed by
Atelier Lacourière, Paris, framed
Image: 23.6×32.2cm Sheet: 28.5×37.8cm
Literature: Buisson II 51.176
[set of 2]
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050 藤田 嗣治
仰向けに寝そべる猫；
「猫十態」
より

エッチング、アクアチント、シナアップリケ 1929年
右下にサイン 左下にed.46/100
額装
28.7×36.4cm シート39.7×46.7cm
文献：Buisson I 29.16/ Buisson II 29.200

JPY 1,200,000 — 1,700,000

Tsuguharu Foujita

Chat couché, from 'Les Chats'

etching and aquatint in colours on Chine appliqué, 1929,
on Japon, signed in pencil, numbered 46/100 (there were
also 10 in Roman numerals), published by Apollo Éditions
Artistiques, Paris, framed
Image: 28.7×36.4cm Sheet: 39.7×46.7cm
Literature: Buisson I 29.16/ Buisson II 29.200

051 ピエール・スーラージュ
Lithographie nº41

リトグラフ 1979年
右下にサイン 左下に'Épreuve d'artiste'の記述
額装#
58.0×42.0cm シート76.0×54.0cm
（フルマージン）
来歴：伽藍洞ギャラリー（名古屋）
（額裏にシール）
文献：Encrevé-Miessner 90

JPY 700,000 — 1,000,000

Pierre Soulages
Lithographie nº41

lithograph in colours, 1979, on Arches, signed in pencil,
inscribed 'Épreuve d'artiste' (the edition was 95),
published by APIAW Éditeur, Liège, printed by Mourlot,
Paris, with full margins, framed#
Image: 58.0×42.0cm Sheet: 76.0×54.0cm
Provenance: Gallery Garando, Nagoya
Literature: Encrevé-Miessner 90
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052 サルヴァドール・ダリ
炎の女

ブロンズ、金パティナ 1980年
台座に刻サイン、'© CAMBLEST 1981'の刻印、
'CERA PERSA VENTURI ARTE BOLOGNA'の鋳造印、
ed.218/350
H.84.0×W.38.0×D.25.0cm
文献：Robert & Nicolas Descharne 655

JPY 800,000 — 1,300,000

Salvador Dalí

Woman Aflame

bronze with gold patina, 1980, with the incised signature,
stamped with the editior's mark '© CAMBLEST 1981' and
the foundry mark 'CERA PERSA VENTURI ARTE BOLOGNA',
numbered 218/350 (there were also 35 A.P. in three
different patinas), published by Camblest Ltd., London
H.84.0×W.38.0×D.25.0cm
Literature: Robert & Nicolas Descharne 655

053 マルク・シャガール
「聖書」
より Pl.101

エッチング、手彩色 1958年
右下にイニシャルサイン 左下にed.IV/V 額装
30.6×25.3cm シート53.6×39.1cm
（フルマージン）
文献：Cramer Books 30

Marc Chagall
50

Pl.101 from 'Bible'

etching with hand-colouring, 1958, on Arches, signed
with initials in pencil, numbered IV/V (the edition was
100), published by Tériade Éditeur, Paris, printed by
Raymond Haasen, Paris, with full margins, framed
Image: 30.6×25.3cm Sheet: 53.6×39.1cm
Literature: Cramer Books 30

JPY 300,000 — 400,000【2点セット】

「聖書」
より Pl.48

エッチング、手彩色 1958年
右下にイニシャルサイン 左下にed.36/100 額装
29.0×24.0cm シート54.0×39.2cm
（フルマージン）
文献：Cramer Books 30

Pl.48 from 'Bible'

etching with hand-colouring, 1958, on Arches, signed
with initials in pencil, numbered 36/100 (there were
also 20 H.C. in Roman numerals), published by Tériade
Éditeur, Paris, printed by Raymond Haasen, Paris, with
full margins, framed
Image: 29.0×24.0cm Sheet: 54.0×39.2cm
Literature: Cramer Books 30
[set of 2]

054 マルク・シャガール
魚と聖母

リトグラフ 1951年
右下にサイン 左下にed.19/50
額装
58.4×47.7cm シート75.8×56.7cm
（フルマージン）
文献：Mourlot 51

Marc Chagall

Vierge aux poissons

lithograph, 1951, on Arches, signed in pencil,
numbered 19/50 (there were also several A.P.),
published by Maeght Éditeur, Paris, with full margins,
framed
Image: 58.4×47.7cm Sheet: 75.8×56.7cm
Literature: Mourlot 51

JPY 300,000 — 400,000
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055

マルク・シャガール
シュリンクスの伝説/ ドルコオンの策略/ ダフニスとグナトオン；
「ダフニスとクロエ」
より

リトグラフ3点セット 1961年
各ed.
（250）
より
各額装
各42.2×32.0cm
（フルシート）
文献：Mourlot 332、317、343/ Cramer Books 46

Marc Chagall

La fable de syringe/ La ruse de Dorcon/ Daphnis et Gnathon, from 'Daphnis et Chloé'

a set of three lithographs in colours, 1961, on Arches, each from an unsigned book edition of 250
(there was also a signed and numbered edition of 60 with wide margins), published by Tériade Éditeur, Paris,
printed by Mourlot, Paris, the full sheets, each framed
Sheet: 42.2×32.1cm (each)
Literature: Mourlot 332, 317, 343/ Cramer Books 46

JPY 600,000 — 800,000【3点セット】

056 マルク・シャガール
「サーカス」
より Pl.17

リトグラフ 1967年
ed.
（250）
より
額装
42.3×64.8cm
（フルシート）
文献：Mourlot 506/ Cramer Books 68

Marc Chagall

Pl.17 from 'Cirque'

lithograph in colours, 1967, on Arches, from an
unsigned book edition of 250 (there was also
a signed and numbered edition of 24 with wide
margins), published by Tériade Éditeur, Paris,
printed by Mourlot, Paris, the full sheet,
framed
Sheet: 42.3×64.8cm
Literature: Mourlot 506/ Cramer Books 68

JPY 300,000 — 400,000
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057 マルク・シャガール
フルートを持つ道化師 II

リトグラフ 1970年
右下にサイン 左下にed.24/50
額装
42.0×51.5cm シート55.3×67.2cm
（フルマージン）
文献：Mourlot 616

Marc Chagall

Le clown à la flûte II

lithograph in colours, 1970, on Arches, signed in
pencil, numbered 24/50, with full margins,
framed
Image: 42.0×51.5cm Sheet: 55.3×67.2cm
Literature: Mourlot 616

JPY 700,000 — 1,000,000
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058 マルク・シャガール
「サーカス」
より Pl.15

リトグラフ 1967年
右下にサイン 左下にed.6/24
額装
42.5×32.5cm シート52.0×37.5cm
（フルマージン）
文献：Mourlot 504/ Cramer Books 68

JPY 1,000,000 — 1,500,000

Marc Chagall

Pl.15 from 'Cirque'

lithograph in colours, 1967, on Arches, signed
in pencil, numbered 6/24 (there was also an
unsigned book edition of 250), published by
Tériade Éditeur, Paris, with full margins,
framed
Image: 42.5×32.5cm Sheet: 52.0×37.5cm
Literature: Mourlot 504/ Cramer Books 68

059 パブロ・ピカソ
女曲馬師たちと軽業師；
「347シリーズ」
より Pl.2

エッチング 1968年
右下にサイン 左下にed.47/50
額装
39.4×56.5cm シート55.2×71.1cm
文献：Bloch 1482/ Baer 1497 Bb1

Pablo Picasso

Écuyères et jongleuse, Pl.2 from 'Séries 347'
etching, 1968, on BFK Rives, signed in pencil,
numbered 47/50 (there were also 17 E.A.),
published by Galerie Louise Leiris, Paris, 1969,
printed by Crommelynck, Paris, framed
Image: 39.4×56.5cm Sheet: 55.2×71.1cm
Literature: Bloch 1482/ Baer 1497 Bb1

JPY 700,000 — 900,000
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060 パブロ・ピカソ
女性を連れ去るマムルーク、襲う銃士；
「347シリーズ」
より Pl.106
エッチング、ドライポイント 1968年
右下にサイン 左下にed.31/50
額装
23.3×33.0cm シート36.5×47.1cm
文献：Bloch 1586/ Baer 1602 Bb1

Pablo Picasso

Mameluk enlevant une femme, attaqué par un
"mousquetaire", Pl.106 from 'Séries 347'

etching and drypoint, 1968, on BFK Rives,
signed in pencil, numbered 31/50 (there were also
17 E.A.), published by Galerie Louise Leiris, Paris,
1969, printed by Crommelynck, Paris, framed
Image: 23.3×33.0cm Sheet: 36.5×47.1cm
Literature: Bloch 1586/ Baer 1602 Bb1

JPY 350,000 — 450,000

061 パブロ・ピカソ
あぐらをかいて座る裸の男と二人の女；
「347シリーズ」
より Pl.121
アクアチント、ドライポイント 1968年
右下にサイン 左下にed.15/50
額装
8.4×5.9cm シート32.9×25.2cm
文献：Bloch 1600/ Baer 1616 Bb1

Pablo Picasso

Homme nu assis en tailleur, et deux femmes,
Pl.121 from 'Séries 347'

aquatint and drypoint, 1968, on BFK Rives, signed in
pencil, numbered 15/50 (there were also 17 E.A.),
published by Galerie Louise Leiris, Paris, 1969, printed
by Crommelynck, Paris, framed
Image: 8.4×5.9cm Sheet: 32.9×25.2cm
Literature: Bloch 1600/ Baer 1616 Bb1

JPY 250,000 — 350,000

56

062 パブロ・ピカソ
オルガス伯の埋葬より風刺画；
「347シリーズ」
より Pl.194

エッチング 1968年
右下にサイン
裏面に
「マリナ・ピカソ・コレクション」
のスタンプ
総ed.
（50+17）
以外の刷りより
額装
20.8×14.8cm シート34.9×28.5cm
文献：Bloch 1674/ Baer 1690 Bb

Pablo Picasso

Portrait- Charge d'un des personnages de
L'enterrement du comté d'Orgaz, en Larmes,
Pl.194 from 'Séries 347'

etching, 1968, on BFK Rives, signed in pencil,
with the stamp of Marina Picasso Collection on the
reverse, aside from the editions of 50 and 17,
published by Galerie Louise Leiris, Paris, 1968,
printed by Crommelynck, Paris, framed
Image: 20.8×14.8cm Sheet: 34.9×28.5cm
Literature: Bloch 1674/ Baer 1690 Bb

JPY 300,000 — 400,000

063 パブロ・ピカソ
エル・グレコの肖像の習作；
「347シリーズ」
より Pl.195

エッチング 1968年
右下にサイン 左下にed.6/50
額装
20.8×14.5cm シート34.8×28.0cm
文献：Bloch 1675/ Baer 1691 Bb1

Pablo Picasso

Homme, femme et enfant. Étude pour le portrait
d'El Greco, Pl.195 from 'Séries 347'

etching, 1968, on BFK Rives, signed in pencil,
numbered 6/50 (there were also 17 E.A.),
published by Galerie Louise Leiris, Paris, 1969, framed
Image: 20.8×14.5cm Sheet: 34.8×28.0cm
Literature: Bloch 1675/ Baer 1691 Bb1

JPY 300,000 — 400,000
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064 パブロ・ピカソ
ラファエルとフォルナリーナ XIII；
「347シリーズ」
より Pl.308
エッチング 1968年
右下にサイン 左下にed.31/50
額装
14.8×21.0cm シート28.5×34.8cm
文献：Bloch 1788/ Baer 1805 Bb1

Pablo Picasso

Raphaël et la Fornarina XIII, Pl.308 from 'Séries
347'

etching, 1968, on BFK Rives, signed in pencil,
numbered 31/50 (there were also 17 E.A.), published
by Galerie Louise Leiris, Paris, printed by
Crommelynck, Paris, framed
Image: 14.8×21.0cm Sheet: 28.5×34.8cm
Literature: Bloch 1788/ Baer 1805 Bb1

JPY 250,000 — 350,000

065 パブロ・ピカソ
ラファエルとフォルナリーナ XVIII；
「347シリーズ」
より Pl.313
エッチング 1968年
右下にサイン 左下にed.43/50
額装
14.8×20.9cm シート28.2×35.0cm
文献：Bloch 1793/ Baer 1810 Bb1

Pablo Picasso

Raphaël et la Fornarina XVIII,
Pl.313 from 'Séries 347'

etching, 1968, on BFK Rives, signed in pencil,
numbered 43/50 (there were also 17 E.A.),
published by Galerie Louise Leiris, Paris,
1969, printed by Crommelynck, Paris, framed
Image: 14.8×20.9cm Sheet: 28.2×35.0cm
Literature: Bloch 1793/ Baer 1810 Bb1

JPY 300,000 — 400,000
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066 パブロ・ピカソ
老いたモデルと画家

エッチング 1969年
右下にスタンプサイン 左下にed.22/50
額装
22.9×32.6cm シート37.8×49.0cm
文献：Bloch 1459/ Baer 1862 Ba

Pablo Picasso

Vieux peintre et vieux modèle

etching, 1969, on BFK Rives, with the stamped
signature, numbered 22/50 (there were also
15 E.A.), published by Galerie Louise Leiris,
Paris, 1978, printed by Crommelynck, Paris,
framed
Image: 22.9×32.6cm Sheet: 37.8×49.0cm
Literature: Bloch 1459/ Baer 1862 Ba

JPY 150,000 — 250,000

067 パブロ・ピカソ
四人の女とレンブラント風の頭部；
「156シリーズ」
より Pl.42
エッチング 1970年
右下にスタンプサイン 左下にed.27/50
額装
20.8×14.9cm シート33.0×25.2cm
文献：Bloch 1897/ Baer 1903 Ba

Pablo Picasso

Quatre femmes et tête Rembranesque,
Pl.42 from 'Séries 156'

etching, 1970, on BFK Rives, with the stamped
signature, numbered 27/50 (there were also
15 E.A.), published by Galerie Louise Leiris,
Paris, 1978, printed by Crommelynck, Paris,
framed
Image: 20.8×14.9cm Sheet: 33.0×25.2cm
Literature: Bloch 1897/ Baer 1903 Ba

JPY 200,000 — 300,000
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068 パブロ・ピカソ
銃士、祈る神父、フクロウを持つ老人とオダリスク：
メドゥーサか、乙女かただの女か；
「156シリーズ」
より Pl.45
エッチング 1970年
右下にスタンプサイン 左下にed.37/50
額装
27.2×34.8cm シート41.5×48.0cm
文献：Bloch 1900/ Baer 1906 Ba

Pablo Picasso

Mousquetaire, abbé en prière, vieillard à la
chouette et odalisque: Méduse, vierge ou
simple femme?, Pl.45 from 'Séries 156'

etching, 1970, on BFK Rives, with the stamped
signature, numbered 37/50 (there were also
15 E.A.), published by Galerie Louise Leiris,
Paris, 1978, printed by Crommelynck, Paris,
framed
Image: 27.2×34.8cm Sheet: 41.5×48.0cm
Literature: Bloch 1900/ Baer 1906 Ba

JPY 200,000 — 300,000

069 パブロ・ピカソ
二人の女、短縮法で描かれた女とうずくまる女；
「156シリーズ」
より Pl.141
エッチング 1971年
右下にスタンプサイン 左下にed.28/50
額装
36.7×49.4cm シート50.5×65.4cm
文献：Bloch 1995/ Baer 2005 Ba

Pablo Picasso

Deux femmes, une en raccourci et une repliée sur
elle-même, Pl.141 from 'Séries 156'

etching, 1971, on BFK Rives, with the stamped
signature, numbered 28/50 (there were also 15 E.A.),
published by Galerie Louise Leiris, Paris, 1978, framed
Image: 36.7×49.4cm Sheet: 50.5×65.4cm
Literature: Bloch 1995/ Baer 2005 Ba

JPY 300,000 — 400,000
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070 パブロ・ピカソ
キャンバスに向かう画家と見つめる裸婦；
「バルザック
『知られざる傑作』
」
より

エッチング 1927-28年
右下にサイン 左下にed.94/99
額装
19.5×27.8cm シート38.5×50.2cm
（フルマージン）
文献：Bloch 89/ Baer 130b2 α

Pablo Picasso

Peintre au travail observé par un modèle nu,
from 'Le Chef-d'œuvre inconnu de Balzac'

etching, 1927-28, on Van Gelder, signed in brown ink
(faded), numbered 94/99 (there were also 8 H.C.),
printed by Louis Fort, Paris, with full margins, framed
Image: 19.5×27.8cm Sheet: 38.5×50.2cm
Literature: Bloch 89/ Baer 130b2 α

JPY 400,000 — 500,000

071 パブロ・ピカソ
頭像に見とれる彫刻家とモデル；
「スイート・ヴォラール」
より Pl.45

エッチング 1933年
右下にサイン ed.
（250）
より
額装
26.7×19.4cm シート44.5×33.9cm
（フルマージン）
文献：Bloch 154/ Baer 307 IIc

Pablo Picasso

Sculptor et modèle admirant une tête sculptée,
Pl.45 from 'La Suite Vollard'

etching, 1933, on Montval watermarked 'Vollard',
signed in pencil, from the edition of 250 (there was
also an edition of 50 with wider margins), published by
Ambroise Vollard, Paris, 1939, printed by Lacourière,
Paris, with full margins, framed
Image: 26.7×19.4cm Sheet: 44.5×33.9cm
Literature: Bloch 154/ Baer 307 IIc

JPY 700,000 — 900,000
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072 パブロ・ピカソ
三人の俳優；
「スイート・ヴォラール」
より Pl.77

ドライポイント 1933年
右下にサイン ed.
（250）
より
額装
28.0×18.0cm シート44.6×34.0cm
（フルマージン）
文献：Bloch 145/ Baer 296 IIIc

Pablo Picasso

Trois acteurs, Pl.77 from 'La Suite Vollard'

drypoint, 1933, on Montval watermarked 'Vollard',
signed in pencil, from the edition of 250 (there was
also an edition of 50 with wider margins), published by
Ambroise Vollard, Paris, 1939, printed by Lacourière,
Paris, with full margins, framed
Image: 28.0×18.0cm Sheet: 44.6×34.0cm
Literature: Bloch 145/ Baer 296 IIIc

JPY 500,000 — 700,000

073 レニ・リーフェンシュタール
ミック・ジャガー

ゼラチンシルバープリント
1970年代撮影/ 1990年代現像
右下にサイン 額装
63.5×42.8cm シート70.1×49.8cm
来歴：Blitz Gallery
（東京）

Leni Riefenstahl
Mick Jagger

gelatin silver print, taken in the 1970s and
processed later in the 1990s, signed in ink, framed
Image: 63.5×42.8cm Sheet: 70.1×49.8cm
Provenance: Blitz Gallery, Tokyo

JPY 200,000 — 300,000

【レニ・リーフェンシュタール：1902-2003
（ドイツ）
】
1970年代前半にミック・ジャガーの依頼により撮影。
作家本人が1990年代にプリント、署名を入れた作品。
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074 北井 一夫
「1970年代 日本」
原稿No.5
（岡山久米）/
「ドイツ表現派1920年代の旅」旧東ドイツ アインシュタイン塔
ゼラチンシルバープリント2点セット 1974/ 1980年
各裏面にサイン、タイトル、年記
'ドイツ表現派'の下部にタイトル、年記、裏面に使用機材の記述
23.6×15.7cm シート25.2×20.0cm/
19.0×28.4cm シート24.0×30.5cm
来歴
（'1970年代 日本'）
：ギャラリーときの忘れもの
（東京）
（シール付属）

JPY 100,000 — 150,000【2点セット】

Kazuo Kitai

'1970's NIPPON', No.5 (Kume, Okayama)/
'The Journey into 1920s German Expressionism',
Einstein Tower, East Germany
a set of two gelatin silver prints, 1974/ 1980, each
signed, titled and dated on the reverse, one titled
and dated in the lower area, with descriptions of the
camera on the reverse
Image: 23.6×15.7cm Sheet: 25.2×20.0cm/
Image: 19.0×28.4cm Sheet: 24.0×30.5cm
Provenance: Gallery Toki-no-Wasuremono,
Tokyo ('1970's NIPPON')
[set of 2]

075 JH・エグルストーム
「Revoir」
より

アーカイバルピグメントプリント
2016年撮影/ 2018年プリント
額裏作品カードにサイン、ed.1/3
額装#
窓寸：88.0×113.0cm
来歴：Akio Nagasawa Gallery
（東京）
（額裏に作品カード）

JH Engström
from 'Revoir'

archival pigment print in colours, taken in 2016
and printed in 2018, signed on the paper affixed
to the back of the frame, numbered 1/3 (there
was also 1 A.P.), published by Akio Nagasawa
Publishing, Tokyo, framed#
Sheet (approx.): 88.0×113.0cm
Provenance: Akio Nagasawa Gallery, Tokyo

【JH. Engström：1969（スウェーデン）
】
写真家、映像作家。直感的なアプローチで身近な環境や自身の感情を
記録することで知られる。不完全な手法を意図的に用い、カメラで
切り取ったイメージと実在との境界を明確に示している。

JPY 200,000 — 300,000
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076 デイヴィッド・ラシャペル
Elizabeth Taylor：National Velvet, Archangel Uriel,
Springtime；
「Lost and Found - Good News」
より

ピグメントプリント3点入の写真集2冊セット
（アートエディション）
2017年
各裏面作家シールにサイン、ed.303/500
オリジナルケース/ 箱付
シート25.9×40.0cm/ 40.0×30.4cm/ 40.1×30.5cm

JPY 200,000 — 300,000

David LaChapelle

'Elizabeth Taylor: National Velvet', 'Archangel Uriel'
and 'Springtime', from 'Lost and Found - Good News'

two-volume photograph art books (Art Edition) including
three pigment prints in colours on Canson Baryta, 2017,
each signed on the artist's label affixed to the reverse,
each numbered 303/500, published by TASCHEN, Cologne,
2017, printed by DCL STUDIO, Italy, contained in the
original case and box
Sheet: 25.9×40.0cm/ 40.0×30.4cm/ 40.1×30.5cm
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077 アンセル・アダムス
Leaf, Glacier Bay National Monument, Alaska；
「Portfolio Four：What Majestic Word.
In Memory of Russell Varian」
より Pl.3
台紙・ゼラチンシルバープリント
1948年撮影/ 1963年現像
右下にサイン 台紙裏シールにed.45/260
額装
写真：17.0×22.7cm 台紙：35.5×45.5cm

JPY 400,000 — 600,000

Ansel Adams

Leaf, Glacier Bay National Monument, Alaska,
Pl.3 from 'Portfolio Four: What Majestic Word.
In Memory of Russell Varian'

gelatin silver print on mount, taken in 1948 and
processed in 1963, signed in ink, numbered 45/260
on the label affixed to the reverse (there were also
10 A.P.), published by Sierra Club, San Francisco,
1963, framed
Image: 17.0×22.7cm Mount: 35.5×45.5cm

Lot 078-085のカタログ掲載画像は参考図版となります。
作品実物の詳細画像はコンディションレポートをご覧下さい。
Images of Lots 078-085 are for reference only.
Please request a condition report for detailed images of the work.
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078 村上 隆
DOB 2020 Light BLUE/
DOB 2020 Light PINK/
DOB 2020 BLACK

リトグラフ3点セット 2020年
各右下にサイン、年記、ed.8/100、9/100、11/100
各額装
各37.0×37.0cm 各シート47.0×47.0cm
（フルマージン）

JPY 500,000 — 600,000【3点セット】

Takashi Murakami

DOB 2020 Light BLUE/
DOB 2020 Light PINK/
DOB 2020 BLACK

a set of three lithographs in colours, 2020, each signed
and dated in pencil, numbered 8/100, 9/100 and 11/100
respectively, all with full margins, each framed
Image: 37.0×37.0cm (each) Sheet: 47.0×47.0cm (each)
[set of 3]
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079 村上 隆
ファイアーボール/ 心をささげましょう/
魂の中身/ 感謝の花

オフセットプリント4点セット
2022年
各右下にサイン、内1点ed.100/300、他ed.53/300
各φ71.0cm
（フルシート）

JPY 600,000 — 800,000【4点セット】

Takashi Murakami

Fireball/ Let us Devote Our Hearts/
Inside the Soul/ Flowers of Gratitude

a set of four offset prints in colours, 2022, each signed
in ink, one numbered 100/300 and the others 53/300,
the full sheets
Sheet: φ71.0cm (each)
[set of 4]

Lot 078-085のカタログ掲載画像は参考図版となります。
作品実物の詳細画像はコンディションレポートをご覧下さい。

Images of Lots 078-085 are for reference only.
Please request a condition report for detailed images of the work.
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080 村上 隆
どこでもドアと とっても良い日のスケッチ/ どこでもドア いろいろあるよ/
藤子・F・不二雄先生とタイムマシンで何処までも！/「どこでもドア」
でお花畑にやって来た！

シルクスクリーン4点セット 2018-20年
各右下にサイン、年記、左下に'藤子・F・不二雄'の刷込サイン、ed.283/300、182/300、298/300、258/300
40.0-50.0×40.0-50.0cm シート50.0-60.0×50.0-60.0cm

Takashi Murakami

A Sketch of Anywhere Door (Dokodemo Door) and an Excellent Day/
Many Things Await Beyond Anywhere Door/
On an Endless Journey on a Time Machine with the Author Fujiko F. Fujio!/
We Came to the Field of Flowers Through Anywhere Door (Dokodemo Door)!

a set of four screenprints in colours, 2018-20, each signed and dated in pencil,
with the printed signature of 'Fujiko F. Fujio', numbered 283/300, 182/300, 298/300 and 258/300 respectively
Image: 40.0-50.0×40.0-50.0cm Sheet: 50.0-60.0×50.0-60.0cm
[set of 4]

JPY 800,000 — 1,200,000【4点セット】

081 村上 隆
オレたちひょうきん族 1-10

オフセットプリント10点セット 2018年
各右下にサイン、ed.132/300、131/300、76/300、214/300、
128/300、93/300、131/300、129/300、126/300、95/300
各φ50.0cm
（フルシート）

Takashi Murakami

We Are the Jocular Clan 1-10

a set of ten offset prints in colours, 2018, each signed in ink,
numbered 132/300, 131/300, 76/300, 214/300, 128/300, 93/300,
131/300, 129/300, 126/300 and 95/300 respectively, the full sheets
Sheet: φ50.0cm (each)
[set of 10]

JPY 400,000 — 500,000【10点セット】

082 村上 隆
そして、そしてそしてそしてそして オリジナルブルー /
And Then×6
（白 スーパーフラットメソッド
耳がピンクとブルー）
オフセットプリント2点セット 2006/ 2013年
各右下にサイン、ed.86/300、138/300 各額装#
各50.0×50.0cm
（フルシート）

JPY 200,000 — 300,000【2点セット】

Takashi Murakami

And then, and then and then and then and then, Original
Blue/ And Then x 6 (White: The Superflat Method, Pink
and Blue Ears)
a set of two offset prints in colours, 2006/ 2013, each signed
in ink, numbered 86/300 and 138/300 respectively, the full
sheets, each framed#
Sheet: 50.0×50.0cm (each)
[set of 2]
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Lot 078-085のカタログ掲載画像は参考図版となります。
作品実物の詳細画像はコンディションレポートをご覧下さい。

Images of Lots 078-085 are for reference only.
Please request a condition report for detailed images of the work.
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083 村上 隆
ドラえもん ありがとう/ さぁ ! 行くぞ!/
えいえいおー！

シルクスクリーン3点セット 2020年
各右下にサイン、年記、ed.273/300、239/300、49/300
左下に'藤子・F・不二雄'の刷込サイン
内1点額装#
各48.1×37.3cm 内2点 シート58.1×50.9cm
（フルマージン）

JPY 600,000 — 800,000【3点セット】

Takashi Murakami

Doraemon: Thank You/ Come on! Let's go!/
Hip Hip Hurrah!

a set of three screenprints in colours, 2020, each
signed and dated in pencil, with the printed
signature of 'Fujiko F. Fujio', numbered 273/300,
239/300 and 49/300 respectively, two with full
margins, one framed#
Image: 48.1×37.3cm (each)
Sheet: 58.1×50.9cm ('Thank You'/ 'Hip Hip Hurrah!')
[set of 3]

084 村上 隆
光琳：雅/ 光琳：京都

オフセットプリント2点セット 2016年
各右下にサイン、ed.95/300、51/300
各76.2×72.0cm
（フルシート）

JPY 200,000 — 300,000【2点セット】

Takashi Murakami

Kōrin: Courtly Elegance/ Kōrin: Kyoto

a set of two offset prints in colours, 2016,
each signed in ink, numbered 95/300 and
51/300 respectively, the full sheets
Sheet: 76.2×72.0cm (each)
[set of 2]
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085 村上 隆
光琳：天空の星の河/ 澗声：夜に光る草花

オフセットプリント2点セット 2015/ 2014年
各右下にサイン、ed.49/300、29/300
各額装#
各φ71.0cm
（フルシート）

JPY 200,000 — 300,000【2点セット】

Takashi Murakami

Kōrin: Stellar River in the Heavens/
Kansei: Wildflowers Glowing in the Night

a set of two offset prints in colours, 2015/ 2014, each
signed in ink, numbered 49/300 and 29/300
respectively, the full sheets, each framed#
Sheet: φ71.0cm (each)
[set of 2]

086 ミスター・ドゥードゥル
Doodle Hug

シルクスクリーン 2022年
右下にサイン、年記、ed.114/300
オリジナルケース付
作家証明書
48.0×54.0cm シート54.0×60.0cm
（フルマージン）

Mr Doodle
Doodle Hug

screenprint in colours, 2022, on Somerset, signed and
dated in ink, numbered 114/300 (there were also 10 A.P.),
with full margins, contained in an original case, sold with a
certificate by the artist
Image: 48.0×54.0cm Sheet: 54.0×60.0cm

JPY 350,000 — 450,000
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Lot 087のカタログ掲載画像は参考図版となります。
作品実物の詳細画像はコンディションレポートをご覧下さい。
Image of Lot 087 is for reference only.
Please request a condition report for detailed images of the work.

