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SALE# 230518

近現代美術　Modern and Contemporary Art
LOTS 001-167

Illustrations 図版............................P. 11

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。

日 時　Auction info

オークション　2023年  5月18日(木)15:00 開始
プレビュー       2023年  5月15日(月)10:00～18:00
           　　   2023年  5月16日(火)10:00～18:00
            　   　   2023年  5月17日(水)10:00～15:00 

Auction Date and Time 18th May 2023 (Thu) 3:00 pm JST   

  

Pre-auction Viewing 　    15th May 2023 (Mon) 10:00 am ~ 6:00 pm JST  
                                           

16th May 2023 (Tue)   10:00 am ~ 6:00 pm JST
    

                                              
17th May 2023 (Wed) 10:00 am ~ 3:00 pm JST

 

会場
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　

　

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/

*  ; no reserve price　# ; not examined out of the frame

  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。

1F Nissay Hanzomon Bldg., 1-3-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083, Japan

作品に対するお問い合わせは、オークション前日までにご連絡ください。
オークション当日は対応が難しい場合がございます。予めご了承ください。

Index 索引......................................P. 149 

  If you are not able to come to our pre-auction viewing, 
  please feel free to request the condition reports.

Location

Mallet Japan Auction House

　

We may not be able to respond to your enquiries on the auction day.
Please contact us before the auction day if you would like to enquire about the works.

How to Participate 参加概要........P. 121 

　 - Live Auction

オンライン専用オークション
《Ｍ-Live Auction》を
  同日開催いたします。

詳細は本カタログ2-8頁をご覧ください。

M-Live Auction, our brand-new online live 
auction will be held on 18 May too.

Details can be found on pp.2-8 in this catalogue.



ご利用の流れ 
 How to use

ホームページで会員登録/ログイン
マイページ内〈オンライン同時入札〉メニューへ

Register for online membership 
at our website/ Log in and open 
'Online Live Bidding' menu

Apply for Online Live Bidding 
(in advance, required for each 
auction day）

開催日ごとに参加申請
同日開催の全てのセールにご参加いただけます。
事前入札も可能です。

You may place a bid in advance using our 
Online Live Bidding system.

On the day of the aucion, bid with 
us in real time on the Online Live 
Bidding page!

オンライン同時入札専用ページを開き、
リアルタイムで競りに参加！

Online Live Bidding
オンライン同 時入札

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.

P C /スマートフォン/P C /スマートフォン/
タブレットでタブレットで

どこからでもどこからでも
リアルタイム入札!リアルタイム入札!

HP登録
ログイン

参加申請

当日
リアルタイム入札
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会田 誠
Makoto Aida
仮面ライダー；「会田家に告ぐ」より
キャンバス・シルクスクリーン

天野 タケル
Takeru Amano
Venus with Cat（Blue/ Green）
シルクスクリーン2点セット

麻生 知子
Tomoko Aso
夜、読む本/布団たたき/
お子様ランチ
キャンバス・油彩3点セット

麻生 知子
Tomoko Aso
洗髪/流し台
キャンバス・油彩2点セット

5月18日（木）12: 0 0 開始 

● コンテンポラリー作品中心のオンラインオークション
● 参加申請はホームページから
　  -オークションの開催日ごとに参加申請が必要です。
　  -当日は会場ではなく、オンライン同時入札の専用サイトよりご参加いただけます。
　   同日15：00より麴町のオークション会場にて、本カタログ10頁からのSale#230518を開催いたします。

　 - Live Auction

 出品作品一覧
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　 - Live Auction
第2回オンライン専用オークションM-Live Auctionを開催いたします。

お手元のパソコンやスマートフォンからオンライン同時入札の専用サイトに接続し、

音声・映像とともにリアルタイムでご入札いただけます。

事前入札の機能もあり、当日のご参加が難しい場合にも安心です。
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ジル・ゴリチ
Gilles Gorriti
サント・マキシム
キャンバス・油彩

リチャード・ハミルトン
Richard Hamilton
Self - Portrait
シルクスクリーン

花井 祐介
Yusuke Hanai
DOWN BUT NOT OUT
ミックストメディア

原口 典之
Noriyuki Haraguchi

「Gear」（版画集）
メタルレリーフプリントとエンボス
22点入の版画集

橋本 ユタカ
Yutaka Hashimoto
無のための習作

（見た目は偏りを生むのか#060）
木製パネル・アクリル

橋爪 悠也
Yuya Hashizume
eyewater - ver.Riders -
キャンバス・ジクレー

Backside works.
Backside works.
ボタないの？black
シルクスクリーン

マルク・シャガール(After)
Marc Chagall (After)
ミモザの中の恋人たち；

「ニースとコートダジュール」より
（ソルリエ版）
リトグラフ

鄭 相和
Chung Sang-Hwa
作品
木版

FACE
FACE
The Naked Director/ Bright Ideas
シルクスクリーン2点セット

FACE
FACE
Made in Japan Art Gallery
Collection Stratocaster® FACE
エレクトリックギター・プリント

サム・フランシス
Sam Francis
Untitled；「Portfolio 9」より
リトグラフ

サム・フランシス
Sam Francis
Untitled；「天空の詩」より
リトグラフ

橋爪 悠也
Yuya Hashizume
eyewater - ver.Kimono -
キャンバス・ジクレー
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入江 明日香
Asuka Irie
グズマニア
ボードに紙・銅版、水彩、コラージュ

入江 明日香
Asuka Irie
Cherry blossom I
ボードに紙・銅版、水彩、コラージュ

JUN INAGAWA
JUN INAGAWA
主よ、人の望みの喜びよ
アルミニウムにPVC・UVインクジェット
プリント（2.5D）

門田 光雅
Mitsumasa Kadota
防人
キャンバス・アクリル、カーボランダム

門田 光雅
Mitsumasa Kadota
海
キャンバス・アクリル、カーボランダム

川島 優
Yu Kawashima
Ability
パネルに貼られた和紙に墨、岩絵具

hi-dutch
hi-dutch
Passion Pink Smile
レジン、糸、木

彦坂 尚嘉
Naoyoshi Hikosaka
作品
木・アクリル

カミーユ・イレール
Camille Hilaire
花
紙・グワッシュ、水彩

Hime
Hime
You ain't heard nothin' yet!

（Blue）
シルクスクリーン

Hime
Hime
You ain't heard nothin' yet!

（Yellow）
シルクスクリーン

一井 弘和
Hirokazu Ichii
夢見座像
ミックストメディア

（檜、樟、彩色、金箔）

飯田 美穂
Miho Iida
ぱるみじゃにーの

（Self-portrait by Artist）
キャンバス・色鉛筆、油彩
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飯田 美穂
Miho Iida
Image, Monet (Portrait)
キャンバス・油彩

加山 又造
Matazo Kayama
めじろ
メゾチント、ビュラン
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MADSAKI
MADSAKI
Three Flags 3P/ Two Flags 2P/ 
White Flag 2P/ MADSAKI Studio 
2020
オフセットプリント4点セット

ジョアン・ミロ
Joan Miró

「Joan Miró Litógrafo III」より　Pl.5
リトグラフ

コバヤシ麻衣子
Maiko Kobayashi
Drawing #4-19
紙・鉛筆、パステル

MAW
MAW
作品
キャンバス・アクリル

ジョアン・ミロ
Joan Miró

「ユビュの少年時代」より　Pl.11
リトグラフ

ジョアン・ミロ
Joan Miró

「Joan Miró Litógrafo II」より　Pl.3
リトグラフ

小林 美樹
Miki Kobayashi
丘/えんとつのけむり
キャンバス・油彩2点セット

くらや えみ
Emi Kuraya
おさげ/ バイパス
アーカイバルピグメントプリント、
シルクスクリーン2点セット

マイク・リー
Mike Lee
Lonely Girl（White）/ 
Lonely Boy（Black）
レジン2点セット

マナブ 間部
Manabu Mabe
作品
キャンバス・油彩
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水戸部 七絵
Nanae Mitobe
作品集「Rock is Dead」刊行記念
マルチプル作品
アルミニウムボード・UV硬化インク
ジェットプリント

マナブ 間部
Manabu Mabe
作品
キャンバス・油彩
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村上 隆
Takashi Murakami
And Then × 6 (朱色：スーパーフラ
ットメソッド)/ そして、それから、・・・
僕は変わってしまう。昨日の僕は、
皮を一枚脱いだ昆虫のように、変わ
ってしまうのだ。
オフセットプリント2点セット

村上 隆
Takashi Murakami
CUBE 2/ そして、そしてそしてそし
てそして。黄 色い世 界/ MCBST, 
1959→2011
オフセットプリント3点セット

村上 隆
Takashi Murakami
DOB 2020 BLACK
リトグラフ

村上 隆
Takashi Murakami
私は私ではない。私は私になれない/ 
心眼に宇宙
オフセットプリント2点セット
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村上 隆
Takashi Murakami
レッドドラゴン ジェットブラック/ 
レッドドラゴン ホワイトプラチナ/ 
CONTeXT
シルクスクリーン3点セット

村上 隆
Takashi Murakami
NEW YORK CITY 漆黒の亡者達/
NEW YORK CITY 夜明け前の漆黒/ 
NEW YORK CITY 夜に咲く華
シルクスクリーン3点セット

村上 隆
Takashi Murakami
感謝の花
オフセットプリント

村上 隆
Takashi Murakami
どこでもドアと 
とっても良い日のスケッチ
シルクスクリーン

村上 隆
Takashi Murakami
108 Earthly Temptations/ 
108つ煩悩MURAKAMI.FLOWERS
オフセットプリント2点セット

村上 隆
Takashi Murakami
フラワーボール カラフル、ミラクル、
スパークル
オフセットプリント

村上 隆
Takashi Murakami
フラワーボール（3D）パピルス
オフセットプリント

6



長島 伊織
Iori Nagashima
Untitled -valentine-
デジタルプリント

ロッカク アヤコ
Ayako Rokkaku
Untitled
シルクスクリーン

中村 宗弘
Munehiro Nakamura
湖
紙本・彩色

奈良 美智
Yoshitomo Nara
WOW Project Beach Towel
ビーチタオルにデジタルプリント

ニシクボ サユリ
Sayuri Nishikubo
Plato
キャンバス・アクリルガッシュ、
ジェッソ、スプレー

小畑 多丘
Taku Obata
B-Boy Abstract
リトグラフ

小田 望楓
Mifuu Oda
愛はきみを裁くだろう
キャンバス・アクリル

アドリアナ・オリバー
Adriana Oliver
Someone To Love
シルクスクリーン

村上 隆
Takashi Murakami
727-727/ ゆらゆらと、歩みも揺れる、
犬の島＜私なりのレオナルドダヴィン
チへの解答＞
オフセットプリント2点セット

流 麻二果
Manika Nagare
シチュー夫人/ 四肢
キャンバス・油彩 2点セット

中村 桃子
Momoko Nakamura
Ribbon
紙・アクリル

ロッカク アヤコ
Ayako Rokkaku
Untitled
段ボール・シルクスクリーン

中村 桃子
Momoko Nakamura　
eyes closed
キャンバス・アクリル

シゲマツ
Shigematsu
作品
紙・アクリル
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©Yoshitomo Nara
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杉田 陽平
Yohei Sugita
Pith Series 0
キャンバス・アクリル

武田 鉄平
Teppei Takeda
絵画のための絵画006（ポスター）/ 
絵画のための絵画013（ポスター）
オフセットプリント2点セット

辰巳 菜穂
Nao Tatsumi
La Paz, Mexico II
キャンバス・油彩

内田 江美
Emi Uchida
Trace-222
木製ボックス・油彩

内田 ユイ
Yui Uchida
Scene:187
アクリル板・アクリル

吉仲 太造
Taizo Yoshinaka
白いばら/ 作品
キャンバス・油彩
紙・パステル 2点セット

下田 ひかり
Hikari Shimoda
死にたい天使#1/ Flower Child
ジクレープリント2点セット

篠田 桃紅
Toko Shinoda
ENCOUNTER
リトグラフ、手彩色

空山 基
Hajime Sorayama
Print #68/ Print #79
オフセットプリント2点セット

高松 和樹
Kazuki Takamatsu
過去の私にありがとう。今日の私に
こんにちは。
ジクレープリント
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出品作品は追加・変更される場合がございます。

同カタログ掲載画像の一部は参考図版となります。

作品詳細はホームページからご確認いただけます。

　 - Live Auction

多作家作品
Various Artists

「San Lazzaro et ses Amis」版画集
ルーチョ・フォンタナ、ジョアン・ミロ
ら15名の作家によるリトグラフ15点入
の版画集 
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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1階
Tel. 03-5216-2480　　
Fax. 03-5216-2481

P
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ン
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通
り

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

マレットオークションは2022年6月より、下記住所に移転いたしました。
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。
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。
※M-live Auctionについては入札方法はオンラインのみ、下見会の展示は一部作品となります。

Mallet Auction has moved to the new address shown below in 2022. 
Pre-auction viewing and the auction will be held in the saleroom at Hanzomon. 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.
*Please note that there will be no pre-sale viewing for the lots in M-Live Auction and bids cannot be placed at the 
auction site.

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
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 
Shinjuku-dori Ave. from Uchibori-dori 
Ave., in the direction of Shinjuku): We are 
at the south-western corner of 
"Kojimachi Police Station" intersection.

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。
作品データの誤記、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 checking  
condition reports on our website. 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 in 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 opinions on the winning 
lot is accepted.

Sale #230518 オークション・下見会 会場のご案内

作品の状態について
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ウィレム・デ＝クーニング
Clam Digger；「Portfolio 9」より
リトグラフ　1967年　
右下にサイン　左下にed.81/100　
41.0×30.5cm　シート43.5×56.8cm（フルマージン）
文献：Graham 4　
　
Willem De Kooning
Clam Digger, from 'Portfolio 9'
lithograph, 1967, on wove, signed in pencil, numbered 
81/100  (there were also 20 A.P.), published and 
printed by Hollander's Workshop, Inc., New York, 
with their blindstamps, with full margins 
Image: 41.0×30.5cm Sheet: 43.5×56.8cm
Literature: Graham 4
　
JPY 350,000 — 450,000 

001

サム・フランシス
The East is Red
リトグラフ　1970年　下部にサイン、ed.1/15　額装#　
63.5×89.3cm（フルシート）　
来歴：高宮画廊（大阪）/
ギャラリー池田美術（東京）（いずれも額裏にシール）　
文献：Lembark L.113（SF-103）

Sam Francis
The East is Red
lithograph in colours, 1970, on BFK Rives, 
signed in pencil, numbered 1/15 (there were also 3 T.P.), 
published and printed by The Litho Shop, Inc., 
Santa Monica, the full sheet, framed#
Sheet: 63.5×89.3cm
Provenance: Gallery Takamiya, Osaka/ 
Gallery Ikeda Bijutsu, Tokyo
Literature: Lembark L.113 (SF-103)

JPY 350,000 — 450,000 

002

サム・フランシス
Untitled
リトグラフ　1964年　
下部にサイン、ed.A.P.　額装#　
39.8×57.2cm（フルシート）　
文献：Lembark L.67（SF-74）

Sam Francis
Untitled
lithograph in colours, 1964, on Kochi rice, signed 
in pencil, inscribed 'Artist's proof' (the edition was 40), 
published and printed by Joseph Press, Los Angeles, 
with the printer's chop mark, the full sheet, framed#
Sheet: 39.8×57.2cm
Literature: Lembark L.67 (SF-74)

JPY 300,000 — 400,000 

003
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エルズワース・ケリー
Colors on a Grid, Screenprint 1976
シルクスクリーン、オフセットリトグラフ　1976年　
右下にサイン　左下にed.43/46　
額装　
101.9×101.6cm　シート122.0×122.5cm（フルマージン）　
文献：Axsom 140　

JPY 1,500,000 — 2,000,000 

004 Ellsworth Kelly
Colors on a Grid, Screenprint 1976
screenprint and offset lithograph in colours, 1976, 
on Arches, signed in pencil, numbered 43/46 (there were 
also 10 A.P.), published by Tyler Graphics Ltd., New York, 
with their blindstamp, printed by Kim Halliday and John 
Hutcheson, with full margins, framed
Image: 101.9×101.6cm Sheet: 122.0×122.5cm
Literature: Axsom 140



ルパート・スミス
Nikon Camera
キャンバス・アクリル、シルクスクリーン　
キャンバス裏にサイン　
額装#　
91.0×91.0cm（30号）

Rupert Jasen Smith
Nikon Camera
acrylic and screenprint in colours on canvas, 
signed (on the reverse), framed#
91.0×91.0cm　

JPY 150,000 — 200,000 

005

フランク・ステラ
Clinton Plaza；「Black Series I」より
リトグラフ　1967年　
右下にサイン、年記、ed.41/100　
額装　
27.0×21.0cm　
シート38.1×55.6cm（フルマージン）　
文献：Axsom 4

JPY 200,000 — 300,000 

006 Frank Stella
Clinton Plaza, from 'Black Series I'
lithograph, 1967, on Barcham Green paper, signed and dated 
in pencil, numbered 41/100 (there were also 9 A.P.), published 
by Gemini G.E.L., Los Angeles, with their chop mark, copyright 
mark, ink stamp, and identification number of '67-129', printed 
by Kenneth Tyler, Gemini G.E.L., Los Angeles, with full 
margins, framed
Image: 27.0×21.0cm Sheet: 38.1×55.6cm
Literature: Axsom 4
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フランク・ステラ
Squid；「The Waves」より
シルクスクリーン、リトグラフ、リノカット、手彩色、コラージュ　
1988-89年　
下部にサイン、年記、ed.6/60　
額装#　
189.8×139.5cm（フルシート）　
文献：Axsom 188　

JPY 1,200,000 — 1,700,000 

007 Frank Stella
Squid, from 'The Waves'
screenprint, lithograph and linocut in colours with 
hand-colouring and collage, 1988-89, on Saunders 
and Somerset, signed and dated in pencil, 
numbered 6/60 (there were also 10 A.P.), 
published by Waddington Graphics, London, 
the full sheet, framed#
Sheet: 189.8×139.5cm
Literature: Axsom 188



フランク・ステラ
Sinjerli Variation III；「Sinjerli Variations」より
リトグラフ、シルクスクリーン　1977年　
下部にサイン、タイトル、年記、ed.P.P.I　
額装#　
81.3×107.5cm（フルシート）　　
文献：Axsom 117　

JPY 800,000 — 1,300,000 

008 Frank Stella
Sinjerli Variation III, from 'Sinjerli Variations'
lithograph and screenprint in colours, 1977, 
on Arches, signed, titled and dated in pencil, 
inscribed P.P.I (the edition was 100), published by 
Petersburg Press, New York, printed by Bruce 
Porter, James Welty and John Campione, 
the full sheet, framed#
Sheet: 81.3×107.5cm
Literature: Axsom 117



ジム・ダイン & リー・フリードランダー
「Photographs and Etchings」（作品集）

ジム・ダインのエッチング16点、リー・フリードランダーのゼラチンシルバープリント17点入のポートフォリオ　
1969年　
各下部に両作家のサイン、ed.1/75　
オリジナルケース付　
各シート45.7×75.7cm（フルマージン）

Jim Dine & Lee Friedlander
Photographs and Etchings
the complete portfolio comprising sixteen etchings by Jim Dine, seventeen gelatin silver prints by Lee Friedlander, 
1969, on handmade wove, signed and dated in pencil by both artists, numbered 1/75 (there were also 15 A.P.), 
published by Petersburg Press, Ltd., London, with their watermark, with full margins, 
contained in an original case
Sheet: 45.7×75.7cm (each)
　　
JPY 500,000 — 700,000 

009
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ジム・ダイン
Bathrobe
リトグラフ　1970-76年　
下部にサイン、年記、ed.129/150　
額装　
82.0×59.0cm（フルシート）　
文献：Williams College 33

Jim Dine
Bathrobe
lithograph in colours, 1970-76, on Green Penhurst, 
signed and dated in ink, numbered 129/150, 
published by Petersburg Press, Ltd., London, 
printed by Ernie Donagh, the full sheet, framed
Sheet: 82.0×59.0cm
Literature: Williams College 33

JPY 250,000 — 350,000 

010

ジェームズ・ローゼンクイスト
Rouge Pad
エッチング、アクアチント、ポショワール、エンボス　
1978年
下部にサイン、タイトル、年記、ed.46/78　額装#　
45.7×91.0cm　シート57.7×101.3cm（フルマージン）　
文献：Glenn 134

James Rosenquist
Rouge Pad
etching, aquatint and pochoir in colours with 
embossing, 1978, on Pescia Italia, signed in pencil, 
titled and dated, numbered 46/78, published by 
Multiples, Inc., New York, printed by Flatstone Studio 
Tampa, Florida, with their blindstamp, with full 
margins, framed#
Image: 45.7×91.0cm Sheet: 57.7×101.3cm
Literature: Glenn 134
　
JPY 150,000 — 200,000 【2点セット】

011 ジャン・ティンゲリー
Fontaine Joe Syffert；

「Eight by Eight to Celebrate the Temporary 
Contemporary」より
シルクスクリーン　1984年　
下部にサイン、タイトル、ed.210/300　
104.8×73.1cm（フルシート）　

Jean Tinguely
Fontaine Joe Syffert, from 'Eight by Eight to 
Celebrate the Temporary Contemporary'
screenprint in colours, 1984, on Technosil, signed and 
titled in white pencil, numbered 210/300, published by 
The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 
printed by Albin Uldry Silkscreen, Bern, the full sheet
Sheet: 104.8×73.1cm
[set of 2]
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アンディ・ウォーホル
Vesuvius
シルクスクリーン　1985年　
右下にサイン　裏面に作家のコピーライトスタンプ　
ed.（T.P.57）より　
額装　
79.9×100.0cm（フルシート）　
文献：Feldman & Schellmann IIB.365　
T.P.はそれぞれカラーバリエーションが異なるユニークプリント
　
JPY 5,000,000 — 8,000,000 

012 Andy Warhol
Vesuvius
screenprint in colours, 1985, on Arches 88, signed in 
pencil, with the artist's and publisher's copyright 
stamp on the reverse, a unique colour variant from 
the T.P.57 (the edition was 250), published by 
Fondazione Amelio, Naples, printed by Rupert Jasen 
Smith, New York, with his blindstamp, the full sheet, 
framed
Sheet: 79.9×100.0cm
Provenance: Private collection, Japan
Literature: Feldman & Schellmann IIB.365



ジャスパー・ジョーンズ
Untitled（Yellow）
エッチング　1982年　
右下にサイン、年記　左下にed.A.P.9/14　
額装#　
86.5×62.0cm　シート107.0×75.5cm（フルマージン）　
文献：Universal Limited Art Editions 197/ Field 225

Jasper Johns
Untitled (Yellow)
etching in black and yellow, 1982, on BFK Rives, 
signed and dated in pencil, numbered A.P.9/14 
(the edition was 77), published by Petersburg Press, 
London, printed by Atelier Crommelynck, Paris, 
with full margins, framed# 
Image: 86.5×62.0cm Sheet: 107.0×75.5cm
Literature: Universal Limited Art Editions 197/ Field 225
　
JPY 600,000 — 800,000 

013

ジェニファー・バートレット
春/ 夏；「四季」より
和紙・シルクスクリーン2点セット　1992/ 1993年　
各右下にサイン、年記　
各左下にed.H.C.3/8、H.C.4/17　
各80.0×80.0cm　各シート85.0×88.0cm
文献：Orlando Museum 19、20　

JPY 100,000 — 150,000 【2点セット】

014 Jennifer Bartlett
Spring/ Summer, from 'The Four Seasons'
a set of two screenprints in colours, 1992/ 1993, 
on Japon, each signed and dated in pencil, 
numbered H.C.3/8 and H.C.4/17 respectively
Image: 80.0×80.0cm (each) 
Sheet: 85.0×88.0cm (each)
Literature: Orlando Museum 19, 20
[set of 2]
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キース・ヘリング
Untitled 2；「Free South Africa」より
リトグラフ　1985年　
右下にサイン、年記、ed.46/60　
額装#　
77.0×96.3cm　シート80.5×100.3cm（フルマージン）　
文献：Littmann P.42　

JPY 3,000,000 — 4,000,000 

015 Keith Haring
Untitled 2, from 'Free South Africa'
lithograph in colours, 1985, on wove, signed and 
dated in pencil, numbered 46/60 (there were also 
15 A.P.), published by Edition Schellmann, 
Munich and New York, printed by Matthieu Litho 
Switzerland, with their blindstamp, with full margins, 
framed# 
Image: 77.0×96.3cm Sheet: 80.5×100.3cm
Literature: Littmann P.42



アレックス・カッツ
Gray Ribbon
シルクスクリーン　1990年　
左下にサイン、ed.55/150　額装#
69.9×91.2cm（フルシート）　
文献：Maravell 247

Alex Katz
Gray Ribbon
screenprint in colours, 1990, on Arches, 
signed in pencil, numbered 55/150 (there were also 
30 A.P.), published by Gaultney-Klineman Art, 
New York, printed by Adi Rischner and Steven Sangenario, 
Styria Studio, Inc., New York, the full sheet, framed#
Sheet: 69.9×91.2cm
Literature: Maravell 247
　
JPY 500,000 — 700,000 

016 アレックス・カッツ
Ada X 2
アーカイバルピグメントプリント　2020年　
左下にサイン、ed.57/150　額装　
80.9×119.8cm（フルシート）　

