SALE 2021.1.28

SALE# 210128
近現代美術

Modern and Contemporary Art

LOTS 001-260
図 版 Illustration s .......................... P. 8
Lot Description s .......................... P. 164
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。
なお、作品の詳しい状態につきましては、下見会中にお問合せください。

新型コロナウィルス感染拡大を防ぐ対策をしたうえで開催いたします
当日は可能な限り書面・電話入札でのご参加をお願いいたします。
外部サイト Invaluable（英語のみ・追加手数料5％）でのオンラインライブ入札もご検討ください。
体調のすぐれない方は来場されませんよう、また会場にお越しの際はマスクの着用・咳エチケットの徹底をお願いいたします。
状況に応じ、入場制限や検温にご協力いただく場合がありますのでご了承ください。最新の情報は弊社HPにてご確認頂くようお願いいたします。

日 時
オークション 2021年

1月28日(木)14:00～ *

プレビュー

1月25日(月)10:00～18:00
1月26日(火)10:00～18:00
1月27日(水)10:00～15:00 *

2021年
2021年
2021年

開催時間のご案内
*今回のオークションは、 14時開始 です。

15 時迄 ですので、 ご注意くださいますようお願いいたします。

前日の下見会は、

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。

会場
マレットジャパン オークションハウス
東京都江東区東陽3-22-6 東陽町AXISビル1階
交通のご案内
最寄駅
地下鉄 東西線 東陽町駅 2番出口より徒歩5分 木場駅 2番出口より徒歩6分
アクセスマップ

巻末をご参照ください。

お問い合せ先：03-5635-1777
オークション当日は、12時をもってお電話の対応を終了とさせていただきます。
作品に対するお問い合せは、下見会期中にご連絡ください。

Official LINE

Official Instagram

● For English descriptions, please see appendix（P.171 〜）

● For English descriptions, please see appendix（P.171 〜）
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LOTS 001-260
近現代美術
Modern and Contemporary Art
Lot Descriptions P.164～

● For English descriptions, please see appendix（P.171 〜）

8

●

1

マルク・シャガール Marc Chagall
騎馬の旅

リトグラフ
68.2×52.3cm シート75.7×59.0cm
（フルマージン）
右下にサイン 左下にed.10/50
1970年 額装
文献：Mourlot 620
シート縁1ヶ所に小さなアタリ
裏面にごく薄いヤケ、四隅シート縁に僅かなテープ跡

￥1,500,000－2,000,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

2

マルク・シャガール Marc Chagall

小牧場の春；
「ダフニスとクロエ」
より

リトグラフ
42.0×64.0cm
（フルシート）
ed.
（250）
より
1961年 額装

文献：Mourlot 314/ Cramer Books 46
僅かに褪色
裏面所々に点状のシミ、3ヶ所にスキニング、
2ヶ所にテープ

￥500,000－700,000

●

3

パブロ・ピカソ Pablo Picasso

サロメ；
「サルタンバンク」
より Pl.14

ドライポイント
40.0×34.0cm シート59.0×50.8cm
1905年 ed.
（250）
より 額装
文献：Bloch 14/ Baer 17 IIIb2
ごく薄い日ヤケ 斑点状のシミ跡
マージンに薄いヨゴレ
上下マージンにカット
裏面にマットヤケとスキニング

￥500,000－700,000

9

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

4

パブロ・ピカソ Pablo Picasso

貧しき人々；
「サルタンバンク」
より Pl.3

エッチング
23.6×18.0cm シート50.6×32.8cm
1905年 ed.
（250）
より 額装

文献：Bloch 3/ Baer 4 IIb2
薄い日ヤケ マージン右上角に小さなチギレ
左上に僅かな折れとヤブレ
数ヶ所にインクヨゴレ 裏面2ヶ所にテープ跡

￥600,000－800,000

10

●

5

パブロ・ピカソ Pablo Picasso
槍

セラミック φ：38.6cm
底部に'EMPREINTE ORIGINAL DE PICASSO'と
'MADOURA PLEIN FEU'の窯印、ed.125/150
1950年
文献：Alain Ramié 103
底部と縁沿いに軽い擦れ

￥500,000－700,000

11

●

6

パブロ・ピカソ Pablo Picasso

L'Homme au Chien
（人物と犬）

エッチング 27.6×22.0cm シート32.6×25.5cm
右下に赤鉛筆サイン ed.
（102）
より
1914年 額装
文献：Bloch 28/ Baer 39 IIIBb
薄い日ヤケ マージンにごく小さなシミと薄いヨゴレ
上部2ヶ所にヒンジテープ

￥1,500,000－2,000,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

12

●

7

パブロ・ピカソ Pablo Picasso

裸のモデルを眺める2人の女性

ドライポイント・エッチング
17.5×12.8cm シート40.0×30.2cm
右下にサイン、ed.79/100
1923年 額装

文献：Bloch 57/ Baer 102 VIa
マージン下部に僅かなカット 経年ヤケ マットヤケ
マージン数ヶ所にごく僅かな点状のシミ
裏面1ヶ所に僅かなヨゴレ

￥1,200,000－1,700,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）
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●

8

フランク・ステラ Frank Stella
Pastel Stack

シルクスクリーン
104.3×71.5cm
（フルシート）
左下にサイン、年記、ed.1/100
1970年 額装#
来歴：GALLERY 360°
（東京）
（額裏に同シール）
文献：Axsom 48
縁沿い所々にシミ 1ヶ所にスキニング
裏面をマットに貼付

￥300,000－400,000

●

9

ソル・ルウィット Sol Lewitt

「Bands of Color in Four Directions（Vertical）
」
より
Pl.3
木版
77.8×30.2cm シート91.0×43.0cm
（フルマージン）
右下にサイン、ed.35/50
1995年 額装
文献：Krakow 1995.02
薄い日ヤケ
両面所々に点状のシミ

￥200,000－300,000

●

10

クリスト Christo

Wrapped Fountain, Spoleto, Italy, 1968

リトグラフ
54.9×45.5cm シート68.0×48.7cm
（フルマージン）
左下にクリストとジャンヌ＝クロードのサイン、ed.E.A.34/40
2002年
文献：Schellmann 185
裏面所々にごく薄いヨゴレ

￥100,000－150,000
15

●

11

クリスト Christo

Wrapped Vespa, Project, 1963-64

デジタルプリント・手彩・コラージュ
30.5×30.5cm
（フルシート）
右上にサイン、ed.105/200 2009年
文献：Schellmann 201
シート縁にごく薄い経年ヤケ

￥400,000－500,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

12

ディヴィッド・ホックニー David Hockney
歩行、1986年6月

カラーコピー機によるホーム・メイド・プリント
43.2×27.9cm
（フルシート）
右下にサイン、年記 1986年 左下にed.48/59
額装
文献：Museum of Contemporary Art Tokyo 304
薄い経年ヤケ 裏面上部2ヶ所をマットに貼付

16

￥300,000－400,000

●

13

ディヴィッド・ホックニー David Hockney
An Imaginary Landscape

リトグラフ
45.3×55.8cm
（フルシート）
下部にサイン、年記、ed.48/75 1969年
額装
文献：Scottish Arts Council 67
薄い日ヤケ 数ヶ所にごく僅かな点状のシミ
裏面縁沿いに薄いヨゴレ、スキニング

￥400,000－500,000

●

14

ロイ・リキテンシュタイン Roy Lichtenstein
Mirror #5

リトグラフ・シルクスクリーン
86.6×61.6cm シート110.7×84.5cm
（フルマージン）
右下にサイン、年記、ed.3/80 1972年 額装
来歴：The Marrs Gallery
（東京）
（額裏に同シール）
文献：Corlett 110/ Gemini 386
所々にごく小さな点状のシミ 2ヶ所にシワ 1ヶ所にスキニング
軽い波打ち 裏面をマットに貼付

￥500,000－700,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

15

ロバート・マザウェル Robert Motherwell
Hollow Men Suite #6

エッチング・アクアチント
12.2×17.4cm シート28.2×30.3cm
（フルマージン）
右下にイニシャルサイン、ed.10/49 1986年
額装
来歴：ガレリア・グラフィカ
（東京）
（額裏に同シール）
文献：Engberg & Banach 342
裏面2ヶ所にテープ

￥150,000－250,000

●

16

ロバート・マザウェル Robert Motherwell
パレットへ；
「A la pintura」
より

リフトグランドアクアチント・ソフトグランドエッチング
12.5×25.5cm シート65.3×96.5cm
（フルマージン）
右下にサイン、年記、'trial'の記述
左下に作家スタンプ'Robert Motherwell a la pintura'
1971年 額装
文献：Engberg & Banach 84
薄い日ヤケ 所々に小さな点状のシミ 縁沿いに僅かなヨゴレ
裏面上部2ヶ所を台紙に貼付