087 谷口 小夏
聡明
（green）

シルクスクリーン 2020年
右下にサイン 左下にed.19/30
60.0×48.0cm シート68.0×56.0cm
（フルマージン）

JPY 100,000 — 150,000

Konatsu Taniguchi
Intelligence (green)

screenprint in colours, 2020, on wove, signed in pencil,
numbered 19/30, with full margins
Image: 60.0×48.0cm Sheet: 68.0×56.0cm
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088 Backside works.
ボタないの？ black

シルクスクリーン 2020年
左下にサイン、ed.27/100
額装
53.0×41.0cm シート60.0×48.0cm
（フルマージン）
来歴：SH ART PROJECT
（東京）
（額裏にシール）

JPY 800,000 — 1,200,000

Backside works.
Botanaino? black

screenprint in colours, 2020, signed in
pencil, numbered 27/100, with full margins,
framed
Image: 53.0×41.0cm Sheet: 60.0×48.0cm
Provenance: SH ART PROJECT, Tokyo

089 Chim↑Pom from Smappa!Group
ジュリアン坊や

セラミック、写真
（ポジフィルム）
、USB 2018年
背面と証明書にサイン、ed.15/50
「NADiff a/p/a/r/t」
証明書
H.38.5×W.15.0×D.15.0cm

Chim↑Pom from Smappa!Group
Juliaanske

ceramic sculpture, reversal films and USB, 2018,
signed and numbered 15/50 on the back side and
the certificate, published by NADiff a/p/a/r/t,
Tokyo, sold with a certificate by NADiff a/p/a/r/t
H.38.5×W.15.0×D.15.0cm

JPY 150,000 — 200,000

090 FACE
Bright Ideas
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シルクスクリーン 2022年
右下にサイン、年記 左下にed.13/125
60.0×48.0cm
（フルシート）

FACE

Bright Ideas

screenprint in colours, 2022, signed and dated in
pencil, numbered 13/125, the full sheet
Sheet: 60.0×48.0cm

JPY 100,000 — 150,000

091 FACE
The Naked Director

シルクスクリーン 2021年
右下にサイン、年記 左下にed.13/125
45.0×57.0cm シート51.0×63.0cm
（フルマージン）

FACE

The Naked Director

screenprint in colours, 2021, signed and dated
in pencil, numbered 13/125, with full marigns
Image: 45.0×57.0cm Sheet: 51.0×63.0cm

JPY 100,000 — 150,000

092 Teiji Hayama
BB

ジクレープリント 2021年
右下にサイン 左下にed.30/35
53.6×45.8cm シート66.7×55.8cm
来歴：GR Gallery
（ニューヨーク）

Teiji Hayama
BB

giclée print in colours, 2021, on Hahnemühle, signed
in pencil, numbered 30/35
Image: 53.6×45.8cm Sheet: 66.7×55.8cm
Provenance: GR Gallery, New York

JPY 100,000 — 150,000
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093 天野 タケル
Venus/ Venus
（Pink）/ Venus with Cat
（Yellow）

シルクスクリーン3点セット 2021年
内1点の左下にサイン
各右下にed.69/75、74/160、207/340
内2点は発売時の専用梱包ケース/ 手袋付
内1点
「Flexx Lex」
証明書/ 他2点
「APPortfolio」
証明書
（各サイン、ed.入）
41.4×53.3cm シート50.0×60.0cm/
54.0×44.0cm シート60.0×50.0cm/
54.0×54.0cm シート60.0×60.0cm
（各フルマージン）

JPY 250,000 — 350,000【3点セット】

Takeru Amano

Venus/ Venus (Pink)/ Venus with Cat (Yellow)

a set of three screenprints in colours, 2021, 'Venus' on 250
gsm Somerset Satin, one signed in pencil, numbered 69/75,
74/160 and 207/340 respectively, one published by Flexx Lex,
Norwich, with their blindstamp and the others by APPortfolio,
Hong Kong, all with full margins, sold with signed certificates
one by Flexx Lex and the others by APPortfolio, two come
with an original packing and a pair of gloves
Image: 41.4×53.3cm Sheet: 50.0×60.0cm/
Image: 54.0×44.0cm Sheet: 60.0×50.0cm/
Image: 54.0×54.0cm Sheet: 60.0×60.0cm
[set of 3]

094 コムロタカヒロ
Eternal Youth Boy/ Eternal Youth Girl

シルクスクリーン2点セット 2021年
各右下にサイン、年記 各左下にed.58/150、64/150
各79.0×54.5cm
（フルシート）

JPY 200,000 — 300,000【2点セット】

Takahiro Komuro

Eternal Youth Boy/ Eternal Youth Girl

a set of two screenprints in colours, 2021, each signed and
dated in pencil, numbered 58/150 and 64/150 respectively,
the full sheets
Sheet: 79.0×54.5cm (each)
[set of 2]
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095 MADSAKI
Hello Hello Hello How Low
（hommage to Nirvana 1991）_P

アーカイバルピグメントプリント、シルクスクリーン
2021年 右下にサイン、年記、ed.44/100
56.7×75.4cm シート66.7×85.0cm
（フルマージン）

JPY 100,000 — 150,000

MADSAKI

Hello Hello Hello How Low
(hommage to Nirvana 1991)_P

archival pigment print and screenprints in colours, 2021,
signed and dated in pencil, numbered 44/100, with full
margins
Image: 56.7×75.4cm Sheet: 66.7×85.0cm

096 花井 祐介
THROW STONES

木製パネル・シルクスクリーン
作品裏にサイン、ed.26/125
「AllRightsReserved」
証明書
φ60.0cm

JPY 1,000,000 — 1,500,000

Yusuke Hanai

THROW STONES

screenprint in colours on wood panel, signed in ink,
numbered 26/125, sold with a certificate by
AllRightsReserved
φ60.0cm

097 NIKKI
Closed eyes/ Right eye/ Left eye

アーカイバルピグメントプリント3点セット 2021年
証明書にサイン、ed.71/88
「FNG-ART」
証明書
各70.0×70.0cm 各シート81.0×80.3cm
（フルマージン）
来歴：FNG-ART
（公州、韓国）

NIKKI

Closed eyes/ Right eye/ Left eye
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a set of three archival pigment prints in colours, 2021,
signed and numbered 71/88 in ink on the certificate,
printed by ARTN Edition, Paju, South Korea, all with
full margins, sold with a certificate by FNG-ART
Image: 70.0×70.0cm (each)
Sheet: 81.0×80.3cm (each)
Provenance: FNG-ART, Gongju, South Korea
[set of 3]

JPY 300,000 — 500,000【3点セット】

098 橋爪 悠也
eye water 3D ART

ポリストーン 2022年
背面にサイン、ed.
ed.90
オリジナルボックス付
H.25.0×W.11.9×D.13.5cm

Yuya Hashizume
eye water 3D ART

polystone, 2022, signed and numbered on the back
side, from the edition of 90, contained in an original
box
H.25.0×W.11.9×D.13.5cm

JPY 300,000 — 400,000

099 橋爪 悠也
eyewater - ver.Riders -

キャンバス・ジクレー 2020年
キャンバス側面にサイン、ed.5/20 スリーブに年記
72.7×60.6cm
（20号）
来歴：GALLERY KOGURE
（東京）

Yuya Hashizume

eyewater - ver.Riders -

giclée on canvas, 2020, signed and dated in ink,
numbered 5/20
72.7×60.6cm
Provenance: GALLERY KOGURE, Tokyo

JPY 200,000 — 300,000
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100 橋爪 悠也
eyewater - ver.Kimono -

キャンバス・ジクレー 2020年
キャンバス側面にサイン、ed.2/20 スリーブに年記
72.7×60.6cm
（20号）
来歴：GALLERY KOGURE
（東京）

Yuya Hashizume

eyewater - ver.Kimono -

giclée on canvas, 2020, signed and dated in ink,
numbered 2/20
72.7×60.6cm
Provenance: GALLERY KOGURE, Tokyo

JPY 200,000 — 300,000

【久保 帯人：1977-】

週刊少年ジャンプで活躍する漫画家。代表作に
「BLEACH」
（2001-2016年連載）
。

「マンガを、受け継がれていくべきアートに」
というヴィジョンのもと、集英社が立ち上げたプロジェクト
「マンガアートヘリテージ The Millennium」
より発表された作品。
週刊少年ジャンプ2010年38号のカラー口絵として描かれた本作品は、
「BLEACH」
の主人公である
黒崎一護が学生服から異形へと姿を変えていく様が躍動感をもって表現されている。
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101 久保 帯人
BLEACH/ 黒衣少年図

コロタイプ 2021年
左下にサイン、ed.4/20 証明書にもサイン
オリジナルケース付
「集英社」
証明書
42.0×90.0cm シート58.0×92.5cm
（フルマージン）

JPY 1,200,000 — 1,800,000

Tite Kubo

BLEACH/ Boy in Black Clothes

collotype in colours, 2021, on Mino washi (specially
handmade for Shueisha Manga-Art Heritage), signed in
pencil, numbered 4/20, published by Shueisha, Tokyo, with
full margins, contained in an original case, sold with a
certificate by Shueisha
Image: 42.0×90.0cm Sheet: 58.0×92.5cm

102 ジェームズ・ジーン
The Editor/ Chrysanthemum

木版2点セット 内1点に拓刷り
2020/ 2021年
各右下と証明書にサイン
左下と奥付にed.96/100、99/120
各作家証明書
31.5×24.0cm シート37.7×27.3cm/
27.0×36.0cm シート30.1×40.0cm

JPY 250,000 — 350,000【2点セット】

103 仲 衿香
35.699281,139.771200

キャンバス・2.5dマチエールプリント 2022年
キャンバス側面にサイン、ed.46/80
「SH GALLERY」
証明書
25.0×25.0cm

Erika Naka

35.699281,139.771200

2.5d Matiere print on canvas, 2022, signed
(on the side), numbered 46/80, sold with
a certificate by SH GALLERY
25.0×25.0cm

JPY 200,000 — 250,000

【仲 衿香：1994-】
企業ロゴや身近なアイコンをモチーフに、厚塗りのアクリル絵具で
独特なマチエールを生み出す作家。本作品のタイトルは位置座標
であり、その地点に実在する道路標識が作品に表現されている。

James Jean

The Editor/ Chrysanthemum

a set of two woodcuts in colours, one with Takuzuri
Rubbing, 2020/ 2021, on Echizen Kizuki Hosho, each
signed in pencil, signed again on the certificate and
numbered on the justification, numbered 96/100 and
99/120 (there were also 10 A.P. and 15 A.P. respectively),
published by Adachi Woodcut Prints, Tokyo, with their
blindstamp, each sold with a certificate by the artist
Image: 31.5×24.0cm Sheet: 37.7×27.3cm/
Image: 27.0×36.0cm Sheet: 30.1×40.0cm
[set of 2]
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104 松山 智一
Still Growin' up

デジタルプリント 2017年
右下にサイン 左下にed.28/30
32.5×63.5cm シート34.5×65.5cm

Tomokazu Matsuyama
Still Growin' up

digital print in colours, 2017, signed in pencil,
numbered 28/30, published by Hong Kong Contemporary
Art Foundation, Hong Kong, with their blindstamp
Image: 32.5×63.5cm Sheet: 34.5×65.5cm

JPY 300,000 — 400,000
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105 松山 智一
People Everyday Was My Mind
デジタルプリント2点セット 2017年
各右下にサイン 各左下にed.28/70
各φ18.5cm 各シート30.0×21.0cm

JPY 300,000 — 400,000【2点セット】

Tomokazu Matsuyama

People Everyday Was My Mind

a set of two digital prints in colours, 2017, each signed in
pencil, each numbered 28/70, published by Hong Kong
Contemporary Art Foundation, Hong Kong, with their
blindstamp
Image: φ18.5cm (each) Sheet: 30.0×21.0cm (each)
[set of 2]

106 松山 智一
Falling Passage

デジタルプリント 2017年
右下にed.42/250
42.5×29.1cm シート48.2×32.9cm
（フルマージン）

Tomokazu Matsuyama
Falling Passage

digital print in colours, 2017, on Hahnemühle,
numbered 42/250, published by The Heliotrope
Foundation, with their blindstamp, with full margins
Image: 42.5×29.1cm Sheet: 48.2×32.9cm

JPY 100,000 — 150,000
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107 ジェニーヴェ・フィギス
Adam & Eve

ジクレープリント 2019年
右下にサイン、年記、ed.61/150
67.6×54.2cm シート69.9×56.5cm
（フルマージン）

Genieve Figgis
Adam & Eve

giclée print in colours, 2019, on Hahnemühle,
signed and dated in pencil, numbered 61/150,
with full margins
Image: 67.6×54.2cm Sheet: 69.9×56.5cm

JPY 250,000 — 350,000

【Genieve Figgis：1972-(アイルランド)】
ダブリン生まれ。リチャード・プリンスに見出され、世界中で人気を
博した。本作では、オランダのマニエリスム画家ヨアヒム・ウテワール
の同題作品をモチーフにしながら、猟奇的なまでに抽象化を施している。

108 長場 雄
Agent

シルクスクリーン
右下にサイン 左下にed.5/50
63.0×53.0cm シート72.7×56.2cm
（フルマージン）

Yu Nagaba
Agent

screenprint, signed in pencil, numbered 5/50,
with full margins
Image: 63.0×53.0cm Sheet: 72.7×56.2cm

JPY 150,000 — 200,000

109 ジョージ・ロドリーゲ
Blue Dog

シルクスクリーン
左下にサイン、ed.58/125 額裏にサイン、献辞、ドローイング
額装
58.8×72.9cm シート66.2×78.6cm
（フルマージン）

George Rodrigue
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Blue Dog

screenprint in colours, signed in ink, signed and dedicated
with another drawing (on the back of the frame), numbered
58/125, with full margins, framed
Image: 58.8×72.9cm Sheet: 66.2×78.6cm

JPY 100,000 — 150,000

110 ハビア・カジェハ
Heads
（ver.2）

フィギュア
（PVC、ガラス） 2022年
オリジナルボックス/ 発売時の専用梱包ケース/ 手袋付
「ZHEN.」
証明書
H.30.0×W.11.6×D.12.0cm

Javier Calleja
Heads (ver.2)

figure (PVC, glass), 2022, sold with a certificate by
ZHEN., comes with an original box and packing by
ZHEN., also with a pair of gloves
H.30.0×W.11.6×D.12.0cm

JPY 200,000 — 250,000

111 バンクシー
Walled Off Hotel
（Box Set）

ミックストメディア
（ジクレー、彩色された壁の破片、ホワイトフレーム）
2017年
額装#
（作家が選んだIKEAのフレーム）
「THE WALLED OFF HOTEL」
インボイス付
H.25.5×W.25.5×D.4.5cm

Banksy

Walled Off Hotel (Box Set)

giclée print with a piece of coloured wall in a
white frame selected by the artist, 2017,
framed#, sold with an invoice issued by THE
WALLED OFF HOTEL
H.25.5×W.25.5×D.4.5cm

JPY 100,000 — 150,000
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112 ダニエル・アーシャム
Hollow Figure

レジンキャスト 2018年
ボックスにed.474/500
オリジナルボックス/ 手袋付
H.28.2×W.31.9×D.31.5cm

Daniel Arsham
Hollow Figure

cast resin, 2018, numbered 474/500 on the
original box, comes with an original box and
a pair of gloves
H.28.2×W.31.9×D.31.5cm

JPY 200,000 — 300,000

113 ダニエル・アーシャム
Blue Crystalized Pikachu

合成樹脂、酸化アルミニウム 2020年
ボックスにed.238/500
オリジナルボックス/ 手袋付
H.33.0×W.21.5×D.15.0cm

Daniel Arsham

Blue Crystalized Pikachu

cast resin and aluminium oxide, 2020,
numbered 238/500 on the box, comes
with an original box and a pair of gloves
H.33.0×W.21.5×D.15.0cm

JPY 300,000 — 500,000

114 マイケル・ケーガン
CERNAN
（Black/ White/ Blue）

レジン製フィギュア3点セット 2020年
各証明書にサイン、ed.10/100、54/100、7/100
各オリジナルボックス付
各
「Garey III」
証明書
各H.27.9×W.12.7×D.10.1cm

JPY 600,000 — 800,000【3点セット】

Michael Kagan

CERNAN (Black/ White/ Blue)

a set of three poly-resins, 2020, each signed in ink on
the certificate, numbered 10/100, 54/100 and 7/100
respectively (there were also 20 A.P.), published by
Garey III, Los Angeles, each contained in an original
box, each sold with a certificate by Garey III
H.27.9×W.12.7×D.10.1cm (each)
[set of 3]
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116 大森 暁生
Dragon in the Frame

115 小泉 悟
with

樹脂 2020年 証明書にed.130/300
オリジナルボックス/ 手袋付
「APPortfolio」
証明書
H.44.0×W.15.5×D.12.0cm
（台座含む）
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Satoru Koizumi
with

resin, 2020, numbered 130/300 on the certificate,
published by APPortfolio, Hong Kong, sold with a
certificate by APPortfolio, comes with an original
box and a pair of gloves
H.44.0×W.15.5×D.12.0cm
(including the pedestal)

ミックストメディア（ブロンズ、ステンレス、漆、アガチス）
2011年 作品裏にサイン、年記、ed.19/50
「D.B. Factory Sculpture Products」
保証書
（サイン、タイトル、年記、ed.付）
H.35.0×W.60.0×D.8.5cm

Akio Ohmori

Dragon in the Frame

mixed media (bronze, stainless steel, lacquer, agathis),
2011, signed and dated in ink on the reverese,
numbered 19/50 (there were also 10 A.P.), framed, sold
with a guarantee from D.B.Factory Sculpture Products
with signature, title, date and edition number by the
artist
H.35.0×W.60.0×D.8.5cm

JPY 150,000 — 200,000

JPY 150,000 — 200,000

117 瀧下和之×北村和義
色絵金彩 鬼に金棒。

磁器
（九谷焼）
底部に各作家のサイン、ed.4/8
共箱
H.22.0×W.14.3×D.10.2cm

Kazuyuki Takishita×Kazuyoshi Kitamura

Oni-ni-kanabo

porcelain with overglaze enamel and gold, signed by both artists on the
underside, numbered 4/8, contained in the certificate wooden case with
title and both artists' signatures and seals
H.22.0×W.14.3×D.10.2cm

JPY 400,000 — 600,000
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【Roby Dwi Antono：1990（インドネシア）
】
ロウブロウやスーパーフラット、アニメ文化に影響を受けながら、伝統的な西洋美術の要素を作品に取り込む作家。
大きな潤んだ瞳をもつキャラクターをメインモチーフの一つとする。その表情にあるのは哀しみか、怒りか、無か。
見る者の感情に訴えかける力がこの4連作には潜んでいる。

118 ロビィ・ドゥウィ・アントノ
BULAN/ CLARA/ KINASIH/ OKTA

シルクスクリーン、UV硬化インク4点セット 2022年
各下部と証明書にサイン、ed.
各ed.200
各
「AVANT ARTE」
証明書
各45.0×39.0cm 各シート50.0×44.0cm
（フルマージン）

JPY 400,000 — 600,000【4点セット】

Roby Dwi Antono

BULAN/ CLARA/ KINASIH/ OKTA

a set of four screenprints in UV curable inks, 2022,
on Somerset, each signed and numbered in pencil,
from the edition of 200, published by AVANT ARTE,
Amsterdam, all with full margins, each sold with
a certificate by AVANT ARTE
Image: 45.0×39.0cm (each) Sheet: 50.0×44.0cm (each)
[set of 4]

119 下田 ひかり

Hikari Shimoda

Angel Who Wants to Die #1/ Flower Child

死にたい天使#1/ Flower Child

ジクレープリント2点セット 2021年
各右下にサイン 各左下にed.18/200、160/300
「Eye On Walls」
証明書
（'Flower Child'）
81.2×64.9cm シート86.3×70.0cm/
58.8×40.7cm シート64.1×48.2cm
（各フルマージン）
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JPY 100,000 — 150,000【2点セット】

a set of two giclée prints in colours, 2021, 'Angel Who
Wants to Die #1' on Kakita, each signed in pencil,
numbered 18/200 and 160/300 respectively, both with full
margins, 'Flower Child' sold with a certificate by Eye On
Walls
Image: 81.2×64.9cm Sheet: 86.3×70.0cm/
Image: 58.8×40.7cm Sheet: 64.1×48.2cm
[set of 2]

120 山本 麻友香
Little White Bear Boy

リトグラフ 2021年
下部にサイン、タイトル、ed.
ed.75
45.8×33.2cm シート56.0×43.3cm
（フルマージン）
来歴：Corey Helford Gallery
（ロサンゼルス）

Mayuka Yamamoto
Little White Bear Boy

lithograph in colours, 2021, signed, titled and numbered
in pencil, from the edition of 75, published by Corey
Helford Gallery, Los Angeles, with full margins
Image: 45.8×33.2cm Sheet: 56.0×43.3cm

JPY 300,000 — 400,000
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121 鄭 相和
自然

Chung Sang-Hwa
Nature

木版 1973年
右下にサイン、年記
額裏にサイン、タイトル、年記 額装
39.1×29.5cm シート47.0×32.0cm

woodcut, 1973, signed and dated in pencil,
signed, titled and dated on the back of the frame,
framed
Image: 39.1×29.5cm
Sheet: 47.0×32.0cm

郭 仁植

Quac In-Sik

無題

紙・エンボス 1977年
左下にサイン ed.
（300）
より 額装
34.5×25.8cm
（フルシート）
「漂流物 épaves.2」
（林グラフィックプレス刊、1977年）
に
ジョセフ・ラヴの詩
「無代」
とともに収められていた作品

郭 仁植
Work 86-A

アクアチント 1986年
下部にサイン、タイトル、年記、ed.A.P. 額装
41.9×59.3cm シート57.2×76.5cm

JPY 200,000 — 300,000【3点セット】

Untitled

emboss on paper, 1977, on Arches, signed in pencil,
from the edition of 300, the full sheet, framed
Sheet: 34.5×25.8cm
The work was included in the book 'épaves.2'
(Hayashi Graphic Co.,Ltd., 1977) with a poem
by Joseph Love.

Quac In-Sik
Work 86-A

aquatint, 1986, signed, titled and dated in pencil,
inscribed A.P., framed
Image: 41.9×59.3cm
Sheet: 57.2×76.5cm
[set of 3]

122 鄭 相和
Untitled

木版3点セット 内2点1977年
各右下にサイン 内2点下部に年記、ed.1/10、6/9
各額装
38.5×34.0cm シート53.5×46.0cm/
31.0×21.0cm シート46.0×33.0cm/
21.0×16.0cm シート30.5×22.7cm
来歴：内1点 シロタ画廊
（東京）
（額裏にシール）

JPY 120,000 — 180,000【3点セット】

Chung Sang-Hwa
Untitled

a set of three woodcuts in two colours, on Japon,
each signed and two dated '77' in pencil, two
numbered 1/10 and 6/9, each framed
Image: 38.5×34.0cm Sheet: 53.5×46.0cm/
Image: 31.0×21.0cm Sheet: 46.0×33.0cm/
Image: 21.0×16.0cm Sheet: 30.5×22.7cm
Provenance: SHIROTA GALLERY, Tokyo (one of the
three)
[set of 3]
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123 篠田 桃紅
碑 Epigraph

リトグラフ
下部にサイン、タイトル、ed.5/50
額装
47.8×34.0cm シート63.1×45.7cm
来歴：名古屋画廊
（名古屋）
（額裏にシール）

Toko Shinoda
Epigraph

lithograph, signed and titled in pencil,
numbered 5/50, printed by Kihachi
Kimura, framed
Image: 47.8×34.0cm Sheet: 63.1×45.7cm
Provenance: Gallery Nagoya, Nagoya

JPY 150,000 — 200,000

124 岡崎 和郎
「Giveaway Pack 2」
他 全11種セット

ミックストメディア 1964-79年
'Giveaway Pack 2'の裏にNo.3の記述
（5部限定）
来歴：個人蔵
（日本）
参考資料：
「岡崎和郎の作品 1962-1976」
（空閑俊憲、1977年）/「岡崎和郎展」
（倉敷市立美術館、1997年）

セット内容：
「Giveaway Pack 2」
、
「電球
（ペーパーウェイト）
」
、
「ウインク・リング」12点、
「Flag」5点、
「Glasses」
、
「Lip Stand」7点、
「顔とメガネ」
顔のみ、
「Silhouette」2点、
「GARASU」
、
「サバルジャック」
、
「アクリル製メガネ」

Kazuo Okazaki

'Giveaway Pack 2' and 10 other works

mixed media, 1964-79, inscribed 'No. 3' on the reverse of 'Giveaway Pack 2' (from the edition of 5)
Provenance: Private Collection (Japan)
References: 'KAZUO OKAZAKI SELECTED WORKS 1962-1976', Toshinori Kuga, 1977/
'Kazuo Okazaki', Kurashiki City Art Museum, 1997

JPY 1,000,000 — 1,500,000
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「Giveaway Pack 2」 H.25.1×W.53.5×D.6.4cm

「Glasses」

H.4.7×W.15.8×D.10.0cm

「アクリル製メガネ」
H.4.2×W.15.1×D.13.9cm

「Flag」

「顔とメガネ」
顔
H.19.0×W.20.0×D.20.0cm

「Lip Stand」

H.19.0×W.24.0×D.3.7cm

3.4×5.8cm
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「ウインク・リング」

「GARASU」

4.0×2.2cm

「Silhouette」
H.15.0cm

H.1.2×W.22.5×D.17.5cm

「サバルジャック」
27.0×20.0cm

「電球
（ペーパーウェイト）
」
H.10.5×W.8.0×D.6.2cm

【岡崎 和郎：1930-2022】
岡山県出身。1950年代より作家活動を開始、1966年に東京画廊にて初個展を開く。
「御物補遺」
思想のもと、物の内部を希求し、身近な
ものを反転させたオブジェで知られる。
今回の出品作品は1964年から1979年にかけて制作されたマルチプル作品11種セットである。中でも
「Giveaway Pack 2」は、1968年に4部、
77年に1部再制作された、限定5部の大変貴重な作品である。交流のあった瀧口修造の指を型取って簡略化したフェルト地の矢印
'Mr. TAKIGUCHI'、知恵の棒を発展させた'Playing Puzzle'など6点のオブジェがオリジナルケースに収められており、ケースを開けると自由
な空間が広がる。
その他に、樹脂製の電球ペーパーウェイト、アクリル製の折り畳めるメガネなど、色彩豊かな愛らしいオブジェが並ぶ。

籟-RAI-

渓-KEI-
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芬-HUN-

125 白髪 一雄

＊

「白髪一雄 版画集 1990」
（版画集）

シルクスクリーン7点入の版画集 1990年
各下部にサイン、タイトル、ed.26/60 奥付にもed.
各額装#
奥付/ オリジナルケース付
各65.0×85.0cm 各シート79.0×101.0cm
（フルマージン）
来歴：佐谷画廊
（東京）
（額裏にシール）

JPY 400,000 — 600,000

布-HU-

蘊-UN-
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繁-HAN-

駿-SHUN-

Kazuo Shiraga

KAZUO SHIRAGA Portfolio 1990

the complete portfolio of seven screenprints in colours, 1990, on BFK Rives, each signed and titled in
pencil, each numbered 26/60 (there were also 20 A.P.), published by Hoshida Print Workshop, Kyoto, with
their blindstamp, all with full margins, come with the cloth-covered portfolio case and the justification,
each framed#
Image: 65.0×85.0cm (each) Sheet: 79.0×101.0cm (each)
Provenance: Satani Gallery, Tokyo

126 辰野 登恵子
May-25-91

リトグラフ 1991年
下部にサイン、年記、ed.7/30
額装#
196.0×130.0cm
（フルシート）
文献：青幻舎 P160

JPY 200,000 — 300,000

Toeko Tatsuno
May-25-91

lithograph in colours, 1991, signed and dated in
pencil, numbered 7/30, the full sheet, framed#
Sheet: 196.0×130.0cm
Literature: Seigensha P160
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127 辰野 登恵子
「Aug.-Oct. 1992」
（版画集）

エッチング、雁皮刷り6点入の版画集 1992年
各右下にサイン、年記、作品番号の記述
各左下にed.9/45
オリジナルケース付
各49.5×39.5cm 各シート72.0×57.0cm
（フルマージン）

Toeko Tatsuno
Aug.-Oct. 1992

the complete set of six etchings in colours with Chine appliqué,
1992, on Arches, each signed and dated with the number of
plate in pencil, each numbered 9/45 (there were also 5 A.P.),
published and printed by Edition Works, Tokyo, all with full
margins, contained in an original case
Image: 49.5×39.5cm (each) Sheet: 72.0×57.0cm (each)

JPY 200,000 — 300,000

128 吉原 治良
作品

シルクスクリーン 1969年
右下にサイン、年記 左下にed.31/100
額装
61.0×49.8cm シート75.7×56.0cm

Jiro Yoshihara
Work

screenprint in black and white, 1969,
on wove, signed and dated in pencil,
numbered 31/100, framed
Image: 61.0×49.8cm Sheet: 75.7×56.0cm

JPY 150,000 — 200,000
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129 吉原 治良
作品

シルクスクリーン 1971年
右下にサイン、年記 左下にed.A.P.
額装
34.5×44.2cm シート37.5×56.6cm

Jiro Yoshihara
Work

screenprint in colours, 1971, on wove,
signed and dated in pencil, inscribed A.P.,
framed
Image: 34.5×44.2cm Sheet: 37.5×56.6cm

JPY 150,000 — 200,000
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130 浜田 知明
「小さな版画集」
（版画集）

エッチング15点入の版画集 1992年
各右下にサイン 各左下にed.45/50
オリジナルケース付
11.2-18.2×7.2-16.0cm 各シート33.0×25.0cm
文献：朝日新聞社 149-163
ヒロ画廊刊

Chimei Hamada
Small Print Book

the complete portfolio of fifteen monochrome etchings,
1992, on Arches, each signed in pencil, each numbered
45/50 (the total edition was 65), published by Hiro
Gallery, Tokyo, all with full margins, contained in an
original case
Image: 11.2-18.2×7.2-16.0cm Sheet: 33.0×25.0cm (each)
Literature: Asahi 149-163

JPY 200,000 — 300,000

131 加山 又造
鹿

エッチング 1955年
右下にサイン 左下にed.H.C.
額装
23.2×33.2cm シート38.0×48.2cm
（フルマージン）
文献：版画廊 1

Matazo Kayama
Deer

etching, 1955, on Arches, signed in pencil,
inscribed H.C. (the edition was 65), published by
Fuji Bijutsu Co., Ltd., 1974, with their blindstamp,
printed by Fuji Bijutsu Print Workshop, with full
margins, framed
Image: 23.2×33.2cm Sheet: 38.0×48.2cm
Literature: Hangarou 1

JPY 150,000 — 200,000
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132 加山 又造
冬

メゾチント、ビュラン 1968年
右下にサイン 左下にed.28/35
額装
13.8×8.8cm シート37.3×26.5cm
（フルマージン）
文献：版画廊 9

Matazo Kayama
Winter

mezzotint and burin, 1968, on Arches, signed in
pencil, numbered 28/35 (there were also 5 A.P.),
published by Fuji Bijutsu Co., Ltd., 1978, with their
blindstamp, printed by Fuji Bijutsu Print Workshop,
with full margins, framed
Image: 13.8×8.8cm Sheet: 37.3×26.5cm
Literature: Hangarou 9

JPY 100,000 — 150,000

133 芹沢 銈介
「法然上人絵傳」

和紙・型染、筆彩 1941年
奥付にed.99/100
オリジナルケース/「新定 法然上人絵傳」
（昭和29年刊）
付
61.4×46.8cm

Keisuke Serizawa

Illustrated Biography of Honen Shonin

Katazome (stencil) with hand-colouring, 1941,
on Japon, numbered 99/100 on the justification,
comes with an original case and an explanatory
book 'New Illustrated Biography of Honen Shonin'
(published in 1944)
61.4×46.8cm

JPY 300,000 — 400,000
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134 ベン・ニコルソン
Turkish Sundial and Tree/ Column and Tree

エッチング2点セット 1967年
各下部にサイン、年記、ed.18/50
33.9×22.5cm シート46.5×38.0cm/
29.5×20.8cm シート42.8×32.3cm
（各フルマージン）
来歴：77 Gallery
（東京）
（'Column and Tree'）
文献：Lafranca 61、70/
Alan Cristea 135
（'Column and Tree'）

JPY 200,000 — 300,000【2点セット】

135 ジャン・デュビュッフェ
Texturologie；
「Les Phénomènes：Aires et Lieux」
より Pl.3
リトグラフ 1958年
下部にサイン、タイトル、年記、ed.E.E.
額装
46.5×28.5cm シート65.8×49.3cm
文献：Webel 637

Jean Dubuffet

Texturologie,
Pl.3 from 'Les Phénomènes: Aires et Lieux'

lithograph in colours, 1958, on BFK Rives, signed,
titled and dated in pencil, inscribed E.E. (the edition
was 45), published by the artist, Paris, printed by the
artist/ Mourlot, Paris, framed
Image: 46.5×28.5cm Sheet: 65.8×49.3cm
Literature: Webel 637
Remarks: 'Aires et Lieux' is the first album in colour
of the series 'Les Phénomènes'

JPY 100,000 — 150,000

Ben Nicholson

Turkish Sundial and Tree/ Column and Tree

a set of two etchings, 1967, each signed and dated in
pencil, each numbered 18/50, published by Ganymed
Original Editions and Marlborough Fine Art, London,
printed by François Lafranca, with his blindstamp, both
with full margins
Image: 33.9×22.5cm Sheet: 46.5×38.0cm/
Image: 29.5×20.8cm Sheet: 42.8×32.3cm
Provenance: 77 Gallery, Tokyo ('Column and Tree')
Literature: Lafranca 61, 70/
Alan Cristea 135 ('Column and Tree')
[set of 2]
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136 アントニ・タピエス
「Llull-Tàpies」
より

Antoni Tàpies
from 'Llull-Tàpies'

エッチング、カーボランダム 1985年
右下にサイン 左下にed.41/45
額装
32.0×36.5cm シート57.3×76.1cm
（フルマージン）
文献：Galfetti 1055

etching and carborundum in two colours, 1985, on Arches, signed in
pencil, numbered 41/45, published by Daniel Lelong, Paris and Charles
Taché, Barcelona, printed by J Barbarà, Barcelona, with full margins,
framed
Image: 32.0×36.5cm Sheet: 57.3×76.1cm
Literature: Galfetti 1055

L'arc

L'arc

エッチング、エンボス 1975年
右下にサイン 左下にed.19/75
額装
63.5×88.4cm
（フルシート）
文献：Galfetti 499

etching in colours with embossing, 1975, on Chiffon de Mandeure,
signed in pencil, numbered 19/75, published by Maeght Éditeur, Paris,
printed by Atelier Morsang, Paris, the full sheet, framed
Sheet: 63.5×88.4cm
Literature: Galfetti 499

Sous zéro；
「Derrière le miroir, nº234」
より

Sous zéro, from 'Derrière le miroir, nº234'

リトグラフ 1979年
右下にサイン 左下にed.57/75 額装
38.8×57.8cm シート54.0×70.5cm
（フルマージン）
文献：Galfetti 731

lithograph in colours, 1979, on Arches, signed in pencil, numbered 57/75
(there were also several H.C. and A.P.), published by Maeght Éditeur,
Paris, printed by Mourlot, Paris, with full margins, framed
Image: 38.8×57.8cm Sheet: 54.0×70.5cm
Literature: Galfetti 731

Profil

Profil

JPY 150,000 — 200,000【4点セット】

[set of 4]

リトグラフ 1987年
右下にサイン 左下にed.3/100
額装
62.5×45.5cm シート102.7×73.5cm
（フルマージン）
文献：Galfetti 1132

lithograph in colours, 1987, on BFK Rives, signed in pencil, numbered
3/100 (there were also 50 signed copies in Roman numerals), published
and printed by Erker-Presse, St. Gallen, Switzerland, with their
blindstamp, with full margins, framed
Image: 62.5×45.5cm Sheet: 102.7×73.5cm
Literature: Galfetti 1132
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137 アントニ・タピエス

Antoni Tàpies

Cercle II

Cercle II

エッチング、カーボランダム 1985年
右下にサイン 左下にed.40/99
額装
55.1×74.8cm
（フルシート）
文献：Galfetti 1018

etching in colours with carborundum, 1985, on Guarro,
signed in pencil, numbered 40/99 (there were also 15 H.C.),
published by Polígrapha Obra Gràfica SL, Barcelona,
printed by Ediciones Polígrafa, S.A., Barcelona, the full
sheet, framed
Sheet: 55.1×74.8cm
Literature: Galfetti 1018

Figura

Figura

エッチング、カーボランダム 1985年
右下にサイン 左下にed.46/99
額装#
75.0×55.0cm
（フルシート）
文献：Galfetti 1019

etching in colours with carborundum, 1985, on Guarro,
signed in pencil, numbered 46/99 (there were also 20 H.C.),
published by Ediciones Polígrafa, S.A., Barcelona, the full
sheet, framed#
Sheet: 75.0×55.0cm
Literature: Galfetti 1019

Endarrera aquesta gent!