Alex Katz
Ada X 2
archival pigment print in colours, 2020, 
on Innova 315 gsm paper, signed in pencil, 
numbered 57/150, published by Lococo Fine Art 
Publisher, St. Louis, with their copyright stamp, 
the full sheet, framed 
Sheet: 80.9×119.8cm

JPY 800,000 — 1,300,000 

017



キース・ヘリング
Untitled
紙・墨、朱墨　1984年　
作品裏にサイン、年記　
額装#　

「キース・へリング財団」証明書　
51.0×73.0cm　
　
JPY 30,000,000 — 40,000,000 

018 Keith Haring
Untitled
sumi ink on paper, executed in 1984, 
signed and dated (on the reverse), framed#, 
sold with a certificate by the Estate of Keith Haring
51.0×73.0cm
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ジェフ・クーンズ
Balloon Dog （Yellow）
メタリックポーセリン　2015年　
ed.539/2300　
オリジナルボックス付　

「M. Michel Bernardaud」証明書　
H.26.7×W.26.7×D.12.7cm　
Bernardaud社製
　
JPY 400,000 — 500,000 

019

カウズ
「Ups and Downs」より

シルクスクリーン　2013年　
右下にサイン、年記　左下にed.13/100　
額装　
シート88.9×58.4cm
来歴：Nerman Museum of Contemporary Art（カンザス）

KAWS
From 'Ups and Downs'
screenprint in colours, 2013, on Saunders Waterford 
High White paper, signed and dated in pencil, 
numbered 13/100 (there were also 20 A.P.), framed 
Sheet: 88.9×58.4cm
Provenance: Nerman Museum of Contemporary Art, 
Kansas

JPY 700,000 — 1,000,000 

020

Jeff Koons
Balloon Dog (Yellow)
metallic porcelain multiple, 2015, numbered 
539/2300, contained in an original box, 
made by Bernardaud, sold with a certificate by 
M. Michel Bernardaud
H.26.7×W.26.7×D.12.7cm
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アンドレ・サライヴァ
Street Sign Mr.A
標識用アルミパネル・エナメル 3点セット　2021年　
各下部にサイン、年記　
各作品裏にサイン、年記、'Paris'の記述　
各150.0×50.0cm　

JPY 1,200,000 — 1,800,000 【3点セット】

021 André Saraiva
Street Sign Mr.A
a set of three enamels on street sign, 
executed in 2021, each panel signed and 
dated (lower area), signed, dated and 
inscribed 'Paris' (on the reverse)
150.0×50.0cm (each)
[set of 3]

【André Saraiva：1971（スウェーデン）】
ルイ・ヴィトン、シャネル、ナイキ、アップルなど世界的ブランドとのコラボレーションを次 と々成功させて
いるグラフィティアーティスト。彼が生み出した自身の分身であるシグネチャーキャラクター 'Mr.A'は
世界中の人々から愛されるアートピースになっている。
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インベーダー
Original Cote d'Azur
セラミックタイル　2007年　
額装#　

「Lionel Gallery」証明書　
36.0×34.0cm
来歴：Lionel Gallery（アムステルダム）/ 個人蔵（日本）　

JPY 4,000,000 — 6,000,000 

022 Invader
Original Cote d'Azur　　
ceramic tile, executed in 2007, framed#, 
sold with a certificate by Lionel Gallery
36.0×34.0cm
Provenance: Lionel Gallery, Amsterdam/ 
Private collection, Japan
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ラファル・オルビンスキ
作品
キャンバス・アクリル　1992年　
右下にサイン、年記　
122.0×81.0cm　

JPY 1,000,000 — 1,500,000 

023 Rafał Olbiński
Work
acrylic on canvas, painted in 1992, 
signed and dated (lower right)
122.0×81.0cm



アルフォンス・ミュシャ
チェロ奏者ズデンカ・チェルニー
リトグラフ　1913年　
左下に版上サイン、年記　
右下にズデンカ・チェルニーのサイン
額装　
102.0×104.5cm　シート108.8×111.3cm　
文献：Ann Bridges A63/ 創英社 245
参考文献：Rennert & Weill 98

European Tour of the Cellist Zdeňka Černý (Černá)
lithograph in colours, 1913, on laid down on linen, 
signed and dated on the stone, signed in ink by 
Zdeňka Černý, printed by V. Neubert Smichor, 
Prague, framed 
Image: 102.0×104.5cm Sheet: 108.8×111.3cm
Literature: Ann Bridges A63/ Soeisha 245/ 
Rennert & Weill 98 (same image illustrated)　

JPY 700,000 — 1,000,000 

024

アルフォンス・ミュシャ
四つの花
リトグラフ　1898年　
各図柄下部に版上サイン　
額装　
イメージ42.0×61.0cm　
来歴：丸善（東京）　
文献：Rennert & Weill 46.Var.2/ 
Ann Bridges P13

Alphonse Mucha
Les Fleurs
lithograph in colours, 1898, signed on the stone, 
printed by F. Champenois, Paris, framed 
Image: 42.0×61.0cm
Provenance: Maruzen, Tokyo
Literature: Rennert & Weill 46.Var.2/ 
Ann Bridges P13
　
JPY 800,000 — 1,200,000 

025
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グランマ・モーゼス
ハリントンの家
メゾナイト・油彩　1949年　
左下にサイン　額装　

「Galerie St. Etienne」証明書　
42.6×54.8cm（10号大）
　来歴：Galerie St. Etienne（ニューヨーク）/ James Vigeveno Galleries（ロサンゼルス）（いずれも額裏にシール）/ 
Sotheby's （1986年）/ Galerie St. Etienne & Hammer Galleries（ニューヨーク）/ ハタ・インターナショナル（東京）/ 
伊勢丹（横浜）/ 個人蔵（日本）
文献：「Grandma Moses」（Otto Kallir編/ Harry N. Abrams出版、1973年）P.305にNo.841として掲載　
　
Grandma Moses
The Harrington House
oil on masonite, painted in 1949, signed (lower left), framed, sold with a certificate by Galerie St. Etienne
42.6×54.8cm
　Provenance: Galerie St. Etienne, New York/ James Vigeveno Galleries, Los Angeles/ Sotheby's (1986)/ 
Galerie St. Etienne & Hammer Galleries, New York/ Hata International, Tokyo/ Isetan, Yokohama/ 
Private collection, Japan
Literature: 'Grandma Moses', Otto Kallir, Harry N. Abrams, New York, 1973, illustrated on P.305 as No.841
　
JPY 5,000,000 — 7,000,000 

026

【Grandma Moses (Anna Mary Robertson Moses)：1860-1961（アメリカ）】
夫と死別し子供も独立し時間ができたことで油絵を始めた時には70歳を過ぎていた。
近所の薬局に置かせてもらっていた作品がコレクターの目に留まったことがきっかけとなり、最初の個展（1940年）の記事に
'Grandma Moses'と紹介されたことから、画家グランマ・モーゼスが誕生した。
以後トルーマン大統領がホワイトハウスに招待、アイゼンハワー大統領との文通、ケネディ大統領が作品を称賛するなど歴代
アメリカ大統領との交流や、フランスのルーブル美術館が最初に購入したアメリカ人画家になるなど、活躍のエピソードは
枚挙にいとまがない。

「私は人生がくれたものを最大限に享受しました1」と語る彼女の生きた軌跡はまさにその言葉通りである。5人の実子の早逝、
厳しい自然との対峙、秋の作物収穫や画家としての成功、悲しみや喜び全てを受け入れ目の前にある現実に人生を見出し、
それを描いた。
生活の場所である田園を舞台に季節の移り変わり、農場の日々の仕事や楽しみ、いずれも画家の前にある真実だ。本作からも
張りつめた冬の寒さの中での人の営みや繋がり、当時重要な移動手段であった馬の生き生きとした躍動感が伝わってくる。
モーゼスが生きた時代、世界は大戦に揺れ人々の心は傷つき荒んだ。日々の生活に実直に向き合い、ささやかな喜びを描いた
作品はさながら乾いた大地に染み込む水のごとく人々の心を潤したことだろう。

「人生とは私たち自身が創るものなのです2」と話し、常に前向きに生きた画家の絶筆のタイトルは'虹'だった。亡くなる直前でも
雨上がりの明るい未来を描いていたことはいかにも彼女らしく、その作品はいまでも我々に光を与え続ける。

参考文献
1, 2：「モーゼスおばあさんの絵の世界（新版）」（アンナ・M・R・モーゼス 著/ 加藤恭子 訳/ 未來社、1991年）

「画集 グランドマア・モーゼス」（オットー・カリア 著/ 加藤恭子 訳/ サンリオ出版、1986年）
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© Grandma Moses Properties Co., New York.
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藤田 嗣治
バラを持つ少女
エッチング　1925年　
右下にサイン、年記　左下にed.24/29　
額装　
23.7×17.6cm　シート37.2×27.2cm　
文献：Buisson II.25.118

Tsuguharu Foujita
Jeune fille avec un rose
etching, 1925, signed and dated in pencil, 
numbered 24/29, framed 
Image: 23.7×17.6cm Sheet: 37.2×27.2cm
Literature: Buisson II.25.118
　
JPY 200,000 — 300,000 

027

藤田 嗣治
猫のいる自画像
エッチング　1927年頃　
右下にサイン　左下にed.112/150　
額装　
32.9×24.7cm　シート50.8×34.6cm　
文献：Buisson I.27.02　

Tsuguharu Foujita
Autoportrait, le chat sur l'épaule
etching, circa 1927, on Arches MBM, 
signed in pencil, numbered 112/150, 
published by Le Chien de Pique, Paris, 
with their blindstamp, framed 
Image: 32.9×24.7cm Sheet: 50.8×34.6cm
Literature: Buisson I.27.02

JPY 250,000 — 350,000 

028

30



藤田 嗣治
写生帳（全8頁）
和紙・墨　1954年　6頁目に年記、記述　

「東京美術倶楽部鑑定委員会」鑑定証書　
14.7×9.0cm　
来歴：藤田君代コレクション　
葛飾北斎作品を模写した作品
　
Tsuguharu Foujita
Sketchbook
Indian ink on Japon, consists of eight pages, executed in 1954, 
with date and inscriptions on the sixth page, 
sold with a certificate by Tokyo Bijutsu Club
14.7×9.0cm
Provenance: Collection of Kimiyo Foujita
 　
JPY 1,000,000 — 1,500,000 

029
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菅井 汲
無題
紙・グワッシュ、鉛筆　1982年　
右下にサイン、年記　
額装　

「日本洋画商協同組合 菅井汲鑑定登録委員会」
鑑定登録証書　
62.0×95.5cm

Kumi Sugai
Untitled
gouache and pencil on paper, executed in 
1982, signed and dated (lower right), 
framed, sold with a certificate by Kumi 
Sugai Authentication Committee issued by 
Japan Art Dealers Association
62.0×95.5cm
　
JPY 600,000 — 800,000 

030

井田 照一
作品
ミックストメディア（紙・彩色、スクラッチ）　
右下にサイン　
額装#　
116.8×114.5cm

Shoichi Ida
Work
mixed media 
(pigment on paper with scratching), 
signed (lower right), framed#
116.8×114.5cm
　　
JPY 100,000 — 150,000 

031

32



菅 木志雄
間囲
ミックストメディア（木、鉄、オイルペイント）　
1990年　
背部にサイン、タイトル、年記　
H.43.4×W.10.2×D.22.2cm

Kishio Suga
Spatial Surrounding
mixed media (wood, steel and oil), 
executed in 1990, signed, titled and dated 
(on the back)
H.43.4×W.10.2×D.22.2cm
　
JPY 350,000 — 450,000 

032

関根 伸夫
G15-117 幽夢
位相絵画（紙・ミックストメディア）　
1989年　
作品裏作家シールにサイン、タイトル、年記　
額装　

「日本洋画商協同組合 関根伸夫鑑定登録委員会」
鑑定登録証書
65.5×53.3cm（15号）

Nobuo Sekine
G15-117 Fleeting Dream
mixed media on paper, executed in 1989, 
signed, titled and dated (on the artist's label 
affixed to the reverse), framed, sold with a 
certificate by Nobuo Sekine Authentication 
Committee issued by Japan Art Dealers 
Association
65.5×53.3cm
　 
JPY 800,000 — 1,200,000 

033
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岡崎 乾二郎
いたる所にありうる同じ場所／他国の言葉を話すわれわれの子
キャンバス・アクリル　2016年　
キャンバス裏にサイン、年記　木枠に焼印　
H.22.7×W.15.8×D.3.0cm（サムホール）　
来歴：南天子画廊（東京）（作品裏と外箱にシール）　
展覧会歴：「岡崎乾二郎」南天子画廊（東京）2016年6月13日-7月9日　
　
JPY 700,000 — 1,000,000 

034 Kenjiro Okazaki
Work
acrylic on canvas, executed in 2016, 
signed and dated (on the reverse), 
sealed (on the stretcher) 
H.22.7×W.15.8×D.3.0cm
Provenance: nantenshi gallery, Tokyo
Exhibited: 'Kenjiro Okazaki', 
nantenshi gallery, Tokyo, 
13 June - 9 July, 2016
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門田 光雅
Freud 6
キャンバス・アクリル、カーボランダム　2022年　
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記　額装#　
33.6×19.1cm（4号）　
来歴：M画廊（栃木）　
文献：「KADOTA 4 門田光雅 作品集 Ⅳ」（M画廊、2022年）
P.89にNo.399として掲載

Mitsumasa Kadota
Freud 6
acrylic and carborundum on canvas, painted in 2022, 
signed, titled and dated (on the reverse), framed#
33.6×19.1cm
Provenance: M-Gallery, Tochigi
Exhibited: 'MITSUMASA KADOTA Ⅳ', M-gallery, 2022, 
illustrated on P.89 as No.399

JPY 100,000 — 150,000 

035

松澤 宥
「消滅の幟」の見本、手紙と封筒

紙・インク　1995年　
'消滅の幟'：56.0×5.5cm　手紙：24.9×17.8cm　封筒：20.5×9.0cm　　
岡崎球子画廊宛に送付した'消滅の幟'の見本、幟制作の指示を記した手紙と封筒
封筒に95.4.3の消印

「量子芸術宣言 芸術のパラダイムシフト」（第3版）
52枚の原稿ゲラ刷り　1990年　表紙にサイン、'9-9'の記述　ed.（50）より　
25.5×18.0cm　

Yutaka Matsuzawa
'Banner of Vanishing' (the sample, handwritten letter with envelope)
ink on paper, executed in 1995
Sample: 56.0×5.5cm/ Letter: 24.9×17.8cm/ Envelope: 20.5×9.0cm
This is a set of the sample of 'Banner of Varnishing', the letter with 
instructions by Matsuzawa for producing the banner, and the original 
envelope addressed to Okazaki Tamako Gallery. 
The envelope is postmarked 3 April 1995. 

QUANTUM ART MANIFESTO, 
A paradigm shift in art (Third edition)
gallery proof consisting of fifty-two sheets, 1990, signed in pencil 
and inscribed '9-9' on the cover, from the edition of 50, published by 
Okazaki Tamako Gallery, Tokyo 
25.5×18.0cm
[set of 2]　
　
JPY 150,000 — 200,000 【2点セット】

036
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草間 彌生
夜の雨（2）
シルクスクリーン　1998年　
下部にサイン、タイトル、年記、ed.　
ed.60　
額装　
60.0×47.9cm　シート71.0×56.6cm（フルマージン）　
文献：阿部出版 248
　
JPY 700,000 — 1,000,000 

038 Yayoi Kusama
Night Rain (2)
screenprint, 1998, on Arches, signed, titled, 
dated and numbered in pencil, from the edition of 60 
(there were also 6 A.P.), printed by Tokuzo Okabe, 
with full margins, framed 
Image: 60.0×47.9cm Sheet: 71.0×56.6cm
Literature: Abe 248
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草間 彌生
南瓜
色紙・水性ペン、インク　1979年　
左上にサイン、印、年記　
作品裏にサイン、タイトル、年記、献辞、
'南瓜のいのちのために'と'ルセーヌにて'の記述　
額装　

「草間彌生スタジオ」作品登録カード　
24.1×27.2cm　
来歴：フジテレビギャラリー（東京）（額裏にシール）　
　
JPY 5,000,000 — 8,000,000 

039 Yayoi Kusama
Pumpkin
marker pen and ink on paperboard, executed in 
1979, signed, sealed and dated (upper left), signed, 
titled, dated, dedicated and inscribed 'For the life of 
a pumpkin', 'At Le Seine' (on the reverse), framed, 
sold with a registration card by the 
Yayoi Kusama Studio
24.1×27.2cm
Provenance: Fuji Television Gallery, Tokyo
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草間 彌生
海底の墓を訪ねて
紙・パステル、インク、コラージュ　
1975年　
左上にサイン、年記　
作品裏にサイン、タイトル、年記　
額装　

「草間彌生スタジオ」作品登録カード　
54.5×39.5cm　
来歴：個人蔵（日本）　
　
JPY 8,000,000 — 12,000,000 

040 Yayoi Kusama
Visiting a Grave under the Sea
pastel and ink on paper with collage, executed 
in 1975, signed and dated (upper left), signed, 
titled and dated (on the reverse), framed, 
sold with a registration card by the 
Yayoi Kusama Studio
54.5×39.5cm
Provenance: Private collection, Japan

39



草間 彌生
無題
ミックストメディア　1985年　
作品裏にサイン、年記　

「草間彌生スタジオ」作品登録カード　
H.41.5×W.31.5×D.6.0cm　

JPY 5,000,000 — 7,000,000 

041 Yayoi Kusama
Untitled
mixed media, executed in 1985, signed and dated 
(on the reverse), sold with a registration card by 
the Yayoi Kusama Studio
H.41.5×W.31.5×D.6.0cm
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篠原 有司男
スーパーマンのハートから脱出しよう
ミックストメディア　1979年　
底部にサイン　
H.65.0×W.70.0×D.63.0cm
来歴：個人蔵（東京）
展覧会歴：「THE POP WAVE」ギャルリーユマニテ（名古屋）
1981年6月8-18日　同展図録に図版掲載

Ushio Shinohara
Escape from Superman's Heart
mixed media, executed in 1979, signed (on the underside)
H.65.0×W.70.0×D.63.0cm
Provenance: Private collection, Tokyo
Exhibited: 'THE POP WAVE', Galerie Humanité, Nagoya, 
8-18 June 1981, illustrated in the exhibition catalogue
　
JPY 700,000 — 1,000,000 

042



ネオン・パーク
DOWN ON THE FARM
板・油彩　1980年　
右下にサイン　
作品裏にタイトル、年記、'TUJUNGA'の記述　
額装#　
76.0×84.0cm
リトル・フィートの同タイトルアルバムレコード付　
　
JPY 800,000 — 1,200,000 

043 Neon Park
DOWN ON THE FARM
oil on panel, painted in 1980, signed (lower right), 
titled, dated and inscribed 'TUJUNGA' 
(on the reverse), framed# 
76.0×84.0cm
comes with a vinyl record album with the same 
title by Little Feat

レコードジャケット

【Neon Park：1940-93（アメリカ）】
1960年代より活動を開始し、フランク・ザッパやデビッド・ボウイなどのアルバムジャケットを手掛けたことで知られる。特にロックバンドの
リトル・フィートに関しては、ほとんどのアルバムジャケットを担当し、シュルレアリスムに影響を受けた強烈なアートワークはバンドのイメージ
を決定づけた。そのため「7人目のフィート」とも評される。

今回の出品作品はリトル・フィートが1979年に発表した「Down on the Farm」のアルバムジャケットの原画である。このアルバムのリリースを
もってバンドは解散するが、1987年に再結成する。

ネオンパークは晩年ALSを患い、1993年に逝去。バンドはネオンパークに敬意を評し、1996年に「Live from Neon Park」と題したライブ
アルバムをリリースした。
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小松 美羽
ネクストマンダラ - 大調和 [虹・彩/ 陰陽・白黒]
ミストグラフ、金泥、金箔2点セット　2022年　
各木箱の作品シールにサイン、ed.26/100　
各軸装　

「Transparent Chaos -霊性とマンダラ-」（作品集）/ 
オリジナルケース付
各48.0×44.7cm　

JPY 600,000 — 800,000 【2点セット】

044 Miwa Komatsu
NEXT MANDALA - Great Harmonization 
[Rainbow, Color/ Yin & Yang, Black & White]
a set of two mistgraphs in colours with gold pigment and gold leaf, 
2022, on Kozo double layered paper, each signed and numbered 
26/100 on the artist's label affixed to the original box, published 
by Kyuryudo, Tokyo, each scrolled, printed by Kurumaki workshop, 
Nara, comes with an art book 'Transparent Chaos: Spirituality and 
Mandala' and original cases
48.0×44.7cm (each)
[set of 2]
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小松 美羽
宇宙と地球の調和を祈る
シルクスクリーン　2022年
右下にサイン　左下にed.44/50　
額装　
53.5×72.6cm　シート64.4×83.0cm（フルマージン）

Miwa Komatsu
Pray for the harmonization between the cosmos 
and the earth
screenprint in colours, signed in pencil, 2022, 
numbered 44/50, with full margins, framed
Image: 53.5×72.6cm Sheet: 64.4×83.0cm
　
JPY 800,000 — 1,200,000 

045

小松 美羽
成長の時を祝い
シルクスクリーン　2021年　
右下にサイン　左下にed.45/50　
額装　
45.5×36.3cm　シート56.0×46.0cm（フルマージン）

Miwa Komatsu
Celebrating the time of growth
screenprint in colours, 2021, signed in pencil, 
numbered 45/50, with full margins, framed 
Image: 45.5×36.3cm Sheet: 56.0×46.0cm
　
JPY 600,000 — 800,000 

046
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山田 康平
Untitled
キャンバス・油彩　2021年　
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記　
41.0×24.0cm（6号）

Kohei Yamada
Untitled
oil on canvas, painted in 2021, 
signed, titled and dated (on the reverse)
41.0×24.0cm
　
JPY 150,000 — 200,000 

047

井田 幸昌
Woman
シルクスクリーン　2021年　
右下にサイン、タイトル、年記、ed.8/10　
発売時の専用梱包ケース付　

「RICOH ART GALLERY」証明書（サイン、ed.入）　
33.3×24.2cm　シート44.0×34.2cm（フルマージン）　

Yukimasa Ida
Woman
screenprint in colours, 2021, signed, titled and 
dated in ink, numbered 8/10, published by RICOH ART 
GALLERY, Tokyo, with full margins, contained in 
an original packing, sold with a certificate by 
RICOH ART GALLERY (with the artist's signature 
and edition number) 
Image: 33.3×24.2cm Sheet: 44.0×34.2cm
　
JPY 300,000 — 400,000 

048
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今津 景
Yellow buildings
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　
130.0×162.0cm（100号）　

JPY 1,000,000 — 1,500,000 

049 Kei Imazu
Yellow buildings
oil on canvas, painted in 2008, 
signed, titled and dated 
(on the canvas sleeve)
130.0×162.0cm
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アダム・ハンドラー
The Bat and The Aliens
キャンバス・オイルスティック、アクリル　
2019年　
額装#　
作家証明書（サイン入）　
130.0×162.3cm（100号）

JPY 600,000 — 800,000 

050 Adam Handler
The Bat and The Aliens
oil stick and acrylic on canvas, 
painted in 2019, framed#, 
sold with a certificate by the artist 
(with his signature)
130.0×162.3cm
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塩田 千春
Between US
オフセットリトグラフ　2020年　
右下にサイン　左下にed.19/40　
額装　
29.6×24.0cm　シート65.0×50.0cm（フルマージン）　
来歴：KÖNIG GALERIE （ベルリン）（外箱にシール）　
文献：「Chiharu Shiota Works on Paper」

（Edition Markus Gell、 2020年）にNo.17として同図柄掲載

Chiharu Shiota
Between US
offset lithograph in colours, 2020, on Zerkall Alt 
Meissen, signed in pencil, numbered 19/40, published 
and printed by Museum für Druckgrafik: Edition 
Markus Gell, Rankweil, with full margins, framed
Image: 29.6×24.0cm Sheet: 65.0×50.0cm
Provenance: KÖNIG GALERIE, Berlin
Literature: 'Chiharu Shiota Works on Paper', 
Edition Markus Gell, 2020, 
same image illustrated as No.17
　
JPY 300,000 — 400,000 

051

名和 晃平
Velvet-Flora（NB）
ミックストメディア　2020年　
アクリルケース底部にプリントサイン、ed.　
ed.10　
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.17.7×W.14.2×D.18.8cm

Kohei Nawa
Velvet-Flora (NB)
mixed media, 2020, with the printed signature and 
number on the bottom of acrylic case, from the 
edition of 10, contained in an original box/ acrylic 
case, comes with a limited edition art book 
'METAMORPHOSIS'
H.17.7×W.14.2×D.18.8cm
　
JPY 600,000 — 800,000 

052
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ロッカク アヤコ
Untitled
シルクスクリーン　2021年　
右下にサイン、年記　左下にed.114/200　
額装#　
オリジナルケース付
73.0×103.2cm（フルシート）　
来歴：Gallery Delaive（アムステルダム）　
　
JPY 2,500,000 — 3,500,000 

053 Ayako Rokkaku
Untitled
screenprint in colours, 2021, on Corona 
Magnani, signed and dated in pencil, numbered 
114/200 (there were also 25 A.P.), published by 
Gallery Delaive, Amsterdam, printed by San 
Giovanni Valdarno, Italy, with their blindstamp, 
the full sheet, framed#, comes with an original 
case
Sheet: 73.0×103.2cm
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奈良 美智
Untitled
紙・アクリル　1991年　
左下にサイン  右下に年記　
額装　
11.4×16.0cm　
来歴：ギャルリ－ユマニテ（名古屋）/ 個人蔵（名古屋）　
文献：美術出版社 D-1991-152/ 
オンラインレゾネ No.YNF793 　

JPY 3,000,000 — 5,000,000 

054 Yoshitomo Nara
Untitled
acrylic on paper, executed in 1991, 
signed (lower left), dated (lower right), framed 
11.4×16.0cm
Provenance: Galerie Humanité, Nagoya, acquired 
directly from the artist/ Private collection, Nagoya
Literature: Bijutsu Shuppan-sha No.D-1991-152/ 
Online raisonné No.YNF793 

ⓒYoshitomo Nara, 1991
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奈良 美智
Untitled
紙・アクリル、色鉛筆　1990-91年　
左下にサイン、年記　右下にもサイン　額装　
19.5×24.0cm　
来歴：ギャルリ－ユマニテ（名古屋）/ 個人蔵（名古屋） 　
文献：美術出版社 D-1991-131/ 
オンラインレゾネ No.YNF773

※お渡しのフレーム仕様はカタログ画像と異なります。　　

JPY 2,000,000 — 3,000,000 

055 Yoshitomo Nara
Untitled
acrylic and coloured pencil on paper, executed in 
1990-91, signed and dated (lower left), 
signed again (lower right), framed
19.5×24.0cm
Provenance: Galerie Humanité, Nagoya, acquired 
directly from the artist/ Private collection, Nagoya
Literature: Bijutsu Shuppan-sha No.D-1991-131/ 
Online raisonné No.YNF773

*The actual frame is different from the one shown in the image.