￥100,000－150,000

18

●

17

アンディ・ウォーホル Andy Warhol

「サムという名の猫と一匹の青い猫」
より

●

18

アンディ・ウォーホル Andy Warhol
Marilyn
（Announcement）

オフセットリトグラフ・手彩色
22.7×15.0cm
（フルシート）
ed.
（190）
より 1954年頃
額装
文献：Feldman & Shellmann IV.55
両面にごく僅かなヨゴレ 裏面2ヶ所にテープ

シルクスクリーン
シート30.5×30.5cm
1981年
額装
文献：Feldman & Schellmann不掲載
概ね良好

￥400,000－500,000

￥200,000－300,000
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●

19

アンディ・ウォーホル Andy Warhol
LOVE

シルクスクリーン
66.0×49.9cm
（フルシート）
左下にサイン、ed.E.P.5/5
1983年 額装
文献：Feldman & Schellmann II.311
両面縁沿いに僅かなヨゴレ
裏面2ヶ所にテープ

●

20

アンディ・ウォーホル Andy Warhol
Lincoln Center Ticket 1967

アクリルシート・シルクスクリーン
114.3×61.1cm
（フルシート）
裏面左下にスクラッチサイン、ed.35/200
1967年
額装

本作品の額装は実際のものとは異なります

文献：Feldman & Schellmann II.19
版面数ヶ所に僅かなヨゴレ、インクの亀裂と変色
制作上のエッジカットの乱れ
裏面所々にテープ、テープ跡、付着物、擦れ

￥1,200,000－1,700,000

￥500,000－700,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

21

李 禹煥 Lee U-fan

Correspondence

オフセットリトグラフ
47.5×61.5cm シート56.0×75.3cm
右下にサイン、年記 左下にed.214/250
2013年 額装
裏面2ヶ所にテープ

￥200,000－300,000

20

●

22

李 禹煥 Lee U-fan
黙1

●

23

李 禹煥 Lee U-fan
黙4

リトグラフ
91.7×111.0cm
（フルシート）
右下にサイン、年記 左下にed.15/50
2006年

リトグラフ
109.8×91.7cm
（フルシート）
右下にサイン、年記 2006年
左下にed.15/50

文献：阿部出版 197
概ね良好

文献：阿部出版 200
良好

￥350,000－450,000

￥350,000－450,000

21

●

24 【7点セット】

李 禹煥 Lee U-fan

「廃墟へ」
（版画集）

ドライポイント7点入の版画集
各49.5×39.3cm シート65.1-65.3×54.0-54.2cm
（フルマージン）
各右下にサイン、年記 1986年
各左下と奥付にed.A.P.1/10
オリジナルケース付
文献：阿部出版 102-108
内1点のマージン2ヶ所にシミ
内2点のマージンと裏面にごく小さな点状のシミ

￥1,000,000－1,500,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）
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●

25 【8点セット】

李 禹煥 Lee U-fan

「島より」1-8

カーボランダム・ドライポイント・リトグラフ8点セット
1-5：76.0-76.3×51.8-52.0cm
（フルシート）
6-8：68.7×51.9-52.0cm
（フルシート）
内7点の右下にサイン、年記 内1点の左下にサイン、年記
内2点にed.27/50、内2点にed.29/50、内3点にed.30/50、
内1点にed.A.P.7/10 1989年
文献：阿部出版 122-129
内1点の裏面縁沿い所々にテープとテープ跡

￥3,000,000－4,000,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

26

ダミアン・ハースト Damien Hirst
Butterfly Heart（SMALL）

パネル・ジクレープリント
35.0×36.4cm
裏面版元シールにプリントサイン、ed.1016/3510
2020年
良好

24

￥120,000－170,000
●

27

ジュリアン・オピー Julian Opie

Woman taking off man's shirt, 2003

シルクスクリーン
87.5×52.0cm シート100.0×60.0cm
2003年 額装
1ヶ所に僅かなヨゴレ

￥150,000－250,000

●

28

ゲルハルト・リヒター Gerhard Richter
Tulips（P17）

ミックストメディア
（ジクレー、アルミニウム、ディアゼック）
36.0×41.0cm
（フルシート）
作品裏にed.413/500 作品裏に版元シールとスタンプ
2017年
概ね良好

￥500,000－600,000

25

●

29

ジュリアン・オピー Julian Opie

Paper Head 2.；「Paper Heads」
より

ミュージアムボード・レーザーカット
83.4×71.1cm
作品裏ギャラリーシールにサイン、ed.38/50
2019年 額装#
（オリジナルフレーム）

来歴：Alan Cristea Gallery
（ロンドン）
（作品裏に同シール）
概ね良好

￥700,000－900,000

●

30

篠田 桃紅 Toko Shinoda

QUIETUDE

リトグラフ・手彩色
172.2×86.2cm シート197.6×99.5cm
左下にサイン、タイトル、年記、ed.7/30
1990年 額装#
ごく薄い経年ヤケ 1ヶ所にヨゴレ 縁沿い数ヶ所に僅かな折れ
裏面所々をマットに貼付

￥1,000,000－1,500,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

31

靉嘔 Ay-O

レインボー北斎

シルクスクリーン54枚1組
各シート15.0×15.0cm
内一枚にサイン、年記、ed.26/90
1970年 オリジナルケース付
文献：叢文社 203
数ヶ所に僅かな擦れ 裏面に経年ヤケ

￥300,000－400,000

●

32

草間 彌生 Yayoi Kusama

帽子

リトグラフ・コラージュ
15.5×22.5cm シート26.7×33.6cm
（フルマージン）
下部にサイン、タイトル、年記、ed.P.P.
1982年 額装
文献：阿部出版 13
マージン2ヶ所と裏面3ヶ所にごく薄い点状のシミ

￥500,000－700,000

27

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）
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●

33

草間 彌生 Yayoi Kusama

夕映えの雨

シルクスクリーン
52.8×45.5cm シート61.0×53.5cm
（フルマージン）
右下にサイン 中央下にタイトル
左下に年記、ed.32/75
1992年 額装
文献：阿部出版 171
全体にごく薄い経年ヤケ 裏面数ヶ所に薄いシミ

￥800,000－1,200,000

29

●

34

草間 彌生 Yayoi Kusama
西瓜

シルクスクリーン
46.0×53.5cm シート54.0×61.8cm
（フルマージン）
右下にサイン 中央下に年記
左下にed.A.P.
1986年 額装
文献：阿部出版 91
裏面1ヶ所に薄いシミとテープ跡

￥1,000,000－1,500,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）
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●

35

草間 彌生 Yayoi Kusama

夏の花

シルクスクリーン
45.2×52.8cm シート53.6×61.0cm
（フルマージン）
右下にサイン 中央下にタイトル、年記 左下にed.42/100
1990年 額装
文献：阿部出版 140
右下隅に僅かなスキニング
裏面1ヶ所にごく小さな点状のシミ

￥800,000－1,200,000

●

36

草間 彌生 Yayoi Kusama
畑

エッチング
29.5×45.2cm シート45.3×63.0cm
（フルマージン）
右下にサイン
中央下にタイトル、年記 左下にed.74/75
1994年 額装
文献：阿部出版 193
マージン所々にごく薄いシミ
裏面1ヶ所にごく小さな点状のシミ

￥800,000－1,300,000
31

●

37

草間 彌生 Yayoi Kusama

空を飛ぶ目

シルクスクリーン
76.0×56.0cm
（フルシート）
下部にサイン、タイトル、年記、ed.66/120
2006年 額装
文献：阿部出版 354
全体に軽い波打ち 裏面数ヶ所を台紙に貼付

￥700,000－1,000,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

32

©Yoshitomo Nara 2005

●

38

奈良 美智 Yoshitomo Nara

Over the Rainbow

リトグラフ
30.0×23.2cm シート41.2×31.5cm
（フルマージン）
右下にサイン、年記 2005年 左下にed.15/100
額装
文献：美術出版社 Vol.1 E-2005-005
裏面をマットに貼付

￥2,000,000－3,000,000

33

©Yoshitomo Nara 2005

●

39

奈良 美智 Yoshitomo Nara

Over the Rainbow

リトグラフ
30.0×23.2cm シート41.2×31.2cm
（フルマージン）
右下にサイン、年記 2005年 左下にed.15/100
額装
文献：美術出版社 Vol.1 E-2005-004
1ヶ所に点状のシミ 裏面をマットに貼付