Endarrera aquesta gent!

リトグラフ、布のコラージュ、エンボス
1977年
右下にサイン 左下にed.H.C.
額装
71.0×102.5cm
（フルシート）
来歴：ギャラリー歩歩琳堂
（神戸）
（額裏にシール）
文献：Galfetti 660

JPY 150,000 — 200,000【3点セット】

lithograph in colours with cloth collage and embossing,
1977, on Guarro, signed in pencil, inscribed H.C. (the
edition was 15), published by C.E.A.C. Fundació Miró,
Barcelona, printed by Ediciones Polígrafa, S.A., Barcelona,
the full sheet, framed
Sheet: 71.0×102.5cm
Provenance: Gallery Buburindou, Kobe
Literature: Galfetti 660
[set of 3]
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138 ルフィーノ・タマヨ
青地に手；
「Rufino Tamayo 15 aguafuertes
1979」
より/ サーカス演者/ 帽子を被った男

エッチング、エンボス3点セット
1979/ 1984/ 1975年
各右下にサイン、左下にed.82/99、78/99、55/75
内2点額装
55.5×75.8cm/ 75.0×55.0cm/ 75.3×56.7cm
（各フルシート）
文献：Pereda 260/ 314/ 175

JPY 400,000 — 500,000【3点セット】

Rufino Tamayo

Manos sobre fondo azul, from 'Rufino Tamayo 15
aguafuertes 1979'/ La Cirquera/ Hombre con sombrero

a set of three etchings in colours with embossing, 1979/
1984/ 1975, on Guarro, each signed in crayon, numbered
82/99, 78/99 and 55/75 (there were also 15 in Roman
numerals, 15 A.P. and 10 H.C respectively), all published and
printed by Ediciones Polígrafa, S.A., Barcelona, the full
sheets, two framed
Sheet: 55.5×75.8cm/ 75.0×55.0cm/ 75.3×56.7cm
Literature: Pereda 260/ 314/ 175
[set of 3]
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139 キース・ヴァン・ドンゲン
Madame X；
「Femmes」
より

セーヌ；
「パリの眺め」
より

リトグラフ 1927年
右下に版上サイン、ed.9/120
額装
33.5×19.0cm シート52.4×37.4cm
（フルマージン）
文献：Juffermans JL 14

リトグラフ 1962年
右下にサイン ed.
（180）
以外の刷りより 額装
33.0×51.0cm シート43.5×63.0cm
（フルマージン）
文献：Juffermans JL 35/ JB 21

Kees Van Dongen

La Seine, from 'Regards sur Paris'

Madame X, from 'Femmes'

lithograph in colours, 1927, signed on the stone,
numbered 9/120, published by Éditions des
quatre chemins, Paris, with full margins, framed
Image: 33.5×19.0cm Sheet: 52.4×37.4cm
Literature: Juffermans JL 14

JPY 150,000 — 200,000【2点セット】

lithograph in colours, 1962, signed in pencil, aside from the
edition of 180, published by André Sauret Éditeur, Paris, with
full margins, framed
Image: 33.0×51.0cm Sheet: 43.5×63.0cm
Literature: Juffermans JL 35/ JB 21
[set of 2]

140 セザール・バルダッチーニ
POUCE

クリスタルガラス 1989年
底部に刻サイン、ed.46/300
オリジナルケース付
「Baccarat」
証明書
H.42.2×W.22.8×D.21.1cm

JPY 800,000 — 1,200,000

César Baldaccini
POUCE

crystal glass, 1989, with the incised signature and
number on the underside, numbered 46/300,
contained in an original case, sold with a certificate by
Baccarat
H.42.2×W.22.8×D.21.1cm

141 マーク・クィン
Portraits of Landscape No.6

ピグメントプリント 2007年
裏面にサイン、年記 ed.27/59
額装#
99.0×74.3cm
（フルシート）
来歴：GALLERY TAGBOAT
（東京）
（額裏にシール）

Marc Quinn

Portraits of Landscape No.6

pigment print in colours, 2007, signed and dated in
pencil on the reverse, numbered 27/59,
the full sheet, framed#
Sheet: 99.0×74.3cm
Provenance: GALLERY TAGBOAT, Tokyo

JPY 150,000 — 200,000
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142 ジェームズ・リジィ
TOO MANY PEOPLE GOING SKING/
TOO MANY PEOPLE PLAYING GOLF

シルクスクリーン、3D 2点セット 1989年
各左下にサイン 各右下にed.A.P.
各額装
25.5×20.0-20.3cm 各シート33.7×30.5cm

JPY 150,000 — 200,000【2点セット】

James Rizzi

TOO MANY PEOPLE GOING SKING/
TOO MANY PEOPLE PLAYING GOLF

a set of two 3D screenprints in colours, 1989, each
signed in pencil and inscribed A.P., each framed
Image: 25.5×20.0-20.3cm Sheet: 33.7×30.5cm (each)
[set of 2]

143 BLIC
Sydney；
「Great Cities」
より

キャンバス・アクリル 2022年
右下にサイン
作家証明書
91.0×91.0cm
（30号）
来歴：FNG-ART
（公州、韓国）

BLIC

Sydney, from 'Great Cities'

acrylic on canvas, painted in 2022,
signed (lower right), sold with a
certificate by the artist
91.0×91.0cm
Provenance: FNG-ART, Gongju,
South Korea

JPY 500,000 — 700,000

【BLIC：1985（フィリピン）
】
大学時代にコンピュータ科学を専攻し、CGに惹かれていたBLICは友人の勧めでストリート
アートの世界に入った。普遍性と個性を両義的に内包しつつ大衆の象徴として生み出した
擬 人化された「手」を用いて数々のテーマを描く。2021年より日本・韓国・中華圏・
ヨーロッパで個展を立て続けに開催したBLICは、本作で「Great Cities」シリーズのうちの
1点としてシドニーを取り上げている。

144 上野 陽介
Drawing 2022 #49
（Happy Go Lucky）

紙・インク 2022年
左下にサイン
額装#
「thinkspace」
証明書
24.4×12.4cm
展覧会歴：
「Letters From the Other Side」
thinkspace
（ロサンゼルス）2022年6月4-25日

Yosuke Ueno

Drawing 2022 #49 (Happy Go Lucky)

ink on paper, executed in 2022,
signed (lower left), framed#,
sold with a certificate by thinkspace
24.4×12.4cm
Exhibited: 'Letters From the Other Side',
thinkspace, Los Angeles, 4-25 June 2022

JPY 250,000 — 350,000
【上野 陽介：1977-】
独学で美術を学び、16歳で地元山口県にて初個展を開催。1996年に単身渡米、以降
欧米を中心に活動する。
「ハピコ」というキャラクターを中心にポップカルチャー、ファッション
などを織り交ぜた作品を制作している。
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145 NIKKI
Untitled

パネルにキャンバス・ミックストメディア 2022年
キャンバス裏にサイン
作家証明書
100.0×100.0cm
（40号）
来歴：FNG-ART
（公州、韓国）
展覧会歴：
「AHAF 2022」
Courtyard by Marriott Taipei
Downtown
（台北）2022年4月30日-5月1日

JPY 1,800,000 — 2,500,000

NIKKI

Untitled

mixed media on canvas mounted on panel,
executed in 2022, signed (on the reverse),
sold with a certificate by the artist
100.0×100.0cm
Provenance: FNG-ART, Gongju, South Korea
Exhibited: 'AHAF 2022', Courtyard by Marriott
Taipei Downtown, Taipei, 30 April - 1 May 2022

146 NIKKI
Untitled

パネルにキャンバス・ミックストメディア 2022年
キャンバス裏にサイン
作家証明書
80.0×80.0cm
（25号）
来歴：FNG-ART
（公州、韓国）
展覧会歴：
「AHAF 2022」
Courtyard by Marriott Taipei
Downtown
（台北）2022年4月30日-5月1日

JPY 1,500,000 — 2,000,000

NIKKI

Untitled

mixed media on canvas mounted on panel,
executed in 2022, signed (on the reverse),
sold with a certificate by the artist
80.0×80.0cm
Provenance: FNG-ART, Gongju, South Korea
Exhibited: 'AHAF 2022', Courtyard by Marriott
Taipei Downtown, Taipei, 30 April - 1 May 2022

【Ryol：1993（インドネシア）
】
奈良美智から大いに影響を受けたと作家本人が明言するように、日本のアニメ文化を吸収したポップな作風。
しかしそこには、消費主義やジェンダーなど、現代社会に対する問いかけがある。
本作に描かれているのは、薄汚れた壁に無造作なハートを描く少年。彼は裸で無防備だが、きらきらと輝く瞳でこちらを見据えている。
目の前の無垢なる弱者への態度を問うているかのようである。

147 Ryol
LOVE FIGHTERS

キャンバス・スプレーペイント 2022年
右下にサイン、年記
証明書にサイン、タイトル 額装#
作家証明書
150.0×120.0cm
来歴：FNG-ART
（公州、韓国）
展覧会歴：
「AHAF 2022」Courtyard by
Marriott Taipei Downtown
（台北）
2022年4月30日-5月1日

JPY 1,500,000 — 2,000,000

Ryol

LOVE FIGHTERS

spray paint on canvas, painted in 2022,
signed and dated (lower right), signed and
titled (on the certificate), framed#, sold with
a certificate by the artist
150.0×120.0cm
Provenance: FNG-ART, Gongju, South Korea
Exhibited: 'AHAF 2022', Courtyard by
Marriott Taipei Downtown, Taipei,
30 April - 1 May 2022

148 Cosmic Cowboy
COSMIC VINCE DOWN UNDER

キャンバス・アクリル 2020年
作品下部と証明書にサイン
作家証明書
60.0×40.0cm
（12号）

Cosmic Cowboy

COSMIC VINCE DOWN UNDER

acrylic on canvas, painted in 2020, signed (lower area
and certificate), sold with a certificate by the artist
60.0×40.0cm

JPY 500,000 — 700,000
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149 橋本 ユタカ
無のための習作
（見た目は偏りを生むのか#065）

木製パネル・アクリル 2021年
作品裏にサイン、年記
「アトリエ三月」
証明書
100.0×80.3cm
（40号）
来歴：アトリエ三月
（大阪）
（作品裏にシール）

Yutaka Hashimoto

Study for NULL (Does appearance produce bias #065)
acrylic on wood panel, painted in 2021, signed and dated
(on the reverse), sold with a certificate by Atelier sangatsu
100.0×80.3cm
Provenance: Atelier sangatsu, Osaka

JPY 300,000 — 500,000

【橋本ユタカ：1979-】
「無のための習作」
は2019年より、幾つかの副題のもとで展開されている実験的なシリーズ。人間の感情を
一時的にストップさせ、その瞬間「人が意思を持たない生命に戻る瞬間を作り出す」
ことをテーマとする。
反復される筆致によって記号化されたキャラクター。果たして見た目は偏りを生むのだろうか。

150 中村 桃子
静かなからだ

紙・アクリル 2021年
右下にサイン
作品裏にサイン、年記
額裏にサイン、年記、ドローイング
額装
50.6×39.3cm

Momoko Nakamura
Quiet Body

acrylic on paper, painted in 2021,
signed in ink (lower right), signed and
dated (on the reverse), signed and dated
again with another drawing (on the back
of the frame), framed
50.6×39.3cm

JPY 100,000 — 150,000
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151 中村 桃子
消せない女

キャンバス・アクリル 2022年
右下にサイン
キャンバス裏木枠にサイン、年記
41.0×31.8cm
（6号）
来歴：ギャラリートウド
（東京）
展覧会歴：
「gallery TOWED 4周年記念展」
ギャラリートウド
（東京）2022年7月1-17日

Momoko Nakamura
Indelible Woman

acrylic on canvas, painted in 2022,
signed (lower right), signed and dated
(on the stretcher)
41.0×31.8cm
Provenance: gallery TOWED, Tokyo
Exhibited: 'gallery TOWED 4th Anniversary
Exhibition', gallery TOWED, Tokyo,
1-17 July 2022

JPY 100,000 — 150,000

152 ネイサン・パディソン
Knight Vision

キャンバス・ミックストメディア
（アクリル、オイルスティック、チャコール、
スプレーペイント） 2022年
左側にサイン
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記
作家証明書
120.0×110.0cm
来歴：FNG-ART
（公州、韓国）
展覧会歴：
「AHAF 2022」Courtyard by Marriott
Taipei Downtown（台北）2022年4月30日-5月1日

Nathan Paddison
Knight Vision

mixed media (acrylic, oil stick, charcoal and
spray paint) on canvas, executed in 2022,
signed (left side), signed, titled and dated
(on the reverse), sold with a certificate by
the artist
120.0×110.0cm
Provenance: FNG-ART, Gongju, South Korea
Exhibited: 'AHAF 2022', Courtyard by Marriott
Taipei Downtown, Taipei, 30 April - 1 May
2022

JPY 700,000 — 1,000,000
【Nathan Paddison：1983（オーストラリア）
】
薬物依存に悩んだ時期を経て、独学でアーティストとなる。アウトサイダー・アートや
抽象表現主義の流れを汲み、実験性と感受性に富んだ作品を追求。制限を嫌い、表現
の幅を拡げるべく多様な創作材料を即興的に用いる。大胆な色使いやランダムに見える
語彙をもって、自らの体験から抜き出した素材をそのままキャンバスに投影している。

153 杉田 陽平
cry? 2

キャンバス・アクリル 2007年
額裏にサイン、タイトル、年記
額装
41.0×32.0cm
（6号）

Yohei Sugita
cry? 2

acrylic on canvas, painted in 2007, signed, titled and
dated (on the back of the frame), framed
41.0×32.0cm

JPY 250,000 — 350,000
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154 下田 ひかり
痛みと傷 #2

パネルにキャンバス・アクリル、油彩、新聞紙、金箔 2021年
右下にサイン、年記
作品裏にサイン、タイトル、年記
53.0×45.5cm
（10号）
来歴：メグミオギタギャラリー（東京）
（作品裏と外箱にシール）
展覧会歴：個展
「天国にいる君へ」BOOKMARC
（東京）
2021年7月2–28日

JPY 800,000 — 1,300,000

Hikari Shimoda

Pain and Wounds #2

acrylic, oil, newspaper and gold leaf on canvas
mounted on panel, executed in 2021, signed
and dated (lower right), signed, titled and
dated (on the reverse)
53.0×45.5cm
Provenance: MEGUMI OGITA GALLERY, Tokyo
Exhibited: 'Solo Exhibition - To You In Heaven',
BOOKMARC, Tokyo, 2-28 July 2021

155 丸山 純奈
砂漠に咲く花

キャンバス・油彩 2019-21年
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記、ドローイング
額装
22.7×15.8cm
（サムホール）
展覧会歴：
「鼓動～ The beat ～」
アールグロリュー（東京）
2021年3月4-10日 同展ハガキに掲載

Junna Maruyama

Flowers Blooming in the Desert

oil on canvas, painted in 2019-21, signed, titled and
dated, with another drawing (on the reverse), framed
22.7×15.8cm
Exhibited: 'The beat', Artglorieux, Tokyo, 4-10 March
2021, illustrated on the exhibition postcard

JPY 100,000 — 150,000
【丸山 純奈：1999-】
高校時代より注目を浴び、中華圏を中心に海外コレクターから
支持を得る。しばしば女の子のキャラクターを中心に置き、花や
蝶々など様々なモチーフを駆使して色彩豊かな世界を呈しつつ、
どことなく異質な雰囲気を醸し出している。

121

156 オートモアイ
Discovering My True Identity as a Large Dog
in My Dreams

紙・インク 2021年
作品裏にサイン、年記 証明書にもサイン 額装
「EVERYDAY MOOONDAY」
証明書
21.0×29.7cm

AUTO MOAI

157 マーク・ドリュー
East West

紙・コラージュ 2012年 右下にサイン、年記
作品裏にサイン、'MAKINGENDS.COM'の記述 額装
29.8×23.7cm

Discovering My True Identity as a Large Dog in My
Dreams

Mark Drew

JPY 150,000 — 250,000

JPY 100,000 — 150,000

ink on paper, painted in 2021, signed and dated
(on the reverse), signed again (on the certificate),
framed, sold with a certificate by EVERYDAY MOOONDAY
21.0×29.7cm

East West

collage on paper, executed in 2012, signed and
dated (lower right), signed and inscribed
'MAKINGENDS.COM' (on the reverse), framed
29.8×23.7cm
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158 ロッカク アヤコ
作品

段ボール・アクリル 2008年
左下に作家スタンプ
作品裏にサイン、年記
40.4×21.2cm
来歴：Gallery Delaive
（アムステルダム）/ 個人蔵
（オランダ）

JPY 3,000,000 — 5,000,000

Ayako Rokkaku
Work

acrylic on cardboard, painted in 2008,
with the artist's stamp (lower left), signed
and dated (on the reverse)
40.4×21.2cm
Provenance: Gallery Delaive, Amsterdam/
Private Collection, Netherlands

159 ミヤケマイ
引っ越しました

紙本・ミックストメディア
下部に印 箱内シールにタイトル 軸装
アタッチメントの動作確認済
118.0×19.0cm
展覧会歴：
「ミヤケマイ 八百萬展」
壺中居
（東京）2011年1月17-22日
発光するアタッチメント
（ライト）
を作品裏から
照らすことで、仏様の後光を表現している。

Mai Miyake

Heaven Above Earth Below

mixed media on paper, sealed (lower centre),
titled (on the label affixed to the box), scrolled
118.0×19.0cm
Exhibited: 'Auspicious - Mai Miyake Exposition',
Gallery Kochukyo, Tokyo, 17-22 January 2011
The halo of buddha is depicted by a light attached
on the back (operation confirmed).

JPY 200,000 — 300,000
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160 小野川 直樹
spark

折り紙、ミクストメディア
（紙、ワイヤー、木）
2018年
台座裏にサイン、年記
桐箱付
H.55.0×W.37.0×D.37.0cm

Naoki Onogawa
spark

origami and mixed media (paper, wire, wood), executed in
2018, signed and dated (on the underside), comes with a
wooden box
H.55.0×W.37.0×D.37.0cm

JPY 250,000 — 350,000

【小野川 直樹：1991-】
1㎝四方の紙を手折りした極小の折り鶴を用いて造形を制作。
学生時代に経験した東日本大震災をきっかけに、折り鶴を
用いた作品を制作し始める。
「祈り」を託すように作られた作品
には繊細さと共に神秘的な雰囲気が漂う。

161 飯田 美穂
窓に窓

窓ガラス・油彩 2020年 右下にサイン 窓枠付
「FINCH ARTS」
証明書
39.0×33.7cm
来歴：FINCH ARTS
（京都）
展覧会歴：個展
「□
（1×1/2×2）, they-1」
FINCH ARTS
（京都）2020年5月8-24日

Miho Iida
124

window on window, Re:Pierre Bonnard

oil on glass in window frame, painted in 2020,
signed (lower right),
sold with a certificate by FINCH ARTS
39.0×33.7cm
Provenance: FINCH ARTS, Kyoto
Exhibited: 'Solo Exhibition -□(1×1/2×2),they-1',
FINCH ARTS, Kyoto, 8-24 May 2020

JPY 100,000 — 150,000

163 Ryol
RYL-67

紙・クレヨン 2021年
証明書にサイン
「Official RYOL Studio」
証明書
21.0×14.8cm

Ryol

RYL-67

crayon on paper, executed in 2021,
signed (on the certificate), sold with
a certificate by Official RYOL Studio
21.0×14.8cm

JPY 100,000 — 150,000

162 飯田 美穂
Image, Redon-the birth of Venus

脱色した麻布・アクリルグワッシュ、膠 2022年
作品裏にサインと年記
44.9×49.8cm
展覧会歴：
「MEET YOUR ART FESTIVAL 2022 'New Soil'」
恵比寿ガーデンプレイス
（東京）2022年5月13-15日

Miho Iida

Image, Redon-the birth of Venus

acrylic gouache and rabbit skin glue on bleached
canvas, executed in 2022, signed and dated
(on the reverse)
44.9×49.8cm
Exhibited: 'MEET YOUR ART FESTIVAL 2022 -New
Soil-', Yebisu Garden Place, Tokyo, 13-15 May 2022

JPY 150,000 — 200,000

164 細川 真希
手紙を書く女のように

キャンバス・アクリル 2019年
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記、
'No.1931'の記述、ドローイング
91.0×91.0cm
（30号）
来歴：ギャラリーセラー（東京）
（キャンバス裏木枠と外箱にシール）

JPY 2,500,000 — 3,500,000

Maki Hosokawa

"A Lady Writing a Letter" like

acrylic on canvas, painted in 2019,
signed, titled, dated and inscribed
'No.1931', with another drawing
(on the reverse)
91.0×91.0cm
Provenance: Gallery Cellar, Tokyo

【大川 心平：1983-】
浮かんでは消える様々なイメージを即興的にキャンバスに表現する作家。自身の記憶、名画、アニメ、
生物や既製品。混沌とした中で定着するイメージの集積は、キャンバスというごく限られた空間の
中に多層的に広がり、緻密な細部で構成された夢幻的なその世界は、見る者の心を惹きつける。

165 大川 心平
白馬絵画劇場

キャンバス・油彩 2015年
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記
61.0×72.5cm
（20号）
来歴：NICHE GALLERY
（東京）
（キャンバス裏にシール）

Shinpei Okawa

White Horse Painting Theatre

oil on canvas, painted in 2015, signed,
titled and dated (on the reverse)
61.0×72.5cm
Provenance: NICHE GALLERY, Tokyo

JPY 150,000 — 200,000
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166 大川 心平
林檎の樹は知っている/ ようこそ私

キャンバス・油彩2点セット 2018/ 2020年
各キャンバス裏にサイン、タイトル、年記
額装#/ 額装
60.6×72.6cm（20号）/
53.0×45.3cm
（10号）
来歴：NICHE GALLERY
（東京）
（各キャンバス裏にシール）

JPY 200,000 — 300,000【2点セット】

Shinpei Okawa

The Apple Tree Knows/ Welcome Me

a set of two oils on canvas, painted in
2018/ 2020, each signed, titled and
dated (on the reverse), framed#/ framed
60.6×72.6cm/ 53.0×45.3cm
Provenance: NICHE GALLERY, Tokyo

167 MAW
BaikeL

キャンバス・アクリル 2021年 キャンバス裏にサイン、年記
33.3×33.3cm
（S4号）
展覧会歴：
「TOKYO NIGHTS VOL.2」
BLOCK HOUSE
（東京）2021年10月1-10日

MAW

BaikeL

acrylic on canvas, painted in 2021,
signed and dated (on the reverse)
33.3×33.3cm
Exhibited: 'TOKYO NIGHTS VOL.2', BLOCK HOUSE,
Tokyo, 1-10 October 2021

JPY 100,000 — 150,000
【MAW】
ストリートで注目されるアーティスト。今年10月に第5回を開催したグループ
ショー「TOKYO NIGHTS」には初回から出展。アイコニックな「MikeL」
というキャラクターで知られる。
本 作「 B a i k e L」は「ザ・シンプソンズ」のバート君（ B a r t ）を思わ せる
いたずらな表 情が印象的。
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168 梁 熙
Faithful nymphs I

キャンバス・ミックストメディア
（デジタルプリント、アクリル、オーガンジー） 2009年
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記 額装
91.0×72.5cm
（30号）
来歴：Gallery Q
（東京）
（キャンバス裏にシール）

Yang Hee

Faithful nymphs I

mixed media (digital print, acrylic and organdy) on
canvas, executed in 2009, signed, titled and dated
(on the reverse), framed
91.0×72.5cm
Provenance: Gallery Q, Tokyo

JPY 100,000 — 150,000

169 小西 紀行
無題

紙・油彩 2008年 証明書にサイン、年記 額装#
「ARATANIURANO」
証明書
43.0×34.0cm
来歴：ARATANIURANO
（東京）
（額裏にシール）

Toshiyuki Konishi
Untitled

oil on paper, painted in 2008, signed and dated
(on the certificate), framed#, sold with a
certificate by ARATANIURANO
43.0×34.0cm
Provenance: ARATANIURANO, Tokyo

JPY 200,000 — 300,000

170 香月 美菜
0：43：51

パネルに麻布・アクリル、顔料 2020年
作品裏にサイン、タイトル、年記
作家証明書
60.6×50.0cm
来歴：The Anzai Gallery
（東京）
（作品裏にシール）

Mina Katsuki
0:43:51

acrylic and pigment on linen mounted on panel,
executed in 2020, signed, titled and dated (on
the reverse), sold with a certificate by the artist
60.6×50.0cm
Provenance: The Anzai Gallery, Tokyo

JPY 250,000 — 350,000

【香月 美菜：1989-】
日本美術の粋を美に対する簡潔さに見出し、徹底したミニマル作品を
発表する作家。
青だけで250色以上を作り出す彼女は、絵具そのものをモチーフとし、
それをワンストロークのみ施した
「ただ絵具が在る」
状態を理想とする。
生活に寄り添う、小さな祈りの対象としてのアートでありたいと願い
生み出される作品は現在アジア各国で注目度を高めている。
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171 デニス・ホリングスワース
"A Month of Paintings" WOP 01-07

紙・油彩 2007年
作品裏にサイン、タイトル
額装#
76.0×38.0cm
来歴：小山登美夫ギャラリー（東京）
（額裏にシール）

Dennis Hollingsworth

"A Month of Paintings" WOP 01-07

oil on paper, painted in 2007, signed and titled
(on the reverse), framed#
76.0×38.0cm
Provenance: Tomio Koyama Gallery, Tokyo

JPY 100,000 — 150,000

【Dennis Hollingsworth：1956（スペイン）
】
縦横に走る厚塗りの絵具とその色彩により形成された作品が特徴
の作家。盛る、伸ばす、削るといった多様で奔放なテクスチュア
からは作家の造形行為に対する喜びが溢れる。

172 今津 景
アーカイブ

キャンバス・油彩 2009年
キャンバススリーブにサイン、タイトル、年記
89.0×145.0cm
（80号）

Kei Imazu
Archive

oil on canvas, painted in 2009, signed,
titled and dated (on the canvas sleeve)
89.0×145.0cm

JPY 700,000 — 1,000,000
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173 今津 景
Melt City

キャンバス・油彩 2008年
キャンバススリーブにサイン、タイトル、年記
130.5×162.0cm
（100号）

JPY 1,000,000 — 1,500,000

Kei Imazu
Melt City

oil on canvas, painted in 2008, signed,
titled and dated (on the canvas sleeve)
130.5×162.0cm

174 今津 景
Midnight Dream

キャンバス・油彩 2008年
キャンバススリーブにサイン、タイトル、年記
112.0×145.5cm
（80号）

Kei Imazu

Midnight Dream

oil on canvas, painted in 2008, signed,
titled and dated (on the canvas sleeve)
112.0×145.5cm

JPY 700,000 — 1,000,000
131

175 今津 景
New Year Festival

キャンバス・油彩 2008年
キャンバススリーブにサイン、タイトル、年記
89.5×145.5cm
（80号）

JPY 700,000 — 1,000,000

Kei Imazu

New Year Festival

oil on canvas, painted in 2008, signed,
titled and dated (on the canvas sleeve)
89.5×145.5cm

176 加納 光於
形象
（エイコーン）
を押しのけて VIII

キャンバス・油彩 2001年
額装#
91.0×72.7cm
（30号）
展覧会歴：
「形象＜エイコーン＞を押しのけて」
ギャルリー東京ユマニテ
（東京）2001年11月5-24日

Mitsuo Kano

Pushes away the figure Acorn VIII

oil on canvas, painted in 2001, framed#
91.0×72.7cm
Exhibited: 'KANO mitsuo New Works 2001
oil on canvas', Galerie Tokyo Humanité,
Tokyo, 5-24 November 2001

JPY 400,000 — 600,000
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177 浅野 弥衛
Untitled

キャンバス・油彩 1977年
右下にサイン
キャンバス裏にサイン、年記
額装
遺族照会確認済
27.2×19.3cm
（3号）
来歴：Kohji Ogura Gallery
（名古屋）
（キャンバス裏木枠にシール）

Yae Asano
Untitled

oil on canvas, painted in 1977, signed (lower
right), signed and dated (on the reverse),
framed
The authenticity of this work has been
kindly confirmed by the daughter of the artist.
27.2×19.3cm
Provenance: Kohji Ogura Gallery, Nagoya

JPY 250,000 — 350,000

178 小野木 学
風景Ⅰ

キャンバス・アクリル
右下にサイン
額装
32.0×41.0cm
（6号）
来歴：第七画廊
（東京）
（キャンバス裏木枠にシール）

Gaku Onogi
Landscape I

acrylic on canvas, signed (lower right),
framed
32.0×41.0cm
Provenance: Gallery Dainana, Tokyo

JPY 250,000 — 350,000
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179 浜田 浄
15-D-5

パネルに貼付したキャンバスに紙・油彩、版画絵具
2004年
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記
56.0×38.0cm
（10号）
来歴：kaneko art gallery
（横浜）
（外箱にシール）/
ボヘミアンズ・ギャラリー（東京）

Kiyoshi Hamada
15-D-5

oil and lithography ink on paper laid down on
canvas mounted on panel, executed in 2004,
signed, titled and dated (on the reverse)
56.0×38.0cm
Provenance: kaneko art gallery, Yokohama/
Bohemian's Gallery, Tokyo

JPY 350,000 — 450,000

180 今井 俊満
作品

キャンバス・油彩 1981-90年
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記、
'パリ、ポンピドゥーセンターのアトリヱで制作’の記述
額装
130.0×162.0cm
（100号）
来歴：個人蔵
（東京）

JPY 4,000,000 — 6,000,000

Toshimitsu Imai
Work

oil on canvas, painted in 1981-90, signed,
titled, dated and inscribed 'executed in the
atelier at Centre Pompidou, Paris' (on the
reverse), framed
130.0×162.0cm
Provenance: Private Collection, Tokyo

181 河原 温
「I Got Up」
シリーズより

ポストカード・スタンプ 1978年
8.9×14.0cm
その日の起床時間のみを記した絵葉書を
1960年代後半から約10年間にわたって送り続けた
一連の作品より

On Kawara

from 'I Got Up'

stamp on postcard, executed in 1978
8.9×14.0cm

JPY 500,000 — 800,000
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182 桑原 盛行
作品

トレーシングペーパー・アクリル 1968年
左下にサイン、年記
右下にイニシャルサイン、年記
額装
63.2×62.5cm

Moriyuki Kuwabara
Work

acrylic on tracing paper, executed in 1968,
signed and dated (lower left), signed with
initials and dated (lower right), framed
63.2×62.5cm