ⓒYoshitomo Nara, 1990-91
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村上 隆
白無垢のDOB（濃紺と朱）/ 
白無垢のDOB（ピンクとブルー）
オフセットプリント2点セット　2013年　
各右下にサイン、ed.201/300、202/300　
各50.0×50.0cm（フルシート）　
　　
JPY 200,000 — 300,000 【2点セット】

056

村上 隆
CUBE/ CUBE 2
オフセットプリント2点セット　2010年　
各右下にサイン、年記、ed.240/300、225/300　
各額装#　
各60.0×60.0cm（フルシート）　

JPY 100,000 — 150,000 【2点セット】

057

Takashi Murakami
DOB in Pure White Robe (Navy and Vermillion)/ 
DOB in Pure White Robe (Pink and Blue)
a set of two offset prints in colours, 2013, each signed in 
ink, numbered 201/300 and 202/300 respectively, the full 
sheets
Sheet: 50.0×50.0cm (each)
[set of 2]

Takashi Murakami
CUBE/ CUBE 2
a set of two offset prints in colours, 2010, each signed and 
dated in ink, numbered 240/300 and 225/300 respectively, 
the full sheets, each framed#
Sheet: 60.0×60.0cm (each)
[set of 2]
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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、ed.89/300　
各φ71.0cm（フルシート）
　　
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, each numbered 89/300, the full sheets
Sheet: φ71.0cm (each)
[set of 4]

JPY 600,000 — 800,000 【4点セット】

058

※Lot 056-061のカタログ掲載画像は参考図版となります。
　作品の詳細画像はコンディションレポートをご覧ください。

*Please note that the images of Lot 056-061 are for reference only. 
  Please see the condition report for detailed images of the work.
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村上 隆
天国の門
アーカイバルピグメントプリント、シルクスクリーン　
2022年　
右下にサイン、年記、ed.64/100　
65.0×65.0cm　シート75.0×75.0cm（フルマージン）

Takashi Murakami
Heaven's Gate
archival pigment print, screenprint in colours, 2022, 
signed and dated in pencil, numbered 64/100, 
with full margins
Image: 65.0×65.0cm Sheet: 75.0×75.0cm
　
JPY 400,000 — 600,000 

059

村上 隆
カイカイキキと私-良い事も悪い事も、あったりなかったり。今日は天気です/ 
僕とカイカイとキキが死の丘に立っている
オフセットプリント2点セット　2010/ 2013年　
各右下にサイン、ed.178/300、39/300　各額装#　
68.0×68.0cm/ 50.0×50.0cm（各フルシート）

Takashi Murakami
Kaikai Kiki And Me-For Better Or Worse, In Good Times And Bad. The Weather Is Fine./ 
Kaikai Kiki & Me: On the Blue Mound of the Dead
a set of two offset prints in colours, 2010-2013, each signed in ink, numbered 178/300 and 39/300 respectively, 
the full sheets, each framed#
Sheet: 68.0×68.0cm Sheet: 50.0×50.0cm
[set of 2]　

JPY 100,000 — 150,000 【2点セット】

060
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村上 隆
光琳：黄金の河/ 光琳：光に満ちた冥府/ さすらいの旅からの帰還/ 死の島で咲く花
オフセットプリント4点セット　2022年　
各右下にサイン、ed.106/300、124/300、115/300、62/300　
各φ71.0cm（フルシート）

Takashi Murakami
Kōrin: The Golden River/ Kōrin: The Land Beyond Death, Bathed in Light/ 
Returning from a Wandering Journey/ Flowers blooming on Death Island
a set of four offset prints in colours, 2022, each signed in ink, numbered 106/300, 124/300, 115/300 
and 62/300 respectively, the full sheets
Sheet: φ71.0cm (each)
[set of 4]　　
　
JPY 600,000 — 800,000 【4点セット】

061

※Lot 056-061のカタログ掲載画像は参考図版となります。
　作品の詳細画像はコンディションレポートをご覧ください。

*Please note that the images of Lot 056-061 are for reference only. 
  Please see the condition report for detailed images of the work.
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花井 祐介
Bajari Surf Shop
シルクスクリーン　2018年　
右下にサイン　左下にed.88/100　
40.0×27.7cm　
シート42.0×29.6cm（フルマージン）　
　　
Yusuke Hanai
Bajari Surf Shop
screenprint in colours, 2018, 
signed in pencil, numbered 88/100, 
with full margins 
Image: 40.0×27.7cm Sheet: 42.0×29.6cm
　
JPY 400,000 — 600,000 

062

花井 祐介
Keep the Music Alive at Beatcafe
シルクスクリーン　2020年　
右下にサイン　左下にed.45/50　
額装#　
40.0×27.6cm　
　
Yusuke Hanai
Keep the Music Alive at Beatcafe
screenprint in colours, 2020, signed in pencil, 
numbered 45/50, framed#
Image: 40.0×27.6cm
　
JPY 400,000 — 600,000 

063
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花井 祐介
Untitled
シルクスクリーン　2012年　
右下にサイン、ed.22/50　
額装　
50.0×38.2cm　シート54.6×39.6cm

Yusuke Hanai
Untitled
screenprint in colours, 2012, 
signed in pencil, numbered 22/50, 
framed 
Image: 50.0×38.2cm Sheet: 54.6×39.6cm
　
JPY 400,000 — 600,000 

064

TIDE
OWNERS
シルクスクリーン、ジクレー　2022年　
右下にサイン　左下にed.65/100　
額装　

「HENKYO」証明書（サイン、ed.入）　
オリジナルケース付
35.5×37.0cm　
シート42.0×59.4cm（フルマージン）　
　
TIDE
OWNERS
screenprint and giclée, 2022, signed in pencil, 
numbered 65/100, published by HENKYO, Tokyo, 
with full margins, framed, sold with a certificate by 
HENKYO (with the artist's signature and edition 
number), comes with an original case
Image: 35.5×37.0cm Sheet: 42.0×59.4cm

JPY 400,000 — 600,000 

065
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KYNE × NONCHELEEE
Untitled
シルクスクリーン　2023年　
下部に両作家のサイン、ed.38/100　
52.2×42.0cm　シート64.1×53.9cm（フルマージン）　

JPY 1,200,000 — 1,700,000 

066 KYNE × NONCHELEEE
Untitled
screenprint in colours, 2023, signed in pencil 
by both artists, numbered 38/100, 
with full margins 
Image: 52.2×42.0cm Sheet: 64.1×53.9cm
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三鑰 彩音
すずろ心
パネル・麻紙、岩絵具、箔　2015年　共シール　
30.0×30.0cm　
来歴：The Artcomplex Center of Tokyo

（東京）（販売証明書付）

Ayane Mikagi
Wandering Heart
pigment and gold leaf on paper mounted on panel, 
executed in 2015, signed, sealed and titled on the 
artist's label affixed to the back of the frame 
30.0×30.0cm
Provenance: The Artcomplex Center of Tokyo, Tokyo, 
comes with their sales certificate
　
JPY 100,000 — 150,000 

067 名和 晃平
VESSEL-Flora
シルクスクリーン・紙、パネル　2018年　
額裏ギャラリーシールにサイン、ed.5/35　額装#　
シート45.0×35.0cm　
来歴：Nomart, Inc（大阪）（額裏にシール）

Kohei Nawa
VESSEL-Flora
screenprint on paper mounted on panel, 2018, 
signed in pencil on the gallery label affixed to 
the back of the frame, numbered 5/35, 
published by Nomart Editions, Osaka, framed#
Sheet: 45.0×35.0cm
　
JPY 150,000 — 200,000 

068

さいあくなな
（SAIAKU?）最高

パネルにミックストメディア　2020年　
作品裏にサイン、タイトル、年記　
27.3×22.0cm（3号）

SaiakuNana
(SAIAKU?) SAIKOU
mixed media on panel, executed in 2020, 
signed, titled and dated (on the reverse)
27.3×22.0cm
　
JPY 150,000 — 250,000 

069
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坂本 友由
パンのオカズ
キャンバス・アクリル　2008年　キャンバス裏にサイン、年記　
91.0×116.7cm（50号）　
来歴：Art Lab Tokyo（東京）

（キャンバス裏木枠にシール）

Tomoyoshi Sakamoto
Bread Filling
acrylic on canvas, painted in 2008, 
signed and dated (on the reverse)
91.0×116.7cm
Provenance: Art Lab Tokyo, Tokyo
　
JPY 400,000 — 600,000 

071木原 千春
THE CAT
パネルにキャンバス・油彩　2022年　
右下にサイン　作品裏にサイン、タイトル、年記　

「333 GALLERY」証明書　
130.3×80.3cm（60号）

Chiharu Kihara
THE CAT
oil on canvas mounted on panel, executed in 2022, 
signed (lower right), signed, titled and dated (on the 
reverse), sold with a certificate by 333 GALLERY
130.3×80.3cm
　
JPY 500,000 — 700,000 

070

【木原 千春：1979-】
山口県出身。独学で絵画を描き始め、主に動植物や昆虫、
好きな作家の肖像をモチーフにする。ダイナミックな筆触に
よって作家の感性とエネルギーがひしひしと伝わってくる。



青山 哲士
未来の桃太郎
キャンバス・アクリル　
右下にサイン　
91.0×116.7cm（50号）

Tetsuji Aoyama
Future Momotaro
acrylic on canvas, 
signed (lower right)
91.0×116.7cm
　
JPY 700,000 — 1,000,000 

072 NIKKI
The Early Bird
キャンバス・ミックストメディア　2021年　キャンバス裏にサイン　
作家証明書（サイン入）　100.0×100.0cm（S40号）　
来歴：FNG-ART（公州、韓国）

NIKKI
The Early Bird
mixed media on canvas, executed in 2021, signed (on the 
reverse), sold with a certificate by the artist (with her signature)
100.0×100.0cm
Provenance: FNG-ART, Gongju, South Korea
　
JPY 1,200,000 — 1,700,000 

073

【青山 哲士：1971-】
愛知県出身。 2019年 6月にジュエリーデザイナーを辞め、独学
で絵画制作を始める。2020年12月、テレビの企画をきっかけに
一気に注目を集め、以降、作品は即完売状態が続いている。



花井 祐介
Made Solid
レザートレイ・インク　
作品裏にサイン、タイトル　
額装
布製巾着付　
H.22.0×W.10.0×D.3.0cm　
ロサンゼルスのレザーメーカー、
Made Solidのアイテムにペイントした作品

Yusuke Hanai
Made Solid
ink on leather tray, 
signed and titled (underside), 
framed 
H.22.0×W.10.0×D.3.0cm
comes with a cloth pouch
　
JPY 600,000 — 800,000 

074

花井 祐介
Untitled
紙・水彩　
右下にサイン　
額装#　
窓寸：13.3×9.6cm

Yusuke Hanai
Untitled
watercolour on paper, 
signed (lower right), 
framed#
Image (approx.): 13.3×9.6cm

JPY 500,000 — 700,000 

075
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花井 祐介
Untitled
紙・水彩　
右下にサイン　
額装#　
窓寸：13.3×9.6cm

Yusuke Hanai
Untitled
watercolour on paper, 
signed (lower right), 
framed#
Image (approx.): 13.3×9.6cm

JPY 500,000 — 700,000 

藤川 さき
知らないだらけの世界にさせて
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　
41.0×27.3cm（6号）　
来歴：MASATAKA CONTEMPORARY（東京）

Saki Fujikawa
A World Full of Unknowns
oil on canvas, painted in 2015, 
signed, titled and dated (on the reverse)
41.0×27.3cm
Provenance: MASATAKA CONTEMPORARY, Tokyo
　
JPY 100,000 — 150,000 

076 ちくわミエル
たましいのふるさとへ
キャンバス・アクリル　2014年　
33.0×33.0cm（S4号）

chikuwamiel
To the Homeland of the Soul
acrylic on canvas, painted in 2014
33.0×33.0cm
　　
JPY 100,000 — 150,000 

077

オーティス・クワミ・チー・クエイクー
Rancher
アーカイバルピグメントプリント　2021年　
右下にサイン、ed.11/75　
オリジナルケース付　
80.1×60.1cm　シート90.1×70.1cm（フルマージン）

Otis Kwame Kye Quaicoe
Rancher
archival pigment print in colours, 2021, on cotton 
paper, signed in ink, numbered 11/75 (there were also 
20 A.P.), published by Almine Rech Editions, Brussels, 
with full margins, contained in an original case
Image: 80.1×60.1cm Sheet: 90.1×70.1cm
　
JPY 150,000 — 200,000 

078

【Otis Kwame Kye Quaicoe：1988-（ガーナ）】
写真家を経て絵画を始め、2020年からアメリカで数々の個展を開催。灰色の濃淡と
強烈な色の対比によって描かれるのは同じアフリカ系の人々だが、その表情や衣装には
文化的・個人的アイデンティティが投影され、一人ひとりの内面まで捉えられている。
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花井 祐介
Untitled
紙・アクリル　
右下にサイン　
額装#　
窓寸：9.0×9.0cm

Yusuke Hanai
Untitled
acrylic on paper, 
signed (lower right), 
framed#
Image (approx.): 9.0×9.0cm
　
JPY 500,000 — 700,000 

080

小谷 くるみ
Untitled　
パネルに綿布・アクリル　2019年　
作品裏にサイン、タイトル、年記　
53.2×45.5cm（10号）　

Kurumi Kotani
Untitled　
acrylic on canvas mounted on panel, 
executed in 2019, signed, titled and dated 
(on the reverse) 
53.2×45.5cm

JPY 300,000 — 400,000 

079

【小谷くるみ：1994-】
大阪府生まれ。存在の痕跡や気配というテーマで制作。
本作のように結露した窓に何者かが触れた痕跡を表す
'21g'シリーズを展開する。
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ロッカク アヤコ
Untitled
キャンバス・アクリル　2008年　
右にサイン、年記　キャンバス裏木枠に'ARP 08-39'の記述
額装　
φ49.5cm　
来歴：Gallery Delaive（アムステルダム）

（キャンバス裏木枠にスタンプ）　

JPY 8,000,000 — 12,000,000 

081 Ayako Rokkaku
Untitled
acrylic on canvas, painted in 2008, 
signed and dated (right area), 
inscribed 'ARP 08-39' (on the stretcher),
framed
φ49.5cm
Provenance: Gallery Delaive, Amsterdam



ロッカク アヤコ
Untitled
キャンバス・アクリル　2015年　
左下にサイン、年記　
額装#　
100.0×100.0cm（S40号）　

JPY 20,000,000 — 30,000,000 

082 Ayako Rokkaku
Untitled
acrylic on canvas, painted in 2015, 
signed and dated (lower left), 
framed#
100.0×100.0cm
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山本 麻友香
Sitting Bear
リトグラフ　2022年　
下部にサイン、タイトル、ed.
ed.75　
60.0×44.0cm　シート70.0×54.4cm（フルマージン）
来歴：GR Gallery（ニューヨーク）
　
Mayuka Yamamoto
Sitting Bear
lithograph in colours, 2022, signed, titled and 
numbered in pencil, from the edition of 75, 
published by GR Gallery, New York, with full margins 
Image: 60.0×44.0cm Sheet: 70.0×54.4cm

JPY 300,000 — 400,000 

083

牧田 純
Hot summer
キャンバス・アクリル　2022年　
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記、ドローイング　
80.1×65.3cm（25号）　
　
Jun Makita  
Hot summer
acrylic on canvas, painted in 2022, signed, titled and 
dated, with another drawing (on the reverse) 
80.1×65.3cm

JPY 250,000 — 350,000 

084

【牧田 純：1980-】
新潟県生まれ大阪府育ち。独学で絵を学び、GEISAIに
複数回出展し、2002-04年に審査員賞を3回受賞。作品
に登場する動物のかわいらしさにほっこりしながらも、表情
にどことなく物憂さを覚える。
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矢入 幸一
Ghost Drawing 27
キャンバス・アクリル、エアブラシ　2021年　
キャンバス裏にサイン、年記　
53.0×45.5cm（10号）　
　
Koichi Yairi
Ghost Drawing 27
acrylic and airbrush on canvas, executed in 2021, 
signed and dated (on the reverse) 
53.0×45.5cm

JPY 200,000 — 300,000 

085

光内 亘利
Boy in Ship
キャンバス・アクリル　2021年　
キャンバス裏にサイン、年記　
額装#　
72.7×60.6cm（20号）　
　
Noritoshi Mitsuuchi
Boy in Ship
acrylic on canvas, painted in 2021, 
signed and dated (on the reverse), 
framed#
72.7×60.6cm

JPY 800,000 — 1,300,000 

086

【光内 亘利：1978-】
大阪府出身。複雑な技法や「上手さ」を捨て、こどもの心を忘れずに
身の回りの物に目を向ける。物語が流れるように一つひとつの作品
に打ち込み、制作活動を展開している。
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谷口 正造
HINOKO
紙・水彩、インク　2021年　
作品裏にサイン、タイトル、年記　
額装　
25.5×18.0cm　
　
Syozo Taniguchi
HINOKO
watercolour and ink on paper, executed in 2021, 
signed, titled and dated (on the reverse), framed 
25.5×18.0cm

JPY 150,000 — 200,000 

087

JUN OSON
Face
紙・アクリル　2018年
作品裏にサイン　
31.5×31.5cm
展覧会歴：「MUSIC ILLUSTRATION AWARDS 2018」
Gallery KATA（東京）2018年5月3-6日　
　
JUN OSON
Face
acrylic on paper, painted in 2018, signed 
(on the reverse)
31.5×31.5cm
Exhibited: 'MUSIC ILLUSTRATION AWARDS 2018' 
Gallery KATA, Tokyo, 3-6 May 2018

JPY 100,000 — 150,000 

088
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五木田 智央
天国はオコリンボ
キャンバス・シルクスクリーン、手彩色　2001年　
キャンバススリーブにサイン、タイトル、年記、ed.5/5　
46.0×38.0cm（8号）　
　
Tomoo Gokita
Work
screenprint with hand-colouring on canvas, 2001, 
signed, titled and dated in ink on the canvas sleeve, 
numbered 5/5
46.0×38.0cm

JPY 300,000 — 400,000 

089

小畑 多丘
Untitled
紙・ミックストメディア　2018年　
左下にサイン、年記　
額装#　
窓寸：54.4×79.5cm　
　
Taku Obata
Untitled
mixed media on paper, executed in 
2018, signed and dated (lower left), 
framed#
Image (approx.): 54.4×79.5cm

JPY 400,000 — 600,000 

090
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小西 紀行
無題
キャンバス・油彩　2009年　
キャンバス裏にサイン、年記　
65.2×53.0cm（15号）　
来歴：ARATANIURANO（東京）（キャンバス裏にシール）　

JPY 700,000 — 1,200,000 

091 Toshiyuki Konishi
Untitled
oil on canvas, painted in 2009, 
signed and dated (on the reverse) 
65.2×53.0cm
Provenance: ARATANIURANO, Tokyo
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石田 徹也
「Tetsuya Ishida Memorial Print 2014」（版画集）

ジクレープリント3点セット　2014年　
各裏面版元シールに「Wada Fine Arts」によるサイン、印、ed.67/100　オリジナルケース付　

「Wada Fine Arts」証明書　
35.0-37.0×44.4-49.5cm  
各シート45.0×60.0cm（フルマージン）

Tetsuya Ishida
Tetsuya Ishida Memorial Print 2014
the complete portfolio of three giclée prints in colours, 2014, each signed in pencil, 
sealed and numbered by Wada Fine Arts on the label affixed to the reverse, 
each numbered 67/100, all with full margins, contained in an original case, 
sold with a certificate by Wada Fine Arts
Image: 35.0-37.0×44.4-49.5cm Sheet: 45.0×60.0cm (each)
[set of 3]　　

JPY 200,000 — 300,000 【3点セット】

092

【石田 徹也：1973-2005】
静岡県出身、武蔵野美術大学卒。不運にも事故に遭い31歳で
夭逝した。日用品などありきたりな物と一体化した青年を主な
モチーフとする。
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江上 越
すれ違いの困惑
キャンバス・油彩　2019年　
右下にサインと年記　
額装　
45.5×38.0cm（8号）　

JPY 700,000 — 1,000,000 

093 Etsu Egami
The Perplexities of Brushing Past
oil on canvas, painted in 2019, 
signed and dated (lower right), framed
45.5×38.0cm

【江上 越：1994-】
千葉県生まれ、東京を拠点に中国・ヨーロッパで活動。2021年には雑誌
Forbes Asiaが選ぶ「世界を変える30歳未満の30人」に選出され注目を集める。
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町田 久美
中腹/ DEVON REX/ 翅/ 作品
和紙・鉛筆/色鉛筆 4点セット　2002-14年　
各下部にサイン（内2点はモノグラムサイン）
内2点に年記　1点にタイトル
各額装#　
9.0×9.0cm/ 8.9×9.5cm/ 9.0×9.0cm/ 3.8×6.6cm　
内3点の来歴：西村画廊（東京）　

JPY 150,000 — 200,000 【4点セット】

094 Kumi Machida
Halfway Up/ DEVON REX/ Wing/ Work
pencil/coloured pencil on Japon, executed in 2002-14, 
each signed (two with monogram), two dated, one 
titled, each framed#
9.0×9.0cm/ 8.9×9.5cm/ 9.0×9.0cm/ 3.8×6.6cm
Provenance: Nishimura Gallery, Tokyo (three out of 
the four)
[set of 4]
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ソー・ソウエン
etude  　
紙・パステル　2020年　
額裏にサイン、タイトル　
額装#（オリジナルフレーム）

「The Mass」保証書（サイン、タイトル、年記入）　
65.5×50.0cm　

（証明書にはオリジナル額を含んだ97.8×80.7cm）
展覧会歴：「ささやかな叫び A Modest Scream」
The Mass（東京）2020年11月21日-12月27日　
　
soh souen
etude 　
pastel on paper, executed in 2020, signed and 
titled (on the back of the frame), contained in 
an original frame#, sold with a certificate by 
The Mass (with the artist's signature, title and 
date)
65.5×50.0cm　Frame: 97.8×80.7cm
Exhibited: 'A Modest Scream', The Mass, 
Tokyo, November 21 - December 27, 2020　

JPY 200,000 — 300,000 

095

大川 心平
午睡/ 手品師の居眠り
キャンバス・油彩2点セット　2017/ 2022年　
各キャンバス裏にサイン、タイトル、年記　各額装　
80.0×53.0cm（25号）/ 45.5×53.4cm（10号）　

JPY 200,000 — 300,000 【2点セット】

096 Shinpei Okawa
Nap/ Magician's Doze
a set of two oils on canvas, painted in 2017/ 2022, each 
signed, titled and dated (on the reverse), each framed
80.0×53.0cm/ 45.5×53.4cm
[set of 2]

【ソー・ソウエン：1995-】
福岡県生まれ。肖像写真をピクセル上に分解しドットのみを
抽出する作風で知られる作家。
本作は独自に岩絵具を混ぜたパステルを用い、手で描画し
ている。身体が密接に関わることで形成される表現を追求
した作品。
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桑田 卓郎
カップ
磁土、釉薬、金 4点セット　
各「く」銘入り桐箱付　
H.8.0-8.1×D.8.0-8.5cm　
　
Takuro Kuwata
Cups
a set of four cups (porcelain, glaze and gold), 
each contained in the wooden box with seal 
H.8.0-8.1×D.8.0-8.5cm
[set of 4]　

JPY 150,000 — 200,000 【4点セット】

097

深堀 隆介
金魚酒
ミックストメディア（枡、エポキシ樹脂、アクリル）　
2005年　
底部にサイン、タイトル、年記　

「金魚養画場」鑑定書（サイン入）　
H.6.0×W.8.5×D.8.5cm　
　
Riusuke Fukahori
Kingyo-sake
mixed media (wooden sake cup, resin and 
acrylic paint), executed in 2005, signed, 
titled and dated (on the underside), 
sold with a certificate by Kingyoyougajou 
(with the artist's signature)
H.6.0×W.8.5×D.8.5cm