￥800,000－1,300,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

34

©Yoshitomo Nara 2008

●

40

奈良 美智 Yoshitomo Nara

Cosmic Girl - Eyes Closed

©Yoshitomo Nara 2008

●

41

奈良 美智 Yoshitomo Nara

Cosmic Girl - Eyes Open

オフセットリトグラフ
68.5×49.2cm シート72.1×52.2cm
2008年 ed.
（500）
より 額装

オフセットリトグラフ
68.5×49.2cm シート72.1×52.2cm
2008年 ed.
（500）
より 額装

右下に僅かなヨゴレ シート右下隅に軽いシワ
裏面数ヶ所にごく小さなシミ

2ヶ所に僅かなヨゴレ
シート左下隅に軽い折れ跡

￥300,000－400,000

￥300,000－400,000

35

●

42

ロッカク アヤコ Ayako Rokkaku

「早生まれ行進曲」
より Pl.2

段ボール・シルクスクリーン、手彩色
44.0×59.4cm
右下にサイン、年記
裏面に作家スタンプ、ギャラリースタンプ 左下にed.1/6
2017年 額装#

来歴：GALLERY TARGET
（東京）
（額裏に同シール）
裏面をボードに貼付
シルクスクリーン版画集「早生まれ行進曲」
に手彩色が施された
6部限定の特別版

￥1,500,000－2,500,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）
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●

43

ロッカク アヤコ Ayako Rokkaku

「早生まれ行進曲」
より Pl.3

段ボール・シルクスクリーン、手彩色
44.2×59.4cm
左下にサイン、年記
裏面に作家スタンプ、ギャラリースタンプ 右下にed.1/6
2017年 額装#

来歴：GALLERY TARGET
（東京）
（額裏に同シール）
裏面をボードに貼付
シルクスクリーン版画集「早生まれ行進曲」
に手彩色が施された
6部限定の特別版

￥1,500,000－2,500,000

37

●

44

ロッカク アヤコ Ayako Rokkaku

「早生まれ行進曲」
より Pl.4

段ボール・シルクスクリーン、手彩色
44.1×59.4cm
右下にサイン、年記
裏面に作家スタンプ、ギャラリースタンプ 左下にed.1/6
2017年 額装#

来歴：GALLERY TARGET
（東京）
（額裏に同シール）
裏面をボードに貼付
シルクスクリーン版画集「早生まれ行進曲」
に手彩色が施された
6部限定の特別版

￥1,500,000－2,500,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

45

KYNE KYNE
Untitled

キャンバス・シルクスクリーン
30.0×30.0cm
キャンバススリーブにサイン、年記、ed.19/100
2020年
オリジナルボックス付
概ね良好

￥500,000－700,000

38

●

46

KYNE KYNE
Untitled

ポリエステルレジン・シルクスクリーン
H.30.0×W.19.7×D.12.0cm
作品証明書にサイン、ed.42/50
2020年 オリジナルボックス付
「SAI and GALLERY TARGET」
作品証明書付
良好

￥500,000－700,000

●

47

小松 美羽 Miwa Komatsu
確認之刻 (見定めの時)

ミックストメディア版画
44.1×53.0cm シート55.6×64.0cm
（フルマージン）
右下にサイン 左下にed.5/50
2018年 額装
来歴：Whitestone Gallery
（香港/東京）
（額裏に同シール）
画面右下数ヶ所に点状のヨゴレ 左上角と左下角にシワ
【小松 美羽：1984-】

￥600,000－900,000

39

●

48

小松 美羽 Miwa Komatsu

干支神獣 辰年

●

49

小松 美羽 Miwa Komatsu

干支神獣 虎年

ミックストメディア版画
52.9×52.9cm シート64.0×63.1cm
（フルマージン）
右下にサイン 左下にed.49/50
2018年 額装

ミックストメディア版画
52.9×52.9cm 63.5×63.0cm
（フルマージン）
右下にサイン 左下にed.38/50
2018年 額装

マージン2ヶ所にヨゴレ 裏面4ヶ所にテープ

概ね良好

￥600,000－900,000

￥600,000－900,000

● For English descriptions, please see appendix（P.171 〜）
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● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

50

東郷 青児 Seiji Togo
遠い城

キャンバス・油彩
33.4×24.3cm
（4号）
右下にサイン 額装
共シール
「東郷青児鑑定委員会」
鑑定証

￥600,000－800,000
41

●

51

藤田 嗣治 Tsuguharu Foujita

舞台装置 全景
（蝶々夫人第2幕および
第3幕のための下絵）

紙・ペン
20.3×26.5cm
下部にサイン 額装
「東美鑑定評価機構鑑定委員会」
鑑定証書

￥400,000－500,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

42

●

52

木村 忠太 Chuta Kimura

モントールーのベンチ

キャンバス・油彩
60.0×60.0cm
（12号）
下部にサイン キャンバス裏木枠にタイトル
1983年 額装
来歴：ギャルリーたからし
（東京）
（額裏に同シール）
文献：
「KIMURA」
（ギャルリーたからし編、1983年）

￥700,000－900,000

43

53

東郷 青児 Seiji Togo
紫

キャンバス・油彩
65.2×50.0cm
（15号）
右下にサイン 額装
「東郷青児鑑定委員会」
鑑定証

￥700,000－1,200,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

44

●

54

藤田 嗣治 Tsuguharu Foujita

台所の少女

紙・鉛筆
55.5×45.7cm
額装
「東京美術倶楽部鑑定委員会」
鑑定証書

￥800,000－1,200,000

45

55

平山 郁夫 Ikuo Hirayama

三千院

紙・水彩
66.0×51.2cm
（15号）
右下に落款、印、タイトル 額装
共シール
「東美鑑定評価機構鑑定委員会」
鑑定証書

￥2,000,000－3,000,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

46

56

梅原 龍三郎 Ryuzaburo Umehara

薔薇図

パネルにキャンバス・油彩
35.2×27.3cm
（5号）
左下にサイン
作品裏にサイン、印、タイトル、年記
1968年 額装
「東京美術倶楽部鑑定委員会」
鑑定証書

￥3,500,000－4,500,000

57

● アンドレ・
ブラジリエ

André Brasilier

通り過ぎる馬

キャンバス・油彩 33.0×55.0cm
（10号）
右下にサイン 額装
「M. Alexis Brasilier」
照会確認済
来歴：日動画廊
（東京）
（額裏に同シール）
展覧会歴：
「アンドレ・ブラジリエ展 油彩画と陶器」
日動画廊
（東京ほか）1987年4-6月
同展図録にNo.26として掲載

￥1,500,000－2,000,000

47

58

●

アンドレ・ブラジリエ André Brasilier
夕方のバラ

キャンバス・油彩
55.0×46.0cm
（10号）
右下にサイン 額装
「M. Alexis Brasilier」
照会確認済
来歴：日動画廊
（東京）
（額裏に同シール）
展覧会歴：
「アンドレ・ブラジリエ展 油彩画と陶器」
日動画廊
（東京ほか）1987年4-6月
同展図録にNo.30として掲載

￥1,000,000－1,500,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

48

●

59

ジョルジュ・ルオー Georges Rouault
夕日

キャンバスに紙・油彩 22.8×16.3cm
キャンバス裏に
「Isabelle Rouault」
のサイン、
2ヶ所に
「ATELIER DE GEORGES ROUAULT」
のスタンプと
「GR」
のモノグラムスタンプ
1945年頃 額装
「Fondation Georges Rouault」
鑑定書
来歴：ギャルリーためなが
（パリ/東京）
（キャンバス裏木枠に同シール）
文献：ジョルジュ・ルオー財団により準備中のカタログレゾネ
「Rouault l'œuvre peint 3」
にNo.3543として掲載予定
画面数ヶ所に絵具のヒビ割れ