JPY 200,000 — 300,000

183 伊藤 隆康
無限空間/ 無限空間
（変形）/ 無題
（石膏レリーフ、卵）

キャンバス・石膏3点セット 1960年代
'無限空間
（変形）'の作品裏にサイン
各
「伊藤竜太」
証明書
H.15.2×W.15.2×D.3.0-4.5cm

Takayasu Ito

Infinity Space/ Infinity Space (deformation)/
Untitled (plaster relief, egg)

a set of three plasters on canvas, conceived in 1960s,
one signed (on the reverse), each sold with a certificate
by Ryuta Ito
H.15.2×W.15.2×D.3.0-4.5cm
[set of 3]

JPY 100,000 — 150,000【3点セット】

184 伊藤 隆康
無限空間

パネルに貼付したキャンバスに石膏
1960年代 額装
「伊藤竜太」
証明書
45.7×45.7cm
（8号）

Takayasu Ito
Infinite Space

plaster on canvas laid down to panel, conceived in
1960s, framed, sold with a certificate by Ryuta Ito
45.7×45.7cm

JPY 100,000 — 150,000

185 伊藤 隆康
作品

モノタイプ10点セット 1959-60年
各右下にサイン 内8点にシリアル番号 内2点に年記
「伊藤竜太」
証明書
25.3-30.1×15.3-21.3cm
文献
（シリアル番号'R24-60'）
：
「無限空間-The Infinite」
（六耀社、1984年）P.22に掲載

Takayasu Ito
Work

a set of ten monotypes, executed in 1959-60,
each signed in pencil, two dated, eight with the
serial number, sold with a certificate by Ryuta Ito
25.3-30.1×15.3-21.3cm
Literature: one illustrated on 'The Infinite',

Rikuyosha Co., Ltd., 1984, P.22

[set of 10]

JPY 100,000 — 150,000【10点セット】
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【森山 安英：1936-】
前衛美術グループ「九州派」の菊畑茂久馬と関わりながら、地元作家と共に「集団蜘蛛」を結成。既存の美術団体や権威に抗い、
あらゆる芸術表現を否定し、過激なハプニング行為を繰り返した。 紆余曲折の末15年間の沈黙を経て、銀をメインにした
「絵画」
で
再生を果たす。否定と攻撃を繰り返した沸騰した感情から一転、
その無機質ともいえる銀は何を映すのか。生涯をかけて’絵画とは何か’
と闘い続けてきた作家の答えがそこにある。

186 森山 安英
非在のオブジェ 39

キャンバス・油彩、樹脂 1997年
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記
41.0×31.8cm
（6号）

Yasuhide Moriyama

Nonexistent Object 39

oil and resin on canvas, executed in 1997,
signed, titled and dated (on the reverse)
41.0×31.8cm

JPY 200,000 — 300,000

187 森山 安英
非在のオブジェ 21

キャンバス・油彩、樹脂 1997-98年
キャンバス裏にサイン
65.2×53.0cm
（15号）

Yasuhide Moriyama
Nonexistent Object 21

oil and resin on canvas, executed in
1997-98, signed (on the reverse)
65.2×53.0cm

JPY 350,000 — 450,000

188 森山 安英
ファインダーレポート 71

キャンバス・油彩、樹脂 1995-96年
キャンバス裏にサイン
65.2×53.0cm
（15号）

Yasuhide Moriyama
Finder Report 71

oil and resin on canvas, executed in
1995-96, signed (on the reverse)
65.2×53.0cm

JPY 350,000 — 450,000

189 森山 安英
ファインダーレポート 72

キャンバス・油彩、樹脂 1995-96年
キャンバス裏にサイン
53.0×45.3cm
（10号）

Yasuhide Moriyama
Finder Report 72

oil and resin on canvas, executed in
1995-96, signed (on the reverse)
53.0×45.3cm

JPY 250,000 — 350,000

190 吉田 稔郎
増殖のパターンNo.21/
正立方体に見える六角形No.3

2点セット
（板にキャンバス・アクリル/ ボード・アクリル）
1980/ 1979年
各右下にサイン、年記
各作品裏にサイン、タイトル、年記、'KOBE’の記述
39.0×53.0cm
（10号）/ 31.9×41.0cm

Toshio Yoshida

Pattern of Growth No.21/
Hexagon looking like cube No.3

a set of two works (acrylic on canvas mounted to
panel/ acrylic on board), painted in 1980/ 1979,
each signed and dated (lower right), signed,
titled, dated and inscribed 'KOBE' (on the reverse)
39.0×53.0cm/ 31.9×41.0cm
[set of 2]

JPY 150,000 — 200,000【2点セット】
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191 吉田 稔郎
No.84-71 ELIBOM No.7

パネルにキャンバス・アクリル 1984年
右下にサイン、年記
作品裏にサイン、タイトル、年記、'KOBE'の記述
額装
41.0×53.0cm
（10号）

Toshio Yoshida

No.84-71 ELIBOM No.7

acrylic on canvas mounted on panel,
painted in 1984, signed and dated (lower right),
signed, titled, dated and inscribed 'KOBE'
(on the reverse), framed
41.0×53.0cm

JPY 100,000 — 150,000

192 下村 良之介
作品

ミックストメディア
（パネル、紙、紙粘土、彩色）
額装
130.5×91.0cm
（60号）
展覧会歴：
「第9回私の愛する一点展」
東御市梅野記念絵画館
（長野）
2009年11月21日-2010年1月24日/
「サラリーマンコレクターの知られざる名品 わの会展」
平塚市美術館
（神奈川）2015年12月5日-2016年2月7日

Ryonosuke Shimomura
Work

mixed media (wood panel, paper, paper clay),
framed
130.5×91.0cm
Exhibited: 'The 9th My Beloved One-point
Exhibition', Umeno Memorial Picture Gallery,
Nagano, 21 November 2009 - 24 January 2010/
'Unknown masterpieces collected by a salaryman
collector', Hiratsuka Museum of Art, Kanagawa,
5 December 2015 - 7 February 2016

JPY 250,000 — 350,000
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193 田淵 安一
日まわり樹

キャンバス・油彩 1977年
右下にイニシャルサイン
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記
額装
65.2×80.3cm
（25号）
来歴：フジテレビギャラリー（東京）
（キャンバス裏木枠にシール）

Yasse Tabuchi
Arbre tournesol

oil on canvas, painted in 1977, signed with initial
(lower right), signed, titled and dated (on the
reverse), framed
65.2×80.3cm
Provenance: Fuji Television Gallery, Tokyo

JPY 100,000 — 150,000

194 津高 和一
作品

キャンバス・油彩
左下にサイン
額装
72.7×60.6cm
（20号）

Waichi Tsutaka
Work

oil on canvas, signed (lower left), framed
72.7×60.6cm

JPY 250,000 — 350,000
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195 津高 和一
作品

キャンバス・油彩
右下にサイン
額装
72.0×60.0cm
（20号）

Waichi Tsutaka
Work

oil on canvas, signed (lower right), framed
72.0×60.0cm

JPY 250,000 — 350,000

196 津高 和一
作品8

キャンバス・油彩
左下にサイン
キャンバス裏にサイン、タイトル
額装#
41.0×27.0cm
（6号）

Waichi Tsutaka
Work 8

oil on canvas, signed (lower left),
signed and titled (on the reverse), framed#
41.0×27.0cm

JPY 200,000 — 300,000
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197 宇治山 哲平
森の怪；
「古代賛シリーズ」
より

キャンバス・油彩 1969年
右下にサイン
額装#
共シール
60.5×50.0cm
（12号）

Teppei Ujiyama

Specter of the Forest,
from 'Glorification of Ancient Times'

oil on canvas, painted in 1969, signed (lower
right), signed, titled and dated on the artist's
label affixed to the back of the frame, framed#
60.5×50.0cm

JPY 300,000 — 500,000

【宇治山 哲平：1910-1986】

大分県出身。工芸学校にて漆芸を学び、後に油彩へ転向
する。国画会などに具象画を出品していたが、1960年代
以降、幾何学的形態で構成される作風に変化。古典美術
の研究から次第にオリエント等古代文明へ傾倒を深め、
本作を含む「古代賛シリーズ」では、油絵具に砂や鉱物の
粒子を混ぜて質感を出している。

146

198 香月 泰男
そら豆

板にキャンバス・油彩
下部にサイン
額装
共シール
「香月泰男鑑定登録会」
鑑定証書
20.1×15.5cm

JPY 800,000 — 1,200,000

Yasuo Kazuki
Broad Beans

oil on canvas mounted on board, signed
(lower area), framed, signed, sealed and
titled on the artist's label affixed to the
reverse, sold with a certificate by Yasuo
Kazuki Association
20.1×15.5cm

199 藤田 嗣治
マリニー座

紙・鉛筆 1951年頃
右下にサイン
額装
「東京美術倶楽部鑑定委員会」
鑑定証書
34.3×25.4cm

Tsuguharu Foujita
Théâtre Marigny

pencil on paper, executed circa 1951,
signed (lower right), framed, sold with a
certificate by Tokyo Bijutsu Club
34.3×25.4cm

JPY 350,000 — 450,000
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200 児玉 幸雄
南仏の漁村

キャンバス・油彩
左下にサイン
キャンバス裏にサイン、タイトル
額装
24.2×33.3cm
（4号）
来歴：日動画廊
（東京）
（額裏にシール）

Yukio Kodama

Villages de pêcheurs du Midi

oil on canvas, signed (lower left),
signed and titled (on the reverse),
framed
24.2×33.3cm
Provenance: Galerie Nichido,
Tokyo

JPY 150,000 — 250,000

201 三栖 右嗣
コスモス

キャンバス・油彩
右下にサイン
額装
32.0×41.0cm
（6号）

Yuji Misu

Cosmos Flowers

oil on canvas, signed (lower right), framed
32.0×41.0cm

JPY 200,000 — 300,000
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202 中畑 艸人
耿光

203 中畑 艸人
樹のある牧場

キャンバス・油彩
右下にサイン
キャンバス裏木枠にサイン、タイトル
額装
22.0×27.0cm
（3号）

キャンバス・油彩
右下にサイン キャンバス裏木枠にサイン、タイトル
額裏に’贈 新築祝 昭和五十五年一月 直之’の記述
額装 41.0×32.0cm
（6号）

Sojin Nakahata

Pasture with Trees

Blazing Light

Sojin Nakahata

oil on canvas, signed (lower right),
signed and titled (on the stretcher), framed
22.0×27.0cm

oil on canvas, signed (lower right), signed and titled
(on the stretcher), dedicated (on the back of the
frame), framed
41.0×32.0cm

JPY 180,000 — 230,000

JPY 150,000 — 200,000

204 脇田 和
藤の実と鳥

キャンバス・油彩
下部にサイン キャンバス裏にサイン、タイトル
額装
「脇田和の会」
登録証書
38.0×45.4cm
（8号）

Kazu Wakita

Fruits of Wisteria and a Bird

oil on canvas, signed (lower area), signed
and titled (on the reverse), framed, sold with
a certificate by Wakita Kazu Authentication
Committee
38.0×45.4cm

JPY 200,000 — 300,000

205 脇田 和
古きカップル

キャンバス・油彩
下部にサイン キャンバス裏にサイン、タイトル
額装 35.0×27.5cm
（5号）

Kazu Wakita
Old Couple

oil on canvas, signed (lower area), signed
and titled (on the reverse), framed
35.0×27.5cm

JPY 150,000 — 200,000

206 脇田 和
二つの顔/ 四つのばら

キャンバス・油彩2点セット
各右側にサイン、キャンバス裏にサイン、タイトル
'二つの顔'のキャンバス裏に'85'の年記

各額装 各23.0×16.0cm
（サムホール）
来歴：日動画廊
（東京）
（'二つの顔'のキャンバス裏にシール）

Kazu Wakita

Two Faces/ Four Roses

a set of two oils on canvas, each signed
(right side), signed and titled (on the reverse),
one dated '85' (on the reverse), each framed
23.0×16.0cm (each)
Provenance: Galerie Nichido, Tokyo ('Two Faces')
[set of 2]

JPY 200,000 — 300,000【2点セット】
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207 麻生 三郎
裸婦

紙・水彩、パステル、鉛筆 1979年
右側にサイン、年記
額装
50.0×35.2cm

Saburo Aso
Nude

watercolour, pastel and pencil on paper,
executed in 1979, signed and dated (right side),
framed
50.0×35.2cm

JPY 150,000 — 200,000
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208 棟方 志功
作品

倭絵
（紙本・水墨）2点セット
各サイン、印
各額装
「棟方志功鑑定委員会」
照会確認済
各29.8×42.5cm

Shiko Munakata
Work

a set of two Yamato-e (Indian ink on paper),
each signed and sealed, each framed
The authenticity of both works have been kindly
confirmed by the Shiko Munakata Authenticity
Committee.
29.8×42.5cm (each)
[set of 2]

JPY 200,000 — 300,000【2点セット】

209 鈴木 藏
志埜茶碗

陶器
底部に掻き銘
共箱
H.11.2×D.15.0cm

Osamu Suzuki
Shino Tea Bowl

ceramic, marked underneath, contained
in the artist's certificate wooden case
with signature, seal and title
H.11.2×D.15.0cm

JPY 350,000 — 450,000
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210 林 正太郎
藤紫志野割高台茶碗

陶器 底部に掻き銘
共箱
H.10.7×D.13.3cm

211 山下 清
浅草の年の暮

陶器 側面に描き銘
「山下清鑑定会」
鑑定書
H.9.8×D.12.8cm

Shotaro Hayashi

Kiyoshi Yamashita

ceramic, marked underneath, contained
in the artist's certificate wooden case
with signature, seal and title
H.10.7×D.13.3cm

ceramic, signed (on the side), sold with
a certificate card by Kiyoshi Yamashita
Association
H.9.8×D.12.8cm

Purple Shino Tea Bowl

JPY 120,000 — 180,000

The End of the Year in Asakusa

JPY 100,000 — 150,000

212 石井 康治
テーブルランプ

手吹きガラス
シェードに刻サイン
H.63.5×W.25.0×D.25.0cm
動作確認済

Koji Ishii

Table Lamp

hand-blown glass, with incised signature
(on the lampshade)
H.63.5×W.25.0×D.25.0cm
operation confirmed

JPY 100,000 — 150,000
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213 木内 克
手をつく女

ブロンズ 1950年
下部に刻サインと年記
H.44.0×W.54.0×D.27.0cm
文献：
「木内克のすべて 生命とロマンの交響」
練馬区立美術館
（東京）1992年4月25日-5月31日
同展図録 P.126にNo.9として同型作品掲載

Yoshi Kinouchi

Woman with Hands on Ground

bronze, conceived in 1950, with the incised
signature and date (at the bottom)
H.44.0×W.54.0×D.27.0cm
Literature: 'All of Yoshi Kinouchi Symphony of Life and Romance', Nerima
Art Museum, Tokyo, 25 April - 31 May
1992, another cast illustrated on P.126 as
No.9 in the exhibition catalogue

JPY 200,000 — 300,000

214 アンリ・ミショー
作品

紙・色鉛筆 1980年頃
中央にサイン
額装
32.5×24.9cm

Henri Michaux
Work

coloured pencil on paper, executed circa 1980,
signed (centre), framed
32.5×24.9cm

JPY 200,000 — 300,000
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215 スザンヌ・マクレランド
ra ra ra #1

サンドペーパー・インク、グワッシュ、チャコール
1998年
額装#
11.4×27.9cm
来歴：Paul Kasmin Gallery
（ニューヨーク）/
AKIRA IKEDA GALLERY
（鈴鹿/東京/ベルリン/ニューヨーク）
（額裏に各シール）

Suzanne McClelland
ra ra ra #1

ink, gouache and charcoal on sandpaper,
executed in 1998, framed#
11.4×27.9cm
Provenance: Paul Kasmin Gallery, New York/
AKIRA IKEDA GALLERY, Suzuka,
Tokyo, Berlin, New York

JPY 100,000 — 150,000
【Suzanne McClelland：1959（アメリカ）
】
1980年代後半から作家活動を開始。彼女の作品は様々な政治的・文化的な情報源から
スピーチやテキストの断片を抽出し、言葉に内在する多様な可能性を探求している。

216 サクティ・ボーマン
音楽家

キャンバス・油彩 1997年
下部にサイン
額裏に献辞
額装
40.0×32.0cm
（6号）

Sakti Burman
Les musiciens

oil on canvas, painted in 1997,
signed (lower area), dedicated
(on the back of the frame), framed
40.0×32.0cm

JPY 600,000 — 800,000
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217 ナセル・オヴィッシ
Girl in Red

ウレタンボード・紙、油彩、金箔、銀箔
右下にサイン
額装
76.5×56.0cm

Nasser Ovissi
Girl in Red

oil and gold/silver leaf on embossed
paper mounted on board, signed
(lower right), framed
76.5×56.0cm

JPY 150,000 — 200,000

【Henryk Berlewi：1894-1967
（ポーランド）
】
1920年代東欧前衛派の幾何学的抽象画家。抽象芸術の理論を展開し、
「Mechano-Faktura」
（色数を絞り、直線・曲線・円のみで構成し芸術と機械を結びつける）を提唱した。1930年以降
は肖像画や具象表現に戻るが1950年代フランスでオプ・アートのパイオニアとして再評価を得た。

218 ヘンリク・ベルレウィ
Méditerranée Opus II

キャンバス・油彩 1960年
右下にサイン、年記
キャンバス裏木枠にサイン、タイトル
額装
89.0×115.5cm
（50号）
来歴：Drian Galleries
（ロンドン）/ Galerie Gmurzynska
（ケルン）/
Sotheby's
（ロンドン）1989年10月26日、Lot 46
展覧会歴：
「ヘンリク・ベルレウィ回顧展」Maison de France
（ベルリン）
1964 年10-11月/「Historically important XXth century masters」
Drian Galleries
（ロンドン）1965年8月17日-9月13日/
「ヘンリク・ベルレウィ」Helen Serger, La Boetie, Inc.（ニューヨーク）
1978年4-5月

JPY 300,000 — 400,000

Henryk Berlewi

Méditerranée Opus II

oil on canvas, painted in 1960, signed and dated
(lower right), signed and titled (on the stretcher),
framed
89.0×115.5cm
Provenance: Drian Galleries, London/
Galerie Gmurzynska, Cologne/
Sotheby's London, 26 October 1989, Lot 46
Exhibition: 'Henryk Berlewi Retrospektive
Ausstellung', Maison de France, Berlin, October November 1964/ 'Historically important XXth century
masters', Drian Galleries, London, 17 August - 13
September 1965/ 'Henryk Berlewi', Helen Serger, La
Boetie, Inc., New York, April - May 1978

219 ハンス（ジャン）・アルプ
葉

紙・水彩、インク
額装
22.0×16.0cm
来歴：Galerie Denise René
（パリ）/
Museum Arnhem
（アーネム、オランダ）/
佐谷画廊
（東京）
（額裏に各シール）

Hans (Jean) Arp
Feuilles

watercolour and ink on paper, framed
22.0×16.0cm
Provenance: Galerie Denise René, Paris/
Museum Arnhem, Arnhem, Netherlands/
Satani Gallery, Tokyo

JPY 300,000 — 400,000
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220 カレル・アペル
踊る二人

紙・グワッシュ 1974年
左下にサイン、年記
額装
38.0×46.0cm
来歴：フジテレビギャラリー（東京）
（額裏にシール）

Karel Appel

Two Dancing Persons

gouache on paper, executed in 1974,
signed and dated (lower left),
framed
38.0×46.0cm
Provenance: Fuji Television Gallery,
Tokyo

JPY 300,000 — 400,000
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221 サム・フランシス
Untitled

紙・アクリル、グワッシュ 1990年
作品裏にサイン、年記、献辞
額装
27.0×25.6cm

※お渡しのフレーム仕様はカタログ画像と異なります。

JPY 700,000 — 1,000,000

Sam Francis
Untitled

acrylic and gouache on paper, executed in 1990,
signed, dated and dedicated (on the reverse), framed,
27.0×25.6cm
*The actual frame is different from the one shown in
the image.

222 ウィリアム・スコット
<梨の園> I

キャンバス・油彩 1976-77年
額装
「Mr. Robert Scott（The William Scott Foundation）
」
照会確認済
50.8×61.0cm
（12号）

来歴：Gimpel Fils Gallery
（ロンドン）
（キャンバス裏木枠にシール）

展覧会歴：
「Real Life」Walker Art Gallery
（リヴァプール）1977年6月2日-9月6日/
「第2回ウィリアム・スコット展 <梨の園>シリーズ」
カサハラ画廊
（大阪）1977年11月28日-12月17日
同展図録P.6、23に掲載/
「ウィリアム・スコット展 <梨の園>シリーズ」
東京セントラル絵画館
（東京）1978年1月17-29日
文献：
「William Scott Catalogue Raisonné of Oil Paintings」 第4巻にNo.807として掲載
「ウィリアム・スコット展 梨の園シリーズ」
（東京セントラル絵画館）
展覧会図録付

William Scott

An Orchard of Pears, No.1

oil on canvas, painted in 1976-77, framed
50.8×61.0cm
The authenticity of this painting has been kindly confirmed by Mr. Robert Scott
of the William Scott Foundation during his recent visit to Mallet in Tokyo.
Provenance: Gimpel Fils Gallery, London

Exhibited: 'Real Life', Walker Art Gallery, Liverpool, 2 June - 6 September, 1977/
'The 2nd William Scott Exhibition: The series of An Orchard of Pears', Gallery Kasahara, Osaka,
28 November - 17 December, 1977, illustrated on P.6 and 23 in the exhibition catalogue/
'William Scott Solo Exhibition: The Series of An Orchard of Pears',
Tokyo Central Kaigakan, Tokyo, 17-29 January, 1978

Literature: 'William Scott Catalogue Raisonné of Oil Paintings', registered in the Volume 4 as No.807
Affix: Exhibition brochure published by Tokyo Central Kaigakan

JPY 15,000,000 — 25,000,000

ウィリアム・スコットと梨の木
William Scott standing next to the pear tree at Coleford

Courtesy of William Scott Foundation

【William Scott：1913-1989
（イギリス）
】
ウィリアム・スコットは1913年スコットランドに生まれ美術学校に学ぶ10代を過ごす。
学内では実験的な表現が禁じられ、人物画・肖像画のみが認められていた当時、セザンヌの作品を見て静物画に興味を抱くようになったと
語っている。後の作風との繋がりを感じさせる興味深いエピソードである。
兵役や美術講師の時期を経つつ制作を続けていたが、1951年「Festival of Britain」の招待を受け大型作品に取り組むが、それまでの
自身の様式を拡大することは困難であると感じ、形態の単純化と色彩の限定化の重要性に気付いたことが彼のスタイルを方向づける
契機となった。
1953年アメリカに渡ったスコットはジャクソン・ポロック、マーク・ロスコやイヴ・クラインらと交流し抽象表現主義に触れるが、当時の
最先端表現に感化されるのではなくむしろ自分はヨーロッパ絵画の伝統を汲む画家であるとの強い認識を得て、自身の絵画表現を深め
ることに繋がった。
さらに1954年ラスコー洞窟画と対峙し「芸術とは何かを再考し、そのことが自分を新しい道へと導いてくれた」と語るなど、数年でいく
つかの転機を迎えながら彼の作品は線と大きな色面による力強く大胆な構成へと変化、いよいよ画業の本格期に入る。
出品作「Orchard of Pears, No.1」を描いた1975年頃には画家は一つの境地に達する。描かれていないことの意味を感じさせる大胆な
余白、色と形・配置のシンプルにして緊密な構成により具象と抽象の共存を成立させている。
本作もリズミカルに配置された洋梨は今にも転がりそうな動きを、柔らかな色彩からは鮮度や香りまで連想させスコット独自の世界が
堪能できる秀逸な作品である。
簡素で格調高いスコットの作風はイギリス国民を魅了し、2009年バンブリッジ（アイルランド）の個展にはエリザベス女王が訪れるなど
大いに愛される画家となった。
参考文献：
「William Scott: Paintings, Drawings and Gouaches, 1938-71」(Alan Bowness 著、Tate Gallery刊、1972年）

223 ロジェ・ミュール
花束

キャンバス・油彩 右
下にサイン キャンバス裏にタイトル
額装 55.0×46.0cm
（10号）

Roger Mühl
Bouquets

oil on canvas, signed (lower right),
titled (on the reverse), framed
55.0×46.0cm

JPY 100,000 — 150,000

224 ジャン・カルズー
ベッラ島

キャンバス・油彩 1979年
左下にサイン、年記 キャンバス裏にサイン、タイトル、年記
額装 55.0×45.8cm
（10号）
「M. Jean-Marie Carzou」
照会確認済
来歴：ギャルリーためなが
（東京）
（キャンバス裏木枠にシール）

Jean Carzou
Isola Bella

oil on canvas, painted in 1979, signed and dated (lower left)
signed, titled and dated (on the reverse), framed
The authenticity of this work has been kindly confirmed by
M. Jean-Marie Carzou.
55.0×45.8cm
Provenance: Galerie Taménaga, Tokyo

JPY 300,000 — 400,000

225 ジャン・フサロ
鉄橋と平底船

キャンバス・油彩 1975年
右下にサイン キャンバス裏にサイン、タイトル、年記
額装 46.0×61.0cm
（12号）
来歴：ギャルリーためなが
（東京/パリ）
（キャンバス裏と木枠にシール）/
三越
（大阪）

Jean Fusaro

Pont de fer et péniches

oil on canvas, painted in 1975, signed (lower
right), signed, titled and dated (on the reverse),
framed
46.0×61.0cm
Provenance: Galerie Taménaga, Tokyo and Paris/
Mitsukoshi, Osaka

JPY 250,000 — 350,000
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226 クロード・モネ
船

紙・鉛筆 1857年頃
額装#
23.2×31.1cm
来歴：Michel Monet
（ジヴェルニー、作家より相続）/
Henriette Giordanengo
（ジヴェルニー）/
Michel Cornebois
（ジヴェルニー）/
Besch Cannes Auction
（カンヌ）/
個人蔵
（カリフォルニア）/ 個人蔵
（日本）
文献：ウィルデンスタイン・プラットナー研究所により
準備中のオンラインのカタログレゾネに掲載予定

JPY 2,500,000 — 3,500,000

Claude Monet
Divers bateaux

pencil on paper, executed circa 1857,
framed#
23.2×31.1cm
Provenance: Michel Monet, Giverny
(by descent from the artist)/
Henriette Giordanengo, Giverny/
Michel Cornebois, Giverny/
Besch Cannes Auction, Cannes/
Private Collection, California/
Private Collection, Japan
Literature: This work will be included in
the digital catalogue raisonné of Monet's
works, currently being prepared by
Wildenstein Plattner Institute
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227 パブロ・ピカソ
足を組んで座る裸婦

紙・インク 1941年
左下にサイン 右上に年記
額装
「Mme. Paloma Ruiz-Picasso」
鑑定書
（1986年）/
「Picasso Authentification（M. Claude Ruiz-Picasso）
」
照会確認レター（2022年）
27.0×21.0cm
来歴：Valentini Art Gallery
（バルセロナ）

JPY 4,000,000 — 6,000,000

Pablo Picasso

Femme nue assise, les jambes croisées

ink on paper, executed in 1941, signed (lower left),
dated '6 octobre 41' (upper right), framed, sold with
a certificate by Mme. Paloma Ruiz-Picasso (1986) and
a confirmation letter from the Picasso Authentification
(M. Claude Ruiz-Picasso, 2022)
27.0×21.0cm
Provenance: Valentini Art Gallery, Barcelona

「清宮質文ガラス絵作品集」のご案内
THE GLASS PAINTINGS OF NAOBUMI SEIMIYA
「私の絵は悲しむ人々と共にある」
という画家、清宮質文。版画家として広く知られますが、並行して
取り組んだガラス絵の作品は、詩情に満ちた作風で多くの人を魅了しています。
現在判明しているガラス絵作品 全219点を掲載した総218頁の作品集が2022年6月に刊行されました。
78作品は1頁に1点扱いで鑑賞用に大きく掲載され
全219作品は1頁に8点ずつ詳細データとともに掲載されています。
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■文
私は自分を詩人だと思っている／ 清宮 質文
夏の雲と冬の日と／ 住田 常生
清宮質文－限りなく深い澄んだ空気／ 川井 遊木
なぜ清宮質文のガラス絵に人々は魅了されるのか／ 小西 豊
冬の夕／ 新井昭彦
画家と青年 －画家の人となり－／ 三浦 誠 他
清宮質文年譜
（主要文献）／ 住田 常生編、英訳年譜
■体裁 A4変型判（29.7×22.6 cm）218頁
（カラー 112頁） 布装上製本 函入り
■定価 18,000円 (本体 16,364円)
ご注文・お問い合わせは、株式会社マレットジャパンまで
TEL 03-5216-2480 E-mail info@mallet.co.jp

HOW TO PARTICIPATE
参 加 概 要

Online Live Bidding

オ ン ラ イ ン 同 時 入 札 参 加 方 法
ＰＣ、
スマートフォンを使い外出先からでもご入札できる「オンライン同時入札」がご利用いただけるようになりました。
オンライン同時入札のご参加には事前申請が必要となります。
STEP 1 ➡ STEP 2 ➡ STEP 3 の順にお進みください。

STEP 1 ホームページの会員登録
オンライン同時入札のご参加にあたり、マレットジャパンのホームページ（https://mallet.co.jp/）からの
オンライン会員登録が必要となります。
＊カタログがお手元に届いているお客様も、オンライン会員登録が必要となります。
ホームページ右上にある＜会員登録＞より、会員登録手続きにお進みください。
登録方法の詳細は本図録内「オンライン会員」ページをご参照ください。

ホームページ

オンライン

オンライン会員

会員登録

ログイン

■ ホームページからオンライン会員登録をしたことがないお客様
オンライン同時入札の初回参加時のみ、ホームページからのオンライン会員登録をお願いいたします。

■ ホームページからオンライン会員登録を既にお済ませのお客様
STEP 2 よりオンライン同時入札の参加申請をお願いいたします。
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STEP 2 オンライン同時入札の参加申請
オンライン同時入札はセール毎に事前の参加申請が必要となります。
オークション前日の 18 時までにホームページの＜マイページ＞よりオンライン同時入札の参加申請を行ってください。

ホームページ右上からログイン後、マイページへ
マイページのメニュー内「オンライン同時入札」画面よりお申込みください。
規約をご確認のうえ＜利用規約に同意して申し込む＞を押してください。

STEP 1 の会員登録時にご登録いただいたメールアドレスへ、参加申請完了の
メールをお送りいたします。

オンライン同時入札の参加申請ページ

参加申請完了メール
参加申請完了のメールにはオンライン同時入札に必要な
ID とパスワード、オークションのパドル番号が
記載されておりますので大切に保管してください。
＊申請内容の確認により、メール送信にお時間がかかる
場合がございます。予めご了承ください。

オンライン同時入札の参加申請はオークション前日 18 時までとなります。
168

STEP 3 オークション当日
オンライン同時入札専用ページへアクセス
オークション当日は、上記参加申請完了メール内の「オンライン同時入札専用ページの URL」をクリックしてください。
専用ページへ移動後、同メール記載の ID とパスワードにてログインしてください。
ID：ご登録のメールアドレス
パスワード：オンライン同時入札専用のランダムな英数字
オークションでの詳しい操作方法はご利用マニュアルの PDF または動画をご確認ください。

オンライン同時入札
ご利用マニュアル

PDF

ご利用マニュアル

動画

専用ページトップ画面

ご利用推薦環境

Chrome、Safari、Edge、Firefox などの最新版ブラウザでのアクセスを想定しておりますが、
遅延を含め、ご利用の通信環境により動作が異なることが考えられます。
動作が正しく表示されることを保証するものではありませんのでご了承ください。

Guide For Online Membership

オ ン ラ イ ン 会 員

オンライン会員としてご登録していただくと、ホームページのマイページより以下のサービスがご利用頂けます。

書面入札登録

オンラインでの書面入札申込み・変更が可能です。入札状況はマイページからご確認頂けます。
申込みはオークション
前日の18:00まで受け付けています。弊社承認後はキャンセル・変更ができませんのでご注意ください。

電話入札登録

オンラインでの電話入札申込みが可能です。
お申込みの際には電話が繋がらなかった場合に備えるバックアップ入札も
設定頂けます。
バックアップの金額は最低落札予想価格（エスティメート）以上でご設定ください。
申込みはオークション2日前の18：00まで受け付けています。

オンライン同時入札
参加申請

オンライン同時入札の参加申込みが可能です。
申込みはオークション前日の18：00まで受け付けています。
オークション当日はホームページにログインのうえ、
申込みページよりオンライン同時入札専用サイトへ移動できます。

コンディション
レポート

マイページからオークション出品作品の詳しい状態や細部の写真を含むコンディションレポートの専用サイトへ移動できま
す。
レポートは入札とともにオークション開催約2週間前から公開しております。

出品アラート

お気に入りの作家を設定すると、
作品がオークションに出品された際に出品アラートを受け取ることができます。

メールマガジン

オークション開催通知/入札期限/落札結果/アフターセールリスト/次回セールのお知らせなどマレットジャパンからの
メールマガジンを多数ご用意しています。

作品アーカイブ

過去オークションの作品情報及び落札結果の検索・閲覧が可能です。
オンラインプライム会員
（有料）専用の機能です。詳しくは下記登録方法をご覧ください。

オンライン会員

無料会員

作品アーカイブ閲覧を除く上記サービスを無料でご提供しております。
まずは弊社ホームページよりご登録下さい。
■登録方法
1.弊社ホームページ上の会員登録ボタンをクリック、
必要事項を入力の上規約に同意して送信
2.メールで届く本人確認フォームに従い本人確認書類をアップロード
3.登録完了・メールでのパスワード通知
※弊社からの承認は多少お時間を頂くことがございます。
ご了承ください。
※海外にお住まいの方の場合、
オンラインアカウントは マレットインターナショナル でのご登録が必要です。
詳しくはマレットオークションの規約第4章をご確認下さい。

プライム会員

無料会員と同様のサービスのほか、
オークションの過去の落札履歴や作品情報の検索・閲覧が可能です。
すでにカタログ会員の方（1開催のみのカタログ会員は除く）
は自動的にオンラインプライム会員特典も付与されています。
年会費：6,000円
■登録方法
1.無料会員登録後、
マイページ内の「ご契約情報」
または「全作品アーカイブ」
より
〔プライム会員になる〕
を選択
2.お支払方法/契約期間の選択
決済方法はクレジットカード
（Visa, Mastercard, JCB, American Express, Diners Club）
およびPaypalをご利用
いただけます。
３.登録完了
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Policy on the Protection and Handling of Personal Information
個 人 情 報 取 扱 い

株式会社マレットジャパン
（以下「弊社」という。
）は、お客様にご満足いただける

Mallet Japan Inc. (the "Company") principally aims at providing services

サービスを提供するとともに、
お客様の信頼を得ることを第一に目指しております。

which satisfy and gain the trust of its customers. As a part of achieving

この一環とし、オークション事業を円滑に運営する上でいただいているお客様の

this aim, the Company believes that the proper protection and handling

個人情報を適切に保護し、正しく取扱うことが事業活動の基本であり、重要な

of personal information provided by its customers for the purpose of

社会的責務と考えております。その責務を果たすため、弊社は、個人情報の
取扱いに際して下記記載の各事項を尊守してまいります。

smooth management of the auction business shall be an important social
responsibility and a fundamental policy to be observed in conducting its
business activities.  In order to fulfill this responsibility, the Company shall
respect each of the following matters in its handling of personal information.