JPY 350,000 — 450,000 

098
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久野 真
鋼鉄による作品
パネル・鋼鉄　1973年　
右下に刻サイン　
作品裏にサイン、タイトル、年記　
H.52.8×W.41.4×D.4.0cm　
　
Shin Kuno
Steel Work
steel on panel, executed in 1973, 
with the incised signature (lower 
right), signed, titled and dated 
(on the reverse) 
H.52.8×W.41.4×D.4.0cm

JPY 100,000 — 150,000 

099

菅井 汲
無題
アクリル樹脂・シルクスクリーン　1978年　
下部にサイン　
共箱　
H.33.0×W.16.5×D.5.0cm　
　
Kumi Sugai
Untitled
screenprint on acrylic, 1978, signed (lower area), 
contained in the artist's certificate wooden case 
with signature and title
H.33.0×W.16.5×D.5.0cm

JPY 150,000 — 200,000 

100
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深瀬 昌久
函館
ゼラチンシルバープリント　1975年撮影/ 1981年現像　
右下にサイン、年記　
作品裏にサイン、タイトル、'81/75'の年記、'Archival Print'の記述　
23.7×33.5cm　シート27.7×35.4cm　
来歴：前所有者が作家から直接入手/ 個人蔵（日本）　
文献：「カメラ毎日」278号（毎日新聞社、1976年11月号）/ 「鴉」（蒼穹舎、1986年）　
　
Masahisa Fukase
Hakodate
gelatin silver print, taken in 1975/ processed in 1981, signed (lower right), 
signed, titled and dated '81/ 75', inscribed 'Archival Print' (on the reverse) 
Image: 23.7×33.5cm Sheet: 27.7×35.4cm
Provenance: acquired directly from the artist by the former owner/ Private collection, Japan
Literature: 'Camera Mainichi', The Mainichi Newspapers, No.278, November 1976 / 'Karasu 
(Ravens)', Sokyu-sha, Tokyo, 1986

JPY 600,000 — 800,000 

101

【深瀬 昌久：1934-2012】
北海道生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業後、広告会社、日本デザインセンター、河出書房新社を経てフリーランスとなる。
1974年には「New Japanese Photography」展(ニューヨーク近代美術館)、「15人の写真家」(東京国立近代美術館)に出品。
1977年に個展「烏」が評価され、第2回伊奈信男賞を受賞する。1992年に事故により写真家の活動は中断された。現在、東京都
写真美術館にて大規模な回顧展が開催中である。
家族や動物など身近なものを題材とした「私写真」の先駆者である深瀬の作品は時にユーモアと狂気が混ざり合う。郷里北海道
の厳寒の風景や、生涯にわたり愛した猫の姿の作品も多く、作家の視線が感じられる。
今回の出品作品は1975-76年に撮影、1980-81年に現像されたヴィンテージプリントであり、全て自筆サイン入りである。
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深瀬 昌久
函館本線
ゼラチンシルバープリント　1975年撮影/ 1980年現像
作品裏にサイン、'80'の年記　
10.7×16.0cm　シート15.0×20.5cm　
来歴：前所有者が作家から直接入手/ 個人蔵（日本）
文献：「カメラ毎日」278号（毎日新聞社、1976年11月号）
/ 「鴉」（蒼穹舎、1986年）　
　
Masahisa Fukase
Hakodate Line
gelatin silver print, taken in 1975/ processed in 
1980, signed and dated '80' (on the reverse)
Image: 10.7×16.0cm Sheet: 15.0×20.5cm
Provenance: acquired directly from the artist by 
the former owner/ Private collection, Japan
Literature: 'Camera Mainichi', The Mainichi 
Newspapers, No.278, November 1976 / 
'Karasu (Ravens)', Sokyu-sha, Tokyo, 1986
　　
JPY 350,000 — 550,000 

102

深瀬 昌久
名寄
ゼラチンシルバープリント　1976年撮影/ 1980年現像
作品裏にサイン、'80'の年記　
10.7×16.0cm　シート14.5×19.5cm　
来歴：前所有者が作家から直接入手/ 個人蔵（日本）
文献：「鴉」（蒼穹舎、1986年）　
　
Masahisa Fukase
Nayoro
gelatin silver print, taken in 1976/ processed in 
1980, signed and dated '80' (on the reverse)
Image: 10.7×16.0cm Sheet: 14.5×19.5cm
Provenance: acquired directly from the artist by 
the former owner/ Private collection, Japan
Literature: 'Karasu (Ravens)', Sokyu-sha, Tokyo, 
1986

JPY 350,000 — 550,000 
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趙 無極
Lithograph, 1960
リトグラフ　1960年　
右下にサイン、年記　左下に'épreuve d'artiste'の記述
額装　
47.5×45.0cm　シート65.0×50.5cm（フルマージン）　
文献：Ågerup 128　
　
Zao Wou-Ki
Lithograph, 1960
lithograph in colours, 1960, on BFK Rives, signed 
and dated in pencil, inscribed 'épreuve d'artiste' 
(the edition was 95), published by L'Œuvre gravée, 
Zurich, printed by E. and J. Desjobert, Paris, with 
full margins, framed
Image: 47.5×45.0cm Sheet: 65.0×50.5cm
Literature: Ågerup 128

JPY 200,000 — 300,000 

104

趙 無極
Lithograph, 1968
リトグラフ　1968年　
右下にサイン、年記　左下に'e.a.'の記述　
額装　
38.0×49.0cm　シート50.4×65.4cm（フルマージン）
文献：Ågerup 185　

Zao Wou-Ki
Lithograph, 1968
lithograph in colours, 1968, on BFK Rives, signed 
and dated in pencil, inscribed 'e.a.' (the edition 
was 120), published by Al Lublin, New York, 
printed by Imprimerie Arte, Paris, with full 
margins, framed 
Image: 38.0×49.0cm Sheet: 50.4×65.4cm
Literature: Ågerup 185

JPY 400,000 — 500,000 
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李 禹煥
Desert GINZA-4
ドライポイント　2000年　
右下にサイン、年記　左下にed.14/30　
額装　
32.5×39.6cm　シート46.6×58.0cm（フルマージン）
文献：阿部出版 182　
　
Lee U-fan
Desert GINZA-4
drypoint, 2000, on Arches, signed and dated in 
pencil, numbered 14/30 (there were also 5 A.P.), 
published by Shirota Gallery, Tokyo, printed by 
Chiaki Kayama, Tokyo, with full margins, framed 
Image: 32.5×39.6cm Sheet: 46.6×58.0cm
Literature: Abe 182

JPY 300,000 — 400,000 

106

李 禹煥
廃墟にて
木版　1987年　
右下にサイン　左下にed.1226/2000　
額装　
16.2×11.2cm　シート23.2×18.2cm（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 1226/2000, published by Tama Art 
Univ., printed by Tama Art Univ. students, with 
full margins, framed 
Image: 16.2×11.2cm Sheet: 23.2×18.2cm
Literature: Abe 121

JPY 150,000 — 250,000 
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李 禹煥
IN MILANO 5
リトグラフ、ドライポイント　1992年　
右下にサイン、年記　左下にed.4/50　
額装　
150.0×89.1cm（フルシート）　
文献：阿部出版 164　

JPY 1,000,000 — 1,500,000 

108 Lee U-fan
IN MILANO 5
lithograph and drypoint in two colours, 1992, on BFK Rives, 
signed and dated in pencil, numbered 4/50 (there were 
also 10 A.P.), published and printed by Grafica Uno, Girgio 
Upiglio, Milan, the full sheet, framed
Sheet: 150.0×89.1cm
Literature: Abe 164



元永 定正
みどりのだえん
ガラス絵　2006年　
左下にサイン、年記　額装
共シール　

「モトナガ資料研究室」鑑定書　
19.0×16.1cm　
　
Sadamasa Motonaga
Green oval
acrylic on glass, executed in 2006, signed 
and dated (on the reverse), signed, titled 
and dated on the artist's label affixed to 
the back of the frame, framed, sold with 
a certificate by the Motonaga Archive 
Research Institution Ltd.
19.0×16.1cm

JPY 400,000 — 600,000 
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オノサト トシノブ
作品
キャンバス・油彩　1977年　
キャンバス裏にサイン、年記　
額装　
22.2×27.5cm（3号）　
　
Toshinobu Onosato
Work
oil on canvas, painted in 1977, signed 
and dated (on the reverse), framed
22.2×27.5cm

JPY 300,000 — 400,000 
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ミズテツオ
JAM
キャンバス・油彩　2005年　
左下にサイン、年記　
キャンバス裏木枠にタイトル　
99.7×65.0cm（40号）　
　
Tetsuo Mizù
JAM
oil on canvas, painted in 2005, signed and 
dated (lower left), titled (on the stretcher)
99.7×65.0cm

JPY 350,000 — 450,000 
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ポール・ジェンキンス
Phenomena Division of Sounds
キャンバス・アクリル　1989年　
左下にサイン　
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記
額装　
41.0×33.0cm（6号）　
　
Paul Jenkins
Phenomena Division of Sounds
acrylic on canvas, painted in 1989, signed 
(lower left), signed, titled and dated 
(on the reverse), framed
41.0×33.0cm　

JPY 600,000 — 800,000 
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平賀 敬
花遊図 ｰ舌鮃のあるｰ
厚紙に貼付した和紙・ミックストメディア

（アクリル、色鉛筆、コラージュ）
1989年　
右下にサイン、印、年記　左下に印　
作品裏にタイトル　
額装　
45.5×38.0cm　
来歴：東邦画廊（東京）（額裏にシール）　
展覧会歴：「平賀敬 新作展」東邦画廊（東京）
1989年5月8-27日
　
Key Hiraga
Merrymaking under the Cherry Blossom
mixed media on paper, executed in 1989, 
signed, sealed and dated (lower right), 
sealed (lower left), titled (on the reverse), 
framed
45.5×38.0cm
Provenance: TOHO Gallery, Tokyo
Exhibited: 'Key Hiraga Solo Exhibition' 
TOHO Gallery, Tokyo, 8-27 May 1989

JPY 350,000 — 450,000 
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平賀 敬
夜櫻
キャンバス・アクリル　1987年　
右下にサイン、年記　
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記
額装　
53.0×45.5cm（10号）　
　
Key Hiraga
Cherry Blossom at Night
acrylic on canvas, painted in 1987, 
signed and dated (lower right), 
signed, titled and dated (on the reverse), framed
53.0×45.5cm

JPY 600,000 — 800,000 
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難波田 龍起
群像
キャンバス・油彩　1981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　

「日本洋画商協同組合 難波田龍起鑑定登録委員会」
鑑定登録証書　
45.5×38.2cm（8号）　
　
Tatsuoki Nambata
Ensemble
oil on canvas, painted in 1981, signed (lower right), 
signed, titled and dated (on the reverse), framed, 
sold with a certificate by Tatsuoki Nambata 
Authentication Committee issued by Japan Art 
Dealers Association
45.5×38.2cm

JPY 350,000 — 450,000 
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黒田 辰秋
螺鈿三友棗
1965年　
共箱　
H.7.2×W.7.5×D.7.5cm　
文献：「黒田辰秋展」（豊田市美術館、2000年）P.98に
No.145として掲載
　
Tatsuaki Kuroda
Tea caddy, Raden, Pine, Bamboo and Plum design
executed in 1965, contained in the artist's certificate 
wooden case with signature, seal and title 
H.7.2×W.7.5×D.7.5cm
Literature: 'Kuroda Tatsuaki', Toyota Municipal 
Museum of Art, 2000, illustrated on P.98 as No.145

JPY 500,000 — 700,000 
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清宮 質文
月と運河
木版　1988年　
右下にサイン　左下に'épreuve d'artiste'の記述　額装　
16.5×16.4cm　シート23.0×21.0cm　
文献：玲風書房 129-a　
　
Naobumi Seimiya
The Moon and a Canal
woodcut in colours, 1988, signed in pencil, inscribed 
'épreuve d'artiste' (the edition was 35), framed
Image: 16.5×16.4cm Sheet: 23.0×21.0cm
Literature: Reifushobo 129-a

JPY 300,000 — 400,000 

117 清宮 質文
秋の午後
木版　1985年　
右下にサイン、'ép.d'a.'の記述　額装　
17.0×28.1cm　シート21.0×30.1cm　
文献：玲風書房 119　
　
Naobumi Seimiya
Autumn Afternoon
woodcut in colours, 1985, signed in pencil, 
inscribed 'ép.d'a.' (the edition was 35), framed
Image: 17.0×28.1cm Sheet: 21.0×30.1cm
Literature: Reifushobo 119

JPY 100,000 — 150,000 
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清宮 質文
旧い人形
ガラス絵　1971年　
左上にサイン　
額装#　共シール　
13.0×17.0cm　
来歴：ギャルリーユマニテ（名古屋）（額裏と外箱にシール）
/ 個人蔵（名古屋）
文献：「清宮質文ガラス絵作品集」

（玲風書房、2022年）P.147にNo.60として掲載　
　
Naobumi Seimiya
Old Doll
glass painting, executed in 1971, signed (upper 
left), framed#, signed, titled and dated on the 
artist's label affixed to the back of the frame
13.0×17.0cm
Provenance: Galerie Humanité, Nagoya/ 
Private collection, Nagoya
Literature: 'The Glass Painting of Naobumi 
Seimiya', 2022, Reifushobo, illustrated on P.147 
as No.60

JPY 600,000 — 800,000 
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篠田 桃紅
Duet/ An Ode
リトグラフ、手彩色2点セット
各左下にサイン、タイトル、ed.26/35、25/48
'Duet'に'2001'の年記　
49.0×35.2cm　シート65.7×49.0cm/　
30.0×20.5cm　シート38.0×28.5cm　　
来歴：Hanga Ten（ロンドン）（'Duet'）　

JPY 250,000 — 350,000 【2点セット】
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Kazuo Shiraga
Yan, from 'The Seven Greatest Powers in the Chinese 
Warring States Period'
screenprint in colours, 1993, on wove, signed and titled in 
pencil, numbered 30/60, framed
Image: 50.0×100.0cm Sheet: 63.9×114.0cm

Toko Shinoda
Duet/ An Ode
a set of two lithographs with hand-colouring, each 
signed and titled in pencil, dated '2001' on 'Duet', 
numbered 26/35 and 25/48 respectively, printed by 
Kihachi Kimura 
Image: 49.0×35.2cm Sheet: 65.7×49.0cm/ 
Image: 30.0×20.5cm Sheet: 38.0×28.5cm
Provenance: Hanga Ten, London ('Duet')
[set of 2]

白髪 一雄
燕；「中国戦國七強」より
シルクスクリーン　1993年　
下部にサイン、タイトル、ed.30/60　
額装　
50.0×100.0cm　シート63.9×114.0cm　
　
JPY 100,000 — 150,000 
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東山 魁夷
大和路三題（版画集）
木版3枚が収められた版画集　1980年　
各下部に印、ed.197/450　奥付に'一九七'の記述　
オリジナルケース付　
32.1×26.9cm/ 39.3×30.2cm/ 29.8×40.2cm（各フルマージン）　
文献：日本経済新聞社 112-114　
　
Kaii Higashiyama
Three Landscapes of Yamato-ji
the complete set of three woodcuts in colours, 
1980, each sealed, each numbered 197/450 
Sheet: 32.1×26.9cm/ 39.3×30.2cm/ 29.8×40.2cm
Literature: Nikkei 112-114
[set of 3]

JPY 150,000 — 200,000 【3点セット】
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篠田 桃紅
A Sprout
リトグラフ、手彩色　
下部にサイン、タイトル、ed.37/45　
額装　
24.7×19.0cm　シート34.0×26.4cm　
　
Toko Shinoda
A Sprout
lithograph with hand-colouring, signed and titled 
in pencil, numbered 37/45, framed
Image: 24.7×19.0cm Sheet: 34.0×26.4cm

JPY 100,000 — 150,000 
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加山 又造
月とサイ
リトグラフ　1960年　
右下にサイン　左下にed.88/90　
額装　
28.0×35.0cm　シート39.5×54.3cm（フルマージン）　
文献：版画廊 3　
　
Matazo Kayama
Moon and Rhinoceros
lithograph in colours, 1960, on Fukui-shi, signed in 
pencil, numbered 88/90 (there were also 10 E.A.), 
published by Japan Artist's Association, Tokyo, with 
their blindstamp, printed by Kanzaemon Onaya, with 
full margins, framed 
Image: 28.0×35.0cm Sheet: 39.5×54.3cm
Literature: Hangarou 3
　　
JPY 250,000 — 350,000 
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笠松 紫浪
阿修羅/ くだらかんのん/ 琵琶の天人
木版3点セット　1959/ 1960/ 1962年　
各版面下部にサインと印　内1点のマージンにタイトルと年記　内2点に自刻自摺のエンボス印　
内2点の下部にそれぞれed.137/200、26/30　他1点に'B66'の記述
36.2-37.0×24.5-24.8cm　シート42.0-42.8×28.5-29.6cm　　
文献：阿部出版 206、254、224　
　
Shiro Kasamatsu
Ashura/ Kudara Kannon/ Tennin with Biwa
a set of three woodcuts in colours, 1959/ 1960/ 1962, on Japon, each signed and sealed, 
one titled and dated, and two embossed 'self-printing', two numbered 137/200 and 26/30, one inscribed 'B66'
Image: 36.2-37.0×24.5-24.8cm Sheet: 42.0-42.8×28.5-29.6cm
Literature: Abe 206, 254, 224
[set of 3]　

JPY 100,000 — 150,000 【3点セット】

125

93



芹沢 銈介
「極楽から来た 挿絵集」

和紙・型染、筆彩　1961年　限定35部の家蔵本より　
オリジナルケース/ 挿絵の内15点の版画付
H.33.0×W.29.0×D.4.7cm　

JPY 100,000 — 150,000 
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芹沢 銈介
「十三妹 挿絵集」

和紙・型染、筆彩　1967年　限定180部より　
共箱　別冊図版解説付
各34.8×32.5cm　
武田泰淳作朝日新聞連載の「中国忍者伝/ 十三妹」
挿画145図の内、芹沢銈介が自撰した50図を収録　
　
JPY 100,000 — 150,000 
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Keisuke Serizawa
Illustrations of 'Gokuraku kara kita (from the Heavens)'
the complete set of 173 Katazome (stencils) with hand-
colouring, 1961, on Japon, from the edition of 35 A.P. (the 
edition was 100), contained in an original case, comes with 
additional 15 Katazome on Japon
H.33.0×W.29.0×D.4.7cm

Keisuke Serizawa
Illustrations of 'Shiisanmei'
the complete set of fifty Katazome (stencils) with hand-
colouring, 1967, on Japon, from the edition of 180, published by 
Gallery Gohachi, contained in the certificate wooden case, 
comes with an explanatory book
34.8×32.5cm (each)
50 illustrations selected by the artist for the serial novel 
'Shiisanmei' on Asahi Shimbun
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サクティ・ボーマン
束の間の歓び
キャンバス・油彩　
右下にサイン　
キャンバス裏木枠にタイトル　
額装　
73.0×60.0cm（20号）　

JPY 1,500,000 — 2,000,000 

128 Sakti Burman
PLAISIRS FURTIFS
oil on canvas, signed (lower right), 
titled (on the stretcher), framed
73.0×60.0cm



ネイフ・アリフィエン
ベタウィの結婚式
キャンバス・油彩　1990年　
右下にサイン、年記　キャンバス裏木枠にタイトル　
額装#　
28.3×34.0cm　
来歴：個人蔵（東京）　
　
Neif Arifien
Wedding in Betawi
oil on canvas, painted in 1990, signed and dated 
(lower right), titled (on the stretcher), framed#
28.3×34.0cm
Provenance: Private collection, Tokyo
　
JPY 100,000 — 150,000 
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ロベール・マルク
瓶のある静物
キャンバス・油彩　1989年　
下部中央にサイン　
キャンバス裏木枠にアーカイブ登録番号'H616'の記述　
額装　

「Mme. Annie Fromentin-Sangnier」照会確認済　
46.5×55.5cm（10号）　
来歴：泰明画廊（東京）/ 個人蔵（日本）　
展覧会歴：Barry Friedman Gallery（ニューヨーク）
1989-90年　
文献：「Robert Marc」（Éditions F.P. Lobies、1990年）P.67
に掲載　
　
Robert Marc
Nature Morte à la bouteille
oil on canvas, painted in 1989, signed (lower centre), 
inscribed with the reference number 'H616' 
(on the stretcher), framed
The authenticity of this work has been kindly
confirmed by Mme. Annie Fromentin-Sangnier
46.5×55.5cm
Provenance: Taimei Gallery, Tokyo/ Private collection, 
Japan
Exhibited: Barry Friedman Gallery, New York, 1989-90
Literature: 'Robert Marc', Éditions F.P. Lobies, 1990, 
illustrated on P.67

JPY 300,000 — 500,000 
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【Neif Arifien：1955-（インドネシア）】
スラバヤに生まれ独学で絵を学ぶ。1974年にジャカルタに移住、
フォービズムを彷彿とさせる力強いストロークが特徴。
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アルマン
Chess Pieces；「Hommage à Duchamp. 
To and for Rrose Selavy」より
ミックストメディア（アクリル樹脂、チェス駒）
1973年　
左下にスクラッチサイン、ed.71/90　
H.41.4×W.17.5×D.4.0cm　
　
Arman
Chess Pieces, from 'Hommage à Duchamp. 
To and for Rrose Selavy'
mixed media (sliced chess pieces embedded in 
Plexiglas), 1973, with the incised signature, 
numbered 71/90 (there were also 15 A.P.), 
published by The Philadelphia Museum of Art, 
Philadelphia, edited by Abrams Original Editions 
H.41.4×W.17.5×D.4.0cm

JPY 250,000 — 350,000 
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アルマン
Small Aleph
ミックストメディア（アクリル樹脂、ボールベアリング）　
1978年　
下部にスクラッチサイン、ed.16/30　
H.44.5×W.25.0×D.6.0cm　
　
Arman
Small Aleph
mixed media (ball bearings in Plexiglas), 1978, 
with the incised signature, numbered 16/30 
(there were also 10 A.P.), published by Galerie 
Valeur (Akira Ikeda Gallery)
H.44.5×W.25.0×D.6.0cm

JPY 300,000 — 400,000 
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ルーチョ・フォンタナ
Concetto Spaziale
紙・鉛筆、パンチ穴　1965年　
右下にサイン　左下にed.121/150　
額装　
35.0×25.4cm　
来歴：Bunkamura Gallery（東京）（額裏にシール）　
文献：Ruhé & Rigo U-4　
　
Lucio Fontana
Concetto Spaziale
pencil and punched holes on paper, 1965, on Fabriano, 
signed in pencil, numbered 121/150, framed 
35.0×25.4cm
Provenance: Bunkamura Gallery, Tokyo
Literature: Ruhé & Rigo U-4

JPY 400,000 — 600,000 
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ルーチョ・フォンタナ
Nudo Rosa
エッチング、アクアチント、エンボス　1967年　
右下にサイン　左下にed.90/170　
額装　
41.0×33.0cm　シート62.5×47.0cm（フルマージン）　
文献：Ruhé & Rigo E-37　
　
Lucio Fontana
Nudo Rosa
etching and aquatint in colour with embossing, 1967, 
on wove, signed in pencil, numbered 90/170 (there 
were also 15 A.P.), published by 2RC Edizioni d'Arte, 
Rome, with their blindstamp, with full margins, framed 
Image: 41.0×33.0cm Sheet: 62.5×47.0cm
Literature: Ruhé & Rigo E-37

JPY 200,000 — 300,000 
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ラウル・デュフィ
ビアンキーニ=フェリエのための花のエチュード
紙・グワッシュ　
右下にイニシャルスタンプ　額装　

「Mme. Fanny Guillon-Laffaille」鑑定書　
16.5×41.0cm　
　
Raoul Dufy
Fleurs, projet de tissu pour Bianchini Férier
gouache on paper, with the stamp of artist's initials, framed, 
sold with a certificate by Mme. Fanny Guillon-Laffaille
16.5×41.0cm　　

JPY 200,000 — 300,000 
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ラウル・デュフィ
花のコンポジション ４
紙・グワッシュ　
右下にイニシャルサイン　
作品裏に「COLLECTION ROBERT PERRIER」のスタンプ　
額装　

「ALDE」証明書
28.0×18.9cm　
　
Raoul Dufy
Composition en fleurs 4
gouache on paper, signed with initials (lower right), 
with the stamp of 'COLLECTION ROBERT PERRIER' 
(on the reverse), framed 
sold with a certificate by ALDE
28.0×18.9cm

JPY 100,000 — 150,000 
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ベルナール・シャロワ
カフェにて
キャンバス・油彩　1985年　
左下にサイン　額装　
作家証明書（サイン入）　
61.2×50.0cm（12号）　
　
Bernard Charoy
au café
oil on canvas, painted in 1985, signed 
(lower left), framed, sold with a certificate 
by the artist (with his signature)
61.2×50.0cm

JPY 200,000 — 300,000 
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アンドレ・コタボ
5時のティータイム
キャンバス・油彩　1995年　
右下にサイン　キャンバス裏にサイン、タイトル、年記　

「M. Florent Cottavoz」鑑定書　
60.3×72.6cm（20号）　
展覧会歴：「La palette, la toile et moi」
Espace Culturel Jean Salles（サント＝フォワ＝レ＝リヨン）
2016年9月16日-10月2日　
　
André Cottavoz
Le thé à 5 heures
oil on canvas, painted in 1995, signed (lower right), 
signed, titled and dated (on the reverse), sold with 
a certificate by M. Florent Cottavoz
60.3×72.6cm
Exhibited: 'La palette, la toile et moi', 
Espace Culturel Jean Salles, Saint-Foy-lès-Lyon, 
16 September - 2 October 2016

JPY 200,000 — 300,000 
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ジャン・フサロ
サルーテ（ベニス）
キャンバス・油彩　1969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
38.0×55.0cm（10号）　
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 Fusaro
La Salute (Venise)
oil on canvas, painted in 1969, signed (lower right), 
signed, titled and dated (on the reverse), framed 
38.0×55.0cm
Provenance: Galerie Taménaga, Tokyo

JPY 100,000 — 150,000 
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ジャン・フサロ
ヴァル＝アンドレの港
キャンバス・油彩　1978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　
64.8×80.7cm（25号）　
来歴：ギャルリ－ためなが（パリ）

（キャンバス裏木枠にシール）
　
Jean Fusaro
Le Val-André
oil on canvas, painted in 1978, 
signed (lower right), signed, 
titled and dated (on the reverse), 
framed
64.8×80.7cm
Exhibited: Galerie Taménaga, Paris

JPY 300,000 — 400,000 
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ジャン・フサロ
オレンジ色のユリ
キャンバス・油彩　1981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　
91.8×72.7cm（30号）　
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 Fusaro
Les lys orangé
oil on canvas, painted in 1981, 
signed (lower right), signed, titled 
and dated (on the reverse), framed
91.8×72.7cm
Provenance: Galerie Taménaga, Tokyo

JPY 400,000 — 600,000 
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パブロ・ピカソ
2本の樹と井戸 IV
紙・インク、色鉛筆　1951年　
右下にサイン　左下に年記　
額装　

「Picasso Authentification （M. Claude Ruiz-Picasso）」
照会確認レター　
21.0×27.0cm　
展覧会歴：Société Nationale des Beaux-Arts（パリ）

（作品裏にスタンプ）　
　
※お渡しのフレーム仕様はカタログ画像と異なります。　

JPY 6,000,000 — 8,000,000 

142 Pablo Picasso
Deux arbres et un puits. IV
ink and coloured pencil on paper, executed in 1951, 
signed (lower right), dated (lower left), framed, 
sold with a confirmation letter from the Picasso 
Authentification (M. Claude Ruiz-Picasso)
21.0×27.0cm
Exhibited: Société Nationale des Beaux-Art, Paris

*The actual frame is different from the one shown in the 
image.