￥2,500,000－3,500,000

49

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

50

●

60

関根 伸夫 Nobuo Sekine
G15-218 飛ぶ円

位相絵画
（紙・ミックストメディア）
65.0×53.0cm
（15号）
作品裏作家シールにサイン、タイトル、年記
1988年 額装#

￥800,000－1,200,000

●

61

松谷 武判 Takesada Matsutani

書体 95-11

キャンバスに和紙・合成ボンド、グラファイト
26.8×21.5cm
右下にサイン
キャンバス裏にタイトル
額装

￥800,000－1,300,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

62

浅野 弥衛 Yae Asano
風土

キャンバス・油彩
38.0×45.5cm
（8号）
右下にサイン、年記
キャンバス裏木枠にサイン、タイトル
1957年 額装

￥500,000－700,000

52

●

63

関根 伸夫 Nobuo Sekine
G15-414 りんご

位相絵画
（紙・ミックストメディア）
65.0×53.0cm
（15号）
作品裏作家シールにサイン、タイトル、年記
1988年 額装#

￥700,000－1,000,000

●

64

田淵 安一 Yasse Tabuchi
花の影

キャンバス・油彩
64.5×80.0cm
（25号）
右下にサイン、年記
キャンバス裏にもサイン、タイトル、年記
1961年 額装

￥700,000－1,000,000

53

●

65

オノサト トシノブ Toshinobu Onosato
作品

キャンバス・油彩
100.0×100.0cm
（S40号）
キャンバス裏にサイン、年記
1980年 額装#

￥600,000－800,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

54

●

66

山田 正亮 Masaaki Yamada
Work C.p 147

紙・油彩
78.5×51.0cm
作品裏にサイン、年記 額裏に作家シール
1962年 額装#
来歴：村山画廊
（東京）
（額裏に同シール）

￥800,000－1,300,000

55

●

67

関根 伸夫 Nobuo Sekine
G30-146 二つの山

位相絵画
（紙・ミックストメディア）
90.0×73.0cm
（30号）
作品裏作家シールにサイン、タイトル、年記
1989年 額装#

￥1,000,000－1,500,000

56

●

68

ソル・ルウィット Sol Lewitt
作品

紙・ガッシュ、黒鉛
76.0×57.0cm
右下にサイン、年記
1990年 額装
「The Estate of Sol Lewitt」
照会確認済

￥1,500,000－2,000,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

57

●

69

松谷 武判 Takesada Matsutani

書体 90-1-15

パネルに貼付したキャンバスに紙・合成ボンド・木片、グラファイト
43.2×35.0cm
作品裏にサイン、タイトル、年記と'Paris'の記述
1990年 額装

￥2,500,000－3,500,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

58

●

70

田淵 安一 Yasse Tabuchi

サクラ！サクラ！No.1
（diptyque）

キャンバス・油彩、金箔
146.0×100.0cm
（80号） 上：65.0×100.0cm 下：81.0×100.0cm
右下にイニシャルサイン
上：キャンバス裏にサイン、タイトル
下：キャンバス裏にサイン、タイトル、年記 1994年 額装
展覧会歴：｢田淵安一展 宇宙庭園」
神奈川県立近代美術館
（本館）
（鎌倉）
、1996年5月12日-6月16日
同展図録にNo.24として掲載

￥1,000,000－1,500,000

59

71

● 関根

伸夫 Nobuo Sekine

G50-122 不二

位相絵画
（紙・ミックストメディア）
116.7×91.0cm
（50号）
作品裏作家シールにサイン、タイトル、年記
1987年 額装#

￥1,500,000－2,000,000

60

61

●

72

松谷 武判 Takesada Matsutani

流動-89

キャンバスに和紙・合成ボンド、グラファイト
117.0×89.0cm
（50号）
右上にサイン、年記
キャンバス裏木枠にもサイン、タイトル、
'Paris 89'の記述
1989年 額装#

￥4,000,000－6,000,000

● For English descriptions, please see appendix（P.171 〜）

62

●

73

アンリ・ミショー Henri Michaux
作品

紙・水彩、パステル 27.8×39.1cm
左下にイニシャルサイン 1972年 額装
来歴：鶴岡善久氏旧蔵/ ガレリア・グラフィカ
（東京）
（額裏に同シール）
展覧会歴：
「Henri Michaux」
かねこ・あーと ギャラリー（東京）1982年
同展図録に掲載
文献：
「アンリ・ミショー画集」
（沖積舎刊、1988年）
にNo.16として掲載

￥350,000－450,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

菅井 汲
（1919-1996）
神戸市生まれ。1937年から49年頃まで阪急電鉄の宣伝課に勤務しながら制作活動を
行い、1952年に渡仏、パリを拠点に国際展へ出品を続ける。50年代には黒い線が特
徴的な作品を制作し
（
「神話とカリグラフィー」
期）
、欧米で好評を博す。62年頃から
幾何学的な形態を明るい色彩で描く
「オートルート」
シリーズに作風が変化する。
67年に交通事故を起こし、重症を負うが以後、生活と制作に規則性を取り入れた
「ハードエッジ」
の時代を迎えることとなる。今回の出品作、LOT 76は「神話と

カリグラフィー」期、LOT77は「オートルート」期、LOT 74と75は「ハードエッジ」期と各期を
象徴する作品が並んでいる。

63

●

74

菅井 汲 Kumi Sugai
浜辺

キャンバス・油彩
45.5×45.5cm
（S8号）
右下にサイン 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

￥500,000－700,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

75

菅井 汲 Kumi Sugai
Fête

紙・ガッシュ
57.0×38.0cm シート64.7×49.8cm
中央下にサイン
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

￥200,000－300,000

64

●

76

菅井 汲 Kumi Sugai
鬼

紙・ガッシュ
48.3×43.0cm
右下にサイン、年記
1956年 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

￥250,000－350,000

●

77

菅井 汲 Kumi Sugai
線

キャンバス・油彩
100.0×81.0cm
（40号）
左下にサイン、年記
キャンバス裏にもサイン、タイトル、年記 1967年 額装
文献：｢SUGAÏ 菅井汲：作品集 1952-1975」
（美術出版社、1974年）
P.180にNo.7-24として掲載

￥1,500,000－2,000,000

● For English descriptions, please see appendix（P.171 〜）

66

表

●

78

嶋本 昭三 Shozo Shimamoto
無題

布・アクリル、ガラスの欠片
243.0×473.0cm
2006年
「Association Shozo Shimamoto」
鑑定書
展覧会歴：
「嶋本昭三展 -前衛の衝撃-」
軽井沢ニューアートミュージアム
（軽井沢）2016年4月29日-9月22日
同展図録にNo.7として掲載

￥6,000,000－8,000,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

裏

本作品は嶋本の代表的な
「ビン投げ」
のパフォーマンスによる一点である。塗料を瓶に
詰め、それらをキャンバスに投げつけ、粉々となったガラスの破片と分散する塗料の
跡をそのまま作品にしている。1956年に大砲絵画と並んでこのビン投げのアクション・
パフォーマンスを編み出してから、その後も国内のみならず世界各国で披露された。
2006年に制作された本作、
「無題」
は全長4m以上にも及ぶ。晩年にかかる作品だが
画面に炸裂したガラス片と鮮やかな色彩からは、生涯絶えることがなかったエネルギーが
今もなお感じられる。

● For English descriptions, please see appendix（P.171 〜）

68

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

69

●

79

ロッカク アヤコ Ayako Rokkaku
Untitled

段ボール・アクリル 81.0×33.0cm
作品裏にサイン、年記 作品裏にもドローイング
2008年 額装

来歴：ギャラリー紅屋
（東京）
（額裏に同シール）

￥2,000,000－3,000,000

● For English descriptions, please see appendix（P.171 〜）

●

80

名和 晃平 Kohei Nawa

PixCell - Lapel Pin #2

ミックストメディア
（ガラスビーズ）
H.9.0×W.4.3×D.5.5cm
証明書にサイン
2012年
「Nomart, Inc.」
証明書
展覧会歴：
「mukiesa? -身につけるアート-」
ギャラリーノマル
（大阪）
2012年12月22日-2013年1月26日
3.1 Phillip LimのFox Lapel Pinをモチーフにした作品

￥1,200,000－1,700,000

70

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

71

●

81

ロッカク アヤコ Ayako Rokkaku
作品

キャンバス・アクリル
24.2×33.3cm
（4号）
キャンバス裏にサイン 年記
2015年 額装

￥1,500,000－2,000,000

● For English descriptions, please see appendix（P.171 〜）

72

●

82

金 東囿 Kim Dong-Yoo

Audrey Hepburn vs Gregory Peck

キャンバス・油彩
90.9×72.7cm
（30号）
キャンバス側面右下にイニシャルサイン、年記
2017年 額装

￥400,000－600,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

73

●

83

ミスター・ドゥードゥル Mr. Doodle
Rainbow

キャンバス・アクリル
30.0×30.0cm
キャンバススリーブにサイン、年記
2019年 額装#
来歴：アンザイアートオフィス
（東京）
（額裏に同シール）

￥1,000,000－1,500,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

74

●

84

ミスター・ドゥードゥル Mr. Doodle
Rainbow

キャンバス・アクリル
30.0×30.0cm
キャンバススリーブにサイン、年記
2019年 額装#
来歴：アンザイアートオフィス
（東京）
（額裏に同シール）

￥1,000,000－1,500,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

85

加藤 泉 Izumi Kato
Poster Untitled 1

オフセットプリント
60.1×40.0cm
（フルシート）
右下にインクサイン、年記 2020年
左下にed.12/100
概ね良好

￥150,000－200,000
76

●

86

加藤 泉 Izumi Kato
Poster Untitled 2

オフセットプリント
60.0×40.0cm
（フルシート）
右下にインクサイン、年記 2020年
左下にed.16/100
概ね良好

￥150,000－200,000

●

87

加藤 泉 Izumi Kato
Poster Untitled 3

オフセットプリント
73.0×40.0cm
（フルシート）
右下にインクサイン、年記 2020年
左下にed.24/100
概ね良好

￥150,000－200,000
77

●

88

大森 暁生 Akio Ohmori
Dragon in the Frame

ブロンズ・鏡
H.35.0×W.60.0×D.5.5cm
額裏にサイン、年記、ed.19/50
2011年 額装
外箱にスタジオシール
「D.B.Factory sculpture products」
保証書
概ね良好

￥150,000－200,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

89

ダニエル・アーシャム Daniel Arsham
White Crystalized PIKACHU

レジンキャスト・酸化アルミニウム
H.33.0×W.21.5×D.15.5cm
2020年 ed.162/500
オリジナルボックス付
概ね良好

￥300,000－500,000
78

●

90

五木田 智央 Tomoo Gokita
Weight Sensation

ピグメントプリント 60.5×45.7cm
シート71.0×53.2cm
（フルマージン）
右下にサイン 左下にed.9/25
2008年 額装
裏面4ヶ所にテープ

￥400,000－500,000

●

91

LY LY

LUV'S Street Station

ジクレープリント
30.4×40.0cm
（フルシート）
右下にサイン 左下にed.3/30
2020年
概ね良好
【LY：東京生まれの、ミューラルアートを中心に
制作するアーティスト。作家の経験や想像から
生み出された風景とモンスター 'LUV'
（ルーヴ）
を描く。
】

￥150,000－200,000
79

●

92

花井 祐介 Yusuke Hanai
How far we've come.