1. Basic Policy

記

The Company shall comply with laws concerning personal information
and any other related laws and ordinances, and establish and continuously

1. 基本方針
弊 社は、個人情報に関する法 律その他の関係法 令を遵守するとともに、
本保護方針ならびに社内規定を整備し、継続的にその改善、向上に努めます。
また、個人情報の漏洩、紛失、改ざん等を防止するため、関係法令に従い、
お客様の個人情報を適切に保管いたします。

endeavor to improve and enhance this policy and internal regulations.
In addition, the Company shall properly store personal information of
customers in accordance with the related laws and ordinances in order to
prevent leakage, loss, or falsification of personal information.
2. Usage
The Company uses personal information of customers in order to promote

2. 利用目的
弊社は、オークション業務を適切かつ円滑に運営するため、お客様の個人
情報を利用させていただいております。取得にあたっては、適正な手段により

appropriate and smooth management of auction businesses. The Company
shall obtain such personal information by appropriate means and use it to
the appropriate extent. When so requested by a customer, the Company

取得し、適切な範囲内でのみ利用いたします。また、お客様よりお申出を

shall promptly stop using the personal information received from that

いただいた場合は、速やかにその利用を停止いたします。

customer.  
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3. Provision to Third Parties
The Company shall not provide or disclose the personal information of

3. 第三者への提供
弊社は、予めお客様よりご承諾をいただいている場 合を除き、お客様の
個人情報を第三者に提供または開示いたしません。ただし、司法機関、警察
等の公共機関による法令に基づく要請に協力する必要がある場合やその他
法令で認められている場合、業務を外部に委託する場合
（運送業者、税理士、
会計士、弁護士を含む。
）には、お客さまにお断りすることなく個人情報を提
供することがございます。

a customer to any third party without the prior consent of the customer;
provided, however, that if the Company is required to respond to
any legal request of any public office such as a judicial institution or
police or is otherwise bound by laws or ordinances, or if the Company
outsources any business (to any person including a carrier, certified tax
accountant, accountant, or lawyer), the Company may provide personal
information to a third party without notice to the relevant customers.
4. Outsourcing

4. 外部委託

In order to carry out businesses smoothly, the Company may outsource a

弊社では、業務を円滑に遂行するため、業務の一部を外部委託する場合が

part of the businesses and entrust the personal information of customers

あり、当該委託先に対し、必要な範囲で弊社が保有するお客様の個人情報

held by the Company to the outsourcee to the necessary extent. In such

を預託する場合がございます。この場合は、弊社が定めた基準を満たす者を

case, the Company shall appoint an outsourcee that meets the standards

委託先として選定するとともに、個人情報の取扱いに関する契約を締結し、

prescribed by the Company, execute an agreement on the handling of

適切な管理、監督を行います。

personal information with such outsourcee, and procure appropriate
management and supervision of personal information.
5. Disclosure, Revision, Suspension of Use and Deletion of Registered

5. 登録内容の開示、訂正、利用停止、削除
弊社が保有する個人情報に関する開示、訂正、利用停止、削除等のご希望
につきましては、下記連絡先までお申し出下さい。ご本人様であることを確
認させていただいたうえで、しかるべき対応をさせていただきます。

連絡先：株式会社マレットジャパン
TEL: 03-5216-2480 FAX: 03-5216-2481
E-mail: info@mallet.co.jp

Please contact the following contact address to request the disclosure,
revision, suspension of use, or deletion of personal information held
by the Company. The Company shall respond to such request upon

以 上

東京都千代田区麹町一丁目3番1号

Description

confirming your identity.
Contact: Mallet Japan Inc.
Tel: +81-3-5216-2480

Fax: +81-3-5216-2481

1F Nissay Hanzomon Bldg., 1-3-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo
E-mail: info@mallet.co.jp

Conditions of Sale for Mallet Auction
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改定

マレットオークション規約
株式会社マレットジャパン
（以下、
「当社」という。
）が、マレットオークションその他の名称のも
とに行う美術品等の競売（オークション）は、本規約に従い行われます。競売品の売却を委
託する者、競売品の買受けを希望する者、当社との間で売買契約が成立した者およびその
他関係者は、本規約を承認し、これに従わなければなりません。ただし、当社との間で別
途の合意がある場合には、その合意が優先します。
第一章

競売
（オークション）
対象品等

1 競売
（オークション）
対象品
当社は、競売を主催することにより、売却することを委託された美術品等（以下「出品作品」
という。
）
を競売の方法により売却します。
2 状態
（コンディション）
出品作品は、その性質上古いものであるので、現状有姿のまま売却されるものであり、当社
は出品作品のシミ、キズ、その他の欠陥、損傷、経年劣化等の瑕疵ついて責任を一切負い
ません。
3 下見会
（プレビュー）
①
当社は、競売の前に下見会を設けます。
②
出品作品の買受け希望者は、下見会で競売対象品を自己の判断責任において見分し、買受
けの申し出をしなければなりません。
③
当社は、下見会に入場を希望する者に対し、身分を証明できるものの提示を求めることがで
き、求められた者はそれを提示しなければなりません。また当社はその裁量によって、希望
者に対して下見会への入場を拒否し、または入場後に退場させることができます。
④
当社は、下見会に入場した者が出品作品にキズ、その他の損傷を与えた場合には、その者
に対して損害賠償を求めることができます。
⑤
下見会の日程は、事前に告知し、また、原則として図録（カタログ）に記載しますが、当社の
裁量により変更される場合があります。当社は、下見会の日程変更に伴う一切の責任を負わ
ないものとします。
4 図録等
（カタログ）
①
当社は、出品作品について、買受け希望者の参考に供するため、図録（カタログ）を作成し、
有料にて頒布します。また、必要に応じてコンディションレポートを作成し、買受け希望者の
閲覧に供します
（以下図録とコンディションレポートをあわせて
「図録等」
といいます。
）
。
②
図録等の図版は、あくまで出品作品の特定および参考のためのものであり、現物の色調や
色彩、形状および欠陥などを正確に伝えるものではなく、状態、品質を示すものでもありま
せん。
③
図録等に記載された解説、説明、別添文書、正誤表、口頭等で伝達された事前の参考情報は、
あくまで買受け希望者の参考に供するためのものであり、当社はこの記載の誤り、現物との
相違など事実と異なる点があったとしても、
一切の責任を負いません。買受けを希望する者は、
下見会において現物を見分、調査し、自己の判断責任に基づいて買受けの申し出をしなけ
ればなりません。
④
図録等に記載された評価額はあくまで当社が買受け希望者の参考として供するものであり、
実際に競売により売買される価格（落札価格）は、この評価額の下限を下回ることもあれば、
上限を超えることもあります。ただし、最低売却価格（リザーブ価格。この価格は公表せず、
また評価額の下限とは無関係に設定されます。
）を下回る価格では、原則として売却されませ
ん。
⑤
図録等に記載された解説、説明は、予告なく変更されることがあります。この変更は、競売
の会場における書面もしくは口頭にてなされます。買受け希望者は、自らの責任において、
事前の変更内容を確認しなければなりません。変更がなされた場合は、変更された内容に
より競売がなされたものとみなします。
⑥
図録等記載情報と現物との差異を理由とする落札後の売買契約解消には、一切応じられま
せん。
⑦
当社の許可なく、図録等
（画像、記事等）
の無断転載、転用を禁止します。
第二章

競売
（オークション）

5 登録および参加方法
①
競売に参加を希望する者は、事前に、もしくは競売当日の会場受付にて、当社の指示に従い、
所定の書式に住所、氏名および必要事項を記載して提出する方法
（以下
「一般登録」
という。
）
、
または、事前に当社ホームページ上の所定のフォームに住所、氏名および必要事項を記載し
て送信する方法（以下「オンライン登録」という。
）によって登録を行うことにより参加できます。
ただし、オンライン登録による場合は、競売開催日の1営業日前の18時までに登録を完了し、

アカウントの発行を受けなければなりません。アカウントは登録者本人以外による使用を禁止
し、当該アカウントによって当社ホームページにアクセスして行われた入札の申し込み、入札
行為その他の入力は、登録者本人の意思に基づくものとみなし、その効果は登録者本人に
帰属します。競売は、
「パドル提示」
、
「書面入札」
、
「電話入札」または「オンライン同時入札」
により行われます。   
②
当社は、登録希望者に対し、身分を証明できるものの提示を求めることができ、求められた
者はそれを提示しなければなりません。また、当社はその裁量によって、登録希望者の登録
を拒否することができます。
③
日本国内に住所または居所を有しない自然人及び日本国内に主たる事務所を有しない法人
（以下
「国外買受希望者」
という。
）
は、①の登録を行うことができません。国外買受希望者は、
必ず、第四章の規定にしたがって、当社の指定する受託業者である株式会社マレットインタ
ーナショナル（以下「マレットインターナショナル」という。
）に対して、自らの希望する入札指示
価格に基づいて競売に参加し、入札することを委託するとともに、入札指示価格による落札
を条件として、マレットインターナショナルから20-②の規定に基づき算定した価格によって希
望商品を買受ける旨の契約
（以下
「入札委託及び売買契約」
という。
）
を締結し、希望商品の買
受を申し入れる方法によって競売に参加しなければなりません。
④
事前に登録した参加希望者は、
当日受付にて登録の確認を受けなければなりません。その際、
当社は身分を証明できるものの提示を求めることができ、求められた者は、それを提示しな
ければなりません。登録の確認ができないときは当社の裁量により会場への入場を拒否する
ことができます。
6 パドル
①
当社は、登録した者に対し、競売の日の当日、会場受付においてパドルを交付し、貸与します。
②
競売参加者は、自らのパドルの番号を常時認識し、競売人が随時述べるパドル番号に注意
を払わなければなりません。また、競売人によりパドルを見やすく揚げるよう求められたとき
は、直ちにその指示に従わなければなりません。
③
競売参加者は、パドルを紛失したときは直ちに会場内の当社係員に通知しなければなりませ
ん。また、競売終了時または、途中退場時には、直ちにパドルを当社に返還しなければなり
ません。
④
競売参加者は、パドルを善良なる管理者の注意および責任をもって取り扱わなければならず、
一切貸借してはいけません。また、紛失、盗難、貸借等により起こりうる事故等については
競売参加者が自らその責任を負い、当社は一切その責任を負いません。
7 競売
（オークション）
の方法
①
競売（オークション）は、当社が選任する競売人（オークショニア）の進行のもとで競り上げ方
式により行われ、競りの第一声および競り上げ幅に関しては、競売人の自由裁量とします。
なお、競り上げ価格には、当社の手数料、手数料に対する消費税およびその他諸経費（運
送費用等。以下同じ。
）
を含まない価格とし、競売参加者は、落札し売買契約が成立した際は、
当社に対し落札価格に対する所定の手数料、手数料に対する消費税およびその他諸経費を
合わせた金額を支払うべきことをあらかじめ承認します。
②
競売参加者は、当社から承認を受け、登録された者とします。また、競売売却委託者と事
前に同意が交わされた場合を除き、当社は、売却委託者の名前を公表せず、最低売却価格
（リザーブ価格）
の設定がある場合であっても、その価格を公表しません。
③
競売人は、最低売却価格に達するまで、競売人の自由裁量で、自ら競売に参加することが
できます。
④
競売参加者の間、または競売人と競売参加者との間で紛争が生じた場合は、再競売、また
は競売人の判断をもって最終の落札者を決定し、競売関係者は、すべてその決定に従わな
ければなりません。また、競売人は、あらゆる買受けの申し出に対し競売人の自由裁量でこ
れを拒否することができます。
⑤
競売参加者は、あらかじめ当社に対し別の者の代理人もしくは使者として参加を希望する旨
を書面によって通知し、当社がその旨を書面で承認した場合を除き、本人として参加を希望
したものとします。なお、複数の者が共同の名義により出品作品の買受けの申し出をするこ
とはできません。
⑥
落札希望者は、交付されたパドルを競売人に判別しやすいように揚げること、ジェスチャー
等によって落札の意志を競売人へ伝達します。落札希望者は、自らの判断で競売人へ伝達
がなされていないと判断したときは、直ちに競売人の注目をひくべき行動をしなければなりま
せん。
⑦
落札希望者は、より高額な落札希望があるまで、その競り上げ価格に拘束され、より高額
の落札希望が現れ、競売人に認められたときに当該競り上げ価格は失効します。
⑧
落札の最終決定は、競売人が最高額の落札希望価格を複数回呼び上げた後、ハンマーを
打つことによって行い、ハンマーを打った時点でその最高額の希望価格を申し出た者を落札
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者とします。ただし、競売人が競売の続行を必要と判断した場合、その裁量により競売を
再進行することができます。競売人がハンマーを打ち落札の最終決定がされた時点で、当社
と落札者との間で、当該出品作品につきその落札価格を売買価格とする売買契約が成立し、
落札者は、当社に対し落札価格に対する所定の手数料、手数料に対する消費税を合わせ
た金額を支払うべき義務が生じます。
⑨
競売人が次の出品作品の競売に着手した後は、何人も落札者の決定された競売について異
議を申し立てることはできません。

⑬
当社は、オンライン同時入札による入札の申し込みについては、当社の自由裁量によりこれ
を拒否することができます。
⑭
オンライン同時入札に関し、入札画面上での操作間違い、通信環境の不具合、故障、その
他一切の理由に基づく過誤があった場合、当社はその一切の責任を負いません。

8 書面入札、電話入札及びオンライン同時入札
①
当社に登録済みの競売参加希望者は、競売の会場においてパドル提示により直接参加する
他、書面入札、電話入札、またはオンライン同時入札により参加することができます。
②
書面による入札の方法により競売への参加を希望する者は、
あらかじめ図録に付設された
「書
面及び電話入札申込書」により所定の事項を記入したうえで当社に申し込み、当社の承認を
得たうえで、当社の指示に従わなければなりません。ただし、
「書面及び電話入札申込書」の
申込期限後の到着、誤配等による不到着、またはその他の事情により当社が書面による入
札の方法による競売参加の希望がなされていることを認識できなかった場合には申し込みが
なかったものと取扱い、当社は一切の責任を負いません。また書面入札は、当社ホームペー
ジからも申し込むことができ、この場合には、事前に第5条1項の定めによってオンライン登録
を行い、当社よりアカウントの発行を受け、当該アカウントで当社ホームページにアクセスし、
所定のフォームに必要事項を入力して当社に申し込み、当社の承認を得たうえで、当社の指
示に従わなければなりません。ただし、申込期限後の到着、システム上の不具合等により当
社が競売参加の希望がなされていることを認識できなかった場合には申し込みがなかったも
のと取扱い、当社は一切の責任を負いません。いずれの場合も、書面入札の申し込みにつ
いては、当社の自由裁量によりこれを拒否することができます。
③
書面による入札は、下見会会期中に直接会場で申し込みをする他、ファックス、郵送等によ
り当社宛に送付して申し込むものとし、競売開催日の１営業日前の18時までに当社宛必着と
します。当社ホームページにアクセスして行う書面入札は、当社ホームページ上において所定
のフォームを用いて送信し、所定の必要書類を提出して競売開催日の1営業日前の18時まで
に申し込みを完了するものとします。ただし、いずれの場合も書面入札の入札指示価格には、
当社に対する所定の手数料、手数料に対する消費税およびその他諸経費の額を含まないも
のとします。  
④
書面入札の申し込みがあった場合において、複数の競売参加希望者の入札指示価格が全く
同一であったときには、当社が先に申し込みの書面を受領し、または申し込みの通信の受信
を確認した者を優先します。なお、入札指示価格が同一の申し込みを同時に受領し、また
は受信を確認した場合には、当社が抽選を行い優先する者を定めます。
⑤
当社は、書面入札等の指示に不備がありまたは不適当であると判断するときは、書面入札
等の指示に従わないことができ、その場合、当社は責任を一切負いません。
⑥
書面入札等の指示に関し、手違い、その他一切の理由に基づく過誤があった場合も、当社
はその一切の責任を負いません。
⑦
当社は、図録等（カタログ）記載の解説、説明が変更された場合、競売会場での告知をその
通知とみなし、書面入札等の指示は、変更された解説、説明に従って行われたものとみなし
ます。当社は、可能な限り当該変更箇所の通知をするよう努めますが、当該変更箇所の通
知が事前に書面入札等による競売参加者に到達しなかった場合においても、当社は一切の
責任を負いません。
⑧
書面入札等による競売参加者の入札指示価格と競売会場での参加者の入札価格が同額で
あった場合は、競売人は、自由裁量により最終落札者を決定することができます。
⑨
電話による入札の方法により競売への参加を希望する者は、
あらかじめ図録に付設された
「書
面及び電話入札依頼書」により所定の事項を記入したうえで競売開催日の1営業日前の18時
までに当社に申し込まなければなりません。オンライン登録によってアカウントを取得してい
る場合は、当該アカウントで当社ホームページにアクセスし、所定のフォームに必要事項を入
力して当社に申し込むこともでき、この場合には、競売開催日の2営業日前の18時までに電
話入札の申し込みを完了することとします。いずれの方法で申し込んだ場合も、当社の承認
を得たうえで、当社の指示に従わなければなりません。競売当日は、当社の指示に従って電
話を通じて入札に参加するものとし、
競売の方法については、
「7 競売
（オークション）
の方法」
（⑥を除く）
が準用されます。
⑩
用意された電話回線の数を超えて電話入札による競売への参加を希望する者がいる場合に
は、当社に申し込みがされた先着順に参加者を定めます。なお、当社は、電話による入札の
申し込みについては、当社の自由裁量によりこれを拒否することができます。
⑪
電話による入札の指示に関し、電話の聞き違い、電話回線の故障、その他一切の理由に基
づく過誤があった場合、当社はその一切の責任を負いません。
⑫
オンライン同時入札により競売へ参加を希望する者は、あらかじめオンライン登録によって取
得したアカウントで当社ホームページにアクセスし、オークション規約に同意のうえ申込ボタン
をクリックして当社に申し込まなければなりません。競売開催日の1営業日前の18時までにオ
ンライン同時入札の申し込みを完了することとし、当社の承認を得たうえで、当社の指示に
従わなければなりません。競売当日は、当社の指示に従ってオンラインを通じて入札に参加
するものとし、競売の方法については、
「7 競売
（オークション）
の方法」
（⑥を除く）
が準用さ
れます。

9 購入代金
①
落札者は、当社に対し落札価格のほかに、これに加えて当社の手数料および当社の手数料
に対する消費税として、落札価格の16.5パーセント相当額
（消費税含む）
の金員を支払わなけ
ればなりません。
②
落札者は、当社に対し落札価格、当社の手数料、手数料に対する消費税の合計額（以下こ
の合計額を「購入代金」という。
）を競売開催日から10日以内（ただし、この期間の最終日が当
社の非営業日に当たるときは、その翌日とする。
）に日本円により現金、銀行法に規定する銀
行及び信用金庫の自己宛振出小切手、または下記銀行口座に対する振込み送金により（支
払い期限内に送金が到達することを要する。
）
支払わなければなりません。

第三章

落札者

記
口座名 株式会社マレットジャパン
八重洲口支店 普通預金 1012974
み  ず  ほ  銀  行
三 菱 UFJ 銀 行
銀 座 支店 普通預金 4836092
三井住友銀行
銀 座 支店 普通預金 7834186
10 落札作品引渡し
①
当社は、落札者が購入代金の支払いを完了した後、落札作品を引渡します。ただし、落札
者が購入代金の他に、当社に対し履行期に達している他の債務（13の保管および保険の費
用を含む。以下同じ。
）を負担している場合は、購入代金の他にその債務の全てを履行する
まで、当社は落札作品の引渡しを致しません。
（以下、購入代金および履行期に達している
当社に対する全ての債務を
「購入代金等」
という。
）
②
落札者は、購入代金等を完済した後、支払い期間内に当社または当社の指定する場所にお
いて落札作品を引取らなければなりません。落札者自身が当該場所において引取りができな
いときは、落札者の責任と費用負担において代理人または使者による引取り、もしくは運送
業者への運送を委託することができます。
③
引取り費用は、落札者の負担とし、引渡し時点（当社が落札者、その代理人または使者、も
しくは運送業者に引渡した時点をいう。
）以降の事故については、一切の責任を負いません。
落札者の求めにより、当社が運送業者を斡旋した場合、その斡旋は全く当社の好意による
ものであり、落札者は、自ら保険を付すなど、運送に伴う危険に対する措置を行うものとし、
当社は、引渡し以降の事故（滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等）について運送業者選定の
当否も含め、その一切の責任を負いません。なお、落札者は、自らの判断と責任、負担に
おいて自らが適当と考える梱包をしなければなりません。当社は、引渡しの際、梱包をする
ことがありますが、それは当社の好意により適当と考える梱包をするのみであり、当社の行っ
た梱包について、当社は一切その責任を負いません。
④
落札者は、引取りにあたり、落札作品を検品することができ、落札者が現実に検品したか否
かを問わず、当社が落札作品を落札者（代理人、使者、運送業者を含む）に引渡したときは、
当社に故意または重大な過失がある場合以外、落札者は、引取り時点以降は、落札作品違
い、毀損または汚損の主張もしくは、落札作品違い、毀損または汚損を原因とする契約解除、
その他一切の請求を当社に対してすることができません。ただし、当社が誤って落札した作
品と別の作品を引渡した場合は、当社は、その返還を求めることができ、落札者はその求め
に応じなければなりません。
⑤
落札者は、落札作品の引取りにあたり、当社に対し当社指定の請求書を提出しなければな
りません。当社が、当社指定の請求書を提出した者に落札作品を引渡した場合、万が一、
落札者以外の者が落札作品を引取る等の事故があっても当社は一切その責任を負いません。
11 危険負担および所有権の移転
①
落札者は、落札作品の売買契約が成立した時点以降、落札作品の危険を負担します。
（当
社の責に帰すべからざる理由によるものである場合の滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等は、
落札者の負担とし、落札者は、購入代金の支払いを免れる事はできません。
）
②
落札者が、購入代金等の支払いを完了し、かつ、当社が落札作品を落札者に引渡すまでは、
落札作品の所有権は、落札者に移転せず、落札者が購入代金等を完済した後、当社が落
札作品を引渡した時点で、当該落札作品の所有権は、落札者に移転します。
12 支払い期限の猶予
①
落札者が、書面による購入代金等の支払い期限の猶予を求めた場合、当社は、落札者に対
し書面により期間を定めてその支払いを猶予することができます。ただし、落札者は、支払
い期限の猶予を求める権利はなく、当社が落札者に対し支払い期限の猶予を与えるか否か
は、当社の自由裁量によります。
②
落札者は、猶予期間の利息
（利率は、当社が随時定め、書面により通知します。
）
を支払わな
ければなりません。

③
落札者において、他の債務につき仮差押または強制執行を受けたとき、破産手続開始、民
事再生手続開始、会社更生法手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があ
ったとき、振出した手形または小切手が不渡りとなったとき、または当社に対する債務が一
部でも履行を遅延したときは、落札者は、当社から何らの催告、通知をすることなく支払い
期限の利益を喪失し、直ちに購入代金等を支払わなければなりません。
13 保管および保険に要する費用
①
落札者は、支払い期間内は、保管および保険に要する費用を支払うことを要しません。落札
者が、支払い期間内に落札作品の引取りができないときは、支払い期間終了後引取りの時
までの保管および保険に要する費用を支払わなければなりません。ただし、保険を付するこ
とは、当社の義務ではありません。
②
当社が落札者に対し支払い期限の猶予を与えたときは、落札者は支払い期間の最終日の翌
日から落札者が購入代金等を完済し、落札作品の引取りをするまでの間の保管および保険
に要する費用を支払わなければなりません。
14 盗品、遺失物、不正登録であったときの扱い
①
当社が落札者に落札作品の引渡しをする以前に、落札作品について、盗品、遺失物として
真正な所有者と主張する者から返還請求があった場合、または法律の定めによる売買禁止
物
（所持の禁止を含む）であることが判明した場合、当社は落札者に催告することなく売買契
約を解除することができます。この場合、当社は落札者から購入代金の支払いを受けている
ときはこれを無利息で返還するものとし、落札者は当社に対し損害賠償その他一切の請求
をすることができません。
②
警察署長等が古物営業法第21条の規定により当社に対し落札作品の保管を命じ、その保
管期間の終了日が競売当日の日の翌日から10日を越えるときは、当社はその保管期間が終了
するまで、落札者に落札作品を引渡しせず、9-②の適用にあたっては9-②の「競売開催日か
ら10日以内」
とあるのは
「警察署長等が保管を命じた期間の終了日から3日以内」
と読みかえて
適用するものとし、10-②、13-①、②および15の適用にあたっては、それぞれに規定されて
いる
「支払い期間」
または
「支払い期限」
は以上により読みかえられた期間または期限として適
用します。なお、この理由により引渡しが遅滞しても当社はその遅滞に起因する結果につい
て一切その責任を負いません。
③
当社が落札者に落札作品の引渡しをする以前に、落札者が、国外買受希望者に該当し、競
売に登録する資格がないにもかかわらず、5-③の規定に反して不正に登録した事実が判明し
た場合、当社は落札者に催告することなく売買契約を解除することができます。この場合、
当社は落札者から購入代金の支払いを受けているときはこれを無利息で返還するものとし、
落札者は当社に対し損害賠償その他一切の請求をすることができません。
15 落札者の債務不履行
落札者が、
支払い期限までに購入代金等の全額を支払わないときは、
以下の定めに従います。
1）
落札者は、支払い期限の日の翌日より全額の支払いを完了するまで購入代金等の未払残金
について、年14.6％の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。
2）
支払い期間終了後の落札作品の保管は、当社の裁量により、当社が適当と認めた方法で保
管するものとし、落札者の引取り以前に落札作品が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等した
場合、当社は当社の故意または重大な過失によるものである場合以外、一切の責任を負わ
ないものとし、落札者は、購入代金等の支払いの義務を免れません。また、当社は、この間、
当該落札作品に保険を付する義務を負いません。
3）
当社が落札者に購入代金等の支払いを催告しても支払わない場合、当社は売買契約を解除
することができます。ただし、当社に登録または通知のあった落札者の住所に送付した催告
兼解除通知書が受取人不在、不明で返送された場合、または、落札者が催告兼解除通知
書の受取りを拒否した場合は、催告兼解除通知書が落札者に到達しなくても当該通知書に
記載した支払い期限を経過した時点で解除することができ、登録または通知のあった住所
に催告兼解除通知書が通常到達すべき時点で売買契約は解除されたものとみなすものとし、
落札者はあらかじめこれを承認します。
4）
売買契約が前項により解除された場合、当社は落札作品を、最低売却価格を設定すること
なく競売または随意契約により第三者に売却することができます。当該落札作品の第三者へ
の売却価格が当該落札作品購入代金を下回る場合、落札者は当社に対し、その差額に当該
競売日または随意契約による第三者への売却日から支払い完了に至るまでの年14.6％の割
合による遅延損害金を加えた金員を支払わなければなりません。また、当該落札作品の売
却価格が当該落札作品購入代金を上回る場合、落札者はその差額を当社に請求することは
できません。
16 真贋保証
①
当社の図録等に出品作品の作者名が留保なく断定的に明記してある場合に、後日その作者
の特定が出来ないことが判明し、当社がその事実を承認できるときは、次の各号の条件に
該当する場合に限り、当社は落札者の請求により売買契約を解約し、当該作品の返還と引
換えに購入代金（受領した手数料、手数料に対する消費税およびその他当社の認める諸経
費を含む。以下本項において同じ。
）の払い戻しを致します。ただし、当社は、購入代金の払
い戻しをする以外に一切の義務はなく、利息、損害金、損害賠償金などの支払いは致しま
せん。
1）
落札者が、競売の日から1年以内 に、落札作品が図録等記載の作者の作品でないことが、

当社において納得し得る証明を添えて、競売日、出品作品番号、落札価格を明記した書面
により当社に対し請求した場合に限ります。また、この請求をすることができる者は、落札
者に限るものとし、落札者のこの権利は第三者に譲渡することができず、また担保に供する
ことができません。
2）
落札者が、落札作品の完全な所有権を有しており、当社に落札作品の完全な所有権を移転
し、かつ落札作品を競売当時の状態で当社に引渡した場合に限ります。
②
前項の場合において、真贋に関して当社の認める鑑定は、次の条件に該当する場合に限り
ます。
1）
物故作家の作品については、当社の定める専門美術商団体の鑑定委員会、登録委員会、
所定鑑定人、または専門美術研究家によって鑑定されたもの。
2）
現存作家の作品については、作家本人、作家の認める鑑定代理人、または法律上の親族に
よって鑑定されたもの。
3）
物故作家の版画作品については、カタログレゾネ、画集、展覧会図録等によって照合された
もの。
4）
現存作家の版画作品については、カタログレゾネ、画集、展覧会図録等によって照合された
もの、もしくは作家本人、作家の認める鑑定代理人、または法律上の親族による見解に基
づいたもの。
前各号のいずれの場合も、作品が図録等に掲載された時点以降に、各鑑定先による真偽
の見解が変更されもしくは各前号の鑑定方法以外の科学的検査や競売当時には実行が不
可能であった調査、分析方法により真偽の見解が変更され真正であると認められない場合
でも、
売買契約解約の対象とはならず、
当社は見解の変更に伴う責任を一切負いません。また、
版画作品において、カタログレゾネによる照合や調査が不可能であった場合（カタログレゾネ
の未出版、該当作品の未掲載、不明瞭、データの不整備、誤記など）は、当社の見解を最
終判断とします。
第四章