ピカソが南フランスのヴァロリスで精力的に陶芸制作をおこなっていた時代（1947-53年）の作品。 
制作年にあたる1951年はフランソワーズ・ジローとの息子クロードが4歳、娘パロマは1歳であり、
遊び盛りの子供達とこの地で仲睦まじい幸せな時を過ごした。 画中に見られるような噴水を囲む
家族写真も残されている。
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ベルナール・ビュッフェ
黄色いバラと白いユリ
キャンバス・油彩　1997年　
上部にサイン、年記　キャンバス裏に年記、献辞、
ドローイング、'Maurice Garnier'のスタンプ　
木枠にタイトル　
額装　

「Maurice Garnier」鑑定書　
65.0×50.0cm（15号）　

JPY 10,000,000 — 15,000,000 

143 Bernard Buffet
Roses jaunes et lys blancs
oil on canvas, painted in 1997, signed and 
dated (upper area), dated and dedicated with 
a drawing, stamped 'Maurice Garnier' (on the 
reverse), titled (on the stretcher), framed, 
sold with a certificate by Maurice Garnier
65.0×50.0cm
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アンドレ・ブラジリエ
白いベンチの夢
キャンバス・油彩　1987年　
右下にサイン　
キャンバス裏にイニシャルサイン、タイトル　
額装　

「M. Alexis Brasilier」照会確認済　
60.0×92.0cm（30号）　

JPY 1,500,000 — 2,000,000 

144 André Brasilier
Rêverie sur le banc
oil on canvas, painted in 1987, signed (lower right), 
signed with initials and titled (on the reverse), 
framed
The authenticity of this work has been kindly 
confirmed by M. Alexis Brasilier
60.0×92.0cm



ポール・ギアマン
森の散歩
キャンバス・油彩　
右下にサイン　額装　
60.0×73.0cm（20号）　
来歴：ギャルリーためなが（パリ）（キャンバス裏木枠にシール）/ 
東邦アート（裏木枠と額裏にシール）　
　
Paul Guiramand
La promenade au bois
oil on canvas, signed (lower right), framed
60.0×73.0cm
Provenance: Galerie Taménaga, Paris/ Toho Art, Tokyo

JPY 300,000 — 400,000 

145

ジュール・パスキン
ソファに座るモデル/ 2人の女性 / 8人の少女
紙・インク3点セット　1926-27年　
内2点の右下にサイン、アトリエスタンプ　
内1点の作品裏に'SUCCESSION PASCIN'のスタンプ　
各額装
48.0-52.0×49.2-64.0cm　　
来歴：Perls Galleries（ニューヨーク）

（'ソファに座るモデル'、外箱にシール）
文献：「Pascin, catalogue raisonne, peintures, 
aquarelles, pastels, dessins Tome IV」

（Éditions Abel Rambert、1991年）
P.305、317にNo.1018、No.1064として掲載（内2点）
　
JPY 300,000 — 500,000 【3点セット】

146

Jules Pascin
Modèle assis au sofa/ Les deux amies / Femmes
ink on paper, executed in 1926-27, two signed (lower right), two with atelier's stamp and one with a stamp of 
'SUCCESSION PASCIN' (on the reverse), each framed
48.0-52.0×49.2-64.0cm
Provenance: Perls Galleries, New York ('Modèle assis au sofa')
Literature: 'Pascin, catalogue raisonne, peintures, aquarelles, pastels, dessins Tome IV', Y.Hemin, G.Krohg, K.Perls 
and A.Rambert, Éditions Abel Rambert, 1991, one illustrated on P.305 as No.1018, another on P.317 as No.1064
[set of 3]
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エミール・ノルデ
Annette
木版　1906年　
右下にサイン、年記　裏面左下に'KE 1510'の記述　
額装　
26.3×22.5cm　シート34.6×27.5cm　
文献：Schiefler & Mosel 25 II　
　
Emil Nolde
Annette
woodcut, 1906, signed and dated in pencil, 
inscribed 'KE 1510' on the reverse, framed
Image: 26.3×22.5cm Sheet: 34.6×27.5cm
Literature: Schiefler & Mosel 25 II

JPY 500,000 — 600,000 

147

ベン・ニコルソン
Olympic Fragment no. 1/ AEGEAN II
エッチング2点セット　1965/ 1967年　
各右下にサイン、年記　下部にed.34/50、18/50　
各額装　
18.6×19.9cm　シート32.0×37.5cm/ 
16.0×23.7cm　シート32.1×38.0cm（各フルマージン）　　
来歴：梅田画廊（大阪）（'Olympic Fragment no. 1'）/ 　
カサハラ画廊（大阪）（額裏にシール）（'AEGEAN II'）　　
文献：Lafranca 11、63　

JPY 250,000 — 350,000 【2点セット】

148 Ben Nicholson
Olympic Fragment no. 1/ AEGEAN II
a set of two etchings, 1965/ 1967, each signed and dated in pencil, 
numbered 34/50 and 18/50 respectively, published by Ganymed 
Original Editions and Marlborough Fine Art, London, printed by 
François Lafranca, Locarno, Switzerland, with the atelier's 
blindstamp, both with full margins, each framed
Image: 18.6×19.9cm Sheet: 32.0×37.5cm/ 
Image: 16.0×23.7cm Sheet: 32.1×38.0cm
Provenance: Gallery Umeda, Osaka ('Olympic Fragment no. 1')/ 
Gallery Kasahara, Osaka ('AEGEAN II')
Literature: Lafranca 11, 63
[set of 2]
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パブロ・ピカソ
ドガの思考。娘たち；「156シリーズ」より　Pl.110
エッチング　1971年　
右下にスタンプサイン　左下にed.25/50　
額装　
36.7×49.4cm　シート50.5×65.5cm　
文献：Bloch 1965/ Baer 1974 IIBa　
　
Pablo Picasso
Degas songeant, filles entre elles, 
Pl.110 from 'Séries 156'
etching, 1971, on BFK Rives, with the stamped 
signature, numbered 25/50 (there were also 15 E.A.), 
published by Galerie Louise Leiris, Paris, 1978, 
printed by Crommelynck, Paris, framed
Image: 36.7×49.4cm Sheet: 50.5×65.5cm
Literature: Bloch 1965/ Baer 1974 IIBa

JPY 350,000 — 450,000 

149

パブロ・ピカソ
「銃士」と彼の意中の女性、その愛について空想する
アフガン風ベストの男；「347シリーズ」より　Pl.23
エッチング　1968年　
右下にサイン　左下にed.15/50　
額装　
31.4×41.6cm　シート43.0×53.5cm　
文献：Bloch 1503/ Baer 1519 Bb1　
　
Pablo Picasso
Homme en gilet Afghan songeant aux amours 
d'un "Mousquetaire" et de sa dulcinée, 
Pl.23 from 'Séries 347'
etching, 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: 31.4×41.6cm Sheet: 43.0×53.5cm
Literature: Bloch 1503/ Baer 1519 Bb1

JPY 400,000 — 500,000 

150
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パブロ・ピカソ
ラファエルとフォルナリーナ XII；

「347シリーズ」より　Pl.307
エッチング　1968年　
右下にサイン　左下にed.25/50　
14.8×20.9cm　シート28.2×34.8cm　
文献：Bloch 1787/ Baer 1804 Bb1　
　
Pablo Picasso
Raphaël et la Fornarina. XII: 
Dans son fauteuil, le pape se sent cocu, 
Pl.307 from 'Séries 347'
etching, 1968, on BFK Rives, signed in 
pencil, numbered 25/50 (there were also 17 
E.A.), published by Galerie Louise Leiris, 
Paris, 1969, printed by Crommelynck, Paris
Image: 14.8×20.9cm Sheet: 28.2×34.8cm
Literature: Bloch 1787/ Baer 1804 Bb1

JPY 250,000 — 350,000 

151

パブロ・ピカソ
ラファエルとフォルナリーナ XIV；

「347シリーズ」より　Pl.309
エッチング　1968年　
右下にサイン　左下にed.22/50　
額装　
14.8×20.9cm　シート28.0×34.7cm　
文献：Bloch 1789/ Baer 1806 Bb1　
　
Pablo Picasso
Raphaël et la Fornarina. XIV: Le Pape 
s'est éclipsé, Pl.309 from 'Séries 347'
etching, 1968, on BFK Rives, signed in 
pencil, numbered 22/50 (there were also 17 
E.A.), published by Galerie Louise Leiris, 
Paris, printed by Crommelynck, Paris, framed
Image: 14.8×20.9cm Sheet: 28.0×34.7cm
Literature: Bloch 1789/ Baer 1806 Bb1

JPY 250,000 — 350,000 

152
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パブロ・ピカソ
入口に立つカップルと小さな召使い；

「347シリーズ」より　Pl.176
アクアチント　1968年　
右下にサイン　左下にed.7/50　
額装　
12.2×8.9cm　シート33.0×24.2cm　
文献：Bloch 1657/ Baer 1672 Bb1　
　
Pablo Picasso
Couple et petit valet encadrés par une portière, 
Pl.176 from 'Séries 347'
aquatint, 1968, on BFK Rives, signed in pencil, 
numbered 7/50 (there were also 17 E.A.), 
published by Galerie Louise Leiris, Paris, 1969, 
printed by Crommelynck, Paris, framed 
Image: 12.2×8.9cm Sheet: 33.0×24.2cm
Literature: Bloch 1657/ Baer 1672 Bb1

JPY 300,000 — 400,000 

153

ジョルジュ・ブラック
Fleurs/ Disques；「Le tir à l'arc」より
リトグラフ、シナアップリケ2点セット　1960年　
各下部にサイン、ed.63/70

（挿画本165部とは別刷りのスイート版70部より）　
各額装　
各22.0×15.5cm　シート37.0-37.5×27.5-28.0cm　　
文献：Vallier 153　

JPY 150,000 — 200,000 【2点セット】

154 Georges Braque
Fleurs/ Disques, from 'Le tir à l'arc'
a set of two lithographs on chine appliqué, 1960, each signed 
in pencil, numbered 63/70 (aside from the book edition of 165), 
published by Louis Broder, Paris, printed by Desjobert, Paris, 
with wide margins, each framed 
Image: 22.0×15.5cm (each) Sheet: 37.0-37.5×27.5-28.0cm
Literature: Vallier 153
[set of 2]
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ルイ・イカール
幻影
エッチング、アクアチント　1940年　
右下にサイン　
額装　
48.0×21.5cm　シート66.4×36.6cm　
文献：Schiffer 480　
　
Louis Icart
Illusion
etching and aquatint in colours, 1940, 
signed in pencil, framed
Image: 48.0×21.5cm Sheet: 66.4×36.6cm
Literature: Schiffer 480

JPY 100,000 — 150,000 

155

マルク・シャガール
クロエの判断/ ドルコオンの策略；

「ダフニスとクロエ」より
リトグラフ2点セット　1961年　
ed.（250）より　
各額装　
42.0×63.8cm/ 42.2×32.0cm（各フルシート）　
来歴：ギャラリー椿（東京）（外箱にシール）（'クロエの判断'）　
文献：Mourlot 315、317/ Cramer Books 46　
　
JPY 350,000 — 450,000 【2点セット】

156 Marc Chagall
Le jugement de Chloé/ La ruse de Dorcoń, 
from 'Daphnis et Chloé'
a set of two 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: 42.0×63.8cm/ 42.2×32.0cm
Provenance: Gallery Tsubaki, Tokyo 
('Le Jugement de Chloé')
Literature: Mourlot 315, 317/ Cramer Books 46
[set of 2]
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マルク・シャガール
花のあるテーブル
リトグラフ　1973年　
右下にサイン　左下にed.19/50　
額装　
41.0×53.5cm　シート55.2×71.6cm（フルマージン）　
文献：Mourlot 695　

JPY 800,000 — 1,200,000 

157 Marc Chagall
La table fleurie
lithograph in colours, 1973, on Arches, 
signed in pencil, numbered 19/50, with full 
margins, framed 
Image: 41.0×53.5cm Sheet: 55.2×71.6cm
Literature: Mourlot 695
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マルク・シャガール
屋根の上の雄鶏
エッチング　1968年　
右下にサイン　左下にed.6/50　
額装　
34.5×39.5cm　シート51.7×67.0cm　
文献：Cramer 37　
　
Marc Chagall
Les coqs sur le toit
etching, 1968, signed in pencil, numbered 6/50 
(aside from the coloured edition of 50), 
published by Gérald Cramer, framed
Image: 34.5×39.5cm Sheet: 51.7×67.0cm
Literature: Cramer 37

JPY 100,000 — 150,000 

158

マルク・シャガール
ヴァイオリン弾きの天使
リトグラフ　1975年　
右下にサイン　左下にed.32/50　
額装　
48.0×36.0cm　シート66.2×50.3cm（フルマージン）　
文献：Mourlot 833　
　
Marc Chagall
L'Ange violiniste
lithograph in colours, 1975, on Arches, signed in 
pencil, numbered 32/50 (there were also 12 A.P.), 
with full margins, framed
Image: 48.0×36.0cm Sheet: 66.2×50.3cm
Literature: Mourlot 833

JPY 600,000 — 800,000 

159
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マルク・シャガール
「アラビアンナイトからの4つの物語」より　Pl.8

リトグラフ　1948年　
総ed.111部内のスイート版として付けられたサイン無の21部より　
37.2×28.5cm　シート43.2×33.0cm　
文献：Mourlot 43/ Cramer Books 18　
　
Marc Chagall
Pl.8 from 'Four Tales from the Arabian Nights'
lithograph in colours, 1948, on laid paper, 
from the edition of 21 (aside from the signed and 
numbered edition of 90) 
Image: 37.2×28.5cm Sheet: 43.2×33.0cm
Literature: Mourlot 43/ Cramer Books 18

JPY 150,000 — 200,000 

160

マルク・シャガール
ダフニスとグナトオン/ シュリンクスの伝説；

「ダフニスとクロエ」より
リトグラフ2点セット　1961年　
ed.（250）より　
各額装　
各42.0×32.0cm（フルシート）　
文献：Mourlot 343、332/ Cramer Books 46　

JPY 300,000 — 400,000 【2点セット】

161 Marc Chagall
Daphnis et Gnathon/ La fable de Syringe, 
from 'Daphnis et Chloé'
a set of two lithographs in colours, 1961, on Arches, 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: 42.0×32.0cm (each)
Literature: Mourlot 343, 332/ Cramer Books 46
[set of 2]
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ジョアン・ミロ
「ユビュ王」（挿画本）

リトグラフ計13点入の挿画本　
1966年　
奥付にサイン、ed.'7'の印字
総ed.180部より
オリジナルケース付　
各42.2×64.5cm（フルシート）　ケース45.2×34.3cm
文献：Maeght 394、 397、 400、 403、 406、 409、 412、 415、 
418、 421、 424、 427、 430/ Cramer Books 107
アルフレッド・ジャリ（小説家、劇作家）による1888年の戯曲

「ユビュ王」をテーマにした挿画本　

JPY 600,000 — 800,000 

162 Joan Miró
Ubu Roi
the complete set of thirteen lithographs in colours, 
1966, on Arches, signed in pencil on the justification, 
numbered '7' (from the edition of 180, there were also 
25 H.C.), published by Tériade Éditeur, Paris, 1966, 
the full sheets, contained in an original case 
Sheet: 42.2×64.5cm (each) Case: 45.2×34.3cm
Literature: Maeght 394, 397, 400, 403, 406, 409, 412, 415, 
418, 421, 424, 427, 430/ Cramer Books 107
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ジョアン・ミロ
「メロディ・アシッド」より　Pl.3

リトグラフ　1980年　
右下にサイン　左下にed.8/20　
額装　
20.3×16.5cm　シート33.8×25.2cm（フルマージン）　
来歴：タイムライフギャラリー（東京）　
文献：Maeght 1214/ Cramer Books 248　
　
Joan Miró
Pl.3 from 'La mélodie acide'
lithograph in coulors, 1980, on Japon nacré, signed in pencil, 
numbered 8/20 (the total edition was 145), published by Au 
Pont des Arts-Galerie Lucie Weill, Paris, printed by La 
Polígrafa, S.A., Barcelona, with full margins, framed 
Image: 20.3×16.5cm Sheet: 33.8×25.2cm
Provenance: Time Life Gallery, Tokyo
Literature: Maeght 1214/ Cramer Books 248

JPY 150,000 — 200,000 
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ジョアン・ミロ
「黄金の羽根を持つトカゲ」より　Pl.13

リトグラフ　1971年　
右下にサイン　左下にed.X/X　
額装　
35.5×50.0cm（フルシート）　
文献：Maeght 821/ Cramer Books 148　
　
Joan Miró
Pl.13 from 'Le lézard aux plumes d'or'
lithograph in colours, 1971, on BFK Rives, 
signed in red pencil, numbered X/X (the total 
edition was 195), published by Louis Broder, 
Paris, printed by Mourlot, Paris, the full sheet, 
framed 
Sheet: 35.5×50.0cm
Literature: Maeght 821/ Cramer Books 148

JPY 250,000 — 350,000 
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ジョアン・ミロ
黄昏のアルルカン
エッチング、アクアチント　1975年　
右下にサイン　左下にed.26/50　
額装　
30.0×21.2cm　シート50.7×33.2cm（フルマージン）　
文献：Dupin 738　
　
Joan Miró
Arlequin crépusculaire
etching and aquatint in colours, 1975, on Arches, 
signed in pencil, numbered 26/50, published by 
Maeght Éditeur, Paris, printed by Morsang, Paris, 
with full margins, framed
Inner Plate: 30.0×21.2cm Sheet: 50.7×33.2cm
Literature: Dupin 738

JPY 300,000 — 400,000 

165

ジョアン・ミロ
月の向こう側
エッチング、アクアチント　1974年　
右下にサイン　左下にed.9/50　
額装　
61.2×46.0cm　シート74.0×53.3cm（フルマージン）　
文献：Dupin 659　
　
Joan Miró
La translunaire
etching and aquatint in colours, 1974, on Arches 
watermarked 'Maeght', signed in pencil, numbered 
9/50 (there were also some H.C.), published by 
Maeght Éditeur, Paris, printed by Morsang, Paris, 
with full margins, framed 
Image: 61.2×46.0cm Sheet: 74.0×53.3cm
Literature: Dupin 659

JPY 500,000 — 700,000 

166
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ジョアン・ミロ
沼地の星
アクアチント　1967年　
右下にサイン　左下にed.13/75　
額装　
104.0×72.5cm（フルシート）　
文献：Dupin 426　

JPY 800,000 — 1,200,000 

167 Joan Miró
L'astre du marécage
aquatint in colours, 1967, on Chiffon de Mandeure, 
signed in pencil, numbered 13/75 (there were also 
some H.C.), published by Maeght Éditeur, Paris, 
printed by Arte Adrien Maeght, Paris, the full 
sheet, framed 
Sheet: 104.0×72.5cm
Literature: Dupin 426
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M-Live Auction　
　オンライン同時入札限定のオークション

■　本カタログ 2-8 頁をご覧ください。

　　作品詳細はホームページよりご確認いただけます。

参加申請

■　2023 年 5 月 17 日 18 時までにオンライン同時入札の参加申請が必要です。

　　ご入札はオンライン同時入札専用サイトからお願いいたします。

■　リアルタイムでの入札の他、同サイトより事前入札のご登録も可能です。

■　通常オークション同様、落札後のキャンセルはできません。

　　下見会には一部作品のみ展示いたします。

　　事前に必ずコンディションレポートをご確認ください。

　まずはホームページ（https://mallet.co.jp/）をご覧ください

M-Live Auction
オ ン ラ イ ン 専 用 オ ー ク シ ョ ン

第 2 回 M-Live Auction 開催
2023 年 5 月 18 日 12 時～

出品作品

ご入札にあたって

オンライン同時入札
詳細は

次のページ！

作家一覧
ロッカク アヤコ
奈良 美智
村上 隆
花井 祐介
ニシクボ サユリ
中村 桃子
橋爪 悠也
入江 明日香
FACE
Backside works.
マナブ 間部
サム・フランシス
マルク・シャガール
ジョアン・ミロ
他 多数
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Online Live Bidding
オ ン ラ イ ン 同 時 入 札  
「オンライン同時入札」ならパソコン、スマートフォン、タブレットを使い外出先からでもご入札いただけます。
オンライン同時入札のご参加には事前申請が必要です。
STEP 1 ➡ STEP 2 ➡ STEP 3 の順にお進みください。

STEP 1 　まずは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、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です。
＊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＞よりお進みください。
登録方法の詳細は本カタログ「オンライン会員」ページをご参照ください。

■ 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。

オンライン
会員登録ホームページ

オンライン会員
ログイン

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。

STEP 1
オンライン
会員登録

STEP 2
参加申請

STEP 3
オンライン
同時入札
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STEP 2

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。
オンライン同時入札はセール開催日ごとに参加申請が必要となります。

STEP 3 　オンライン同時入札専用ページにログイン
STEP 2 の「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

ホームページにログイン後、マイページでお申込み
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。

参加申請完了メール
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。
オークション当日ま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ページ

ご利用マニュアル　PDF

オークション当日ご希望の LOT が開始される前まで事前入札のご登録ができます。

◦登録方法
　オンライン同時入札専用ページにログイン後、トップ画面の BID IN ADVANCE ボタンより

　登録フォームへお進みください。

◦入札額の設定　
　既定の競りの上げ幅に従い入札額を設定し、オークション規約に同意のうえお申込みください。

◦オークション当日
　事前入札を入れた該当 LOT の競りが始まりますと、ご登録いただいた入札額まで、システムが

　お客様に代わり自動で応札処理を行います。

一度お申し込みいただいた事前入札はキャンセルできません。
ご入札前に入札額、作品のコンディションを必ずお確かめください。

　オークション前日 18 時までに 
　　　　　　　　オンライン同時入札の参加申請

事前入札

オークションの進行状況をリアルタイムの映像配信でご覧いただきながら、
パソコンやスマートフォン、タブレットを通してご入札いただけます。
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 をご確認ください。

オークション当日、オンライン同時入札でビッド

オンライン同時入札
専用ページトップ画面
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　オンライン同時入札 
   参加申請

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。

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。

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。

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。

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。

　書面入札登録

　コンディション
  レポート

　出品アラート

　メールマガジン

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。

　作品アーカイブ 
　

　電話入札登録

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。

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。

Guide For Online Membership
オ ン ラ イ ン 会 員

オンライン会員

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。

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

　プライム会員

　無料会員
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Mallet Japan Inc. (the "Company") principally aims at providing services 
which satisfy and gain the trust of its customers. As a part of achieving 
this aim, the Company believes that the proper protection and handling 
of personal information provided by its customers for the purpose of 
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
The Company shall comply with laws concerning personal information 
and any other related laws and ordinances, and establish and continuously 
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 
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 
shall promptly stop using the personal information received from that 
customer.  