ジクレープリント
42.0×29.7cm
（フルシート）
左下にサイン
2020年 ed.
（25）
より
概ね良好

￥150,000－200,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

93

山口 歴 Meguru Yamaguchi

SPLITTING HORIZON NO.10

リトグラフ
100.0×75.0cm
（フルシート）
右下にサイン 左下にed.P.P.9/10
2019年
「Print Them All」
作品証明書
概ね良好

￥350,000－450,000
80

●

94

山口 歴 Meguru Yamaguchi
Shadow Piece #2

ジクレープリント
54.5×31.5cm シート61.2×45.7cm
（フルマージン）
右下にサイン 左下にed.8/30
2019年
概ね良好

￥200,000－300,000

●

95

ベルナール・フリズ Bernard Frize
NÉOCI

デジタルプリント
52.0×40.0cm シート70.1×50.3cm
右下にサイン、ed.131/300
2013年 額装
良好

￥100,000－150,000

●

●

96

ミスター Mr.
生意気

アーカイバルピグメントプリント・シルクスクリーン
58.0×48.4cm シート70.0×60.6cm
（フルマージン）
右下にサイン、年記、ed.15/100 2020年
良好

￥200,000－300,000

97 【2点セット】

タカノ 綾 Aya Takano

Let's go, to the battle

アーカイバルピグメントプリント・シルクスクリーン
35.3×28.3cm シート44.1×37.3cm
（フルマージン）
右下にサイン、年記、ed.38/50
2020年
良好

￥150,000－200,000

Doki doki donpen♡

アーカイバルピグメントプリント・シルクスクリーン
30.1×40.4cm シート37.6×48.1cm
（フルマージン）
右下にサイン、年記、ed.40/50
2020年
良好

81

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

98 【3点セット】

ミスター Mr.

池袋に来たボーイ/ どこにもいかないで。/ 君たち

オフセットプリント3点セット
60.0×60.0cm/ 68.0×68.0cm/ 63.0×88.5cm
（各フルシート）
各右下にサイン、年記、ed.75/300、63/300、90/300
2008年
全て概ね良好

￥150,000－200,000

82

●

99 【3点セット】

ミスター Mr.

まだまだ若いチームです/ スターティングオーバー / 世直しじゃ
オフセットプリント3点セット
50.0×100.0cm/ 50.0×100.0cm/ 60.0×90.5cm
（各フルシート）
内1点の左下にサイン、年記、ed. 内2点の右下にサイン、年記、ed.
ed.201/300、内2点にed.113/300
2008/2008/2007年
全て概ね良好

￥150,000－200,000

●

100

愛☆まどんな AI☆MADONNA

「彼女の顔が思い出せない」
シリーズより

リソグラフプリント
27.2×27.2cm シート29.7×29.7cm
（フルマージン）
裏面にed.18/20の印字 2020年
裏面に制作上によるごく薄いインクヨゴレ

￥100,000－150,000

83

●

101 【3点セット】

MADSAKI MADSAKI

HAPPINESS OVERDOSE YELLOW_P/
HAPPINESS OVERDOSE AZUL MARIANO_P/
COSMIC OVERDOSE_P

シルクスクリーン3点セット
各50.0×50.0cm
（フルシート）
各右下にサイン、年記、ed.54/100、60/100、53/100
2020年
全て良好

￥400,000－600,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

102

MADSAKI MADSAKI
Untitled_P4

103

マイケル・ケーガン Michael Kagan
In memory

アーカイバルピグメントプリント
50.0×50.0cm
（フルシート）
右下にサイン、年記、ed.S.P.15/25
2020年

シルクスクリーン 30.4×30.4cm
シート35.5×35.5cm
（フルマージン）
右下にサイン 左下にed.73/200
2020年

良好

良好

￥150,000－200,000

￥100,000－150,000

84

●

●

104

野口 哲哉 Tetsuya Noguchi

「野口哲哉作品集 ～中世から愛をこめて～」/ PRISM
ミストグラフ1点付の、作品集カバーに手彩色が施された特装本
38.5×21.0cm
（フルシート） 本：25.6×19.7cm
作品右下にサイン 左下にed.46/60
2018年 額装#
（オリジナルフレーム）
概ね良好 オリジナルボックス付

￥100,000－150,000

85

●

105 【10点セット】

村上 隆 Takashi Murakami

オレたちひょうきん族 1-10

オフセットプリント10点セット
各φ：50.0cm
（フルシート）
各右下にサイン、ed. 2018年
内5点にed.89/300、内2点にed.90/300、内3点にed.91/300
全て良好

￥500,000－700,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

106 【2点セット】

村上 隆 Takashi Murakami

円相-漆黒の虚無と対峙する/ 円相-光に満ちた世界

シルクスクリーン2点セット
各37.3×31.8cm 各シート46.8×39.8cm
（フルマージン）
各右下にサイン、年記、ed.51/100、52/100
2018年

86

いずれも良好

￥150,000－200,000

●

107

村上 隆 Takashi Murakami

パンダちゃん。ホヨヨ、スヤスヤ。

シルクスクリーン
36.3×33.9cm シート50.0×50.0cm
（フルマージン）
右下にサイン、年記、ed.85/100
2020年
良好

￥250,000－350,000

87

●

108

村上 隆 Takashi Murakami

オレたち、四角い、ひょうきん族 1-10

オフセットプリント10点セット
各47.5×47.5cm
（フルシート）
各右下にサイン、ed.73/300、63/300、54/300、
70/300、58/300、68/300、67/300、55/300、
53/300、64/300
2018年
全て良好

￥500,000－700,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

88

●

109 【4点セット】

村上 隆 Takashi Murakami

And Then×6
（白 スーパーフラットメソッド、耳が青と黄色）/
（白 スーパーフラットメソッド、耳がピンクと青）/
（赤 スーパーフラットメソッド）/
（青 スーパーフラットメソッド）
オフセットプリント4点セット
各50.0×50.0cm
（フルシート）
各右下にサイン、ed.80/300、149/300、133/300、134/300
2013年
全て良好

￥250,000－350,000

●

110 【3点セット】

村上 隆 Takashi Murakami

藤子・F・不二雄先生とドラえもんがお花畑に居る/
ドラえもんの日常/ お花畑の中のドラえもん
オフセットプリント3点セット
各53.9×41.8cm 各シート65.5×57.3cm
（フルマージン）
各右下にサイン、ed.703/1000、665/1000、700/1000
左下に'藤子・F・不二雄'の刷込みサイン 2018年
全て良好

￥150,000－200,000
89

●

111 【3点セット】

村上 隆 Takashi Murakami

ドラえもん ありがとう/ さぁ ! いくぞ!/ えいえいおー！
オフセットプリント3点セット
各53.7×42.2cm 各シート65.5×57.3cm
（フルマージン）
各右下にサイン、ed.877/1000、347/1000、759/1000
左下に'藤子・F・不二雄'の刷込みサイン
2018年
全て良好

￥150,000－200,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

112 【2点セット】

村上 隆 Takashi Murakami

お花畑の中の
「どこでもドア」/
「どこでもドア」
でお花畑にやってきた！
オフセットプリント2点セット
各60.0×60.0cm
（フルシート）
各右下にサイン、ed.720/1000、706/1000
左下に'藤子・F・不二雄'の刷込みサイン
2018年
良好

￥100,000－150,000

90

●

113 【2点セット】

村上 隆 Takashi Murakami

藤子・F・不二雄先生とタイムマシンで何処までも！/
どこでもドア いろいろあるよ
オフセットプリント2点セット
各72.0×72.0cm
（フルシート）
各右下にサイン、ed.848/1000、695/1000
左下に'藤子・F・不二雄'の刷込みサイン
2018年
良好