国外買受希望者の手続き

17 下見会及び図録等
国外買受希望者は、国内の買受希望者同様、3の規定にしたがって下見会に参加し、また、
4の規定にしたがって当社に費用を支払うことにより図録を購入することができます。当社は、
国外買受希望者に対しても、4の規定にしたがってコンディションレポートを提供します。
18 入札委託及び売買契約
①
国外買受希望者は、競売の実施に先立ち、当社の指定する受託業者であるマレットインター
ナショナルとの間で、入札委託及び売買契約を締結しなければなりません。
②
入札委託及び売買契約は、マレットインターナショナルの指定する書式に基づいて作成した
書面を送付する方法により、またはマレットインターナショナルが指定するホームページ上の所
定のフォームに入力して送信する方法により申し込むものとします。マレットインターナショナ
ルは、当該契約の締結に先立ち、国外買受希望者に対して、身分及び信用を証明する資料
の提示を求め、提示された資料その他の情報に基づく信用調査を行うことができます。
③
入札委託及び売買契約は、前項の申し込みに対して、マレットインターナショナルが、ファッ
クス、郵送、電子メール等によって承諾の通知を発した時点で成立します。
④
国外買受希望者は、入札委託及び売買契約に基づき、マレットインターナショナルに対して、
書面、電話またはオンライン同時入札により入札指示を行うものとします。
⑤
国外買受希望者が、書面によって入札を指示する場合、マレットインターナショナルに対して、
同社の指定する書式に基づいて作成した書面を、ファックス、郵送等によって送付する方法
によって、またはマレットインターナショナルから発行されたアカウントで同社が指定するホー
ムページにアクセスし、所定のフォームに入力して送信する方法によって、希望商品及び入札
指示価格を通知するものとします
（以下「入札指示通知」といいます。
）
。いずれの方法による
入札指示通知も、競売開催日の1営業日前の18時までに完了することとし、国外買受希望者
は、マレットインターナショナルの承認を得たうえで、同社の指示に従わなければなりません。
入札指示価格には、マレットインターナショナルが当社に対して支払う所定の手数料およびそ
の他諸経費の額を含まず、また、国外買主がマレットインターナショナルに対して支払う諸経
費の額も含まれないものとします。ただし、入札指示通知の申込期限後の到着、誤配等に
よる不到着、システム上の不具合、またはその他の事情により同社が入札指示通知の到着を
認識できなかった場合には入札指示がなかったものとして取り扱い、同社は一切の責任を負
いません。マレットインターナショナルは、入札を指示した者に対し、同社の自由裁量により
これを拒否することができます。
⑥
複数の国外買受希望者の入札指示価格が全く同一であったときには、入札指示通知が先に
マレットインターナショナルに到達した者を優先します。なお、入札指示価格が同一の入札指
示通知が同時に到着した場合には、マレットインターナショナルが抽選を行い優先する者を定
めます。
⑦
入札指示通知に手違い、その他一切の理由に基づく過誤があった場合も、マレットインター
ナショナルはその一切の責任を負いません。
⑧
国外買受希望者が、電話による入札指示を希望する場合、競売開催日の2営業日前の18時
までに、マレットインターナショナルの指定する書式に基づいて作成した書面を送付する方法、
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または、マレットインターナショナルから発行されたアカウントで同社が指定するホームページ
にアクセスし、所定のフォームに必要事項を入力して送信する方法により、マレットインターナ
ショナルに対して入札指示に使用する電話番号を通知し、電話による入札指示を申し込むも
のとします。
⑨
用意された電話回線の数を超えて電話による入札指示の申し込みがなされた場合には、マ
レットインターナショナルは、申し込みがされた先着順に、電話による入札指示の参加者を定
めます。なお、マレットインターナショナルは、電話による入札指示の申し込みに対し、マレッ
トインターナショナルの自由裁量によりこれを拒否することができます。
⑩
電話による入札指示に関し、電話の聞き違い、電話回線の故障、その他一切の理由に基づ
く過誤があった場合、マレットインターナショナルはその一切の責任を負いません。また、入
札を指示した者は、マレットインターナショナルによる入札が「7 競売（オークション）の方法」
その他の本規約に則って行われることに同意し、本規約に基づく当社の裁定等によって入札
拒否その他の結果が生じた場合も、マレットインターナショナルはその一切の責任を負いませ
ん。
⑪
国外買受希望者が、オンライン同時入札による入札指示を希望する場合、マレットインターナ
ショナルから発行されたアカウントで同社が指定するホームページにアクセスし、オークション
規約に同意のうえ申込ボタンをクリックして申し込まなければなりません。競売開催日の1営
業日前の18時までにオンライン同時入札による入札指示の申し込みを完了することとし、マレ
ットインターナショナルの承認を得たうえで、マレットインターナショナルの指示に従わなけれ
ばなりません。
⑫
オンライン同時入札による入札指示の申し込みについては、マレットインターナショナルの自
由裁量によりこれを拒否することができます。
⑬
オンライン同時入札に関し、入札画面上での操作間違い、通信環境の不具合、故障、その
他一切の理由に基づく過誤があった場合、マレットインターナショナルはその一切の責任を負
いません。また、入札を指示した者は、マレットインターナショナルによる入札が
「7 競売
（オ
ークション）の方法」その他の本規約に則って行われることに同意し、本規約に基づく当社の
裁定等によって入札拒否その他の結果が生じた場合も、マレットインターナショナルはその一
切の責任を負いません。
⑭
マレットインターナショナルは、国外買受希望者の書面、電話またはオンライン同時入札によ
る入札指示に不備があり、または不適当であると判断するときは、当該入札指示に従わな
いことができます。この場合において、マレットインターナショナルは責任を一切負いません。
アカウントは国外買受希望者本人以外による使用を禁止し、当該アカウントによって当社ホー
ムページにアクセスして行われた入札指示方法の申し込み、入札指示その他の入力は、本人
の意思に基づくものとみなし、その効果は本人に帰属します。
⑮
当社によって図録等記載の解説、説明が変更された場合、マレットインターナショナルは、国
外買受希望者に対して、可能な限り当該変更箇所の通知をするよう努めます。ただし、当該
変更箇所の通知が事前に国外買受希望者に到達しなかった場合においても、マレットインタ
ーナショナルは入札指示通知または電話およびオンライン同時入札による入札指示にしたが
って入札を行うものとし、図録等記載の解説、説明の変更による一切の責任を負いません。
19 落札
①
マレットインターナショナルによる入札は、他の買受希望者と同様に第二章の規定に基づいて
行われ、マレットインターナショナルが落札した場合には、当社とマレットインターナショナル
との間で売買契約が成立します。
②
マレットインターナショナルによる落札を条件として、マレットインターナショナルと国外買受希
望者との間で、入札委託及び売買契約に基づく売買が効力を生じます。売買が効力を生じ
た後の国外買受希望者を、以下
「国外買主」
といいます。
20 国外買主購入代金
①
マレットインターナショナルは、落札後、当社に対し、9の規定に基づく購入代金額を支払わ
なければなりません。ただし、やむを得ない場合は、9-②の規定にかかわらず、マレットイン
ターナショナルは当社への購入代金の支払いを延期することができます。この遅延について、
当社および売却委託者は、マレットインターナショナルに対し、利息、損害金、損害賠償金
などの請求をすることはできません。
②
マレットインターナショナルと国外買主との間の落札作品の売買価格は、落札価格に対して
16.5パーセントを乗じた金額を落札価格に合算した金額とします。
③
国外買主は、マレットインターナショナルに対して、前項の金員（以下「国外買主購入代金」と
いう。
）を、競売開催日から10日以内（ただし、この期間の最終日がマレットインターナショナル
の非営業日に当たるときは、その翌日とする。
）に、日本円により、現金、または下記銀行口
座に対する振込み送金により
（支払い期限内に送金が到達することを要する。
）支払わなけれ
ばなりません。
記
口座名 株式会社マレットインターナショナル
みずほ銀行 八重洲口支店 普通預金 2580199
三井住友銀行 銀座支店
普通預金 8504954

21 落札作品引渡し
①
マレットインターナショナルは、国外買主が国外買主購入代金の支払いを完了し、当社から
落札作品の引渡しを受けた後、遅滞なく、落札作品を国外買主の指定する場所に運送する
ための手続をとるものとします。ただし、国外買主が国外買主購入代金の他に、マレットイン
ターナショナルに対して履行期に達している他の債務（本条②および③の梱包・運送・付保
の費用並びに23の保管費用を含む。
）を負担している場合は、国外買主購入代金の他にその
債務の全てを履行し、当社から落札作品の引渡しを受けるまで、マレットインターナショナル
は落札作品の運送のための手続を開始しないことができます。
（以下、国外買主購入代金お
よび履行期に達しているマレットインターナショナルに対する全ての債務を「国外買主購入代
金等」
という。
）
②
マレットインターナショナルは、運送のための手続をとるにあたり、同社が適当と考える梱包
をすることがあります。ただし、同社は梱包について一切の責任を負いません。なお、当該
梱包の費用については国外買主が負担するものとし、マレットインターナショナルはあらかじ
め、国外買主に対して当該費用を請求するものとします。
③
マレットインターナショナルは、運送業者を手配し、同社が適当と考える保険を付し、輸出入
通関手続を行います。ただし、マレットインターナショナルは、当社から引渡しを受けて以降
の事故
（滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等）
については、運送業者選定の当否、保険の当否、
輸出入通関手続の当否を含め、
その一切の責任を負いません。なお、
運送業者に対する支払、
付保の費用および輸出入通関手続の費用については国外買主が負担するものとし、マレット
インターナショナルはあらかじめ、国外買主に対して当該費用を請求するものとします。
④
国外買主は、引取りにあたり、落札作品を検品することができます。国外買主が現実に検品
したか否かを問わず、マレットインターナショナルが落札作品を国外買主（代理人、使者、運
送業者を含む）
に引渡したときは、マレットインターナショナルに故意または重大な過失がある
場合以外、国外買主は、引取り時点以降は、落札作品違い、毀損または汚損の主張もしくは、
落札作品違い、毀損または汚損を原因とする契約解除、その他一切の請求をマレットインタ
ーナショナルに対してすることができません。ただし、マレットインターナショナルが誤って落
札した作品と別の作品を引渡した場合は、マレットインターナショナルは、その返還を求める
ことができ、国外買主はその求めに応じなければなりません。
⑤
国外買主は、落札作品の引取りにあたり、マレットインターナショナルに対し同社指定の請求
書を提出しなければなりません。マレットインターナショナルが、同社指定の請求書を提出し
た者に落札作品を引渡した場合、万が一、国外買主以外の者が落札作品を引取る等の事故
があってもマレットインターナショナルは一切その責任を負いません。
22 危険負担および所有権の移転
①
国外買主は、落札作品の売買契約が効力を生じた時点以降、落札作品の危険を負担します。
（マレットインターナショナルの責に帰すべからざる理由によるものである場合の滅失、紛失、
盗難、毀損、汚損等は、国外買主の負担とし、国外買主は、国外買主購入代金等の支払
いを免れる事はできません。
）
②
国外買主が、国外買主購入代金等の支払いを完了し、かつ、マレットインターナショナルが
落札作品を国外買主に引渡すまでは、落札作品の所有権は、国外買主に移転せず、国外買
主が国外買主購入代金等を完済した後、マレットインターナショナルが落札作品を引渡した
時点で、当該落札作品の所有権は、国外買主に移転します。
23 盗品、遺失物であったときの扱い
①
マレットインターナショナルが国外買主に落札作品の引渡しをする以前に、落札作品について、
盗品、遺失物として真正な所有者と主張する者から返還請求があった場合、または法律の
定めによる売買禁止物
（所持の禁止を含む）
であることが判明した場合、マレットインターナシ
ョナルは国外買主に催告することなく入札委託及び売買契約を解除することができます。こ
の場合、マレットインターナショナルは国外買主から国外買主購入代金の支払いを受けてい
るときはこれを無利息で返還するものとし、国外買主はマレットインターナショナルに対し損
害賠償その他一切の請求をすることができません。
②
警察署長等が古物営業法第21条の規定によりマレットインターナショナルに対し落札作品の
保管を命じ、その保管期間の終了日が競売当日の日の翌日から10日を越えるときは、当社は
その保管期間が終了するまで、落札者に落札作品を引渡しせず、20-(3)の適用にあたっては
「競売開催日から10日以内」とあるのは「警察署長等が保管を命じた期間の終了日から3日以
内」と読みかえて適用するものとし、24の適用にあたっては、それぞれに規定されている「支
払い期間」または「支払い期限」は以上により読みかえられた期間または期限として適用しま
す。なお、この理由により引渡しが遅滞してもマレットインターナショナルはその遅滞に起因
する結果について一切その責任を負いません。
24 国外買主の債務不履行
国外買主が、支払い期限までに国外買主購入代金等の全額を支払わないときは、以下の定
めに従います。
1）
国外買主は、支払い期限の日の翌日より全額の支払いを完了するまで国外買主購入代金等
の未払残金について、年14.6％の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。
2）
支払い期間終了後の落札作品の保管は、マレットインターナショナルの裁量により、マレット
インターナショナルが適当と認めた方法で保管するものとし、国外買主への引渡し以前に落
札作品が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等した場合、マレットインターナショナルは同社の
故意または重大な過失によるものである場合以外、一切の責任を負わないものとし、国外買
主は、国外買主購入代金等の支払いの義務を免れません。また、マレットインターナショナル

は、この間、当該落札作品に保険を付する義務を負いません。
3）
マレットインターナショナルが国外買主に国外買主購入代金等の支払いを催告しても支払わ
ない場合、マレットインターナショナルは入札委託及び売買契約を解除することができます。
ただし、マレットインターナショナルに登録または通知のあった国外買主の住所に送付した催
告兼解除通知書が受取人不在、不明で返送された場合、または、国外買主が催告兼解除
通知書の受取りを拒否した場合は、催告兼解除通知書が国外買主に到達しなくても当該通
知書に記載した支払い期限を経過した時点で解除することができ、登録または通知のあっ
た住所に催告兼解除通知書が通常到達すべき時点で入札委託及び売買契約は解除された
ものとみなすものとし、国外買主はあらかじめこれを承認します。
4）
入札委託及び売買契約が前項により解除された場合、マレットインターナショナルは落札作
品を、最低売却価格を設定することなく競売または随意契約により第三者に売却することが
できます。当該落札作品の第三者への売却価格が当該落札作品の国外買主購入代金を下回
る場合、国外買主はマレットインターナショナルに対し、その差額に当該競売日または随意契
約による第三者への売却日から支払い完了に至るまでの年14.6％の割合による遅延損害金を
加えた金員を支払わなければなりません。また、当該落札作品の第三者への売却価格が当
該落札作品の国外買主購入代金を上回る場合、国外買主はその差額をマレットインターナシ
ョナルに請求することはできません。
25 真贋保証
マレットインターナショナルは、16の規定により、同社が当社より購入代金の払い戻しを受け
る場合に限り、国外買主購入代金と同額を限度として払い戻しを致します。ただし、マレッ
トインターナショナルは、国外買主購入代金の払い戻しをする以外に一切の義務はなく、利息、
損害金、損害賠償金などの支払いは致しません。
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26 競売売却委託
①
当社に当社の名で競売により出品作品を売却することを委託しようとする者は、本規約およ
び当社が別途定める売却委託に関する約定に従い、競売による売却の委託を申込むものと
します。
②
売却委託を依頼する者は、当社に対し、売却委託にかかる出品作品について完全な所有権
を有することまたは、完全な所有権に基づき売却委託をすることができる権限を有すること
を保証します。
③
当社は、売却委託者の同意がない限り、競売または図録等において名前の公表をしないも
のとします。
27 最低売却価格
（リザーブ価格）
①
売却を委託しようとする者は、出品作品の売却に際し最低売却価格を設定することができま
す。ただし、この価格は日本円によるものとします。
②
最低売却価格が設定された場合、当社は、特段の理由がない限り、最低売却価格を下回る
価格で出品作品を売却しません。
③
当社は、出品作品の最低売却価格について落札者が得られないと判断する場合、いつでも
売却委託者に対し最低売却価格の変更を申し入れ、売却委託者の同意のうえ、当該価格
の変更をすることができます。
④
当社は、売却委託者が最低売却価格を設定しなかった場合、出品作品に最低売却価格を
設定することなく
「成り行き」
で売却することができます。
⑤
売却委託者は、当社といったん設定した最低売却価格を当社の同意なく変更することがで
きません。
28 出品手数料
売却委託者は、当社に対し、競売の成立の有無を問わず、別途定める当社の出品手数料お
よび著作権使用料等（出品作品の画像等を図録等に掲載するにあたり、マレットジャパンが
著作権者に対して支払う著作権使用料及び諸経費の実費）並びにこれらに対する消費税を
支払うものとします。
29 解約
①
当社は、売却委託品が競売に不適当であると判断した場合および売却委託者が当社の指示
に従わない場合には、受託の前後を問わず、いつでも売却委託契約の申し込みを拒絶し、
または解除することができます。
②
売却委託者は、売却委託契約を当社と締結した後は、売却委託契約を解除することはでき
ません。ただし、当社が解除に同意し、かつ売却委託者が、当社に対し当社が別途定める
損害金を支払った場合は、売却委託契約を解除できるものとします。
③
売却委託契約が解除された場合において、当社が売却委託品をすでに受領しているときは、
当該売却委託品を、売却委託者の費用と危険負担において返送することができるものとしま
す。
30 売却の通知
当社は、受託した売却委託品が落札された場合、遅滞なくその旨を売却委託者に通知する

ものとします。
31 当社から売却委託者への代金支払い
当社は、売却委託者に対し、特段の取り決めのない限り、競売日から20日以降に落札価格
から出品手数料、手数料に対する消費税、図録等（カタログ）掲載料および保険料その他の
立替え
（修復料、鑑定料等）
が発生した場合はその金額を差引いた金額を支払うものとします。
ただし、落札者から当社への購入代金等の支払いが遅延した場合、当社は落札者からの支
払いが確認されるまで、売却委託者への支払いを延期することができます。この遅延につい
て、売却委託者は当社に対し、利息、損害金、損害賠償金などの請求をすることはできません。
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32 規約変更
当社は、何らの予告なく本規約を変更することができるものとし、この変更は、競売人が競
売日までに、口頭、書面
（図録等への掲載を含む。
）
または競売会場・下見会場における変更
告知書の掲示によって行い、その変更はその時から効力を発するものとします。
33 責任の範囲
①
当社及びマレットインターナショナルは、本規約に当社が責任を負わないことが定められてい
る場合は、いかなる理由があっても損害賠償の義務を負いません。
②
当社及びマレットインターナショナルは、損害が天災、地変、戦争、内乱等、不測の事態等
に起因する場合は、一切の損害賠償の義務を負いません。
③
当社が落札者に対し落札作品の保管の義務を負う場合であって、前二項に規定する場合以
外のときに、当社の故意、過失により落札作品が紛失、盗難、滅失、毀損、欠損、汚損、
摩耗した場合は落札者との関係において下記規定に従うものとします。
1）
落札作品が紛失、盗難、滅失、および重大な毀損、欠損、汚損、摩耗をした場合は、当社
と落札者との間の売買契約は解除され、落札者は購入代金の支払いを免れます。また、当
社がすでに購入代金（手数料、手数料に対する消費税および当社が認める諸経費を含む。
以下本項において同じ。
）を受領している場合は、当社はこれを無利息で返還するものとしま
す。
2）
落札作品が重大でない毀損、欠損、汚損、摩耗をした場合は、当社は落札者に対し、落札
価格に対する毀損、欠損、汚損、摩耗に見合う損害額の算出分だけ購入代金を減額するも
のとします。
3）
毀損、欠損、汚損、摩耗の有無、その程度、損害額については、落札者が立証責任を負う
ものとします。
4）
当社は、当該落札作品の評価額と本質的に関わりのない付属品（額縁、表装、ガラス、アク
リル、および外箱等）
については、当社の故意または重大なる過失によるものである場合以外、
その紛失、滅失、毀損、欠損、汚損、摩耗等の責任を負いません。
5）
本項により、当社が支払う損害賠償の額は、当社が損害保険会社と締結する損害保険契約
に基づき支払われる保険金の範囲内に限定され、この範囲内で行うものとします。
④
マレットインターナショナルが国外買主に対し落札作品の保管の義務を負う場合は、前項の
規定のうち、
「当社」
を
「マレットインターナショナル」
として、
「落札者」
を
「国外買主」
として、
「売
買契約」を
「入札委託及び売買契約」として、
「購入代金」を
「国外買主購入代金」として、それ
ぞれ読み替えて適用するものとします。
⑤
当社及びマレットインターナショナルは、本条第３項各号に規定する場合以外については、故
意または重大なる過失がある場合以外は、一切損害賠償の義務を負わず、故意または重大
な過失がある場合においても損害賠償の範囲は、通常の損害のほか故意または重大な過失
があった時点において予見可能であった損害賠償の範囲に限られるものとします。
34 債権譲渡等の禁止
落札者、国外買主、競売売却委託者、その他競売関係者は、本規約に基づく当社またはマ
レットインターナショナルに対する権利、地位を譲渡することはできず、かつ担保に供するこ
とはできません。
35 準拠法
本規約は、日本法を準拠法とし、日本法により解釈されるものとし、本規約の定めのないこ
とについては、日本法によるものとします。
36 合意管轄
本規約に関する紛争は全て、事物管轄にしたがい日本国の東京地方裁判所または東京簡易
裁判所を専属の合意管轄裁判所とします。
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Conditions of Sale for Mallet Auction
Last Updated: 1st April 2022

The auctions of artworks, etc. conducted by Mallet Japan Inc. (hereinafter referred

matters by following the instructions of the Company in advance or at the auction

to as the“Company”) under the name of Mallet Auction or otherwise shall be in

desk on the day of the auction (hereinafter referred to as“General Registration”),

compliance with these Rules. Any and all persons consigning property for sale,

or by transmitting and registering his/her address, name and any other necessary

persons desiring to purchase properties, persons concluding sales agreements with

matters in the prescribed form on the Company’s website in advance (hereinafter

the Company, and any other persons involved shall accept and obey these terms

referred to as“Online Registration”). Any person desiring to participate in

described below; provided, however, that if any other separate agreement exists

an auction by Online Registration shall complete the registration and be issued
with an online account from the Company not later than 6:00pm one (1) business

between the Company and any such person, such agreement shall prevail.

day prior to the date of the auction. The account is prohibited from being used
by anyone other than the registrant, and bid applications, bidding acts and other

Chapter I   Properties Auctioned

inputs made by accessing the Company's website by the account are considered
1

to be based on the registrant's intention, and such manifestation of intention

Properties Auctioned

shall bind the registrant. Auctions shall be conducted via the methods of“paddle

The Company shall host auctions for the sale of artworks consigned for sale

display”,“absentee bidding in written form”,“telephone bidding”, and“online

(hereinafter referred to as the“Property”or“Properties”) by way of auction.

live bidding”.
2

Condition of the Properties

(2)When a person desires registration, the Company may ask to inspect his/her
identification and may refuse the registration at its own discretion.

As the Properties are inherently old, they shall be sold“as is”and the Company
shall not be liable for any spots, blemishes, or any other defects or damages caused

(3)N either a natural person whose address or domicile is not in Japan nor a
corporation whose principal office is not located in Japan (hereinafter referred

due to the aging of the Properties.

to as the“Overseas Prospective Buyer”) may make the registration of (1) above.
3

The Overseas Prospective Buyer shall participate in the auction by executing an

Pre-Auction Viewing

agreement with the entrustee designated by the Company, Mallet International

(1)The Company will hold a pre-auction viewing for every Property to be auctioned.
(2)Persons who desire to purchase any Property shall, at their own decision and

Co., Ltd., (hereinafter referred to as“Mallet International”) to entrust Mallet

responsibility, inspect the auctioned works at the pre-auction viewing and place

International with bidding based on the indicated desired purchase amount on
his/her behalf and also to purchase the item of his/her desire from Mallet

their bids.

International subject to the successful bid at the indicated bid price, at a price

(3)When a person desires admission to the pre-auction viewing, the Company may ask
the person to present his/her identification and may refuse admission or ask the

calculated as pursuant to the provisions set forth in Section 20-2, on his/her

person to leave the pre-auction viewing.

behalf (hereinafter referred to as the“Entrustment and Purchase Agreement”)
pursuant to the provisions set forth in Section 4.

(4)In case any person admitted to the pre-auction viewing causes any blemish or any
other damage to a Property, the Company may demand compensation for such

(4)Any person who desires to participate in an auction and has registered in advance
must be confirmed at the auction desk on the date of the auction.

damage from such person.
(5)Schedules for the pre-auction viewing shall generally be announced in advance
or described in the catalogue, subject to any change made by the Company at its

6

own discretion. The Company shall not be liable for any damage incidental to such

(1)The Company shall lend a bidding paddle to each registered participant at the

Bidding Paddle
auction desk on the day of the auction.

change in the schedule of the pre-auction viewing.

(2)Every auction participant shall always remain aware of the bid number of his/her
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4

own paddle and listen attentively to the bid numbers called out by the auctioneer.

Catalogue etc.

If the auctioneer instructs any participant to raise his/her paddle for the purpose

(1)When auctioning a Property, the Company shall prepare and distribute for a fee

of visibility, the person so instructed shall immediately do so.

a catalogue describing the Property as a reference for the prospective buyers.
Additionally, the Company shall prepare and provide condition reports for

(3)When any auction participant loses his/her paddle, he/she shall immediately notify

prospective buyers as a reference as considered necessary, (hereinafter referred

a staff member of the Company at the auction site. All auction participants shall

to under“catalogue etc.”).

return their paddles to the Company immediately upon the end of an auction or
when exiting in the middle of an auction.

(2)Images and other representations in the catalogue etc. are inserted only for the
purposes of reference and identification of the featured Property. In no event

(4)E very auction participant shall treat his/her paddle with due care and

shall they be construed to convey the colors, color tones, forms, defects, condition,

responsibility and shall not lend his/her paddle to a third party. Participants shall

quality, etc. of the featured Property with complete accuracy.

bear full responsibility for any damages arising from the loss, theft, or borrowing
and lending of their paddles. In no event shall the Company bear any liability for

(3)A ny descriptions and explanations included in the catalogue etc., attached

such damages whatsoever.

documents, errata, or prior reference information communicated orally or
otherwise shall be provided only for the reference of prospective buyers, and in no
event shall the Company be held liable for any error in such descriptions or any

7

discrepancy between such descriptions and an actual Property. Prospective buyers

(1)An auctioneer appointed by the Company shall preside over and conduct every

Method of Auction

shall inspect and examine the actual Property at the pre-auction viewing and bid

auction. Every auction shall be conducted by the bidding-up system, and the

for the Property at their own judgment and responsibility.

starting price and increments of bidding shall be decided at the discretion of the

(4)The estimate described in the catalogue etc. shall be presented only for the

auctioneer. The bidding price shall not include the Buyer's Premium, consumption

reference of the prospective buyers. Accordingly, the Hammer Price at which

tax thereon, or any other costs and expenses. Every auction participant agrees in

the Property is actually traded through auction may fall below the lower limit or

advance to pay the Company the full amount of the Buyer's Premium, consumption

exceed the upper limit of the estimate; provided, however, that the Company shall

tax thereon, and all other costs and expenses in case his/her bid is successful.

in principle refrain from selling a Property at a price below the Reserve (The

(2)Every auction participant must be approved by the Company and registered with

reserve price is unrelated to the lower limit of the estimate and shall be kept

the Company. Unless otherwise agreed in advance with the consignor, the Company

confidential).

shall not announce the name of such consignor or the Reserve even if the Reserve

(5)The descriptions and explanations given in the catalogue etc. may be changed
without notice. Such changes shall be announced in writing or orally at the auction
site. Prospective buyers shall confirm the details of such prior change at their
own responsibility. In the case of such change, the Property shall be deemed to be
auctioned subject to such change.
(6)The Company shall not accept the cancellation of a sales agreement arising from

has been set.
(3)The auctioneer may participate in the auction himself/herself at his/her own
discretion until the price reaches the Reserve.
(4)In case any dispute arises between auction participants or between the auctioneer
and any auction participant, the final winning bidder shall be decided through
either re-auction or the judgment of the auctioneer. In such case, any and all

claims of any discrepancy between the information described in the catalogue etc.

parties involved in such auction must obey the final decision reached. Moreover, the

and the quality or condition of an actual Property.

auctioneer may refuse any purchase offer at his/her own discretion.

(7)R eproduction and diversion of the catalogue etc. without permission of the
Company shall be prohibited (including graphics and articles).

(5)E very auction participant shall be deemed to participate in the auction as a
principal unless he/she has notified the Company in writing of his/her desire
to participate in the auction as an agent or a representative of another person

Chapter II   Auction
5

Registration and Participation

(1)Any person desiring to participate in the auction may participate in the auction by
either submitting and registering his/her address, name and any other necessary

in advance and the Company has consented thereto; provided that more than one
person may not bid for a Property under a joint name.
(6)A bidder shall express his/her intention to place a bid by raising his/her paddle so
that the auctioneer can see it, or with gestures or in any other manner recognizable
by the auctioneer. When a bidder judges that the auctioneer has failed to recognize

   the bidder's intention to place a bid, the bidder must immediately take actions to

accept bids on a first-come-first-served basis; provided that the Company may

   draw the attention of the auctioneer.

refuse to accept any telephone bid application at its own discretion.

(7)A bidder shall be bound by the price of his current bid until any other bidder

(11)The Company shall not be responsible for any failures with respect to the bidding

places a bid at a higher price. Any bid shall become void when any other bidder

instructions made by participants by telephone due to miscommunication, trouble
with telephone lines, or any other reasons.

places a bid at a higher price and the auctioneer recognizes such higher price.
(8)The winning bid shall be finally decided when the auctioneer calls out the highest

(12)Any person who desires to participate in an auction by online live bidding shall

price bid multiple times and brings down the hammer. The person who has bid

complete the Online Registration in advance as pursuant to the provisions set

the highest bidding price before the auctioneer brings down the hammer shall

forth in Section 5-1, be issued with an online account from the Company, access

be the winning bidder; provided, however, that if the auctioneer judges that the

the Company’s website from such online account, click the application button

auction needs to be continued, he/she may resume the auction again at his/her own

after confirming and agreeing to the Conditions of Sale not later than 6:00pm

discretion. When the auctioneer brings down the hammer, the winning bidder and

one (1) business day prior to the date of the auction, obtain the approval of the

the Company shall enter a sales agreement under which the bidding price for the

Company, and follow the instructions of the Company. On the day of the auction,

relevant Property shall be the sales price, and the winning bidder shall be obligated

any person who desires to participate in an auction by online live bidding shall,

to pay the amount of the Hammer Price plus the prescribed Buyer's Premium,

following the instructions of the Company, bid by online as pursuant to the

consumption tax thereon, and any other costs and expenses.

provisions set forth in Section 7-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8 and -9.

(9)Nobody may protest the decision of the winning bidder of an auction after the

(13)The Company may refuse the application of any person desiring to participate in
any auction by online live bidding at its own discretion.

auctioneer starts the bidding for the auction of the next Property.

(14)The Company shall not be responsible for any failures with respect to the bidding
8

instructions made by participants by online live bidding due to misinput, technical

Absentee, Telephone or Online Live Bidding

difficulties, or any other reasons.

(1)Persons registered with the Company who desire to participate in an auction may
participate by written bids, telephone bids, or online live bids, as well as by direct
participation at the auction site.

Chapter III   Successful Bidder

(2)Any person who desires to participate in an auction by written bids shall fill in the
Absentee/ Telephone Bids Form attached to the pertinent catalogue, send the form

9

to the Company to apply for participation by written bids. Written bids can also be

(1)In addition to paying the relevant Hammer Price, the successful bidder shall pay

Purchase Price

submitted by accessing the Company’s website from an online account obtained

the Company the total amount of the Buyer's Premium. The buyer's premium on

pursuant to the provisions set forth in Section 5-1, input the necessary matters and

each lot is 16.5 percent of the Hammer Price (the total amount of the Hammer

complete the prescribed form to the Company to apply for participation by written

Price and the Buyer's Premium incidental thereto shall hereinafter be referred to
as the“Purchase Price”).

bids. Any person who has applied for participation by written bids pursuant to the
aforementioned conditions must obtain the approval of the Company, and follow the

(2)The successful bidder shall pay the Company the total amount of the Purchase

instructions of the Company; provided, however, that if such form fails to arrive or

Price in Japanese Yen within ten (10) days after the date of the auction (if the

arrives after the application deadline due to erratic delivery, technical difficulties

final day of such period falls on a non business day of the Company, the due date

or otherwise, or if the Company cannot recognize such a request for a written

shall fall on the following business day instead) in cash, by a bank casher's check

bid, the Company shall deem that such application is not made and the Company

of any bank or credit association provided for in the Bank Law, or by a bank

shall assume no responsibility; provided further that the Company may refuse the

remittance to the bank account described below (such remittance shall be required

application of any person desiring to participate in any auction by written bids at

to be completed by the due date).

its own discretion.
Account Name: Mallet Japan Inc.