3. Provision to Third Parties
The Company shall not provide or disclose the personal information of 
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
In order to carry out businesses smoothly, the Company may outsource a 
part of the businesses and entrust the personal information of customers 
held by the Company to the outsourcee to the necessary extent. In such 
case, the Company shall appoint an outsourcee that meets the standards 
prescribed by the Company, execute an agreement on the handling of 
personal information with such outsourcee, and procure appropriate 
management and supervision of personal information.

5. Disclosure, Revision, Suspension of Use and Deletion of Registered 
Description

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 
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

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

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。

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

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

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。

記

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。

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

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

いただいた場合は、速やかにその利用を停止いたします。

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。

4. 外部委託
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

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

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

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、

適切な管理、監督を行います。

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。

以　上

連絡先：株式会社マレットジャパン

東京都千代田区麹町一丁目3番1号
TEL: 03-5216-2480　FAX: 03-5216-2481
E-mail: info@mallet.co.jp

Guide For Online Membership
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Conditions of Sale for Mallet Auction
マレットオークション規約 

2023 年 2 月 1 日　改定

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及びその他
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、経年劣化等の瑕疵に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  
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、当社ホームページにおいて出品作品一覧を公開します。更に、
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
ホームページの出品作品一覧及び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及び参考のためのものであり、現物の色調や
色彩、形状及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　登録及び参加方法
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、氏名及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、氏名及び必要事項を
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、本条1項の登録を行うことができません。国外買受
希望者は、必ず、第四章の規定に従って、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第20条2項の規定に基づき算定した価格

によって希望作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
望作品の買受け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、当日競売会場に入場するにあたり、 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、競売の日の当日、競売会場に来場した登録者に対し、 会場受付においてパドル
を交付し、貸与します。 
② 来場した競売参加者は、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 来場した競売参加者は、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 来場した競売参加者は、パドルを善良なる管理者の注意及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、競りの第一声及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及びその他諸経費（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及びその他諸経費を
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。

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
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には、当社に対する所定の手数料、手数料に対する消費税及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、図録等記載の解説、説明が変更された場合、競売会場または当社ホームページ 
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「書面及び電話入札申込書」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、第7条（6項を除く）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、第7条（6項を除く）が準用されます。
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。

第三章 落札者

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及び当社の手数
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。

記
口座名　株式会社マレットジャパン

み ず ほ 銀 行  八重洲口支店  普通預金　1012974
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

以上　　

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（第13条の保管及び保険
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、購入代金及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。
⑥ 落札者が支払い期間内の引取りを行わず、当社が引取りを催告しても引取らない場合、
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通常到達すべ
き時点で落札者に到達したものとみなし、当該通知書に記載した引取り期限を経過した時
点で売買契約は解除されます。
⑦ 売買契約を解除した場合、当社は落札作品を再度競売に付しまたはその他の方法により
売却することができ、当該売却時の価格が解除された売買契約にかかる落札価格を下回る
場合は、当社はその差額を機会損失による損害として落札者に請求することができます。た
だし、当該売却時の価格が解除された売買契約にかかる落札価格を上回る場合であっても、
当社は清算義務を負いません。売買契約解除後、落札者から購入代金の返金の請求があっ
た場合は、当社は、購入代金から、売買契約解除日までの保管料、引取り催告に要した費用、
機会損失による損害、その他落札者の引取り義務の不履行によって当社が被った一切の損
害を差し引いたうえで残額を返金します。 

11　危険負担及び所有権の移転
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　保管及び保険に要する費用
① 落札者は、支払い期間内は、保管及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
時までの保管及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及び保険
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、第9条2項の適用にあたっては第9条2項の「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、第10条2項、第13条1項、2項及び第15条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、第5条3項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。
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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通常到達すべき時点で落札者に
到達したものとみなし、当該通知書に記載した支払い期限を経過した時点で売買契約は解
除されます。
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
者の特定ができないことが判明し、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及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、第3条の規定に従って下見会に参加し、また、
第4条の規定に従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、第4条の規定に従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、希望作品及び
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」という。）。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及びその
他諸経費の額を含まず、また、第19条2項において定義される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、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第7条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第7条その
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及びオンライン同時入札による入札指示に従って
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、第9条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、第9条2項の規定にかかわら
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、当社及び売却委託者は、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

以上　　

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項及び3項の梱包・運送・付
保の費用並びに第23条の保管費用を含む。）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
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代金及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、付保の費用及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。
⑥ 国外買主が本条に定める運送手続に協力せず、また、運送した落札作品を受領しないな
ど、落札作品の受領を拒否し、マレットインターナショナルが履行を催告してもこれに応じな
い場合、マレットインターナショナルは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通常到達すべき時点で国外買主に到達したものとみ
なし、当該通知書に記載した履行期限を経過した時点で 売買契約は解除されます。
⑦ 前項により売買契約を解除した場合、マレットインターナショナルは落札作品を任意の方
法により売却することができ、当該売却時の価格が解除された売買契約にかかる国外買主
購入代金額を下回る場合は、マレットインターナショナルはその差額を機会損失による損害と
して国外買主に請求することができます。ただし、当該売却時の価格が解除された売買契
約にかかる国外買主購入代金額を上回る場合であっても、マレットインターナショナルは清算
義務を負いません。売買契約解除後、国外買主から国外買主購入代金の返金の請求があっ
た場合は、マレットインターナショナルは、国外買主購入代金から、売買契約解除日までの
保管料、運送・催告に要した費用、機会損失による損害、その他国外買主の受領拒否によ
ってマレットインターナショナルが被った一切の損害を差し引いたうえで残額を返金します 。

22　危険負担及び所有権の移転
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、第20条3項の適用にあた
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、第24条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、第16条の規定により、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。

第五章 競売売却委託

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、本規約及
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し込むものと
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。
④ 当社は出品作品について、エディションナンバー等の個別の特定が可能となる情報を図録
等に掲載したり、当社の判断で落札希望者に開示することがあります。 
⑤ 当社は、売却委託を受けた作品について、競売（オークション）のほか、本規約第七章によ
るアフターセール、及び本規約第八章によるM-Liveオークションによって売却する場合があり
ます。売却委託を依頼する者は、当社がそのいずれか又は複数の方法により売却することに
ついてあらかじめ承諾するものとします。 

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及
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及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。
④ 当社は、売却委託品の作者、著作権者、著作権者から委託を受けた者から売却委託品
の出品・販売について苦情または異議が述べられた場合、当社の裁量的判断により出品・販
売を中止し、売却委託契約を解除することができます。この場合、売却委託者は、出品・販
売を中止したことによって当社が被った一切の損害を賠償するものとします。

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、図録等掲載料及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
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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。

第六章 その他雑則

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、及び重大な毀損、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及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、及び外箱等）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
ぞれ読みか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、事物管轄に従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。

37　通知方法
本規約に基づき当社が行う通知その他一切の連絡について、当社は、郵送等による文書の
交付によるほか、登録されたメールアドレスに対する電子メール送信の方法によることができ
ます。

第七章　アフターセール

38　アフターセール
①当社は、オークションにおいて不落札となった出品作品について、オークション終了後一
定期間、アフターセールを行うことがあります。アフターセールについては、本条の規定が適
用されます。
②アフターセールの買受けの申し込みは、当社が個別にまたはホームページ上で提示するアフ
ターセールリスト（アフターセールの対象となる作品の一覧及び各作品の購入可能価格を記載
したもの）に従い、購入を希望する作品を選択して申し込む方法により行います。購入希望
者は、電子メール、電話の他、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
買受けを申し込むことができます。
③前項の購入可能価格は、当社の手数料、手数料に対する消費税及びその他諸経費（運送
費用等。以下同じ。）を含まない価格とし、購入希望者は、売買契約が成立した際は、当社
に対し購入可能価格に対する所定の手数料、手数料に対する消費税及びその他諸経費を
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。 
④前項の買受けの申し込みに対し、当社が承諾することによって、売買契約が成立します。 
購入者は、当社に対し購入可能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。
⑤アフターセールでの売買契約には本規約第三章及び第六章の規定が準用されます。
⑥国外買受希望者は当社に対して直接アフターセールの買受けの申し込みを行うことがで

きません。国外買受希望者による買受けの申し込みは、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に対して、同社が個別にまたはホームページ上で提示するアフターセー
ルリスト（アフターセールの対象となる作品の一覧及び各作品の購入可能価格を記載したもの）
に従い、購入を希望する作品を選択して申し込む方法により行います。購入希望者は、電子
メール、電話の他、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
で同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同社に買受けを申し
込むことができます。
⑦国外買受希望者とマレットインターナショナルとの間のアフターセールでの売買契約について
は、本条3項及び4項が準用されます（ただし、「当社」は「マレットインターナショナル」と読みか
えるものとし、さらに、国外買受希望者とマレットインターナショナルとの間のアフターセール
売買価格は、購入可能価格に対して16.5パーセントを乗じた金額とします。）。また、本規約第
２０条から第２５条までの規定及び第六章の規定が準用されます。

第八章　M-Liveオークション （オンライン限定オークション）

39　M-Liveオークション
①当社は、前章までに定める方法による競売（オークション）のほか、M-Liveオークションを
実施することがあります。M-Liveオークションには、本条各号に定めるほか、本規約第一章
から第六章の規定が準用されます。
②M-Liveオークションにおいては、当社は第３条の下見会（プレビュー）を実施せず、また、第
4条1項の図録（カタログ）を作成・頒布しません。M-Liveオークションへの出品作品について、
買受け希望者の参考に供するため、当社ホームページで出品作品一覧を公開し、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。買受けを希望す
る者は、必要に応じて現物を見分、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。M-Liveオークションにおいて準用する各規定において、「図録等」は、
ホームページの出品作品一覧またはコンディションレポートと読みかえるものとします。
③M-Liveオークションにおいては、第5条1項の競売当日の会場受付における登録は受け付け
ません。M-Liveオークションに参加を希望する者は、事前に「一般登録」もしくは「オンライン
登録」において登録を行うことにより参加できます。
④M-Liveオークションにおける競売は、第5条1項、第8条1項の「パドル提示」、「書面入札」及
び「電話入札」による入札は受け付けず、「オンライン同時入札」により行われます。
⑤39-①、②、③を除くその他の規約はすべてマレットオークション規約に準じます。
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The auctions of artworks, etc. conducted by Mallet Japan Inc. (hereinafter referred 
to as the "Company") under the name of Mallet Auction or otherwise shall be in 
compliance with these rules. Any and all persons consigning property for sale, persons 
desiring to purchase property, persons concluding sales agreements with the Company, 
and any other persons involved shall accept and obey these terms described below; 
provided, however, that if any other separate agreement exists between the Company 
and any such person, such agreement shall prevail.

Chapter I Property Auctioned, etc.

1　Property Auctioned
The Company shall host auctions for the sale of artworks consigned for sale 
(hereinafter referred to as the "Property") by way of auction.

2　Condition of the Property
As the Property is inherently old, it shall be sold "as is" and the Company shall not be 
liable for any spots, blemishes, or any other defects or damage caused due to the aging 
of the Property.

3　Pre-Auction Viewing
(1) The Company will hold a pre-auction viewing for all Property to be auctioned.
(2) Persons who desire to purchase any Property shall, at their own decision and 
responsibility, inspect the auctioned works at the pre-auction viewing and place their 
bids.
(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 
person to leave the pre-auction viewing.
(4) In case any person admitted to the pre-auction viewing causes any blemish or any 
other damage to Property, the Company may demand compensation for such damage 
from such person.
(5) The 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 own 
discretion. The Company shall not be liable for any damage incidental to such change 
in the schedule of the pre-auction viewing.

4　Catalogue, etc.
(1) When auctioning Property, the Company shall prepare and distribute for a fee a 
catalogue describing the Property as a reference for prospective buyers. Additionally, 
a list of the Property will be published on the Company's website. Furthermore, 
the Company shall prepare and provide condition reports for prospective buyers as 
a reference when considered necessary (such condition reports and such list of the 
Property are hereinafter referred to as the "catalogue, etc.").
(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 shall 
they be construed to convey the colours, colour tones, forms, defects, condition, 
quality, etc. of the featured Property with complete accuracy.
(3) Any descriptions and explanations included in the catalogue, etc., attached 
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 discrepancy 
between such descriptions and the actual Property. Prospective buyers shall inspect 
and examine the actual Property at the pre-auction viewing and bid for the Property 
at their own judgment and responsibility.
(4) The estimate described in the catalogue etc. shall be presented only for the 
reference of prospective buyers. Accordingly, the Hammer Price at which the 
Property is actually traded through auction may fall below the lower limit or exceed 
the upper limit of the estimate; provided, however, that the Company shall in principle 
refrain from selling the Property at a price below the Reserve (The reserve price is 
unrelated to the lower limit of the estimate and shall be kept confidential).
(5) The descriptions and explanations given in the catalogue, etc. may be changed 
without notice. Such change 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 any cancellation of a sales agreement arising from 
claims of any discrepancy between the information described in the catalogue, etc. and 
the quality or condition of the actual Property.
(7) Reproduction and diversion of the catalogue, etc. without permission of the 
Company shall be prohibited (including graphics and articles).

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 
matters by following the instructions of the Company in advance or at the auction 
desk on the day of the auction (hereinafter referred to as "General Registration"), 
or by transmitting and registering his/her address, name and any other necessary 
matters in the prescribed form on the Company's website in advance (hereinafter 
referred to as "Online Registration"). Any person desiring to participate in 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 day prior to the 
date of the auction. The account is prohibited from being used by anyone other than 
the registrant. Bid applications, bidding acts and other inputs made by accessing 
the Company's website by the account are considered to be based on the registrant's 
intention, and such manifestation of intention shall bind the registrant. Auctions shall 
be conducted via the methods of "paddle display", "absentee bidding in written form", 
"telephone bidding", and "online live bidding".
(2) When a person desires registration, the Company may ask to inspect his/her 
identification and may refuse the registration at its own discretion.
(3) Neither a natural person whose address or domicile is not in Japan nor a 
corporation whose principal office is not located in Japan (hereinafter referred 
to as the "Overseas Prospective Buyer") may make the registration of (1) above. 
The Overseas Prospective Buyer shall participate in the auction by executing an 
agreement with the entrustee designated by the Company, Mallet International Co., 
Ltd., (hereinafter referred to as "Mallet International") to entrust Mallet International 
with bidding based on the indicated desired purchase amount on his/her behalf and 
also to purchase the Property of his/her desire from Mallet International subject to 
the successful bid at the indicated desired purchase amount, at a price calculated as 
pursuant to the provisions set forth in Section 20-(2), on his/her behalf (hereinafter 
referred to as the "Entrustment and Purchase Agreement") pursuant to the provisions 
set forth in Chapter IV.
(4) Any person who desires to participate in an auction and has registered in advance 
must have their registration checked  at the auction desk before entering the auction 
site on the date of the auction. At that time, the Company may ask to inspect his/her 
identification and may refuse the entry to the auction site at its discretion.

6　Bidding Paddle
(1) The Company shall lend a bidding paddle to each registered participant who visits 
the auction site on the day of the auction at the auction desk.
(2) Every auction participant who visits the auction site shall always remain aware 
of the paddle number(s) of his/her own paddle and listen attentively to the paddle 
number(s) called out by the auctioneer. If the auctioneer instructs any participant 
to raise his/her paddle for the purpose of visibility, the person so instructed shall 
immediately do so.
(3) When any auction participant who visits the auction site loses his/her paddle, he/
she shall immediately notify a staff member of the Company at the auction site. All 
auction participants shall return their paddles to the Company immediately upon the 
end of an auction or when exiting in the middle of an auction.
(4) Every auction participant who visits the auction site shall treat his/her paddle 
with due care and responsibility and shall not lend his/her paddle to a third party. 
Participants shall 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 such damages whatsoever.

7　Method of Auction
(1) An auctioneer appointed by the Company shall preside over and conduct every 
auction. Every auction shall be conducted by the bidding-up system, and the starting 
price and increments of bidding shall be decided at the discretion of the auctioneer. 
The bidding price shall not include the Buyer's Premium, consumption tax thereon, or 
any other costs and expenses. Every auction participant agrees in advance to pay the 
Company the full amount of the Buyer's Premium, consumption tax thereon, and all 
other costs and expenses in case his/her bid is successful.
(2) Every auction participant must be approved by the Company and registered with 
the Company. Unless otherwise agreed in advance with the consignor, the Company 
shall not announce the name of such consignor or the Reserve even if the Reserve 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 parties involved 
in such auction must obey the final decision reached. Moreover, the auctioneer may 
refuse any purchase offer at his/her own discretion.
(5) Every 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 in advance 
and the Company has consented thereto; provided that more than one person may not
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bid for the 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 draw the 
attention of the auctioneer.
(7) A bidder shall be bound by the price of his/her current bid until any other bidder 
places a bid at a higher price. Any bid shall become void when any other bidder 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 
bid price multiple times and brings down the hammer. The person who has bid the 
highest bid price before the auctioneer brings down the hammer shall be the winning 
bidder; provided, however, that if the auctioneer judges that the auction needs to be 
continued, he/she may resume the auction again at his/her own discretion. When the 
auctioneer brings down the hammer, the winning bidder and the Company shall enter a 
sales agreement under which the bid price for the relevant Property shall be the sales 
price, and the winning bidder shall be obligated to pay the amount of the Hammer 
Price plus the prescribed Buyer's Premium, consumption tax thereon, and any other 
costs and expenses.
(9) Nobody may protest the decision of the winning bidder of an auction after the 
auctioneer starts the bidding for the auction of the next Property.

8　Written, Telephone or Online Live Bidding
(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 raising 
paddles at the auction site.
(2) Any person who desires to participate in an auction by written bids shall fill in 
the Absentee/ Telephone Bid Form attached to the pertinent catalogue, and send the 
form to the Company to apply for participation by written bids. Written bids can also 
be submitted by accessing the Company's website from an online account obtained 
pursuant to the provisions set forth in Section 5-(1), input the necessary matters and 
complete the prescribed form to the Company to apply for participation by written 
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 
instructions of the Company; provided, however, that if such form fails to arrive or 
arrives after the application deadline due to erratic delivery, technical difficulties or 
otherwise, or if the Company cannot recognize such a request for a written bid, the 
Company shall deem that such application is not made and the Company shall assume 
no responsibility; provided further that the Company may refuse the application of any 
person desiring to participate in any auction by written bids at its own discretion.
(3) The Company shall accept written bids delivered directly in person at the pre-
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 to the 
date of the auction; provided that the bidder's indicated bid price in such written bids 
shall not include the amount of the prescribed Buyer's Premium, the consumption tax 
thereon, and any other costs and expenses.
(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; provided, 
however, that if such bids with the same indicated bid price arrive at the 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 
incomplete or inadequate, it may decide not to follow such instruction, and in such 
case the Company shall not be responsible in any respect.
(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.
(7) If any description or explanation described in the catalogue, etc. is changed, the 
announcement about such change at the auction site or on the Company's website shall 
be deemed to be a notice of such change and instruction by any bid shall be deemed to 
be made subject to such changed description and explanation. Although the Company 
shall endeavour 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.
(8) If the indicated bid price by any bidder of a written bid and the price bid by 
any participant at the auction site are the same, the auctioneer may decide the final 
winning bidder at his/her own discretion.
(9) Any person who desires to participate in an auction by telephone shall fill in the 
Absentee/ Telephone Bids Form attached to the pertinent catalogue and send the form 
to the Company to apply for participation not later than 6:00pm one (1) business day 
prior to the auction. Any person who has completed the Online Registration and been 
issued with an online account from the Company can access the Company's website 
from such online account, fill out and send the prescribed form to the Company to 
apply for participation by telephone. The telephone bids application via Company's 
website shall be completed not later than 6:00pm two (2) business days prior to the 
auction. Any person who has applied for participation pursuant to the aforementioned 
conditions must obtain the approval of the Company, and follow the instructions of 
the Company. On the day of the auction, any person who desires to participate in an 
auction by telephone shall, following the instructions of the Company, bid by telephone 
as pursuant to the provisions set forth in Section 7 (except (6)).

(10) If the number of participants desiring to participate in an auction by telephone 
simultaneously exceeds the number of telephone lines available, the Company shall 
accept bids on a first-come-first-served basis; provided that the Company may refuse 
to accept any telephone bid application at its own discretion.
(11) The Company shall not be responsible for any failures with respect to the bidding 
instructions made by participants by telephone due to miscommunication, trouble with 
telephone lines, or any other reasons.
(12)Any person who desires to participate in an auction by online live bidding shall 
complete the Online Registration in advance as pursuant to the provisions set 
forth in Section 5-(1), be issued with an online account from the Company, access 
the Company's website from such online account, click the application button after 
confirming and agreeing to the Conditions of Sale not later than 6:00pm one (1) 
business day prior to the date of the auction, obtain the approval of the Company, 
and follow the instructions of the Company. On the day of the auction, any person 
who desires to participate in an auction by online live bidding shall, following the 
instructions of the Company, bid online as pursuant to the provisions set forth in 
Section 7 (except (6)).
(13) The Company may refuse the application of any person desiring to participate in 
any auction by online live bidding at its own discretion.
(14) The Company shall not be responsible for any failures with respect to the bidding 
instructions made by participants by online live bidding due to misinput, technical 
difficulties, or any other reasons.

Chapter III Successful Bidder

9　Purchase Price
(1) In addition to paying the relevant Hammer Price, the successful bidder shall pay 
the Company the total amount of the Buyer's Premium. The Buyer's Premium on 
each lot is 16.5 percent of the Hammer Price (the total amount of the Hammer Price 
and the Buyer's Premium incidental thereto shall hereinafter be referred to as the 
"Purchase Price").
(2) The successful bidder shall pay the Company the total amount of the Purchase 
Price in Japanese Yen within ten (10) days after the date of the auction (if the final 
day of such period falls on a non business day of the Company, the due date shall fall 
on the following business day instead) in cash, by a bank casher's check of any bank or 
credit association provided for in the Bank Law, or by a bank remittance to the bank 
account described below (such remittance shall be required to be completed by the due 
date).

Account Name: Mallet Japan Inc.
Mizuho Bank, Ltd., Yaesuguchi Branch,
Ordinary account 1012974
MUFG Bank, Ltd., Ginza Branch,
Ordinary account 4836092
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Ginza Branch,
Ordinary account 7834186

10　Delivery of Purchased Property
(1) After the successful bidder completes the payment of the Purchase Price, the 
Company 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 
the Purchase Price, the Company shall not hand over the purchased Property until 
the bidder fulfills all of such obligations as well as the Purchase Price (the 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 
purchased Property within the payment period at the premises of the Company or in 
such other place designated by the Company. If the successful bidder cannot pick up 
the Property by himself/herself, he/she may entrust an agent, a representative, or 
a carrier with the pickup or transportation at the expense and responsibility of the 
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 
any accident involving the purchased Property after the time of handover (when the 
Company passes the purchased Property over to the successful bidder or its agent, 
its representative, or the carrier). When the successful bidder requests the Company 
to make shipping arrangements, the Company shall do so only for the benefit of 
the successful bidder. In such case, the successful bidder shall take all reasonable 
measures against risk to the purchased Property through the purchase of insurance, 
etc., and the Company shall assume no responsibility for any damage (disappearance, 
loss, theft, deterioration, defacement, etc.) occurring after the handover, even if the 
carrier appointed by the Company has proven unreliable or has caused such damage 
to the purchased Property. The successful bidder must, at their own judgment, 
responsibility and burden, pack the purchased Property in the manner which the 
successful bidder considers appropriate. Although the Company may pack the 
purchased Property in a manner it deems appropriate for shipment and delivery, the 
Company shall bear no responsibility for such packing.
(4) The successful bidder may inspect the purchased Property when picking it up. 
After the handover of the purchased Property from the Company to the successful 
bidder (including its agent, its representative or the carrier), however, the successful 
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bidder may 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, deterioration or defacement with respect to the purchased Property, 
or make any other complaint to the Company, unless such mistake, deterioration or 
defacement with respect to the purchased Property can be reasonably attributed 
to the willful acts 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 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 shall grant such request.
(5) When the successful bidder picks up the purchased Property, he/she shall present 
to the Company the prescribed invoice issued by the Company. If the Company 
passes the purchased Property over to any person other than the successful bidder 
who 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 
responsible therefor.
(6) If the successful bidder fails to pick up the purchased Property within the payment 
period and does not pick up the Property even if the Company gives notice to do 
so, the sales agreement shall be terminated; provided, however, that if a notice of 
demand and termination of a sales agreement sent by the Company to the address of 
the successful bidder registered with or notified to the Company is returned because 
of absence or address unknown of the recipient, or if the successful bidder refuses to 
receive such notice, the notice of demand and termination of a sales agreement shall 
be deemed to have reached the successful bidder at the time when it would normally 
have reached the successful bidder, and the sales agreement shall be terminated when 
the due date specified in such notice becomes overdue.
(7) If the sales agreement is terminated, the Company may sell the purchased Property 
again at auction or by any other method, and if the price at such sale is lower than 
the Hammer Price for the terminated sales agreement, the Company may claim the 
difference as lost opportunity damages from the successful bidder. However, even 
if the price at such sale is higher than the Hammer Price for the terminated sales 
agreement, the Company shall not be obliged to liquidate the difference. If the 
successful bidder requests a refund of the Purchase Price after the termination of 
the sales agreement, the Company shall refund the remaining amount after deducting 
from the Purchase Price any storage fees up to the date of termination of the sales 
agreement, costs required for the notice of pickup, damages due to loss of opportunity 
and any other damages incurred by the Company due to the failure of the successful 
bidder to perform his/her pickup obligation. 