￥120,000－170,000

●

114

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
50.0×50.0cm シート60.0×60.0cm
（フルマージン）
右下にサイン、年記、ed.140/300
左下に'藤子・F・不二雄'の刷込みサイン 2020年
良好

￥250,000－350,000

●

115

村上 隆 Takashi Murakami

12月の記憶

●

116

村上 隆 Takashi Murakami

10月の物語

シルクスクリーン
37.3×30.0cm シート47.0×38.0cm
（フルマージン）
右下にサイン、年記、ed.33/100
2019年
良好

シルクスクリーン
37.3×30.0cm シート47.0×38.0cm
右下にサイン、年記、ed.33/100
2019年
マージン上部1ヶ所に小さなヨゴレ

￥100,000－150,000

￥100,000－150,000
91

●

117 【2点セット】

村上 隆 Takashi Murakami

赤いフラワーボール/
Flower Ball（3-D）Autumn 2004

オフセットプリント2点セット
各φ： 71.0cm
（フルシート）
各右下にサイン、ed.189/300、138/300
2013年
概ね良好

￥150,000－200,000

●

118 【2点セット】

村上 隆 Takashi Murakami

Flower Ball セクシャル Violet No.1（3D）/
お花ボール（3-D）セコイア・センペルビンス

オフセットプリント2点セット
各φ： 71.0cm
（フルシート）
各右下にサイン、ed.140/300、142/300
2013年
概ね良好

￥150,000－200,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

119

ミスター・ドゥードゥル Mr. Doodle
Orange Fish

シルクスクリーン
35.0×35.0cm
（フルシート）
右下にサイン、年記、ed.76/100
2019年
裏面数ヶ所に薄いヨゴレ

￥200,000－300,000

92
●

120

ミスター・ドゥードゥル Mr. Doodle
Blue Robot

シルクスクリーン
35.0×35.0cm
（フルシート）
右下にサイン、年記、ed.76/100
2019年
概ね良好

￥200,000－300,000

●

121

ミスター・ドゥードゥル Mr. Doodle
Pink Bird

シルクスクリーン
35.0×35.0cm
（フルシート）
右下にサイン、年記、ed.75/100
2019年
概ね良好

￥200,000－300,000

●

122

ミスター・ドゥードゥル Mr. Doodle
Love Land

シルクスクリーン
36.6×54.6cm シート42.0×59.4cm
（フルマージン）
右下にサイン、ed.78/150
2019年
裏面に薄いヨゴレ

￥300,000－400,000

●

123

ミスター・ドゥードゥル Mr. Doodle
Heartland

シルクスクリーン
45.0×86.6cm シート48.0×90.0cm
（フルマージン）
右下にサイン、年記、ed.26/300
2020年
縁沿い数ヶ所にシワ 裏面に薄いヨゴレ

￥400,000－600,000

●

124

ミスター・ドゥードゥル Mr. Doodle
Doodle Party

ジクレープリント
36.7×53.8cm シート41.7×56.5cm
（フルマージン）
右下にサイン、ed.14/150
2018年
良好

￥400,000－600,000
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● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

125

奈良 美智 Yoshitomo Nara
A to Z Cup House

カップ日本酒3点セット×7箱
（内6箱は未開封のオリジナルボックス入）
各カップに奈良美智のデザイン
各箱：35.0×9.0cm
2006年
「A to Z」
展覧会のために作られた青森「六花酒造」
によるカップ日本酒3点セットのコラボレーション商品。
特別にデザインされた三角屋根の箱に収納されている。
各セットは全て未開封 日本酒に一部変色

￥80,000－120,000
©Yoshitomo Nara 2006

94

●

126

MEDICOM TOY/ Sync. MEDICOM TOY/ Sync.

Love Rat（Red Ver.）
：
BRANDALISM
（Banksy）
×MEDICOM TOY/ Sync.

ポリストーン
H.25.0×W.33.0×D.17.0cm
2020年
オリジナルボックス付
概ね良好

￥100,000－150,000

●

127

バンクシー Banksy

Walled Off Hotel
（Box Set）

ミックストメディア
（ジクレー、彩色された壁の破片、ホワイトフレーム）
H.25.4×W.25.4×D.4.5cm
2017年 額装#
（作家が選んだIKEAのフレーム）
「THE WALLED OFF HOTEL」
インボイス付
概ね良好

￥100,000－150,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

＊ 128
●

96

オノデラ ユキ Yuki Onodera
"P.N.I" No.12

●

オノデラ ユキ Yuki Onodera
"C.N.V.I" No.B-1

ゼラチンシルバープリント
窓寸：104.0×78.2cm
額裏にサイン、タイトル、年記、ed.2/6
1998年 額装#

ゼラチンシルバープリント
窓寸：104.0×72.1cm
額裏にサイン、タイトル、年記、ed.2/5
1998年 額装#

概ね良好

概ね良好

￥100,000－150,000

￥100,000－150,000

＊ 130
●

＊ 129

オノデラ ユキ Yuki Onodera
"Watch your joint" No.5

ゼラチンシルバープリント
窓寸：105.0×74.0cm
額裏にサイン、タイトル、年記、ed.1/7
2004年 額装#
概ね良好

￥100,000－150,000

＊ 131 【2点セット】
●

オノデラ ユキ Yuki Onodera

"Portraits de Fripes" No.9/ No.13

ゼラチンシルバープリント2点セット
45.0×41.3cm/ 41.5×41.3cm
シート61.2×48.6cm/ 61.0×47.5cm
各裏面にサイン、タイトル、年記、ed.1/15
1994年

No.9の右下隅に手ジワ No.13の左上隅にスキニング

￥100,000－150,000

No.9

No.13

97

＊ 132 【2点セット】
●

オノデラ ユキ Yuki Onodera

"Portraits de Fripes" No.19/ No.32

ゼラチンシルバープリント2点セット
41.1×41.7cm/ 41.2×41.5cm
シート60.7×48.0cm/ 60.6×47.6cm
各裏面にサイン、タイトル、年記、各ed.1/15
1994年
No.19の左下隅に軽いシワ

￥100,000－150,000

No.19

No.32

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

＊ 133 【4点セット】
●

オノデラ ユキ Yuki Onodera
"Oiseaux" No.5

"Camera" No.1

ゼラチンシルバープリント
41.1×41.6cm シート59.6×47.8cm
裏面にサイン、タイトル、年記、ed.2/15
1994年

ゼラチンシルバープリント
42.2×50.0cm シート47.8×59.0cm
裏面にサイン、タイトル、年記、ed.2/10
1997年

シート上下縁に波打ち 裏面2ヶ所にテープ

画面一部に僅かな擦れ

￥300,000－500,000
98

"DOWN"「液体とコップ」

"How to make a Pearl" No.9

ゼラチンシルバープリント
55.0×35.3cm シート60.6×48.2cm
裏面にサイン、タイトル、年記、ed.1/12
2000年
概ね良好

ゼラチンシルバープリント
41.2×41.6cm シート60.7×48.5cm
裏面にサイン、タイトル、年記、ed.2/15
1994年
シート上下縁に波打ち 画面に軽いシワ
裏面にタイトル"DOWN"「液体とコップ」
、
付属のマットに"Liquide et Verra"No.なしと記述

＊ 134 【3点セット】
●

北井 一夫 Kazuo Kitai

三里塚「農婦」

ゼラチンシルバープリント
37.7×25.3cm シート44.2×30.0cm
右下にサイン 左下に年記
裏面にサイン、タイトル、年記、現像年記、為書き
1969年撮影/1987年プリント
ごく薄い経年ヤケ

￥100,000－150,000

三里塚「強制収用の日」

ゼラチンシルバープリント
25.5×37.7cm シート30.6×44.4cm
右下にサイン 左下に年記
裏面にサイン、タイトル、年記、現像年記、為書き
1971年撮影/1987年プリント
概ね良好

三里塚「空港工事のトラック」

ゼラチンシルバープリント
25.3×37.6cm シート30.1×43.0cm
右下にサイン 左下に年記
裏面にサイン、タイトル、年記、現像年記、為書き
1971年撮影/1987年プリント
シート縁1ヶ所に僅かなスキニング
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● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

＊ 135 【3点セット】
●

北井 一夫 Kazuo Kitai

お堂 福島県大桃

ゼラチンシルバープリント
25.3×37.6cm シート30.4×43.7cm
右下にサイン 左下に年記
裏面にサイン、タイトル、年記、現像年記
1971年撮影/1987年プリント
シート縁に制作時のものと思われるカットの乱れ

￥100,000－150,000

「お手玉」
村へ 嫁入りの日 岡山県久米町

100

ゼラチンシルバープリント
37.6×25.3cm シート44.5×29.9cm
右下にサイン 左下に年記
裏面にサイン、タイトル、年記、現像年記
1974年撮影/1987年プリント