(3)The Company shall accept written bids delivered directly in person at the pre-

Mizuho Bank, Ltd., Yaesuguchi Branch,

auction viewing or delivered by facsimile or mail or submitted using the prescribed
form on the Company’s website not later than 6:00pm one (1) business day prior

Ordinary account 1012974

to the date of the auction; provided that the bidder’s indicated bid price in such

MUFG Bank, Ltd., Ginza Branch,

written bids shall not include the amount of the prescribed Buyer's Premium, the

Ordinary account 4836092

consumption tax thereon, and any other costs and expenses.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Ginza Branch,
Ordinary account 7834186

(4)If the indicated bid price from more than one bidder participating in an auction by
written bids are exactly the same; the written bid which arrives at the Company
first or acknowledged to have been received by the Company first shall prevail;

10

provided, however, that if such bids with the same indicated bid price arrive at the

(1)After the successful bidder completes payment of the Purchase Price, the Company

same time, the Company will choose the winner by drawing lots.
(5)When the Company finds any instruction by a participant by written bids to be

Delivery of Purchased Property
shall hand over the relevant purchased property; provided, however, that if such
successful bidder has any obligations due and payable to the Company other than

incomplete or inadequate, it may decide not to follow such instruction, and in such

the Purchase Price, the Company shall not hand over the purchased property

case the Company shall not be responsible in any respect.

until the bidder fulfills all of such obligations as well as the Purchase Price (the

(6)The Company shall assume no responsibility for any failures which may occur in
the course of processing the instructions of a participant included in a written bid,
regardless of the reason.

Purchase Price and any and all obligations due and payable to the Company shall
hereinafter be referred to as the“Purchase Price, etc.”).
(2)The successful bidder shall, after paying off the Purchase Price, etc., pick up the

(7)If any description or explanation described in the catalogue etc. is changed, the

purchased property within the payment period at the premises of the Company or in

announcement about such change at the auction site shall be deemed to be a notice

such other place designated by the Company. If the successful bidder cannot pick up

of such change and instruction by any bid shall be deemed to be made subject to

the Property by himself/herself, he/she may entrust an agent, a representative, or

such changed description and explanation. Although the Company shall endeavour

a carrier with the pickup or transportation at the expense and responsibility of the

to notify bidders of all changes in descriptions and explanations, it shall assume
no responsibility whatsoever if a bidder fails to receive such notification for any
reason.

successful bidder.
(3)Costs and expenses for such pickup or transportation of a purchased property
shall be borne by the successful bidder, and the Company shall not be liable for

(8)If the indicated bid price by any bidder of a written bid and the price bid by any

any accident involving the purchased property after the time of handover (when

participant at the auction site are the same, the auctioneer may decide the final

the Company passes the purchased property over to the successful bidder or its

winning bidder at his/her own discretion.

agent, its representative, or the carrier). When the successful bidder requests the

(9)Any person who desires to participate in an auction by telephone shall fill in the

Company to make shipping arrangements, the Company shall do so only for the

Absentee/ Telephone Bids Form attached to the pertinent catalogue and send

benefit of the successful bidder. In such case, the successful bidder shall take all

the form to the Company to apply for participation not later than 6:00pm one

reasonable measures against risk to the purchased property through the purchase

(1) business day prior to the auction. Any person who has completed the Online

of insurance, etc., and the Company shall assume no responsibility for any damage

Registration and been issued with an online account from the Company can access

(disappearance, loss, theft, deterioration, defacement) occurring after the handover,

the Company’s website from such online account, fill out and send the prescribed

even if the carrier appointed by the Company has proven unreliable or has caused

form to the Company to apply for participation by telephone. The telephone bids

such damage to the purchased property. The successful bidder must, at their own

application via Company’s website shall be completed not later than 6:00pm two

judgment, responsibility and burden, pack the purchased property in the manner

(2) business days prior to the auction. Any person who has applied for participation

which the successful bidder considers appropriate. Although the Company may pack

pursuant to the aforementioned conditions must obtain the approval of the

the purchased property in a manner it deems appropriate for shipment and delivery,

Company, and follow the instructions of the Company. On the day of the auction,

the Company shall bear no responsibility for such packing.

any person who desires to participate in an auction by telephone shall, following

(4)The successful bidder may inspect the purchased property when picking it up. After

the instructions of the Company, bid by telephone as pursuant to the provisions set

the handover of the purchased property from the Company to the successful bidder

forth in Section 7-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8 and -9.

(including its agent, representative or carrier), however, the successful bidder may

(10)If the number of participants desiring to participate in an auction by telephone
simultaneously exceeds the number of phone lines available, the Company shall

not raise any claim regarding any mistake, deterioration or defacement with respect
to the purchased property, terminate the agreement on the grounds of any mistake,
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deterioration or defacement with respect to the purchased property, or make any

the aforesaid three Articles correspondingly; provided that if the handover of the

   other complaint to the Company, unless such mistake, deterioration or defacement

purchased property is delayed on the grounds of such storage, the Company shall

   with respect to the purchased property can be reasonably attributed to the willful acts

not be responsible for the results caused due to such delay.

   or gross negligence of the Company, regardless of whether the successful bidder has
   inspected the purchased property at the pickup; provided, however, that if the

(3)If any successful bidder falls under description of the Overseas Prospective Buyer
and proves to be registered without entitlement to participate in the auction against

   Company hands over any Property different from the purchased property by mistake,
   it may request the successful bidder to return the Property and the successful bidder

the provision of 5-(3) before delivery by the Company to the successful bidder, the

   shall grant such request.

Company may terminate the sales agreement without notice to the successful bidder.

(5)When the successful bidder picks up the purchased property, he/she shall present

If the Company has received any payment of the Purchase Price from the successful

to the Company a prescribed invoice issued by the Company. If the Company passes

bidder in such case, the Company shall return it free of interest and the successful

the purchased property over to any person other than the successful bidder who

bidder may not make a claim for damage or any other claims to the Company.

appears with the prescribed invoice issued by the Company and thereafter the
successful bidder fails to receive the purchased property, the Company shall not be

15

responsible therefor.

In the event the successful bidder fails to pay the Purchase Price, etc. in full by the

Defaults by Successful Bidder

due date, he/she shall comply with the following provisions.
11

Transfer of Title and Burden of Risk

     i)The successful bidder shall pay a default interest on the remaining amount of
the Purchase Price, etc. at the rate of 14.6% per annum incurred from the day

(1)The successful bidder shall burden risks of the purchased property on and after the

following the due date up to the day of complete payment of such total amount.

time of conclusion of the sales agreement with respect to the purchased property.
(Any disappearance, loss, theft, deterioration, or defacement caused for any reason

    ii)The Company shall store the purchased property after expiration of the payment

not attributable to the Company shall be burdened by the successful bidder and the

period in any manner the Company deems appropriate at its own discretion.

successful bidder shall not be exempted from payment of the Purchase Price.)

Should the purchased property disappear or be lost, stolen, deteriorated, or

(2)The title to the purchased property shall not be transferred to the successful

defaced, the Company shall not be responsible for such damage unless such

bidder until the successful bidder completes payment of the Purchase Price, etc.

damage is caused by the willfulness or gross negligence of the Company, and the

and the Company hands over the purchased property to the successful bidder. The

successful bidder shall not be exempted from payment of the Purchase Price, etc.

title to the purchased property shall be transferred to the successful bidder upon

The Company shall not be obliged to take insurance for the purchased property

completion of payment of the Purchase Price, etc. by the successful bidder and the

during the storage period.

handover of the purchased property by the Company.

  iii)I n the event the successful bidder fails to pay the Purchase Price, etc. as
demanded by the Company, the Company may terminate the sales agreement;

12

provided, however, that if a notice of demand for payment and termination of a

Extension of Payment

(1)If the successful bidder asks for an extension of the payment due date for the

sales agreement sent by the Company to the address of the successful bidder

Purchased Price, etc. in writing, the Company may extend the payment due date by

registered with or notified to the Company is returned because of absence or

giving a written notice setting a grace period to the successful bidder; provided,

address unknown of the recipient, or if the successful bidder refuses to receive

however, that the successful bidder shall have no right to request such extension

such notice, the Company may terminate the sales agreement when the due date

of the payment due date and the Company may, at its own discretion, decide not to

specified in such notice becomes overdue even though such notice has not been
received by the successful bidder, and the sales agreement shall be deemed to be

grant such extension.
(2)The successful bidder shall pay the interest on the Purchase Price, etc. incurred

terminated on the date when such notice would normally have been received at

during the grace period (at the rate set from time to time and notified in writing by

the registered or notified address, and the successful bidder shall agree with the
same in advance.

the Company).
(3)If a provisional attachment with respect to other obligations of the successful
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   iv)If the sales agreement is terminated pursuant to the preceding paragraph, the

bidder or compulsory execution is filed, or an application or a petition is filed

Company may sell the purchased property to a third party without setting the

for commencement of a bankruptcy procedure, civil rehabilitation procedure,

Reserve through an auction or private sale. If the price at which such purchased

corporate reorganization procedure, company arrangement or special liquidation

property is sold to the third party is below the Purchase Price of such purchased

of the successful bidder, or any draft or check drawn by the successful bidder

property, the successful bidder shall pay the difference and a default interest

is dishonored, or the performance of any part of the obligations payable to the

thereon at the rate of 14.6% per annum for the period from the date of the

Company is delayed, the Purchase Price, etc. shall immediately become due without

auction or the date of sales to the third party by private sale up to the complete

notice from the Company and the successful bidder shall pay the Purchase Price,

payment of the sales price. If the sales price of such purchased property

etc. forthwith.

exceeds the Purchase Price thereof, the successful bidder may not demand such
difference from the Company.

13

Expenses Necessary for Storage and Insurance (Charges)

(1)The successful bidder shall not be required to pay the expenses for the storage and

16

Guarantee of Authenticity

insurance of the purchased property during the payment period. If the successful

(1)If the name of an artist of a Property is definitively specified in the catalogue etc.

bidder fails to pick up the purchased property during the payment period, he/

of the Company without reservation and it is proven at a later date that the artist

she must pay expenses for the storage and insurance of the purchased property

of the Property may not be identified and the Company acknowledges such fact,

incurred from the first day after the end of the payment period up to the day of

the Company may terminate the sales agreement upon demand by the successful

the actual pickup; provided, however, that the Company shall not be obliged to take

bidder and refund the Purchase Price in exchange for the return of such Property,

such insurance.

provided that the successful bidder fulfills the conditions referred to in each of

(2)When the Company grants an extension of the payment due date to the successful

the following provisions; provided further, however, that the Company shall assume

bidder, the successful bidder shall pay expenses for the storage and insurance of

no responsibility other than refund of the Purchase Price and shall not pay any

the purchased property incurred from the day after the end of the payment period
up to the complete payment of the Purchase Price, etc. and the pickup of the
purchased property.

interest, damage, or compensation to the successful bidder.
     i)Only if the successful bidder sends a written demand to the Company indicating
the date of the auction, the lot number of the Property, and the Hammer Price,
together with any evidence by which the Company may be satisfied that such

14

Handling of Property Stolen, Lost or Registered without Entitlement

Property is not a work of the artist as described in the catalogue etc., within one

(1)If any person claiming to be the true owner of the purchased property proves

(1) year after the date of the auction. Persons who may make such demand shall

that the purchased property has been stolen or lost and demands the return of

be limited to successful bidders, and the rights of successful bidders to make

the property before handover by the Company to the successful bidder, or if the
purchased property is identified as an item whose trade or possession is prohibited

such demand may not be assigned or offered as security to third parties.
    ii)Only if the successful bidder has the complete ownership of the purchased

by law, the Company may terminate the sales agreement without notice to the

property and transfers the complete title to the purchased property to the

successful bidder. If the Company has received any payment of the Purchase

Company and delivers the purchased property to the Company in a condition

Price from the successful bidder in such case, the Company shall return it to the
successful bidder free of interest and the successful bidder may not make a claim
for damage or any other claims to the Company.
(2)In case any chief of police orders the Company to keep hold of the purchased

identical to that at the time of the auction.
(2)The Company shall only recognize the authentication of a Property (designation of
the authenticity or inauthenticity) under the following conditions:
     i)with respect to the work of a deceased artist: only if authenticated by any

property pursuant to the provisions of Article 21 of the Antique Dealing Law and

authentication committee, any registration committee of a professional arts

such holding period exceeds ten (10) days after the day following the date of the

association designated by the Company, any designated appraiser, or any

auction, the Company shall not hand over the purchased property to the successful
bidder until the holding period expires, and the provisions of 9-(2) shall apply by

professional art researcher;
    ii)with respect to the work of a living artist: only if authenticated by the artist

changing the wordings“within ten (10) days after the date of the auction”provided

in question, an agent of authentication approved by the artist, or any relative

for therein to“within three (3) days after the final day of the holding period of the

designated by laws;

property by order of the chief of police,”and the provisions of 10-(2), 13-(1) and
(2) and 15 shall apply upon changing the wording“payment period”provided for in

   iii)w ith respect to the prints of a deceased artist: only if verified with the
Catalogue Raisonne, the relevant book, or the relevant exhibition catalogue; or

form, not later than 6:00pm two (2) business days prior to the date of the auction.

   iv)with respect to the prints of a living artist: only if verified with the Catalogue
Raisonne, the relevant book, or the exhibition catalogue, or only if authenticated

(9)If the number of the applications submitted for providing instructions by telephone

based on any opinion of the artist in question, an agent of authentication approved

exceeds the number of phone lines available, Mallet International shall decide

by the artist, or any relative designated by law.

the Buyers participating with instructions by telephone in order of arrival of the
applications; provided that Mallet International may, at its own discretion, refuse to
accept such application for participating with instructions by telephone.

In each of the paragraphs above, if any opinion of the aforesaid authenticators with
respect to the authenticity of a Property is changed after the publication of the

(10)Mallet International shall not be responsible for any failures with respect to the

descriptions of the Property in the catalogue etc., or if any opinion with respect

instructions provided by telephone due to miscommunication over the telephone,

to the authenticity of a Property is changed as a result of any scientific inspection

trouble with telephone lines or any other reasons; provided further that the

other than the inspections used for the authentications referred to in the preceding

Overseas Prospective Buyer agrees that a bid by Mallet International will be

paragraphs, or by any method of examination or analysis which was not available at

conducted in accordance with the provision of 7 and other terms of the Conditions

the time of the relevant auction, the Property shall not be subject to the termination

of Sale, and that Mallet International shall assume no responsibility for any

of the sales agreement and the Company shall have no responsibility incidental to such

consequences due to the discretion of Mallet International based on the Conditions
of Sale.

change in opinions. If it is deemed impossible to inspect or verify any print Property
with the Catalogue Raisonne (because the Catalogue Raisonne is not published, the

(11)If the Overseas Prospective Buyer desires to provide instructions by online live

relevant Property is not illustrated therein or unclear, or data is incomplete or has

bids, the Overseas Prospective Buyer must be issued with an online account from
Mallet International, access the website designated by Mallet International from

any misprints), the Company's opinion shall be deemed to be the final judgment.

such online account, click the application button after confirming and agreeing
Chapter IV   Procedures for Overseas Prospective Buyers

to the Conditions of Sale not later than 6:00pm one (1) business day prior to the
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instructions of Mallet International.

date of the auction, obtain the approval of Mallet International, and follow the
Pre-auction Viewing and Catalogue

The Overseas Prospective Buyer, as well as the prospective buyer in Japan, may

(12)M allet International may refuse the application of any person desiring to
participate in any auction by online live bidding at its own discretion.

participate in the pre-auction viewing in accordance with the provision of 3 and
purchase a catalogue by paying its cost to the Company in accordance with the

(13)Mallet International shall not be responsible for any failures with respect to the

provision of 4. The Company will also, in accordance with the provision of 4, provide

bidding instructions made by participants by online live bids due to misinput,

condition reports considered necessary for the Overseas Prospective Buyer.

technical difficulties, or any other reasons. Any person who provided Indication
of Intended Bid agrees that a bid by Mallet International will be conducted in
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accordance with the provision of 7 and other terms of the Conditions of Sale, and

Entrustment and Purchase Agreement

that Mallet International shall assume no responsibility for any consequences due

(1)T he Overseas Prospective Buyer shall, prior to the auction, execute the

to the discretion of Mallet International based on the Conditions of Sale.

Entrustment and Purchase Agreement with Mallet International, the entrustee
designated by the Company.

(14)I f any instruction of the Overseas Prospective Buyer provided in writing,

(2)T he Entrustment and Purchase Agreement shall be applied for in either

telephone or online live bidding is incomplete and Mallet International deems it

written form using a document prepared under the format designated by Mallet

inappropriate, Mallet International may choose not to follow such instruction, and,

International, or by sending and submitting the prescribed form on the website

in such case, shall assume no responsibility therefor. The account is prohibited

designated by Mallet International. Mallet International may, prior to the execution

from being used by anyone other than the registrant, and bid applications,

of such Agreement, ask the Overseas Prospective Buyer to present materials to

bidding acts and other inputs made by accessing the website designated by Mallet

show his/her identification and credibility and implement a check of credibility

International by the account are considered to be based on the registrant's
intention, and such manifestation of intention shall bind the registrant.

based on the presented materials and any other information.
(3)T he Entrustment and Purchase Agreement will become effective once the

(15)If any description or explanation described in the catalogue etc. is changed by the

aforementioned application has been received by Mallet International (via facsimile,

Company, Mallet International shall endeavour to notify the Overseas Prospective

post or electronic mail or other such method) in addition to being issued with a

Buyer of such changes; provided that Mallet International shall make a bid in

notice from Mallet International acknowledging the approval of such application.

accordance with the Indication of Intended Bid or the instruction provided in

(4)T he Overseas Prospective Buyer shall provide Mallet International with

writing, by telephone or online live bidding, and shall assume no responsibility

instructions in writing, by telephone or by online live bidding under the

due to such changes in the description or explanation described in the catalogue
etc. even if the notice of such changes has not reached the Overseas Prospective

Entrustment and Purchase Agreement.

Buyer in advance.

(5)If the Overseas Prospective Buyer provides instructions in writing, the item of his/
her desire and his/her intended bid price (indicated bid price) shall be notified to
Mallet International by sending by facsimile or mail a document prepared under
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the format designated by Mallet International, or by being issued with an online

(1)A bid by Mallet International shall be made under the provisions of Chapter II in

Successful Bid

account from Mallet International, accessing the website designated by Mallet

the same way as that of the other prospective buyers and a purchase agreement

International from such online account, input the necessary matters and complete

shall be concluded between the Company and Mallet International when Mallet

the prescribed form (hereinafter referred to as the ”Indication of Intended Bid”).

International wins a bid.

The Overseas Prospective Buyer shall provide Mallet International with Indication

(2)Subject to the successful bid by Mallet International, the purchase under the

of Intended Bid not later than 6:00pm one (1) business day prior to the date of the

Entrustment and Purchase Agreement shall become effective between Mallet

auction, obtain the approval of Mallet International, and follow the instructions of

International and the Overseas Prospective Buyer. The Overseas Prospective

Mallet International. Any Overseas Prospective Buyer who provides an Indication

Buyer thereafter shall be hereinafter referred to as the“Overseas Buyer”.

of Intended Bid, shall not include the amount of the prescribed Buyer’s Premium
and any other costs and expenses payable to Mallet International, nor include
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any other costs and expenses payable to Mallet International by the Overseas

(1)M allet International shall pay to the Company the Purchase Price under the

Overseas Purchase Price

Buyer within the indicated bid price, and the Overseas Prospective Buyer shall

provision of 9 after the successful bid; provided, however, that Mallet International

obtain the approval and follow the instructions of Mallet International; provided,

may delay the payment of the Purchase Price to the Company if there is an

however, that if such Indication of Intended Bid fails to arrive or arrives after

unavoidable reason notwithstanding the provision of 9-(2). Neither the Company nor

the application deadline due to erratic delivery, technical difficulty or otherwise,

the consignor may raise a claim to Mallet International for any interest, damage or

or if Mallet International cannot recognize such an Indication of Intended Bid,

compensation for damage.

Mallet International shall deem such an Indication of Intended Bid as not made and

(2)The sales price for each Purchased Property payable by the Overseas Buyer to

Mallet International shall assume no responsibility; provided further that Mallet

Mallet International as pursuant to the Entrustment and Purchase Agreement, is

International may refuse the Indication of Intended Bid of any person who provides

the sum of the Hammer Price and an additional 16.5 percent of the Hammer Price

instructions in writing or online at its own discretion.
(6)If the indicated bid price by more than one Overseas Prospective Buyer are the

for each lot (hereinafter referred to as the“Overseas Purchase Price”).
(3)T he Overseas Buyer shall pay Mallet International the total amount of the

same, the Indication of Intended Bid which arrives at Mallet International before

Overseas Purchase Price in the preceding paragraph in Japanese Yen within ten

the others shall prevail; provided that if such Indications arrive at the same time,

(10) days after the date of the auction (if the final day of such period falls on a

Mallet International will choose the winner by drawing lots.

non business day of Mallet International, the due date shall fall on the following

(7)Mallet International shall assume no responsibility for any failures in executing the
Indication of Intended Bid due to mistakes or any other reasons.

business day instead) in cash or by a bank remittance to the bank account described
below (such remittance shall be required to be completed by the due date):

(8)I f the Overseas Prospective Buyer desires to provide his/her instruction by
telephone (telephone bid), the telephone number to be used to provide such

Account Name: Mallet International Inc.

instruction shall be notified and the application for providing such instruction

Mizuho Bank, Ltd., Yaesuguchi Branch,

by telephone shall be submitted to Mallet International by sending a document

Ordinary account 2580199

prepared under the format designated by Mallet International, or by accessing the

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Ginza Branch,

website designated by Mallet International from an online account issued by Mallet                        

Ordinary account 8504954

International, inputting and submitting the necessary matters in the prescribed
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Delivery of Purchased Property

(1)After the Overseas Buyer completes payment of the Overseas Purchase Price and

24

Defaults by the  Overseas Buyer

In the event the Overseas Buyer fails to pay the Overseas Purchase Price, etc. in full

the purchased property is delivered by the Company, Mallet International shall take

by the due date, the following provisions shall be applied:

procedures to transport the purchased property to the location designated by the

     i)The Overseas Buyer shall pay a default interest on the remaining amount of the

Overseas Buyer without delay; provided, however, that, if such an Overseas Buyer

Overseas Purchase Price, etc. at the rate of 14.6% per annum incurred from

has any obligations due and payable to Mallet International other than the Overseas

the day following the due date up to the day of complete payment of such total
amount.

Purchase Price, including expenses for storage, shipping and insurance set forth
in Section 23, Mallet International may suspend such procedures to transport the

    ii)Mallet International shall store the purchased property after expiration of the

purchased property until the Overseas Buyer fulfills all of such obligations as well

payment period in any manner which Mallet International deems appropriate

as the Overseas Purchase Price and the Company delivers the purchased property

at its own discretion. Should the purchased property disappear or be lost,

(the Overseas Purchase Price and any and all obligations due and payable to Mallet

stolen, deteriorated or defaced before delivery to the Overseas Buyer, Mallet

International shall hereinafter be referred to as the“Overseas Purchase Price, etc.”).

International shall assume no responsibility therefor unless it is caused by the

(2)M allet International may pack the purchased property in the manner which

willfulness or gross negligence of Mallet International and the Overseas Buyer

it considers appropriate for transportation; provided, however, that Mallet

shall not be exempted from its obligation to pay the Overseas Purchase Price,

International shall assume no responsibility for such packing. Costs and expenses

etc. Mallet International shall not be obliged to purchase insurance for the

for such packing shall be borne by the Overseas Buyer and Mallet International

purchased property during such period.

shall charge the Overseas Buyer such costs and expenses.

   iii)In the event that the Overseas Buyer fails to pay the Overseas Purchase Price,

(3)M allet International shall arrange for a carrier, import, export and customs

etc. as demanded by Mallet International, Mallet International may terminate

procedures, and purchase insurance which it considers appropriate; provided,

the Entrustment and Purchase Agreement; provided, however, that, if a notice

however, that Mallet International shall assume no responsibility for any accidents,

of demand and termination sent to the address of the Overseas Buyer registered

such as loss, theft, damage or defacement, including the propriety of the choice of

with or notified to Mallet International is returned due to the absence of a

a carrier, insurance or import, export and customs procedures, at the time of or

recipient or an undeliverable address, or if the Overseas Buyer refuses to

after the delivery by the Company. Payments to a carrier and costs and expenses to

receive such notice, Mallet International may terminate the Entrustment and

purchase insurance and for import, export and customs procedures shall be borne

Purchase Agreement upon lapse of the due date specified in such notice even

by the Overseas Buyer and Mallet International shall charge the Overseas Buyer

though such notice has not reached the Overseas Buyer, and the Entrustment

such costs and expenses.

and Purchase Agreement shall be deemed to be terminated at the time that such
notice would normally reach the registered or notified address, and the Overseas

(4)T he Overseas Buyer may inspect the purchased property when picking it up.

Buyer acknowledges the above in advance.

Once Mallet International delivers the purchased property to the Overseas Buyer
(including its agent, representative or carrier), the Overseas Buyer may not raise

    iv)If the Entrustment and Purchase Agreement is terminated pursuant to the

any claim regarding any mistake, deterioration or defacement with respect to

preceding paragraph, Mallet International may sell the purchased property to a

the purchased property, terminate the agreement on the grounds of any mistake,

third party without setting the Reserve through an auction or private sale. If the

deterioration or defacement with respect to the purchased property, or raise any

price at which such purchased property is sold to the third party is below the

other claim to Mallet International at and after the time of delivery, unless it is due

Overseas Purchase Price of such purchased property, the Overseas Buyer shall

to the willfulness or gross negligence of Mallet International, regardless of whether

pay to Mallet International the difference with a default interest thereon at the

the Overseas Buyer has actually inspected the purchased property; provided,

rate of 14.6% per annum for the period from the date of the auction or the date

however, that if Mallet International delivers any property different from the

of sales to a third party by private sale up to the complete payment of such a

purchased property by mistake, Mallet International may request its return and the

price. If the sales price of such purchased property to a third party exceeds the

Overseas Buyer shall respond to such a request.

Overseas Purchase Price thereof, the Overseas Buyer may not demand payment
of such difference from Mallet International.

(5)When the Overseas Buyer picks up the purchased property, he/she shall present
to Mallet International an invoice designated by Mallet International. Once Mallet
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Guarantee of Authenticity

International delivers the purchased property to a person who has submitted the

25

designated invoice, Mallet International shall assume no responsibility for any

Mallet International will refund the purchase price up to the same amount as the

accident caused when the purchased property is picked up by a person other than

Overseas Purchase Price only if the Overseas Purchase Price is refunded by the

the Overseas Buyer.

Company to it; provided, however, that Mallet International shall assume no obligation
other than the obligation to refund the Overseas Purchase Price and shall not pay any

22

Transfer of Title and Burden of Risk

interest, damage or compensation for damage.

(1)The Overseas Buyer shall bear risks of the purchased property on and after
the time that a sales agreement with respect to the purchased property becomes

Chapter V   Consignments of Auction Sales

effective. (Any disappearance, loss, theft, deterioration or defacement caused
Consignments of Auction Sales

for any reason not attributable to Mallet International shall be burdened by the
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Overseas Buyer and the Overseas Buyer shall not be exempted from payment of the

(1)Any person who intends to consign the sale of any Property by way of auction
under the name of the Company shall apply to the Company for consignment of

Overseas Purchase Price, etc.)

auction sale in accordance with these rules and the agreement on consignment of

(2)The title to the purchased property shall not be transferred to the Overseas Buyer

sales separately provided by the Company.

until the Overseas Buyer completes payment of the Overseas Purchase Price, etc.
and Mallet International delivers the purchased property to the Overseas Buyer.

(2)Any person requesting the consignment of sales shall warrant to the Company that

The title to the purchased property shall be transferred to the Overseas Buyer

he/she has the complete ownership of the consigned Property or the authority

upon completion of payment of the Overseas Purchase Price, etc. by the Overseas

to consign the sale of such Property based on the complete ownership of such
Property.

Buyer and delivery of the purchased property by Mallet International.

(3)The Company shall not publish the name of the consignor at the auction or in the
23

catalogue etc. without the consent of the consignor.

Handling of Stolen or Lost Property

(1)If any person claiming to be the true owner demands the return of the purchased
property as being stolen or lost before delivery thereof by Mallet International to
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the Overseas Buyer, or if the purchased property is identified as an item whose

(1)Any person who intends to consign the sale of any Property to the Company may

Reserves

trade or possession is prohibited by law, Mallet International may terminate the

set the Reserve for the sale of the Property; provided that such Reserve shall be

Entrustment and Purchase Agreement without notice to the Overseas Buyer. If

denominated in Japanese Yen.

Mallet International has received any payment of the Overseas Purchase Price

(2)If the Reserve is set, the Company shall not sell the Property at a price lower than
the Reserve without special reason.

from the Overseas Buyer in such case, Mallet International shall return it free of
interest and the Overseas Buyer may not make a claim for damage or any other

(3)If the Company anticipates that no bidder will make a successful bid at or above the
Reserve of the Property, it may, at any time, suggest a change in the Reserve to the

claims to Mallet International.

consignor and change the Reserve with the consent of the consignor.

(2)I n case any chief of police orders Mallet International to keep hold of the
purchased property pursuant to the provisions of Article 21 of the Antique Dealing

(4)If the consignor does not set any Reserve, the Company may sell the Property
without setting the Reserve on the Property.

Law and such holding period exceeds ten (10) days after the day following the
date of the auction, the Company shall not deliver the purchased property to the

(5)The consignor may not change any Reserve that has been set and agreed with the
Company, without consent of the Company.

successful bidder until the holding period expires, and the provision of 20-(3) shall
apply by changing the wordings of the“payment period”or the“due date”provided

Commission Fee

for in each provision to the period or date changed pursuant to the above; provided
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that, if delivery of the purchased property is delayed due to the above, Mallet

The consignor shall pay the Company the commission fee separately set by the

International shall assume no responsibility for the results caused due to such

Company and any royalties for copyrights and others, meaning the actual amounts of

delay.

royalties for copyrights and any costs and expenses to be paid by Mallet Japan to

to the“Overseas Buyer”,“Purchase Price”to“Overseas Purchase Price”and the

authors in inserting images of the Properties in the catalogue etc., and any
consumption taxes on them, regardless of whether the consigned Property has been
successfully sold or not.

“sales agreement”to the“Entrustment and Purchase Agreement”respectively.
(5)Neither the Company nor Mallet International shall be obliged to compensate for
damages other than those provided for in each item of paragraph (3) of this Article,
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unless such damages are caused by willfulness or gross negligence. Even if such

Termination

(1)In the event the Company judges that the consigned Property is inappropriate

damages are caused by willfulness or gross negligence, the scope of compensation

for auction and/or the consignor does not follow instructions of the Company, the

for damages shall be limited to ordinary damages and the scope predictable at the

Company may refuse an application for a sales consignment agreement or terminate

time of occurrence of such willfulness or gross negligence.

a sales consignment agreement already in effect.
(2)A consignor may not terminate a sales consignment agreement after execution of
such agreement with the Company; provided, however, that if the Company consents
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Prohibition of Assignment of Obligations

Successful bidders, Overseas Buyers, consignors and any other related parties may

to such termination and the consignor compensates for damages in the amount

not transfer, assign or offer as security their rights or positions with respect to the

separately determined by the Company, the consignor may terminate the sales

Company or Mallet International under these Conditions of Sale to a third party.

consignment agreement.
(3)If the Company has already received the consigned Property upon termination of
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Governing Law

the sales consignment agreement, the Company may return such consigned Property

These Conditions of Sale shall be governed by and construed in accordance with the

at the expense and risk of the consignor.

laws of Japan, and any matter not stipulated herein shall be settled in accordance with
the laws of Japan.
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Notice of Sales

When the consigned Property is sold at an auction, the Company shall notify the

36

consignor to that effect without delay.

With respect to any and all disputes arising out of these Conditions of Sale, the

Jurisdiction

parties hereto shall submit to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court
31

Payment

or the Tokyo Summary Court of Japan.