11　Transfer of Title and Burden of Risk
(1) The successful bidder shall burden risks of the purchased Property on and after 
the time of conclusion of the sales agreement with respect to the purchased Property. 
(Any disappearance, loss, theft, deterioration, or defacement, etc. caused for any 
reason not attributable to the Company shall be burdened by the successful bidder and 
the successful bidder shall not be exempted from the payment of the Purchase Price.)
(2) The title to the purchased Property shall not be transferred to the successful 
bidder until the successful bidder completes the payment of the Purchase Price, etc. 
and the Company hands over the purchased Property to the successful bidder. The 
title to the purchased Property shall be transferred to the successful bidder upon 
completion of payment of the Purchase Price, etc. by the successful bidder and the 
handover of the purchased Property by the Company.

12　Extension of Payment
(1) If the successful bidder asks for an extension of the payment due date for the 
Purchased Price, etc. in writing, the Company may extend the payment due date by 
giving a written notice setting a grace period to the successful bidder; provided, 
however, that the successful bidder shall have no right to request such extension of 
the payment due date and the Company may, at its own discretion, decide not to grant 
such extension.
(2) The successful bidder shall pay the interest on the Purchase Price, etc. incurred 
during the grace period (at the rate set from time to time and notified in writing by 
the Company).
(3) If a provisional attachment with respect to other obligations of the successful 
bidder or compulsory execution is filed, or an application or a petition is filed for 
commencement of a bankruptcy procedure, civil rehabilitation procedure, corporate 
reorganization procedure, company arrangement or special liquidation of the 
successful bidder, or any draft or check drawn by the successful bidder is dishonored, 
or the performance of any part of the obligations payable to the Company is delayed, 
the Purchase Price, etc. shall immediately become due without notice from the 
Company and the successful bidder shall pay the Purchase Price, etc. forthwith.

13　Expenses Necessary for Storage and Insurance (Charges)
(1) The successful bidder shall not be required to pay the expenses for the storage 
and insurance of the purchased Property during the payment period. If the successful 
bidder fails to pick up the purchased Property during the payment period, he/
she must pay expenses for the storage and insurance of the purchased Property 
incurred from the first day after the end of the payment period up to the day of the 
actual pickup; provided, however, that the Company shall not be obliged to take such 
insurance.
(2) When the Company grants an extension of the payment due date to the successful 

bidder, the successful bidder shall pay expenses for the storage and insurance of 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.

14　Handling of Property Stolen, Lost or Registered without Entitlement
(1) If any person claiming to be the true owner of the purchased Property proves 
that the purchased Property has been stolen or lost and demands the return of 
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 by 
law, the Company may terminate the sales agreement without notice to the successful 
bidder. If the Company has received any payment of the Purchase 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 
Property pursuant to the provisions of Article 21 of the Antique Dealing Law and 
such holding period exceeds ten (10) days after the day following the date of the 
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 
changing the wordings "within ten (10) days after the date of the auction" provided 
for therein to "within three (3) days after the final day of the holding period of the 
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" and "payment due 
date" provided for in the aforesaid three Articles correspondingly; provided that if 
the handover of the purchased Property is delayed on the grounds of such storage, the 
Company shall not be responsible for the results caused due to such delay.
(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 
the provision of 5-(3) before delivery by the Company to the successful bidder, the 
Company may terminate the sales agreement without notice to the successful bidder. 
If the Company has received any payment of the Purchase Price from the successful 
bidder in such case, the Company shall return it free of interest and the successful 
bidder may not make a claim for damage or any other claims to the Company.

15　Defaults by Successful Bidder
In the event the successful bidder fails to pay the Purchase Price, etc. in full by the 
due date, he/she shall comply with the following provisions.
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 following 
the due date up to the day of complete payment of such total amount.
ii) The Company shall store the purchased Property after expiration of the payment 
period in any manner the Company deems appropriate at its own discretion. Should 
the purchased Property disappear,  be lost, stolen, deteriorated or defaced, or 
otherwise, the Company shall not be responsible for such damage unless such damage 
is caused by the willfulness or gross negligence of the Company, and the successful 
bidder shall not be exempted from the payment of the Purchase Price, etc. The 
Company shall not be obliged to take insurance for the purchased Property during the 
storage period.
iii) In the event the successful bidder fails to pay the Purchase Price, etc. as 
demanded by the Company, the sales agreement shall be terminated; provided, 
however, that if a notice of demand for payment and termination of a sales agreement 
sent by the Company to the address of the successful bidder registered with or 
notified to the Company is returned because of absence or address unknown of the 
recipient, or if the successful bidder refuses to receive such notice, the notice of 
demand for payment and termination of a sales agreement shall be deemed to have 
reached the successful bidder at the time when it would normally have reached the 
successful bidder, and the sales agreement shall be terminated when the due date 
specified in such notice becomes overdue, and the successful bidder shall agree with 
the same in advance.
iv) If the sales agreement is terminated pursuant to the preceding paragraph, the 
Company may sell the purchased Property to a third party without setting the 
Reserve through an auction or a private sale. If the price at which such purchased 
Property is sold to the third party is below the Purchase Price of such purchased 
Property, the successful bidder shall pay the difference and a default interest thereon 
at the rate of 14.6% per annum for the period from the date of the auction or the 
date of sales to the third party by private sale up to the complete payment of the 
sales price. If the sales price of such purchased Property exceeds the Purchase Price 
thereof, the successful bidder may not demand such difference from the Company.

16　Guarantee of Authenticity
(1) If the name of an artist of Property is definitively specified in the catalogue, 
etc. of the Company without reservation and it is proven at a later date that the 
artist of the Property may not be identified and the Company acknowledges such 
fact, the Company may terminate the sales agreement upon demand by the successful 
bidder and refund the Purchase Price in exchange for the return of such Property, 
provided that the successful bidder fulfills the conditions referred to in each of the 
following provisions; provided further, however, that the Company shall assume no 
responsibility other than refund of the Purchase Price and shall not pay any interest, 
damage, or compensation to the successful bidder.
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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 Property is not 
a work of the artist as described in the catalogue, etc., within one (1) year after the 
date of the auction. Persons who may make such demand shall be limited to successful 
bidders, and the rights of successful bidders to make 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 
Property and transfers the complete title to the purchased Property to the Company 
and delivers the purchased Property to the Company in a condition identical to that at 
the time of the auction.
(2) The Company shall only recognize the authentication of Property (designation of 
the authenticity or inauthenticity) under the following conditions:
i) with respect to works of a deceased artist: only if authenticated by any 
authentication committee, any registration committee of a professional arts association 
designated by the Company, any designated appraiser, or any professional art 
researcher;
ii) with respect to works of a living artist: only if authenticated by the artist in 
question, an agent of authentication approved by the artist, or any relative designated 
by laws;
iii) with respect to prints of a deceased artist: only if verified with the catalogue 
raisonne, the relevant book, or the relevant exhibition catalogue; or
iv) with respect to prints of a living artist: only if verified with the catalogue 
raisonne, the relevant book, or the exhibition catalogue, or only if authenticated based 
on any opinion of the artist in question, an agent of authentication approved by the 
artist, or any relative designated by law.
In each of the paragraphs above, if any opinion of the aforesaid authenticators 
with respect to the authenticity of Property is changed after the publication of the 
descriptions of the Property in the catalogue, etc., or if any opinion with respect 
to the authenticity of Property is changed as a result of any scientific inspection 
other than the inspections used for the authentications referred to in the preceding 
paragraphs, or by any method of examination or analysis which was not available at 
the time of the relevant auction, the Property shall not be subject to the termination 
of the sales agreement and the Company shall have no responsibility incidental to 
such change in opinions. If it is deemed impossible to inspect or verify any printed 
Property with the catalogue raisonne (because the catalogue raisonne is not published, 
the relevant Property is not illustrated therein or unclear, or data is incomplete or 
has any misprints), the Company's opinion shall be deemed to be the final judgment.

Chapter IV Procedures for Overseas Prospective Buyers

17　Pre-auction Viewing and Catalogue
The Overseas Prospective Buyer, as well as the prospective buyer in Japan, may 
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 
provision of 4. The Company will also, in accordance with the provision of 4, provide 
condition reports considered necessary for the Overseas Prospective Buyer.

18　Entrustment and Purchase Agreement
(1) The Overseas Prospective Buyer shall, prior to the auction, execute the 
Entrustment and Purchase Agreement with Mallet International, the entrustee 
designated by the Company.
(2) The Entrustment and Purchase Agreement shall be applied for in either written 
form using a document prepared under the format designated by Mallet International, 
or by sending and submitting the prescribed form on the website designated by Mallet 
International. Mallet International may, prior to the execution of such Agreement, ask 
the Overseas Prospective Buyer to present materials to show his/her identification 
and credibility and implement a check of credibility based on the presented materials 
and any other information.
(3) The Entrustment and Purchase Agreement will become effective once the 
aforementioned application has been received by Mallet International (via facsimile, 
post or electronic mail or other such method) in addition to being issued with a notice 
from Mallet International acknowledging the approval of such application.
(4) The Overseas Prospective Buyer shall provide Mallet International with 
instructions in writing, by telephone or by online live bidding under the Entrustment 
and Purchase Agreement.
(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 the 
format designated by Mallet International, or by being issued with an online account 
from Mallet International, accessing the website designated by Mallet International 
from such online account, input the necessary matters and complete the prescribed 
form (hereinafter referred to as the "Indication of Intended Bid"). The Overseas 
Prospective Buyer shall provide Mallet International with Indication of Intended Bid 
not later than 6:00pm one (1) business day prior to the date of the auction, obtain the 
approval of Mallet International, and follow the instructions of Mallet International. 
Any Overseas Prospective Buyer who provides an Indication 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 any other costs and expenses 
payable to Mallet International by the Overseas Buyer (as defined in 19-(2)) within 
the indicated bid price, and the Overseas Prospective Buyer shall obtain the approval 

and follow the instructions of Mallet International; provided, however, that if such 
Indication of Intended Bid fails to arrive or arrives after the application deadline due 
to erratic delivery, technical difficulty or otherwise, or if Mallet International cannot 
recognize such an Indication of Intended Bid, Mallet International shall deem such 
an Indication of Intended Bid as not made and Mallet International shall assume no 
responsibility; provided further that Mallet International may refuse the Indication of 
Intended Bid of any person who provides instructions in writing or online at its own 
discretion.
(6) If the indicated bid price by more than one Overseas Prospective Buyer are the 
same, the Indication of Intended Bid which arrives at Mallet International before the 
others shall prevail; provided that if such Indications arrive at the same time, Mallet 
International will choose the winner by drawing lots.
(7) Mallet International shall assume no responsibility for any failures in executing the 
Indication of Intended Bid due to mistakes or any other reasons.
(8) If the Overseas Prospective Buyer desires to provide his/her instruction by 
telephone (telephone bid), the telephone number to be used to provide such instruction 
shall be notified and the application for providing such instruction by telephone shall 
be submitted to Mallet International by sending a document prepared under the format 
designated by Mallet International, or by accessing the website designated by Mallet 
International from an online account issued by Mallet International, inputting and 
submitting the necessary matters in the prescribed form, not later than 6:00pm two (2) 
business days prior to the date of the auction.
(9) If the number of the applications submitted for providing instructions by telephone 
exceeds the number of telephone lines available, Mallet International shall decide 
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.
(10) Mallet International shall not be responsible for any failures with respect to 
the instructions provided by telephone due to miscommunication over the telephone, 
trouble with telephone lines or any other reasons; provided further that the Overseas 
Prospective Buyer agrees that a bid by Mallet International will be conducted in 
accordance with the provision of 7 and other terms of the Conditions of Sale, and that 
Mallet International shall assume no responsibility for any consequences due to the 
discretion of Mallet International based on the Conditions of Sale.
(11) If the Overseas Prospective Buyer desires to provide instructions by online live 
bids, the Overseas Prospective Buyer must be issued with an online account from 
Mallet International, access the website designated by Mallet International from 
such online account, click the application button after confirming and agreeing to the 
Conditions of Sale not later than 6:00pm one (1) business day prior to the date of the 
auction, obtain the approval of Mallet International, and follow the instructions of 
Mallet International.
(12) Mallet International may refuse the application of any person desiring to 
participate in any auction by online live bidding at its own discretion.
(13) Mallet International shall not be responsible for any failures with respect to 
the bidding instructions made by participants by online live bidding due to misinput, 
technical difficulties, or any other reasons. Any person who provided an Indication of 
Intended Bid agrees that a bid by Mallet International will be conducted in accordance 
with the provision of 7 and other terms of the Conditions of Sale, and that Mallet 
International shall assume no responsibility for any consequences due to the discretion 
of Mallet International based on the Conditions of Sale.
(14) If any instruction of the Overseas Prospective Buyer provided in writing, 
telephone or online live bidding is incomplete and Mallet International deems it 
inappropriate, Mallet International may choose not to follow such instruction, and, 
in such case, shall assume no responsibility therefor. The account is prohibited from 
being used by anyone other than the registrant, and bid applications, bidding acts 
and other input made by accessing the website designated by Mallet International 
by the account are considered to be based on the registrant's intention, and such 
manifestation of intention shall bind the registrant.
(15) If any description or explanation described in the catalogue, etc. is changed by 
the Company, Mallet International shall endeavour to notify the Overseas Prospective 
Buyer of such change; provided that Mallet International shall make a bid in 
accordance with the Indication of Intended Bid or the instruction provided in writing, 
by telephone or online live bidding, and shall assume no responsibility due to such 
change in the description or explanation described in the catalogue, etc. even if the 
notice of such change has not reached the Overseas Prospective Buyer in advance.

19　Successful Bid
(1) A bid by Mallet International shall be made under the provisions of Chapter II in 
the same way as that of the other prospective buyers and a purchase agreement shall 
be concluded between the Company and Mallet International when Mallet International 
wins a bid.
(2) Subject to the successful bid by Mallet International, the purchase under the 
Entrustment and Purchase Agreement shall become effective between Mallet 
International and the Overseas Prospective Buyer. The Overseas Prospective Buyer 
thereafter shall be hereinafter referred to as the "Overseas Buyer".

20　Overseas Purchase Price
(1) Mallet International shall pay to the Company the Purchase Price under the 
provision of 9 after the successful bid; provided, however, that Mallet International 
may delay the payment of the Purchase Price to the Company if there is an unavoidable 
reason notwithstanding the provision of 9-(2). Neither the Company nor the consignor
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may raise a claim to Mallet International for any interest, damages or compensation 
for damage.
(2) The sales price for each purchased Property payable by the Overseas Buyer to 
Mallet International as pursuant to the Entrustment and Purchase Agreement, is the 
sum of the Hammer Price and an additional 16.5 percent of the Hammer Price for 
each lot (hereinafter referred to as the "Overseas Purchase Price").
(3) The Overseas Buyer shall pay Mallet International the total amount of the 
Overseas Purchase Price in the preceding paragraph in Japanese Yen within ten 
(10) days after the date of the auction (if the final day of such period falls on a non 
business day of Mallet International, the due date shall fall on the following 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):

Account Name: Mallet International Inc.
Mizuho Bank, Ltd., Yaesuguchi Branch,
Ordinary account 2580199
Sumitomo Mitsui Banking Corporation,
Ginza Branch, Ordinary account 8504954

21　Delivery of Purchased Property
(1) After the Overseas Buyer completes the payment of the Overseas Purchase Price 
and the purchased Property is delivered by the Company, Mallet International shall 
take procedures to transport the purchased Property to the location designated by 
the Overseas Buyer without delay; provided, however, that, if such an Overseas Buyer 
has any obligations due and payable to Mallet International other than the Overseas 
Purchase Price, including expenses for storage, shipping and insurance set forth in 
paragraph (2) and (3) of this Article and Article 23, Mallet International may suspend 
such procedures to transport the purchased Property until the Overseas Buyer fulfills 
all of such obligations as well as the Overseas Purchase Price and the Company 
delivers the purchased Property (the Overseas Purchase Price and any and all 
obligations due and payable to Mallet International shall hereinafter be referred to as 
the "Overseas Purchase Price, etc.").
(2) Mallet International may pack the purchased Property in the manner which it 
considers appropriate for transportation; provided, however, that Mallet International 
shall assume no responsibility for such packing. Costs and expenses for such packing 
shall be borne by the Overseas Buyer and Mallet International shall charge the 
Overseas Buyer such costs and expenses.
(3) Mallet International shall arrange for a carrier, import, export and customs 
procedures, and purchase insurance which it considers appropriate; provided, however, 
that Mallet International shall assume no responsibility for any accidents, such as 
loss, theft, damage or defacement, including the propriety of the choice of a carrier, 
insurance or import, export and customs procedures, at the time of or after the 
delivery by the Company. Payments to a carrier and costs and expenses to purchase 
insurance and for import, export and customs procedures shall be borne by the 
Overseas Buyer and Mallet International shall charge the Overseas Buyer such costs 
and expenses.
(4) The Overseas Buyer may inspect the purchased Property when picking it up. Once 
Mallet International delivers the purchased Property to the Overseas Buyer (including 
its agent, representative or carrier), the Overseas Buyer may 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, deterioration or 
defacement with respect to the purchased Property, or raise any other claim to Mallet 
International at and after the time of delivery, unless it is due to the willfulness or 
gross negligence of Mallet International, regardless of whether the Overseas Buyer 
has actually inspected the purchased Property; provided, however, that if Mallet 
International delivers any Property different from the purchased Property by mistake, 
Mallet International may request its return and the Overseas Buyer shall respond to 
such a request.
(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 
International delivers the purchased Property to a person who has submitted the 
designated invoice, Mallet International shall assume no responsibility for any accident 
caused when the purchased Property is picked up by a person other than the Overseas 
Buyer.
(6) If the Overseas Buyer refuses to receive the purchased Property by not 
cooperating with the transportation procedures set out in this Article or by not 
accepting the purchased Property that has been transported, and does not respond 
to Mallet International's demand for performance, the Entrustment and Purchase 
Agreement shall be terminated. However, if the notice of demand and termination 
of the Entrustment and Purchase Agreement sent by Mallet International to the 
address of the Overseas Buyer registered with or notified to Mallet International is 
returned because of absence or address unknown of the recipient, or if the Overseas 
Buyer refuses to receive such notice, the notice of demand and termination of the 
Entrustment and Purchase Agreement shall be deemed to have reached the Overseas 
Buyer at the time when it would normally have reached the Overseas Buyer, and the 
Entrustment and Purchase Agreement shall be terminated when the due date specified 
in such notice becomes overdue.
(7) If the Entrustment and Purchase Agreement is terminated pursuant to the 
preceding paragraph, Mallet International may sell the purchased Property in any 
method, and if the price at such sale is lower than the Overseas Purchase Price 
of such purchased Property, Mallet International shall claim the difference as lost 

opportunity damages from the Overseas Buyer. However, even if the price at such 
sale is higher than the Overseas Purchase Price for the terminated agreement, Mallet 
International is not obliged to liquidate the balance. If the Overseas Buyer requests 
a refund of the Overseas Purchase Price after the termination of the Entrustment 
and Purchase Agreement, Mallet International shall refund the remaining amount 
after deducting from the Overseas Purchase Price any storage fees up to the date of 
termination of the agreement, costs of transportation and notification, damages due to 
lost opportunities and any other damages incurred by Mallet International due to the 
Overseas Buyer's refusal to accept the purchased Property.

22　Transfer of Title and Burden of Risk
(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 effective. 
(Any disappearance, loss, theft, deterioration or defacement caused for any reason not 
attributable to Mallet International shall be burdened by the Overseas Buyer and the 
Overseas Buyer shall not be exempted from the payment of the Overseas Purchase 
Price, etc.)
(2) The title to the purchased Property shall not be transferred to the Overseas 
Buyer until the Overseas Buyer completes the payment of the Overseas Purchase 
Price, etc. and Mallet International delivers the purchased Property to the Overseas 
Buyer. The title to the purchased Property shall be transferred to the Overseas 
Buyer upon completion of payment of the Overseas Purchase Price, etc. by the 
Overseas Buyer and delivery of the purchased Property by Mallet International.

23　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 
the Overseas Buyer, or if the purchased Property is identified as an item whose 
trade or possession is prohibited by law, Mallet International may terminate the 
Entrustment and Purchase Agreement without notice to the Overseas Buyer. If Mallet 
International has received any payment of the Overseas Purchase Price 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 claims to Mallet 
International.
(2) In 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 
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 
successful bidder until the holding period expires, and the provision of 20-(3) shall 
apply by changing the wordings of "within ten (10) days after the date of the auction" 
to "within three (3) days after the final day of the holding period of the Property 
by order of the chief of police," and the provision of 24 shall apply by changing the 
wordings of the "payment period" or the "due date" provided for in each provision to 
the period or date changed pursuant to the above; provided that, if delivery of the 
purchased Property is delayed due to the above, Mallet International shall assume no 
responsibility for the results caused due to such delay.

24　Defaults by the Overseas Buyer
In the event the Overseas Buyer fails to pay the Overseas Purchase Price, etc. in full 
by the due date, the following provisions shall be applied:
i) The Overseas Buyer shall pay a default interest on the remaining amount of the 
Overseas Purchase Price, etc. at the rate of 14.6% per annum incurred from the day 
following the due date up to the day of complete payment of such total amount.
ii) Mallet International shall store the purchased Property after expiration of the 
payment period in any manner which Mallet International deems appropriate at its own 
discretion. Should the purchased Property disappear, be lost, stolen, deteriorated, 
defaced, or otherwise, before delivery to the Overseas Buyer, Mallet International 
shall assume no responsibility therefor unless it is caused by the willfulness or gross 
negligence of Mallet International and the Overseas Buyer shall not be exempted from 
its obligation to pay the Overseas Purchase Price, etc. Mallet International shall not 
be obliged to purchase insurance for the purchased Property during such period.
iii) In the event that the Overseas Buyer fails to pay the Overseas Purchase Price, 
etc. as demanded by Mallet International, Mallet International may terminate the 
Entrustment and Purchase Agreement; provided, however, that, if a notice of 
demand and termination sent to the address of the Overseas Buyer registered with 
or notified to Mallet International is returned due to the absence of a recipient or 
an undeliverable address, or if the Overseas Buyer refuses to receive such notice, 
Mallet International may terminate the Entrustment and Purchase Agreement upon 
lapse of the due date specified in such notice even though such notice has not reached 
the Overseas Buyer, and the Entrustment 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 Buyer acknowledges the above in advance.
iv) If the Entrustment and Purchase Agreement is terminated pursuant to the 
preceding paragraph, Mallet International may sell the purchased Property to a third 
party without setting the Reserve through an auction or private sale. If the price 
at which such purchased Property is sold to the third party is below the Overseas 
Purchase Price of such purchased Property, the Overseas Buyer shall pay to Mallet 
International the difference with a default interest thereon at the rate of 14.6% per 
annum for the period from the date of the auction or the date of sales to a third party 
by private sale up to the complete payment of such a price. If the sales price of such 
purchased Property to a third party exceeds the Overseas Purchase Price thereof, 

135



the Overseas Buyer may not demand payment of such difference from Mallet 
International.

25　Guarantee of Authenticity
Mallet International will refund the purchase price up to the same amount as the 
Overseas Purchase Price only if the Overseas Purchase Price is refunded by the 
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 
interest, damages or compensation for damage.

Chapter V Consignments of Auction Sales

26　Consignments of Auction Sales
(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 
auction sale in accordance with these rules and the agreement on consignment of sales 
separately provided by the Company.
(2) Any person requesting the consignment of sales shall warrant to the Company 
that he/she has the complete ownership of the consigned Property or the authority to 
consign the sale of such Property based on the complete ownership of such Property.
(3) The Company shall not publish the name of the consignor at the auction or in the 
catalogue, etc. without the consent of the consignor.
(4) The Company may publish information on any Property, such as edition numbers 
and other individually identifiable information, in catalogues, etc., or disclose such 
information to prospective buyers at the Company's discretion.
(5) The Company may sell any consigned Property for sale by auction, by after-sale 
in accordance with Chapter VII, and by M-Live Auction in accordance with Chapter 
VIII. Any person who intends to consign the sale of any Property shall consent in 
advance to the Company selling any Property by one or more of these methods.

27　Reserves
(1) Any person who intends to consign a sale of any Property to the Company may 
set the Reserve for the sale of the Property; provided that such Reserve shall be 
denominated in Japanese Yen.
(2) If the Reserve is set, the Company shall not sell the Property at a price lower 
than the Reserve without special reason.
(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 consignor and change the Reserve with the consent of the consignor.
(4) If the consignor does not set any Reserve, the Company may sell the Property 
without setting the Reserve on the Property.
(5) The consignor may not change any Reserve that has been set and agreed with the 
Company, without consent of the Company.

28　Commission Fee
The consignor shall pay the Company the commission fee separately set by the 
Company and any royalties for copyrights and others, meaning the actual amounts 
of royalties for copyrights and any costs and expenses to be paid by Mallet Japan to 
copyright holders in inserting images of the Property in the catalogue, etc., and any 
consumption taxes on them, regardless of whether the consigned Property has been 
successfully sold or not.

29　Termination
(1) In the event the Company judges that the Property consigned or to be consigned 
is inappropriate for auction and/or the consignor does not follow instructions of 
the Company, the Company may refuse the application for the sales consignment 
agreement or terminate 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 to 
such termination and the consignor compensates for damage in the amount separately 
determined by the Company, the consignor may terminate the sales consignment 
agreement.
(3) If the Company has already received the consigned Property upon termination of 
the sales consignment agreement, the Company may return such consigned Property at 
the expense and risk of the consignor.
(4) In the event that the Company receives a complaint or an objection from the 
creator of the consigned Property, the copyright holder or their authorized 
representative, the Company may, at its sole discretion, suspend the sale of the 
consigned Property and terminate the sales consignment agreement. In such case, the 
consignor shall compensate the Company for any damage suffered by the Company as a 
result of the cancellation of the sale of the consigned Property.