文献：
「村へ」
北井 一夫
（淡交社刊、1980年）
掲載作品
概ね良好

下北半島

ゼラチンシルバープリント
25.3×37.6cm シート30.1×45.0cm
右下にサイン 左下に年記
裏面にタイトル、現像年記
1970年撮影/1990年プリント
概ね良好

101

＊ 136
●

石内 都 Miyako Ishiuchi

1・9・4・7 No.10

ゼラチンシルバープリント
シート77.0×105.7cm
裏面にサイン、タイトル、年記
額装 1996年
来歴：ZEIT-FOTO SALON
（東京）
（額裏に同シール）
展覧会歴：
「表現する女たち -6人の眼差し-」
ZEIT-FOTO SALON
（東京）
2016年5月17日-6月18日
概ね良好

￥200,000－300,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

＊ 137 【2点セット】
●

102

●

中川 幸夫 Yukio Nakagawa
風信

彌生

Cプリント
シート55.9×43.5cm
裏面にサイン、タイトル、年記、ed.5/15
1988-91年

Cプリント
シート56.2×45.7cm
裏面にサイン、タイトル、年記
1982-89年

￥50,000－100,000

マージン4ヶ所にガイド線 裏面1ヶ所に付着物

138

森山 大道 Daido Moriyama
Untitled

キャンバス・シルクスクリーン
48.3×60.0cm
（15号）
キャンバス裏にサイン、ed.3/5
画面数ヶ所に軽い縮み、ヒビ、キズ
キャンバス縁沿いに細かいヒビ、擦れ

￥300,000－400,000

●

139 【9点セット】

永島 京子

Kyoko Nagashima

「カーブ 2000」
他

レンチキュラレンズ 9点セット
各18.2×25.7cm
各作品裏作家シールにサイン、年記、ed.
内6点にed.20/20、内3点にed.4/5
額装 2003年
オリジナルボックス付
全て概ね良好

カーブ 2000

平均台 1998

見る角度によって異なるイメージを
見せることができるレンチキュラレンズの作品

￥150,000－250,000

地下室01 1999

地下室02 1999

103

廊下 1999

同潤会大塚女子大アパートメントのための01 2002

スロー 2001

滑り台 2000

同潤会大塚女子大アパートメントのための02 2002

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

ジャンルー・シーフ 「作品」

104
●

140 【2点セット】

ホンマタカシ Takashi Homma

東京郊外 TOKYO SUBURBIA - A

Cプリント2点1組
各11.8×15.5cm マット：34.6×23.4cm
マット裏にサイン、コピーライトスタンプ、ed.12/20
2007年
いずれも裏面をマットに貼付

￥100,000－150,000
E.J. ベロック 「New Orleans」

＊ 141
●

【3点セット】

ジャンルー・シーフ Jeanloup Sieff
作品

ゼラチンシルバープリント 44.9×30.2cm シート50.4×40.6cm
右下にサインと年記 裏面に'JEANLOUP SIEFF'のコピーライトスタンプ
1973年 額装
左下にごく薄いシミ 縁沿いに軽い波打ち
来歴：ZEIT-FOTO SALON
（東京）
（額裏に同シール）

E.J. ベロック E.J. Bellocq
New Orleans

ゼラチンシルバープリント 20.1×25.3cm
裏面に'LEE FRIEDLANDER'のスタンプ 1911-13年 額装
所々に薄いシミ 上部角にシワ
裏面に薄い裏板ヤケと上部2ヶ所にテープ跡

ジャン＝ルイ・ミシェル Jean-Louis Michel
作品

ゼラチンシルバープリント 33.1×28.2cm シート40.3×30.8cm
裏面にサインと年記 1980年 額装
中央1ヶ所に小さな付着物 縁沿いに軽い波打ち
裏面所々にごく薄い点状のシミ

￥100,000－150,000

ジャン＝ルイ・ミシェル 「作品」

105

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

106

●

142

菅井 汲 Kumi Sugai

「Suite Architecture」
（版画集）

シルクスクリーン9点1組の版画集
各70.0×70.0cm
（フルシート）
各下部にサイン 1974年 各隅にed.56/100
オリジナルケース付
文献：アートデューン 227-235
各軽い波打ちと裏面に薄いヨゴレ
内2点の数ヶ所にシミ
オリジナルケースに僅かなヨゴレ

￥100,000－150,000

●

143

144

工藤 哲巳 Tetsumi Kudo

駒井 哲郎 Tetsuro Komai

シルクスクリーン 89.2×56.0cm
（フルシート）
左下にサイン、年記、ed.38/150 1974年 額装

ビュラン 9.7×6.9cm シート14.0×10.1cm
右下にサイン 1954年 左下にed.9/50 額装

両面縁沿い数ヶ所に小さなシミ、ヨゴレ
裏面数ヶ所にテープ

文献：美術出版社 78
裏面所々にインクヨゴレ

￥100,000－150,000

￥100,000－150,000

作品

仏国風景

●

145

荒川 修作 Shusaku Arakawa
空白の部分の内に

リトグラフ・シルクスクリーン
86.5×160.3cm シート92.0×162.4cm
（フルマージン）
右下にサイン、タイトル、年記、'at N.Y. city'の記述
左下にed.11/48
1980年 額装#
文献：ギャラリーたかぎ 69
薄い経年ヤケ マージン所々に点状のシミ
裏面全体をマットに貼付

￥100,000－150,000

107

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

146

アルマン Arman

Hommage à Marcel Duchamp

樹脂、葉巻
H.20.2×W.18.3×D.3.2cm
下部にスクラッチサイン、ed.71/90
1973年
所々にヒビ、欠け、細かい擦れ

￥100,000－150,000

108

●

147

松沢 宥 Yutaka Matsuzawa

虚空間状況探知センター

●

148

松沢 宥 Yutaka Matsuzawa

22222…プサイハハ

シルクスクリーン 47.6×31.4cm シート54.7×37.0cm
右下にサイン 左下にed.43/100 額装

和紙・シルクスクリーン 79.2×54.5cm
（フルシート）
下部にサイン、ed.4/9 2002年 額装#

薄い経年ヤケ
裏面に薄い裏板ヤケ、数ヶ所にごく僅かな点状のシミとヨゴレ、2ヶ所にテープ

概ね良好

￥100,000－150,000

￥200,000－300,000

●

149 【3点セット】

浅野 弥衛 Yae Asano
ハムラビ法典 No.6

エッチング 23.9×17.9cm シート38.9×32.5cm
右下にサイン 1993年 左下にed.H.C.
額装
来歴：Akira Ikedaギャラリー（額裏に同シール）
文献：アキライケダ 47
経年ヤケ マージンと裏面数ヶ所に点状のシミ
裏面に裏板ヤケ
原版は1974年制作

￥100,000－150,000

109

Work 34

Work 40

エッチング 17.8×23.5cm シート32.5×39.5cm
右下にサイン 1978年 左下にed.3/15 額装

エッチング 23.9×18.1cm シート39.6×32.6cm
右下にサイン 1975年 左下にed.3/15 額装

来歴：Akira Ikedaギャラリー（額裏に同シール）
文献：アキライケダ 101
経年ヤケ 両面に点状のシミ 裏面に裏板ヤケ
原版は1975年制作

来歴：Akira Ikedaギャラリー（額裏に同シール）
文献：アキライケダ 107
経年ヤケ マージンと裏面数ヶ所に点状のシミ
裏面に裏板ヤケ

● For English descriptions, please see appendix（P.171 〜）

110

150

斎藤 清 Kiyoshi Saito

目
（13）

木版 37.3×52.1cm シート46.3×60.3cm
左下にサイン 下部にタイトル、年記、ed.41/100
1976年 額装

ごく薄い日ヤケ 所々にごく薄いシミ
裏面2ヶ所にテープ

￥200,000－300,000

151

斎藤 清 Kiyoshi Saito

あれっ 三姿

木版 37.8×52.8cm シート46.7×60.5cm
左下にサイン 下部にタイトル、年記、ed.14/130
1987年 額装

文献：阿部出版 87
ごく薄い日ヤケ 所々に点状のシミ
裏面2ヶ所にテープ

￥250,000－350,000

152

斎藤 清 Kiyoshi Saito
梅雨 鎌倉

木版 37.9×52.8cm シート45.7×60.5cm
左下にサイン 下部にタイトル、年記、ed.42/130
1985年 額装
文献：阿部出版 125
日ヤケ 所々に点状のシミ 裏面2ヶ所にテープ