Unless otherwise agreed by both parties, the Company shall make payment to the
consignor in an amount calculated by subtracting the Commission Fee, consumption
tax thereon, catalogue etc. illustration fee, insurance premium, and any other expenses
(such as costs for restoration and authentication) from the Hammer Price twenty
(20) days after the date of the auction; provided, however, that if the payment of
the Purchase Price, etc. from the successful bidder to the Company is delayed, the
Company may delay its payment to the consignor until the Company confirms payment
from the successful bidder. In case of such delay in payment from the Company to the
consignor, the consignor shall not demand any interest or compensation for damage
from the Company.
Chapter VI   Other Miscellaneous Provisions
32

Amendment to Rules

The Company may amend any of these Conditions of Sale without notice. Such
amendment shall be made orally or in writing (including within the catalogue etc.) by
the auctioneer by the date of the auction, or by the posting of a notice of amendment
at the auction site or pre-auction viewing, and shall become effective immediately.
33

Scope of Responsibilities

(1)If the terms described in these Conditions of Sale provide that the Company
assumes no responsibility, neither the Company nor Mallet International shall be
obliged to compensate for damages for any reason.
(2)Neither the Company nor Mallet International shall be obliged to compensate for
damages if such damages are caused due to any unexpected contingency such as a
natural disaster, act of providence, war or civil war.
(3)I f the Company is responsible for storage of the purchased property for a
successful bidder and the purchased property disappears or is lost, stolen, damaged,
deteriorated, defaced, or worn by the willfulness or negligence of the Company and
the provisions of the preceding paragraphs do not apply, the Company shall comply
with the following provisions in relation with the successful bidder:
     i)If any purchased property disappears or is lost, stolen, damaged, materially
deteriorated, defaced, or worn, the sales agreement between the Company and the
successful bidder shall be terminated and the successful bidder shall be exempted
from payment of the Purchase Price. If the Company has already received
payment of the Purchase Price in such case, the Company shall return it to the
successful bidder free of interest.
    ii)If the damage, deterioration, defacement, or wear of the property is not deemed
to be material, the Company shall subtract the portion of the damage calculated
as equivalent to such damage, deterioration, defacement, or wear from the
Purchase Price.
   iii)The successful bidder shall be responsible for verifying whether or not any
damage, deterioration, defacement or wear exists, the degree thereof, and the
calculated amount of the damage.
   iv)The Company shall not be responsible for any loss, damage, disappearance,
deterioration, defacement, wear, etc. of any accessories which do not essentially
relate to the evaluation of the relevant purchased property (such as frames,
mountings, glass, acrylic, and outer cases) unless such damage is caused by the
willfulness or gross negligence of the Company.
    v)The amount of compensation for damages paid by the Company pursuant to the
provisions hereof shall be limited to the extent of insurance money paid under the
contract of insurance against the loss made between the Company and any nonlife
insurer.
(4)If Mallet International has an obligation to keep the purchased property for the
Overseas Buyer, the provision of the preceding paragraph shall apply by changing
the wordings of the“Company”to“Mallet International”, the“successful bidder”
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How to use the Catalogue
カ タ ロ グ 表 記 に つ い て の ご 案 内

カタログでは、出品作品について作品画像とともに作品情報が記載されております。できる限りわかりやすく正確にお伝えできる
よう努めておりますが、現物の色調、技法、形状などすべての情報が正確に網羅されていない場合もございます。あくまで参考の
ためのものですので、自己判断と責任に基づいてご入札くださいますようお願い申し上げます。また出品作品は、その性質上古いも
のですので、現状有姿のまま売却されるものとご理解ください。

カタログ表記例
【ユニーク作品の例】

001 白髪 一雄

① LOT/ ロット

無題

【マルチプル・版画作品の例】

100 マルク・シャガール

＊

②作家名

⑭＊マーク

③作品名

キャンバス・油彩 1961年 ④技法 ⑤制作年
右下にサイン キャンバス裏にタイトル、年記 ⑥サインなどの記述
⑧証明書
額装＃ ⑦額装
「日本洋画商協同組合 白髪一雄鑑定登録委員会」
鑑定登録証書
10.0×14.8cm
（5号） ⑨サイズ
来歴：○○画廊
（東京）
（キャンバス裏にシール） ⑩来歴
展覧会歴：
「○○展」
△△画廊
（東京）1961年3月6日-4月1日 ⑪展覧会歴
文献：
「○○」
（△△社、東京、1961年）P.90にNo.110として掲載
⑫文献 / レゾネ

Kazuo Shiraga
Untitled
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oil on canvas, painted in 1961, signed (lower right),
titled and dated (on the reverse), framed#,
sold with a certificate by Kazuo Shiraga Authentication
Committee issued by Japan Art Dealers Association
10.0×14.8cm
Provenance: ○○gallery, Tokyo
Exhibited: '○○', ○○gallery, Tokyo, 6 March - 1 April 1961
Literature: '○○', ○○, Tokyo, 1961, illustrated on P.90 as No.110

結婚；「ダフニスとクロエ」より

Pl.42

リトグラフ
42.0×64.0cm
（フルシート）⑮フルシート / フルマージン
1961年
ed.(250)より ⑯エディション
額装
来歴：個人蔵
（パリ）
（額裏と外箱にシール）
文献：Mourlot 349/ Cramer Books 46

Marc Chagall
Hymen, Pl.42 from 'Daphnis et Chloé'
lithograph in colours, 1961, on Arches, from the edition of 250
(there was also a signed and numbered edition of 60 with wide
margins), published by Tériade Éditeur, Paris, framed
Sheet: 10.0×14.8cm
Provenance: Private Collection, Paris
Literature: Mourlot 349/ Cramer Books 46

JPY 600,000－800,000

JPY 1,000,000－1,500,000【2点セット】
⑬エスティメート（落札予想価格）

カタログ表記解説
① LOT/ ロット
②作家名

出品作品に割り振られた番号です。1 点、もしくは複数点のセットが 1 ロットとされることがあります

作品の制作者の氏名を表記しています

作家名が留保された作品について
作家名の後に（伝）：弊社の見解において、その作品の全体もしくは一部が恐らくはその作家によるものと思われる作品
作家名の後に（After）：弊社の見解において、その作家のオリジナル作品を元に制作されたもの。作家の生前、死後に関わらず、
作家の直筆サインが入っている場合でも該当します
③作品名 / タイトル

作家によるタイトル表記があれば、誤字が含まれると思われる場合にも表記の通りに記載されることがあり

ます。証明書、文献等に記載のタイトルを記載することもあります。作品名が不明の場合には「作品」とします
④技法
⑤制作年

作品が制作された際の手法、テクニックを弊社の見解において表記しています。証明書などに記載があればそれに倣います
年記や資料を基に判明した作品の制作年（おおよその制作年である場合には…頃とします）

⑥サインなどの表記について
サイン
印

作家によると思われる署名

作家本人の印が捺印されたもの

タイトル
年記

作家による、もしくは作家周辺の関係者の手によると思われるタイトル表記

作家による、もしくは作家周辺の関係者の手によると思われる制作年表記

⑦額装、軸装および額装 #

額装もしくは軸装されている作品には「額装」「軸装」と表記します。表記がないものは額装および

軸装はされていません。「額装 #」と表記されている作品は、額を開けての状態確認をしていません
⑧証明書などについて
証明書 / 鑑定書
共シール

作家本人、もしくは鑑定機関によって真正や存在が確認され発行された証書があるもの

作家本人によるサイン、印、タイトルが書かれた紙片が額裏等に貼付されたもの

共箱 / 共板

作品を入れた箱もしくは蓋に作家本人によるサイン、印、タイトルが書かれたもの

鑑題シール / 鑑題箱 / 識箱 作家の鑑定機関や関係者によって真正や存在が確認され発行されたシールがあるもの、もしくは箱書きがあるもの
照会確認済
⑨サイズ

作家本人、もしくは鑑定機関によって真正や存在が確認されたが、証書などを伴わないもの

平面作品の場合は縦×横、立体作品の場合は高さ×幅×奥行を cm で表記します。キャンバス作品は最も近しい号数も

併記しています。版画作品の場合は、イメージ（版面）サイズのみ、もしくはイメージサイズとシートサイズの両方を表記します
⑩来歴

作品の所有者の記録（公開されない場合もあります）

⑪展覧会歴

作品が展覧会などに出品された記録

⑫文献およびレゾネ

作品が出版物などに掲載された記録、レゾネ（全作品目録）に掲載された記録

⑬エスティメート / 落札予想価格

過去の落札データや市場環境を鑑みてロットごとに設定された予想落札価格です。オークション

の参考価格として公開しています
⑭＊マーク

ロット番号の左に＊マークのある作品は成り行き（ノーリザーブ）です。これ以下の価格では売却されないとす

るリザーブ（非公開の価格）の設定がなく、競り合いが止まった時点で落札する売り方です
⑮フルシート

版画作品で、シートの端まで版画が刷られている作品のうち、シートが制作過程後にトリミング等されていないもの

フルマージン

版画作品で、マージン（余白）にトリミングの跡がない、もしくはレゾネ記載のシートサイズを満たしているもの

⑯ Ed./ エディション

部数限定で制作された作品の限定部数と個別番号を記載しています。個別番号の表記がない場合には、限定

部数の総数を記載しています。また、通常販売されたノーマルエディション以外に A.P. (artist's proof) や E.A. (épreuve d'artiste)
などの作家保存版、T.P.（trial proof）や E.E.（épreuve d'essai）などのテスト版、P.P. (printer's proof) や E.P. (editor's proof)
などの関係者保存版、H.C. (hors commerce) という限定部数外の非売品、B.A.T. (bon à tirer) という校了版などがあります

その他オークション用語
オークショニア

オークションを進行する競売人です。競り始める価格（発句）や、
競り上げ幅はオークショニアの裁量に任されており、

オークション中の競りの停止、再開など一切を取り仕切ります。参加者はオークショニアの決定に従うこととします
NO LOT/ ノーロット
ディスクリプション

ロット番号が割り振られてはいますが、出品されない作品です
オークションカタログにおいて作品情報をロットごとに記載したもの

落札価格 / ハンマープライス

オークショニアが受け入れた競り合いの最高価格です。落札者は落札金額に相応の落札手数料

（バイヤーズプレミアム）を合わせた金額を支払います。詳しくは弊社規約「第三章 9」をご参照ください
購入価格

落札価格に相応の落札手数料を合わせた価格

真贋保証

作家名が留保なく明記されている出品作品は、落札後 1 年間真贋保証の対象になります。詳しくは弊社規約「第三章

16」をご参照ください
訂正票

オークションカタログが完成した後に、カタログ表記に訂正が生じた場合には「訂正票」でお知らせします。

訂正票は下見会場およびオークション当日の受付でお渡ししています。訂正票で告知された内容は周知のこととしてオークション
が進行しますのでご注意ください
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Guide For Prospective Consignors
オ ー ク シ ョ ン 出 品 方 法

マレットオークションでは、皆様からのご出品をお待ちしております。まずは、お気軽にご連絡ください。
お客様よりご提供いただいた情報は、秘密厳守いたします。
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出品の
ご相談・査定

ご出品をお考えの作品がございましたら、作品についての情報（※）
と作品の写真、または画像を郵送、
ファックスまたはＥメールにてお寄せください。当社で作品の内容、状態を確認のうえ、暫定評価額
及びその他出品条件について相談させていただきます。
査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※作品の情報は、作家名、作品名、技法、サイズ、制作年、文献、レゾネ No.、エディション、サイン、落款、
印、箱書、共シール、鑑定・証明証の有無、状態等おわかりになる範囲内で結構です。
お問い合わせ先

株式会社マレットジャパン
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-3-1 ニッセイ半蔵門ビル1F
TEL 03-5216-2480
FAX 03-5216-2481
E-mail info@mallet.co.jp
作品の
お預かり・検品

暫定評価額ご通知後、検品のため作品をお預かりいたします。その際の輸送費、梱包費は、お客様の
ご負担となりますが、作品の内容や量により、輸送方法を相談させていただきます。当社にて現物を
検品させていただいたうえ、当社査定による現在の予想落札価格（エスティメート）
を提示いたします。
鑑定が必要な場合は、当社の定める専門美術商団体の鑑定委員会、登録委員会、所定鑑定人、また
は専門美術研究家等との連絡を代行いたします。鑑定にかかる実費はお客様のご負担となりますの
でご了承ください。万が一、作品の真性が保証されなかった場合、
その作品はご出品いただけません。
鑑定料金等、発生した実費については、お客様にご負担いただきますのでご注意ください。
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Guide for Absentee Bidders
委 託 入 札 注 意 事 項

委託入札をされる前に必ずお読みください。

書面及び電話入札のお申込みは、オークション開催日前日 18：00 までに必着でお願い致します。
「書面及び電話入札申込書」に必要事項
をご記入のうえ、
下記送付先に郵送、または FAX にてお送りください。締め切り以降のお申込みは、
無効とさせていただきますのでご注意く
ださい。
送

付

先

連

〒 102-0083 東京都千代田区麹町 1-3-1
FAX 03-5216-2481
株式会社 マレットジャパン

ニッセイ半蔵門ビル 1F

TEL

絡

先

03-5216-2480

大変お手数ですが、お申込み後は、封書・FAX の到着の有無を、上記連絡先までお電話にてご確認ください。
ご記入にあたって
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■下記記載項目は必ずご記入ください。これらのうち一項目でも記入がないものは、無効とさせていただきます。
1）氏名

2）住所

3）電話番号

4）署名

5）LOT 番号

6）最高限度額※

※お電話での参加をご希望の方は、参加方法で「電話による同時参加」をお選びください。最高限度額の欄にご入札金額をご記入いた
だければ（バックアップ入札といいます）、セール中に電話が繋がらない等の事態が発生した場合にオペレーターがご入札金額まで
代行して入札いたします。なお、電話回線に限りがございますので、お申込みの受付は先着順とさせていただきます。
※最高限度額には、手数料、および手数料に対する消費税は含まれておりません。ご請求金額には、別途当社への落札手数料、および
手数料に対する消費税が加算されます。
■委託入札にてオークションご参加の際は、事前のご登録が必要です。ご登録がお済みでない方は、
「会員登録申込書」に必要事項をご
記入のうえ、
「書面及び電話入札申込書」とともにメール、郵送または FAX にてお送りください。会員費のご入金確認後、委託入札を
承ります。
■委託入札をお申込みの際は、カタログに記載されている LOT 番号順にご記入ください。
■落札された作品のお受取り方法を事前にご指定ください。
「落札作品引取り・配送指示書」にて、お引き取りまたは配送をご選択くだ
さい。ご指定のない場合は、ご入金確認後、自動的にご登録先ご住所へ発送いたします。この際、運賃・保険料は着払い、梱包料は
代引きでお客様のご負担となりますのでご留意ください。

オークション落札後のキャンセルは一切できませんので、ご注意ください。
 カタログに記載されている情報は、あくまでお客様の参考のためのものです。ご入札はお客様の自己責任を前提としており、
作品データ誤記、作品に対する見解の相違などを理由とした落札後のキャンセルには一切応じられませんのでご注意ください。
（詳しくはカタログ巻末の「オークション規約」をお読みください）

会員登録

オークションで作品をご購入・ご出品頂くには、
ご登録手続きが必要です。
当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、
会員登録費と共
に予め当社にお申込みいただくか、
下見会場、
オークション会場受付にてお申込み下さい。
オークションカタログには、
全出品作品がLOT
番号順に掲載されており、
オークション開催毎に発行されます。

会員登録費

（消費税込み）

国内カタログ会員
（3年）

60,000円

国内カタログ会員
（1年）

25,000円

国内カタログ会員
（1開催のみ）

5,000円

オンラインプライム会員
（1年）

6,000円

※海外にお住まいの方は会員費が異なります。詳しくは株式会社マレットインターナショナルにお問合せ下さい。

下見会

オークション開催前に、
全ての出品作品をご覧頂く下見会を行います。落札後のキャンセルはできませんので、
予めご自身で作品の状態を
ご確認ください。
出品作品についてのご質問、
ご相談等がございましたら、
下見会場にて当社スタッフにお気軽におたずねください。

オークション

マレットジャパン オークションは、
競り売り方式で行われ、
１）会場でのパドル提示、
2）電話による同時参加、
3）事前の書面による委託入札、
4）
オンライン同時入札によりご参加いただけます。

当日、
オークション会場受付にて当社指定の申込書にご署名のうえ、
パドルをお受け取り下さい。会場にてオークショニアがLOT順に
価格を競り上げます。落札をご希望のお客様は、
パドルを揚げることによりご購入の意思を表示してください。

カタログ巻末の「書面および電話入札申込書」に必要事項をご記入のうえ、
オークション開催前日必着でEメール、
郵送もしくはFAXにて
当社宛にお送りください。
当社ホームページにログインされますと、
オンライン経由でお申込みも可能です。
この場合には、
開催日の2営業日
前までにお申込みください。
なお、
電話回線の本数に限りがあるため、
先着順とさせていただきます。予めご了承ください。

カタログ巻末の「書面および電話入札申込書」に必要事項をご記入のうえ、
オークション開催前日必着でEメール、
郵送もしくはFAXにて
当社宛にお送りください。
当社ホームページにログインされますと、
オンライン経由でお申込みも可能です。
オークション当日、
会場にて当社スタッフがお客様に代わり、
書面にてご指示いただきました最高限度額内まで入札を代行いたします。

オークション毎に事前のお申し込みが必要となります。
開催前日までに当社ホームページにログインし、
オークション規約に同意のうえお申込
みください。
ご登録および操作方法の詳細につきましてはカタログ巻末の「オンライン同時入札参加方法」
をご覧ください。

落札手数料

請求書

請求書はご登録先ご住所へ郵送いたします。
Eメールでのお受け取りをご希望の場合は、
カタログ巻末の「書面および電話入札申込書」に
てご指定あるいは直接お問い合わせください。

お支払い

作品引渡

落札作品は、
入金確認後のお引渡しになります。発送または引取りをご希望の場合、
会場のご参加者は、
「落札作品引取り
・配送指示書」
に必要事項をご記入のうえ、
お帰りの際にオークション会場受付にて当社スタッフにお渡しください。
また、
委託入札によるご参加者は「書面
および電話入札申込書」内の＜落札作品引取り
・配送指示書＞にてご指定ください。
オークション開催前日必着で、
郵送もしくはFAXにて
当社宛にお送りください。
ご指定のない場合は、
すべて発送とさせていただきます。梱包費用は代引き、
送料・保険料は着払いにてお客様
のご負担となります。

オークション落札後のキャンセルは一切できませんので、
ご注意ください。
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ご希望の売却方法を必ず

郵送、
Fax、
E-mail にて返送下さい
※デジタル画像はEメールに添付してご送付ください。
作品点数が多い場合は必要枚数をコピー又は印刷してご利用下さい。

でご指定下さい。

オークションへの出品を希望する
プライベートセール（仲介売買）での売却を希望する
買取りを希望する
個人･法人を必ず

でご指定いただき、各項目を記入して下さい。

個人でのお申込

法人でのお申込
ふりがな
法 人 名

個人でお申込みの際は法人名・担当者名欄の入力は不要です。
法人でお申込みの際は氏名欄の入力は不要です。
ふりがな
氏
名
住

所

ふりがな
担当者名
都 道
府 県

〒

市 区
町 村

電話番号

携帯電話

Eメール

Ｆ Ａ Ｘ

日中の希望連絡先を

でご指定下さい。

電話番号

携帯電話

Ｅメール

FAX

各欄に、記入できる範囲で作品情報を記入して下さい。
備考

サイズ

✂

作家名
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製作年

技

サイン

1
法

有
作家名

・

無
備考

サイズ
鑑定書/共箱の有無など

作品名

製作年

技

サイン

2
法

有

・

無

※不明の場合は空欄で結構です。
作品のより詳しい情報・写真などをお送りいただければ、暫定査定額・買取り金額を迅速にお知らせいたします。
最終的なエスティメート（予想落札価格）・買取り金額のご提示は、実際の作品を拝見してからとなります。

年

株式会社マレットジャパン殿
私は、株式会社マレットジャパンが、当方の個人・法人
情報を記載のとおり取扱うことに同意いたします。

日

署名
弊社利用欄

株式会社 マレットジャパン
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-3-1 ニッセイ半蔵門ビル1階
TEL: 03-5216-2480 FAX: 03-5216-2481 info@mallet.co.jp

月

CD
BID

印

日時：20
担当

/

月/

日/

:
未

済

----------------------------------------------------------------

鑑定書/共箱の有無など

作品名

-----------------------------------------------------------------

FAX: 03-5216-2481

査 定 ・ 売 却申込書

-----------------------------------------------------------------

✂
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----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------✂
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----------------------------------------------------------------

INDEX

索 引 （ 五 十 音 順 ）
作家名

あ
浅野 弥衛 （Yae Asano）
麻生 三郎 （Saburo Aso）
天野 タケル （Takeru Amano）
アンセル・アダムス （Ansel Adams）
アントニ・タピエス （Antoni Tàpies）
アンリ・ミショー （Henri Michaux）
飯田 美穂 （Miho Iida）
石井 康治 （Koji Ishii）
井田 幸昌 （Yukimasa Ida）
伊藤 隆康 （Takayasu Ito）
今井 俊満 （Toshimitsu Imai）
今津 景 （Kei Imazu）
インベーダー （Invader）
ウィリアム・スコット （William Scott）
上野 陽介 （Yosuke Ueno）
宇治山 哲平 （Teppei Ujiyama）
大川 心平 （Shinpei Okawa）
オートモアイ （AUTO MOAI）
大森 暁生 （Akio Ohmori）
岡崎 和郎 （Kazuo Okazaki）
小野川 直樹 （Naoki Onogawa）
小野木 学 （Gaku Onogi）
か
カウズ （KAWS）
郭 仁植 （Quac In-Sik）
香月 美菜 （Mina Katsuki）
香月 泰男 （Yasuo Kazuki）
加納 光於 （Mitsuo Kano）
加山 又造 （Matazo Kayama）
カレル・アペル （Karel Appel）
河原 温 （On Kawara）
キース・ヴァン・ドンゲン （Kees Van Dongen）
北井 一夫 （Kazuo Kitai）
北村 和義 （Kazuyoshi Kitamura）
KYNE （KYNE）
木内 克 （Yoshi Kinouchi）
草間 彌生 （Yayoi Kusama）
久保 帯人 （Tite Kubo）
クロード・モネ （Claude Monet）
桑原 盛行 （Moriyuki Kuwabara）
小泉 悟 （Satoru Koizumi）
Cosmic Cowboy （Cosmic Cowboy）
児玉 幸雄 （Yukio Kodama）
小西 紀行 （Toshiyuki Konishi）
コムロタカヒロ （Takahiro Komuro）
さ
サクティ・ボーマン （Sakti Burman）
サム・フランシス （Sam Francis）
サルヴァドール・ダリ （Salvador Dalí）
JH・エグルストーム （JH Engström）
ジェームズ・ジーン （James Jean）
ジェームズ・リジィ （James Rizzi）
ジェニーヴェ・フィギス （Genieve Figgis）
篠田 桃紅 （Toko Shinoda）
ジム・ダイン （Jim Dine）
下田 ひかり （Hikari Shimoda）
下村 良之介 （Ryonosuke Shimomura）
ジャスパー・ジョーンズ （Jasper Johns）
ジャン・カルズー （Jean Carzou）
ジャン・デュビュッフェ （Jean Dubuffet）
ジャン・フサロ （Jean Fusaro）
ジョアン・ミロ （Joan Miró）
ジョージ・ロドリーゲ （George Rodrigue）
白髪 一雄 （Kazuo Shiraga）
杉田 陽平 （Yohei Sugita）
スザンヌ・マクレランド （Suzanne McClelland）
鈴木 藏 （Osamu Suzuki）
セザール・バルダッチーニ （César Baldaccini）
芹沢 銈介 （Keisuke Serizawa）
た
TIDE （TIDE）
瀧下 和之 （Kazuyuki Takishita）
辰野 登恵子 （Toeko Tatsuno）

生没年

LOT No.（掲載ページ）

1914-1996
1913-2000
19771902-1984
1923-2012
1899-1984
19911946-1996
19901934-1985
1928-2002
198019691913-1989
19771910-1986
1983199019711930-2022
19911924-1976

LOT 177 (P.133)
LOT 207 (P.151)
LOT 093 (P.75)
LOT 077 (P.65)
LOT 136-137 (P.106-107)
LOT 214 (P.155)
LOT 161-162 (P.124)
LOT 212 (P.153)
LOT 019 (P.20)
LOT 183-185 (P.137)
LOT 180 (P.135)
LOT 172-175 (P.130-131)
LOT 021 (P.22)
LOT 222 (P.160-161)
LOT 144 (P.113)
LOT 197 (P.144)
LOT 165-166 (P.126)
LOT 156 (P.121)
LOT 116 (P.88)
LOT 124 (P.94-95)
LOT 160 (P.123)
LOT 178 (P.134)

19741919-1988
19891911-1974
19331927-2004
1921-2006
1933-2014
1877-1968
1944197419881892-1977
192919771840-1926
194219831916-1992
19801985-

LOT 013 (P.13)
LOT 121 (P.92)
LOT 170 (P.128)
LOT 198 (P.146)
LOT 176 (P.133)
LOT 131-132 (P.102)
LOT 220 (P.158)
LOT 181 (P.136)
LOT 139 (P.109)
LOT 074 (P.63)
LOT 117 (P.88)
LOT 033-034 (P.34)
LOT 213 (P.153)
LOT 024-030 (P.25-31)
LOT 101 (P.80)
LOT 226 (P.164)
LOT 182 (P.136)
LOT 115 (P.88)
LOT 148 (P.117)
LOT 200 (P.147)
LOT 169 (P.127)
LOT 094 (P.76)

19351923-1994
1904-1989
196919791950-2011
19721913-2021
193519841923-1998
19301907-2000
1901-1985
19251893-1983
1944-2013
1924-2008
1983195919341921-1998
1895-1984

LOT 216 (P.156)
LOT 006-009, 221 (P.9-11, 159)
LOT 052 (P.49)
LOT 075 (P.64)
LOT 102 (P.81)
LOT 142 (P.111)
LOT 107 (P.83)
LOT 123 (P.93)
LOT 010 (P.11)
LOT 119, 154 (P.90, 120)
LOT 192 (P.142)
LOT 002 (P.6)
LOT 224 (P.163)
LOT 135 (P.105)
LOT 225 (P.163)
LOT 039-046 (P.39-42)
LOT 109 (P.84)
LOT 125 (P.96-97)
LOT 153 (P.119)
LOT 215 (P.155)
LOT 209 (P.152)
LOT 140 (P.110)
LOT 133 (P.103)

198419751950-2014

LOT 014 (P.14-15)
LOT 117 (P.88)
LOT 126-127 (P.98-99)
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作家名

生没年

LOT No.（掲載ページ）

ダニエル・アーシャム （Daniel Arsham）
谷口 小夏 （Konatsu Taniguchi）
田淵 安一 （Yasse Tabuchi）
鄭 相和 （Chung Sang-Hwa）
Chim↑Pom from Smappa!Group
津高 和一 （Waichi Tsutaka）
デイヴィッド・ホックニー （David Hockney）
デイヴィッド・ラシャペル （David LaChapelle）
Teiji Hayama （Teiji Hayama）
デニス・ホリングスワース （Dennis Hollingsworth）
な
仲 衿香 （Erika Naka）
長場 雄 （Yu Nagaba）
中畑 艸人 （Sojin Nakahata）
中村 桃子 （Momoko Nakamura）
ナセル・オヴィッシ （Nasser Ovissi）
奈良 美智 （Yoshitomo Nara）
名和 晃平 （Kohei Nawa）
NIKKI （NIKKI）
ネイサン・パディソン （Nathan Paddison）
は
橋爪 悠也 （Yuya Hashizume）
橋本 ユタカ （Yutaka Hashimoto）
Backside works. （Backside works.）
花井 祐介 （Yusuke Hanai）
ハビア・カジェハ （Javier Calleja）
パブロ・ピカソ （Pablo Picasso）
浜田 浄 （Kiyoshi Hamada）
浜田 知明 （Chimei Hamada）
林 正太郎 （Shotaro Hayashi）
バンクシー （Banksy）
ハンス
（ジャン）・アルプ （Hans (Jean) Arp）
ピエール・スーラージュ （Pierre Soulages）
FACE （FACE）
藤田 嗣治 （Tsuguharu Foujita）
フランク・ステラ （Frank Stella）
BLIC （BLIC）
ベン・ニコルソン （Ben Nicholson）
ヘンリク・ベルレウィ （Henryk Berlewi）
細川 真希 （Maki Hosokawa）
ま
マーク・クィン （Marc Quinn）
マーク・ドリュー （Mark Drew）
マイケル・ケーガン （Michael Kagan）
MAW （MAW）
MADSAKI （MADSAKI）
松山 智一 （Tomokazu Matsuyama）
マルク・シャガール （Marc Chagall）
丸山 純奈 （Junna Maruyama）
三栖 右嗣 （Yuji Misu）
ミスター・ドゥードゥル （Mr Doodle）
ミヤケマイ （Mai Miyake）
棟方 志功 （Shiko Munakata）
村上 隆 （Takashi Murakami）
森山 安英 （Yasuhide Moriyama）
や
山口 歴 （Meguru Yamaguchi）
山下 清 （Kiyoshi Yamashita）
山本 麻友香 （Mayuka Yamamoto）
梁 熙 （Yang Hee）
吉田 稔郎 （Toshio Yoshida）
吉原 治良 （Jiro Yoshihara）
ら
李 禹煥 （Lee U-fan）
Ryol （Ryol）
ルーチョ・フォンタナ （Lucio Fontana）
ルフィーノ・タマヨ （Rufino Tamayo）
レニ・リーフェンシュタール （Leni Riefenstahl）
ロイ・リキテンシュタイン （Roy Lichtenstein）
ロジェ・ミュール （Roger Muhl）
ロッカク アヤコ （Ayako Rokkaku）
ロビィ・ドゥウィ・アントノ （Roby Dwi Antono）
わ
脇田 和 （Kazu Wakita）

198019951921-2009
19321911-1995
1937196319751956-

LOT 112-113 (P.86-87)
LOT 087 (P.72)
LOT 193 (P.142)
LOT 121-122 (P.92-93)
LOT 089 (P.74)
LOT 194-196 (P.143-144)
LOT 001 (P.6)
LOT 076 (P.64)
LOT 092 (P.75)
LOT 171 (P.128)

199419761912-1999
199119341959197519961983-

LOT 103 (P.81)
LOT 108 (P.84)
LOT 202-203 (P.148)
LOT 150-151 (P.118)
LOT 217 (P.156)
LOT 022-023 (P.24-25)
LOT 032 (P.33)
LOT 097, 145-146 (P.78, 114-115)
LOT 152 (P.119)

19831979-

LOT 098-100 (P.78-79)
LOT 149 (P.117)
LOT 088 (P.73)
LOT 031, 096 (P.32, 77)
LOT 110 (P.84)
LOT 059-072, 227 (P.55-61, 165)
LOT 179 (P.134)
LOT 130 (P.101)
LOT 210 (P.152)
LOT 111 (P.86)
LOT 219 (P.158)
LOT 051 (P.48)
LOT 090-091 (P.74)
LOT 047-050, 199 (P.44-47, 147)
LOT 003 (P.7)
LOT 143 (P.113)
LOT 134 (P.105)
LOT 218 (P.157)
LOT 164 (P.125)

197819711881-1973
19371917-2018
194719741886-1966
1919-2022
19841886-1968
193619851894-1982
1894-1967
1980196419781980-

1903-1975
19621936-

LOT 141 (P.111)
LOT 157 (P.121)
LOT 114 (P.87)
LOT 167 (P.127)
LOT 095 (P.76)
LOT 020, 104-106 (P.20, 82-83)
LOT 053-058 (P.50-53)
LOT 155 (P.121)
LOT 201 (P.148)
LOT 086 (P.72)
LOT 159 (P.123)
LOT 208 (P.151)
LOT 078-085 (P.66-71)
LOT 186-189 (P.138-139)

19841922-1971
196419821928-1997
1905-1972

LOT 012 (P.13)
LOT 211 (P.152)
LOT 120 (P.90)
LOT 168 (P.127)
LOT 190-191 (P.140)
LOT 128-129 (P.100)

193619931899-1968
1899-1991
1902-2003
1923-1997
1929-2008
19821990-

LOT 035-038 (P.36-37)
LOT 147, 163 (P.116, 124)
LOT 011 (P.11)
LOT 138 (P.108)
LOT 073 (P.63)
LOT 004-005 (P.7-8)
LOT 223 (P.163)
LOT 015-018, 158 (P.16-19, 122)
LOT 118 (P.89)

1908-2005

LOT 204-206 (P.149)

197419761887-1985
19991927-2010
1994-
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〒 102-0083
東京都千代田区麹町 1-3-1
ニッセイ半蔵門ビル 1F
Tel.03-5216-2480 Fax.03-5216-2481