30　Notice of Sales
When the consigned Property is sold at an auction, the Company shall notify the 
consignor to that effect without delay.

31　Payment
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 
the payment from the successful bidder. In case of such delay in the 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 damage for any reason.
(2) Neither the Company nor Mallet International shall be obliged to compensate for 
damage if such damage is caused due to any unexpected contingency such as a natural 
disaster, an act of providence, a war or a civil war, etc.
(3) If 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 the payment of the Purchase Price. If the Company has already received the 
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 damage 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 wording, the "Company" to "Mallet International", the "successful bidder" to the 
"Overseas Buyer", "Purchase Price" to "Overseas Purchase Price" and the "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, unless such damage is caused by willfulness or gross negligence. Even if such 
damage is caused by willfulness or gross negligence, the scope of compensation for 
damage shall be limited to ordinary damage and the scope predictable at the time of 
occurrence of such willfulness or gross negligence.

34　Prohibition of Assignment of Obligations
Successful bidders, Overseas Buyers, consignors and any other related parties may 
not transfer, assign or offer as security their rights or positions with respect to the 
Company or Mallet International under these Conditions of Sale to a third party.

35　Governing Law
These Conditions of Sale shall be governed by and construed in accordance with the 
laws of Japan, and any matter not stipulated herein shall be settled in accordance with 
the laws of Japan.

36　Jurisdiction
With respect to any and all disputes arising out of these Conditions of Sale, the 
parties hereto shall submit to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court 
or the Tokyo Summary Court of Japan.
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37　Method of Notification
For notifications and all other communications made by the Company in accordance 
with these Conditions of Sale, the Company may, in addition to delivering documents 
by post, etc., use the method of sending e-mails to the registered e-mail addresses.

Chapter VII After-sale

38　After-sale
(1) The Company may hold an after-sale for a certain period of time after the end of 
the auction for any consigned Property that is unsold in the auction. The provisions of 
this Article shall apply to after-sales.
(2) Applications for after-sale purchases shall be made by selecting the Property 
desired to be purchased from the after-sale list (list of Property subject to the after-
sale and the price at which each Property can be purchased) which the Company 
presents individually or on its website. The prospective buyer can apply to the 
Company by e-mail, telephone or, if an account has been obtained through Online 
Registration, by accessing the Company's website with the account and filling in the 
prescribed form.
(3) The price available for purchase in the preceding paragraph is subject to the 
Buyer's Premium, consumption tax on Buyer's Premium and other expenses (e.g. 
transport costs), and the prospective buyer agrees in advance to pay the Company 
the total of the price available for purchase, plus the prescribed Buyer's Premium, 
consumption tax on Buyer's Premium and other expenses when a sales agreement is 
concluded.
(4) A sales agreement is concluded when the Company accepts the offer to purchase 
as referred to in the preceding paragraph. The purchaser shall be obliged to pay 
the Company the total of the price available for purchase, the prescribed Buyer's 
Premium and consumption tax on Buyer's Premium.
(5) The provisions of Chapter III and VI of these Conditions of Sale apply to after-
sale agreement.
(6) Overseas Prospective Buyers may not apply directly to the Company for after-sale 
purchases. Applications for purchase by Overseas Prospective Buyers shall be made 
to Mallet International, a trustee designated by the Company, in accordance with the 
after-sale list (list of Property subject to the after-sale and the price at which each 
Property can be purchased), which is presented by Mallet International individually 
or on its website. Applications for after-sale purchase shall be made by selecting the 
Property desired to be purchased from the after-sale list which Mallet International 
presents individually or on its website. Overseas Prospective Buyers can apply to 
Mallet International by e-mail, telephone or, if they have an account through online 
registration, by accessing Mallet International's website with the account and filling in 
the prescribed form.
(7) Paragraphs (3) and (4) of this Article shall apply to an after-sale agreement 
between an Overseas Prospective Buyer and Mallet International; provided, however, 
that 'the Company' shall be read as 'Mallet International'. In addition, the after-sale 
purchase price between the Overseas Prospective Buyer and Mallet International 
shall be the price available for purchase plus 16.5 percent. Furthermore, the 
provisions of Articles 20 to 25 and Chapter VI of the Conditions or Sale shall 
correspondingly apply.

Chapter VIII M-Live Auction (Online-only auction)

39　M-Live Auction
(1) In further to auctions by the methods set out in the preceding chapters, the 
Company may also conduct M-Live Auctions. For M-Live Auctions, the provisions 
of Chapters I to VI of these Conditions of Sale apply accordingly, in addition to the 
provisions of this Article.
(2) In M-Live Auctions, the Company shall not hold pre-auction viewing as stipulated 
in Article 3, nor shall it prepare and distribute the catalogue as stipulated in Section 
4-(1). In order to provide reference to prospective buyers, the Company shall publish 
a list of Property subject to the M-Live Auction on its website and, if necessary, 
prepare condition reports for the perusal of prospective buyers. Prospective buyers 
must inspect and examine the actual Property as necessary and make an offer of 
purchase based on their own judgment and responsibility. In the provisions that apply 
to M-Live Auction, 'catalogue, etc.' shall be read as 'the list of Property subject to 
the M-Live Auction on the website' or 'the condition report'.
(3) Registration at the auction desk on the day of the auction as per Section 5-(1) will 
not be accepted for the M-Live Auction. Any person who wishes to participate in the 
M-Live Auction may do so by registering in advance through 'General Registration' or 
'Online Registration'.
(4) M-Live Auctions shall not accept bids by 'paddle display', 'written bidding' or 
'telephone bidding' as per Section 5-(1) and 8-(1), but shall be conducted by 'online live 
bidding'.
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＊100 マルク・シャガール
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）　
1961年　
ed.(250)より
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 

001 白髪 一雄　

無題　
キャンバス・油彩　1961年　
右下にサイン　キャンバス裏にタイトル、年記　
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）　
来歴：○○画廊（東京）（キャンバス裏にシール）　
展覧会歴：「○○展」△△画廊（東京）1961年3月6日-4月1日　
文献：「○○」（△△社、東京、1961年）P.90にNo.110として掲載　
　

Kazuo Shiraga
Untitled
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
　

JPY 1,000,000－1,500,000 【2点セット】

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。

③作品名
④技法　

⑨サイズ

⑥サインなどの記述
⑤制作年

⑬エスティメート（落札予想価格）

【ユニーク作品の例】

① LOT/ ロット　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

②作家名　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　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

⑤制作年　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）

⑧証明書

⑩来歴
⑪展覧会歴

⑫文献 / レゾネ

【マルチプル・版画作品の例】

⑮フルシート / フルマージン

⑭＊マーク

⑯エディション

②作家名

カタログ表記例

カタログ表記解説

⑦額装

① LOT/ ロット
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その他オークション用語

⑥サインなどの表記について

サイン　作家によると思われる署名

印　作家本人の印が捺印されたもの

タイトル　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

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　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

共シール　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　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

⑨サイズ　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

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　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

ディスクリプション　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（変更告知書）」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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出品の
ご相談・査定

作品の
お預かり・検品

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。

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。

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。

Guide For Prospective Consignors
オ ー ク シ ョ ン 出 品 方 法

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
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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。

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。

委託入札をされる前に必ずお読みください。

■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。
　（詳しくは同図録、またはホームページ掲載の「マレットオークション規約」をお読みください）
 

ご記入にあたって

送　付　先

〒 102-0083　東京都千代田区麹町 1-3-1　ニッセイ半蔵門ビル 1F
FAX　03-5216-2481
株式会社　マレットジャパン

連　絡　先

TEL　03-5216-2480

Guide for Absentee Bidders
委 託 入 札 注 意 事 項
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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。

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

オークション開催前に、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。

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。

会員登録費
（消費税込み）

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「書面及び電話入札申込書」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「書面及び電話入札申込書」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

会員登録

※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

オークション開催日ごと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本カタログの「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

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
及び電話入札申込書」内の＜落札作品引取・配送指示＞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。

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「書面及び電話入札申込書」にて
ご指定あるいは直接お問い合わせください。

オークション会場での競り上がり価格及び落札価格には、手数料は含まれておりません。落札されたお客様には、1LOTにつき別途
次の落札手数料をご負担いただきます。
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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

ご希望の売却方法を必ず　　でご指定下さい。

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

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

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。

査定・売却申込書

〒

ふりがな
法 人 名

Ｆ Ａ Ｘ

住 所

電話番号 携帯電話

Eメール

ふりがな
氏 名

ふりがな
担当者名

都 道
府 県

市 区
町 村

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。

年 月 日

印署名

買取りを希望する

※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。

※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。

1

作家名

作品名

技 法

サイズ

製作年

サイン

備考
鑑定書/共箱の有無など

備考

2

作家名

作品名

技 法

サイズ

製作年

サイン

備考
鑑定書/共箱の有無など

有　・　無

有　・　無

各欄に、記入できる範囲で作品情報を記入して下さい。

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

済未

CD

BID

日時：20　　/　　　月/　　　日/　　　:

担当

弊社利用欄

FAX: 03-5216-2481
郵送、Fax、E-mail にて返送下さい
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Domestic Shipping Costs and Rates
落 札 作 品 の 梱 包 ・ 配 送 料 に つ い て

ご落札作品の配送は、「料金着払」にて承ります。通常は、入金確認後3〜5日程度で佐川急便にてお届けいたします。

弊社での入金確認が、正午以降のお振り込みにつきましては、翌日の発送となる場合がございます。予めご了承ください。

また、配送方法について特別なご指示がある場合は、予めお申し付けください。

《A）梱包料金＋B）配送運賃＋C）配送保険料》を合計した金額を、到着時に配送ドライバーにお支払いいただきます。これらの

料金は「代引料金」として請求させていただいております。ご落札いただいた作品の「代引料金」ではありませんので、ご注意くだ

さいますようお願い申し上げます。

各料金の目安は下記の表をご参照ください。立体作品、大きさ・重さが規格外の作品、その他特殊な梱包が必要な作品につい

ては下記料金適用外となります。ご要望に応じて別途見積りいたします。

ご落札された作品の配送は原則、荷受人様のご負担で佐川急便の運送保険をお付けいたします。お受け取りになりましたら、

直ちに開梱し作品の状態をご確認のうえ、破損等がございましたら速やかに弊社にご連絡ください。ただし、保険の対象はご

落札作品本体のみで、額縁、およびその他の付属品 (表装、ガラス、アクリル、外箱等）へ生じた破損等は対象外となります。

また、ご希望により保険なしでの配送も承りますが、有事(破損、紛失等)の際の保証はいたしかねますので、ご了承ください。

A）梱包料金は梱包後の《縦・横・高》を合計した寸法によって算出されます。(概算）

落札品が複数の場合、梱包をまとめた後の大きさです。

B）配送運賃は地域と大きさで算出されます。(概算）

C）配送保険料は落札合計金額の1/1000です。（最低金額50円　10円単位繰上げ）　　　　　

作品の大きさ（号数） 6号 10号 15号 25号 40号 60号

梱包後の寸法（cm） 130 150 180 200 230 260

梱包料金概算 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

例）ご請求金額　    40,000 円の場合　　 50 円

例）ご請求金額　1,565,000 円の場合　　1,570 円

作品の大きさ 6 号 10 号 15 号 25 号 40 号 60 号

北海道 2,250 2,500 4,400 5,400 8,600 10,750

東北 1,950 2,150 3,700 4,500 7,000 8,650

関東・信越 1,850 2,050 3,350 4,150 6,300 7,750

東海・北陸 1,850 2,050 3,350 4,150 6,300 7,750

関西 1,950 2,150 3,350 4,150 6,300 7,750

中国 1,950 2,150 3,700 4,500 7,000 8,700

四国 2,150 2,400 3,700 4,500 7,000 9,900

九州 2,250 2,500 4,400 5,400 8,600 1,0700

（単位：円）

（単位：円）

ご落札作品はお支払い後、速やかにお引き取りください。長期の保管については別途保管料をいただきます。
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2023 年 10 月よりインボイス制度が導入されます。
　インボイス制度の導入に際し、2023 年 10 月の制度開始の段階で適格請求書発行事業者となるためには
事前に登録手続きが必要です。詳細につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。

ご出品の際に、当社の営業担当者より適格請求書発行事業者の登録番号をお伺いする書面をお渡ししますので、回
答書を当社にご提出ください。
オークションにおいては、インボイス制度の「媒介者特例」が適用され、出品者様に代わって当社から落札者にインボイ
スを発行いたします。出品者様の秘匿性は変わらず担保されており、本制度により落札者に出品者の身元が明かされ
ることはありません。
登録番号をご通知いただけない場合には、適格請求書（インボイス）が発行できず、非適格請求書を発行することにな
ります。

ご出品の際に、当社の営業担当者より適格請求書発行事業者についてのお尋ねの書面をお渡ししますので、回答書
に適格請求書発行事業者には該当しない旨をご記載のうえご提出ください。
ご出品作品にはカタログ上、非適格請求書発行事業者の出品であることが識別可能な印がつきますが、これは落札者
様のために表示が必要なものです。
出品者様の秘匿性は変わらず担保されており、本制度により落札者に出品者の身元が明かされることはありません。

インボイス制度による影響はありません。ご出品作品にはカタログ上、非適格請求書発行事業者の出品であることが
識別可能な印がつきますが、これは落札者様のために表示が必要なものです。

古物商/質屋特例により、出品者が適格請求書発行事業者、非適格に関わらず仕入控除を受けることができます。

出品者が非適格請求書発行事業者である作品を落札した場合、作品本体にかかる消費税の仕入控除を受けることが
できません。
出品者が非適格請求書発行事業者である作品には、カタログ上またはホームページ上の作品リストにおいて、非適格
請求書発行事業者の出品であることが識別可能な印がついておりますので事前にご確認ください。

インボイス制度による影響はありません。

適格請求書等保存方式（インボイス制度）
についてのご案内

適格請求書発行事業者である出品者の皆様へ

個人または非適格請求書発行事業者である出品者の皆様へ

国外の出品者の皆様へ

古物商または質屋を営む落札者様へ

古物商または質屋ではない法人、個人事業主の落札者様へ

個人または国外の落札者様へ
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青山 哲士　(AOYAMA, Tetsuji)
ネイフ・アリフィエン　(ARIFIEN, Neif)
アルマン　(ARMAN)

ジェニファー・バートレット　(BARTLETT, Jennifer)
ジョルジュ・ブラック　(BRAQUE, Georges)
アンドレ・ブラジリエ　(BRASILIER, André)
ベルナール・ビュッフェ　(BUFFET, Bernard)
サクティ・ボーマン　(BURMAN, Sakti)

マルク・シャガール　(CHAGALL, Marc)
ベルナール・シャロワ　(CHAROY, Bernard)
ちくわミエル　(chikuwamiel)
アンドレ・コタボ　(COTTAVOZ, André)

ウィレム・デ＝クーニング　(DE KOONING, Willem)
ジム・ダイン　(DINE, Jim)
ラウル・デュフィ　(DUFY, Raoul)

江上 越　(EGAMI, Etsu)

ルーチョ・フォンタナ　(FONTANA, Lucio)
藤田 嗣治　(FOUJITA, Tsuguharu)
サム・フランシス　(FRANCIS, Sam)
藤川 さき　(FUJIKAWA, Saki)
深堀 隆介　(FUKAHORI, Riusuke)
深瀬 昌久　(FUKASE, Masahisa)
ジャン・フサロ　(FUSARO, Jean)

五木田 智央　(GOKITA, Tomoo)
ポール・ギアマン　(GUIRAMAND, Paul)

花井 祐介　(HANAI, Yusuke)
アダム・ハンドラー　(HANDLER, Adam)
キース・ヘリング　(HARING, Keith)
東山 魁夷　(HIGASHIYAMA, Kaii)
平賀 敬　(HIRAGA, Key)

ルイ・イカール　(ICART, Louis)
井田 照一　(IDA, Shoichi)
井田 幸昌　(IDA, Yukimasa)
今津 景　(IMAZU, Kei)
インベーダー　(INVADER)
石田 徹也　(ISHIDA, Tetsuya)

ポール・ジェンキンス　(JENKINS, Paul)
ジャスパー・ジョーンズ　(JOHNS, Jasper)
JUN OSON　(JUN OSON)

 A

作家名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生没年 　　　　 LOT No.（掲載ページ）

1971-
1955-
1928-2005

1941-2022
1882-1963
1929-
1928-1999
1935-

1887-1985
1931-

1922-2012

1904-1997
1935-
1877-1953

1994-

1899-1968
1886-1968
1923-1994
1990-
1973-
1934-2012
1925-

1969-
1926-2007

1978-
1986-
1958-1990
1908-1999
1936-2000

1888-1950
1941-2006
1990-
1980-
1969-
1973-2005

1923-2012
1930-
1979-

LOT 072 (P.60)
LOT 130 (P.97)
LOT 132-133 (P.98)

LOT 014 (P.19)
LOT 155 (P.110)
LOT 143 (P.103)
LOT 144 (P.104)
LOT 129 (P.96)

LOT 157-162 (P.111-114)
LOT 138 (P.101)
LOT 077 (P.63)
LOT 139 (P.101)

LOT 001 (P.11)
LOT 009-010 (P.16-17)
LOT 136-137 (P.100)

LOT 094 (P.74)

LOT 134-135 (P.99)
LOT 027-029 (P.30-31)
LOT 002-003 (P.11)
LOT 076 (P.63)
LOT 099 (P.77)
LOT 102-104 (P.80-81)
LOT 140-142 (P.101-102)

LOT 090 (P.71)
LOT 146 (P.106)

LOT 063-065, 074-075, 079 (P.56-57, 62, 64)
LOT 080 (P.64)
LOT 015, 018 (P.20, 22)
LOT 124 (P.92)
LOT 114-115 (P.87)

LOT 156 (P.111)
LOT 031 (P.32)
LOT 048 (P.45)
LOT 049 (P.46)
LOT 022 (P.25)
LOT 093 (P.73)

LOT 113 (P.86)
LOT 013 (P.19)
LOT 089 (P.71)

INDEX
索 引 （ ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 ）

 B

 C

 D

 F

 E

 G

 H

 I

 J
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門田 光雅　(KADOTA, Mitsumasa)
笠松 紫浪　(KASAMATSU, Shiro)
アレックス・カッツ　(KATZ, Alex)
カウズ　(KAWS)
加山 又造　(KAYAMA, Matazo)
エルズワース・ケリー　(KELLY, Ellsworth)
木原 千春　(KIHARA, Chiharu)
小松 美羽　(KOMATSU, Miwa)
小西 紀行　(KONISHI, Toshiyuki)
ジェフ・クーンズ　(KOONS, Jeff)
小谷 くるみ　(KOTANI, Kurumi)
久野 真　(KUNO, Shin)
黒田 辰秋　(KURODA, Tatsuaki)
草間 彌生　(KUSAMA, Yayoi)
桑田 卓郎　(KUWATA, Takuro)
KYNE　(KYNE)

李 禹煥　(LEE, U-fan)

町田 久美　(MACHIDA, Kumi)
牧田 純　(MAKITA, Jun)
ロベール・マルク　(MARC, Robert)
松澤 宥　(MATSUZAWA, Yutaka)
三鑰 彩音　(MIKAGI, Ayane)
ジョアン・ミロ　(MIRÓ, Joan)
光内 亘利　(MITSUUCHI, Noritoshi)
グランマ・モーゼス　(Grandma Moses)
元永 定正　(MOTONAGA, Sadamasa)
アルフォンス・ミュシャ　(MUCHA, Alphonse)
村上 隆　(MURAKAMI, Takashi)

難波田 龍起　(NAMBATA, Tatsuoki)
奈良 美智　(NARA, Yoshitomo)
名和 晃平　(NAWA, Kohei)
ネオン・パーク　(NEON PARK)
ベン・ニコルソン　(NICHOLSON, Ben)
NIKKI　(NIKKI)
エミール・ノルデ　(NOLDE, Emil)

小畑 多丘　(OBATA, Taku)
大川 心平　(OKAWA, Shinpei)
岡崎 乾二郎　(OKAZAKI, Kenjiro)
ラファル・オルビンスキ　(OLBIŃSKI, Rafał)
オノサト トシノブ　(ONOSATO, Toshinobu)

ジュール・パスキン　(PASCIN, Jules)
パブロ・ピカソ　(PICASSO, Pablo)

オーティス・クワミ・チー・クエイクー　
(QUAICOE, Otis Kwame Kye)

 Q

作家名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生没年 　　　　 LOT No.（掲載ページ）

INDEX
索 引 （ ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 ）

1980-
1898-1991
1927-
1974-
1927-2004
1923-2015
1979-
1984-
1980-
1955-
1994-
1921-1998
1904-1982
1929-
1981-
1988-

1936-

1970-
1980-
1943-1993
1922-2006
1988-
1893-1983
1978-
1860-1961
1922-2011
1860-1939
1962-

1905-1997
1959-
1975-
1940-1993
1894-1982
1996-
1867-1956

1980-
1983-
1955-
1943-
1912-1986

1885-1930
1881-1973

1988-

LOT 035 (P.35)
LOT 126 (P.93)
LOT 016-017 (P.21)
LOT 020 (P.23)
LOT 125 (P.93)
LOT 004 (P.12)
LOT 050 (P.47)
LOT 044-046 (P.43-44)
LOT 092 (P.72)
LOT 019 (P.23)
LOT 051 (P.47)
LOT 100 (P.78)
LOT 117 (P.88)
LOT 038-041 (P.37-40)
LOT 098 (P.77)
LOT 067 (P.58)

LOT 107-109 (P.83-84)

LOT 095 (P.75)
LOT 084 (P.68)
LOT 131 (P.97)
LOT 036 (P.35)
LOT 068 (P.59)
LOT 163-168 (P.115-118)
LOT 086 (P.69)
LOT 026 (P.28)
LOT 110 (P.85)
LOT 024-025 (P.27)
LOT 057-062 (P.52-55)

LOT 116 (P.88)
LOT 054-055 (P.49-50)
LOT 053, 069 (P.48, 59)
LOT 043 (P.42)
LOT 149 (P.107)
LOT 073 (P.61)
LOT 148 (P.107)

LOT 091 (P.72)
LOT 097 (P.76)
LOT 034 (P.34)
LOT 023 (P.26)
LOT 111 (P.85)

LOT 147 (P.106)
LOT 145, 150-154 (P.105, 108-110)

LOT 078 (P.63)

 K

 L

 M

 N

 O

 P
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ロッカク アヤコ　(ROKKAKU, Ayako)
ジェームズ・ローゼンクイスト　(ROSENQUIST, James)

さいあくなな　(SaiakuNana)
坂本 友由　(SAKAMOTO, Tomoyoshi)
アンドレ・サライヴァ　(SARAIVA, André)
清宮 質文　(SEIMIYA, Naobumi)
関根 伸夫　(SEKINE, Nobuo)
芹沢 銈介　(SERIZAWA, Keisuke)
篠田 桃紅　(SHINODA, Toko)
篠原 有司男　(SHINOHARA, Ushio)
塩田 千春　(SHIOTA, Chiharu)
白髪 一雄　(SHIRAGA, Kazuo)
ルパート・スミス　(SMITH, Rupert Jasen)
ソー・ソウエン　(soh souen)
フランク・ステラ　(STELLA, Frank)
菅 木志雄　(SUGA, Kishio)
菅井 汲　(SUGAI, Kumi)

谷口 正造　(TANIGUCHI, Syozo)
ミズテツオ　(TETSUO MIZÙ)
TIDE　(TIDE)
ジャン・ティンゲリー　(TINGUELY, Jean)

アンディ・ウォーホル　(WARHOL, Andy)

矢入 幸一　(YAIRI, Koichi)
山田 康平　(YAMADA, Kohei)
山本 麻友香　(YAMAMOTO, Mayuka)

趙 無極　(ZAO, Wou-Ki)

作家名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生没年 　　　　 LOT No.（掲載ページ）

INDEX
索 引 （ ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 ）

1982-
1933-2017

1985-
1971-
1917-1991
1942-2019
1895-1984
1913-2021
1932-
1972-
1924-2008
1953-1989
1995-
1936-
1944-
1919-1996

1990-
1944-
1984-
1925-1991

1928-1987

1992-
1997-
1964-

1920-2013

LOT 056, 081-082 (P.51, 66-67)
LOT 011 (P.17)

LOT 070 (P.59)
LOT 071 (P.60)
LOT 021 (P.24)
LOT 118-120 (P.89)
LOT 033 (P.33)
LOT 127-128 (P.94)
LOT 122-123 (P.91-92)
LOT 042 (P.41)
LOT 052 (P.48)
LOT 121 (P.91)
LOT 005 (P.13)
LOT 096 (P.76)
LOT 006-008 (P.13-15)
LOT 032 (P.33)
LOT 030, 101 (P.32, 78)

LOT 087 (P.70)
LOT 112 (P.86)
LOT 066 (P.57)
LOT 011 (P.17)

LOT 012 (P.18)

LOT 085 (P.69)
LOT 047 (P.45)
LOT 083 (P.68)

LOT 105-106 (P.82)

 R
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Official InstagramOfficial LINE

表 / 裏表紙：Lot 026 Grandma Moses <The Harrington House>
　　　　　　© Grandma Moses Properties Co., New York.
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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