￥300,000－400,000

111

153

斎藤 清 Kiyoshi Saito

ねこ

木版 45.6×60.5cm シート54.5×65.8cm
右下にサイン 下部にタイトル、年記、ed.60/80
1973年 額装

日ヤケ 所々に薄いシミ 裏面2ヶ所にテープ

￥250,000－350,000

112

154

斎藤 清 Kiyoshi Saito

155

斎藤 清 Kiyoshi Saito

Mother Love

目
（15）

日ヤケ 所々にシミ 裏面2ヶ所にテープ

文献：阿部出版 86
日ヤケ 数ヶ所にシミ 裏面2ヶ所にテープ

￥150,000－200,000

￥200,000－300,000

木版 38.5×52.8cm シート44.8×60.3cm
左下にサイン、印
下部にタイトル、年記、ed.41/200
1962年 額装

木版 52.8×37.9cm シート60.9×46.1cm
下部にサイン、タイトル、年記、ed.25/100
1976年 額装

113

156

東山 魁夷 Kaii Higashiyama
湖澄む

木版 30.3×45.4cm
シート33.3×48.2cm
（フルマージン）
版面右に印 左下にed.47/250 額裏に発行シール
1994年 額装
文献：日本経済新聞社 181
シート端に薄い経年ヤケ 版面所々にごく薄いシミ
マージンと裏面数ヶ所に薄いシミ

￥800,000－1,300,000

157

東山 魁夷 Kaii Higashiyama
吉野の春

リトグラフ 37.3×53.0cm
シート54.0×67.0cm
（フルマージン）
右下に印 1994年
左下にed.271/285 額裏に発行シール
額装
文献：日本経済新聞社 189
薄いマットヤケ 軽い波打ち
マージンにごく薄いシミ
裏面1ヶ所にヨゴレと全体にインクジミ

￥400,000－500,000

114

158

東山 魁夷 Kaii Higashiyama

山雲去来

木版 39.2×55.2cm
シート43.3×60.6cm
（フルマージン）
版面右下に印 1986年 ed.
（280）
より
マージン右側に'家蔵弐拾参'の記述
額装
文献：日本経済新聞社 129
僅かな褪色 版面とマージン、裏面の所々にシミ
裏面1ヶ所にテープ

￥200,000－300,000

115

159

東山 魁夷 Kaii Higashiyama
道

リトグラフ
61.0×46.5cm シート78.0×60.7cm
（フルマージン）
右下に印
左下にed.143/200 額裏に発行シール
1990年 額装
文献：日本経済新聞社 151
薄いマットヤケ 裏面に薄い裏板ヤケ

￥1,500,000－2,000,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

116

●

160

棟方 志功 Shiko Munakata

白頭巾の柵

板画 9.0×14.0cm シート20.8×20.6cm
左下にサイン、印 1962年 額装
「棟方志功鑑定委員会」
鑑定登録証
文献：棟方志功全集 第7巻 No.189
薄い日ヤケ 経年ヤケ マットヤケ 両面所々に点状のシミ
左上1ヶ所に僅かな水ジミ 右上1ヶ所にヨゴレ
四隅と裏面1ヶ所にテープ

￥700,000－1,000,000

161

162 【2点セット】

加山 又造 Matazo Kayama

加山 又造 Matazo Kayama

翡翠

千鳥とほね貝 1989/ ひまわり

メゾチント・ビュラン
44.4×32.6cm シート75.0×56.0cm
右下にサイン 1987年 左下にed.37/195 額装

メゾチント・ビュラン2点セット
44.5×32.3ｃｍ/ 22.3×32.5cm シート76.0×55.5cm/ 42.0×54.0cm
（各フルマージン）
各右下にサイン 1989/1990年 各左下にed.142/200、37/190 各額装

文献：版画廊 96
概ね良好

文献：版画廊 106/ 112
いずれも概ね良好

￥100,000－150,000

￥150,000－200,000

163

117

164

加山 又造 Matazo Kayama

舟越 桂 Katsura Funakoshi

メゾチント・ビュラン
44.0×32.3cm シート76.0×55.7cm
（フルマージン）
右下にサイン 1989年 左下にed.45/200 額装

リトグラフ 93.0×75.0cm
（フルシート）
右下にサイン、年記 1993年 左下にed.34/50 額装

千鳥とほね貝 1989

不思議な話

文献：版画廊 106
マージンと裏面数ヶ所に点状のシミ マージン1ヶ所にアタリ

文献：青幻社 34
僅かな経年ヤケ 右側1ヶ所に小さな点状のシミ
裏面右上の縁沿い1ヶ所に僅かなヨゴレ

￥100,000－150,000

￥150,000－200,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

165

舟越 桂 Katsura Funakoshi
不規則な休止符

●

アクアチント・ドライポイント
75.5×55.0cm シート103.0×78.0cm
（フルマージン）
右下にサイン、年記 1993年 左下にed.5/45 額装

文献：Buisson II 51.176
日ヤケ 経年ヤケ 両面所々に点状のシミ 縁沿いにヨゴレ
裏面2ヶ所にテープ

￥200,000－250,000

￥200,000－300,000

●

167

藤田 嗣治 Tsuguharu Foujita

オペラ座の夢；
「魅せられし河」
より

エッチング 23.5×29.0cm シート27.7×38.1cm
1951年 ed.
（315）
より 額装

文献：Buisson II 51.176
裏面縁沿い1ヶ所に修復跡、3ヶ所にテープ跡
中国紙刷りのモノクロスイート版より

￥300,000－400,000

藤田 嗣治 Tsuguharu Foujita

サンフィリップ教会；
「魅せられし河」
より

エッチング 32.2×23.5cm シート38.0×28.4cm
1951年 ed.
（315）
より 額装

文献：青幻社 40
両面四隅にコーナーテープとテープヤケ
右下1ヶ所にごく僅かなヨゴレ 裏面1ヶ所に小さな点状のシミ

118

166

●

168

藤田 嗣治 Tsuguharu Foujita

ヴァンドーム広場；
「魅せられし河」
より
エッチング
29.0×23.5cm シート38.0×28.3cm
1951年 ed.
（315）
より 額装

文献：Buisson II 51.176
薄い日ヤケ、マットヤケ 裏面に裏板ヤケ

￥200,000－300,000

●

169

パブロ・ピカソ（After） Pablo Picasso （After）

「想像の中の肖像」
より

オフセットリトグラフ
66.0×50.2cm
（フルシート）
左下にed.F81/250
額装
マットヤケ

￥150,000－200,000

●

170

パブロ・ピカソ Pablo Picasso

娼家、アルバムを手にするドガ、
モロッコ風クッションとセレスティーヌ、3人の女性；
「156シリーズ」
より Pl.87
エッチング 36.7×48.9cm シート50.3×64.5cm
右下にスタンプサイン 左下にed.27/50 1971年 額装
文献：Bloch 1942/ Baer 1951 Ba
両面にマットヤケ マージン所々にシミ

￥250,000－350,000

●

171

パブロ・ピカソ Pablo Picasso
抱擁 V

エッチング
34.7×42.4cm シート50.1×60.3cm
右下にサイン 1963年 左下にed.30/50
額装
文献：Bloch 1114/ Baer 1107 Bb1
両面に薄いマットヤケ
版面と裏面にシミ、ヨゴレ
マージン数ヶ所に手ジワ
裏面上部2ヶ所にテープ

￥300,000－400,000

119

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

172

パブロ・ピカソ Pablo Picasso

パイプを咥えたレンブラント風の男；
「347シリーズ」
より Pl.257
エッチング 20.9×15.3cm
シート35.0×28.3cm
（フルマージン）
右下にサイン 1968年 左下にed.20/50
額装

文献：Bloch 1737/ Baer 1754 Bb1
薄いマットヤケ マージン数ヶ所にごく薄い点状のシミ

￥250,000－350,000

120
●

173

パブロ・ピカソ Pablo Picasso

キャンバスに向かう画家と見つめる横顔の裸婦

アクアチント・ドライポイント・ビュラン
22.5×32.5cm シート38.0×47.0cm
右下にスタンプサイン 1966年 左下にed.14/50
額装

文献：Bloch 1400/ Baer 1372 VBa
日ヤケ マージン数ヶ所に薄いヨゴレと点状のシミ
裏面に僅かな裏板ヤケ、縁沿いにスキニングとテープ跡

￥250,000－350,000

●

174

パブロ・ピカソ Pablo Picasso

身支度をする女たち、ドガの夢；
「156シリーズ」
より Pl.84

エッチング
23.0×30.5cm シート36.5×45.0cm
（フルマージン）
右下にスタンプサイン 1971年 左下にed.23/50
額装
文献：Bloch 1939/ Baer 1948 Ba
両面にマットヤケ マージン2ヶ所に点状のシミ
裏面上部縁沿い2ヶ所にテープ

￥200,000－300,000

●

175

マルク・シャガール Marc Chagall
庭にて

リトグラフ
64.7×48.5cm シート82.0×60.0cm
（フルマージン）
右下にスタンプサイン
左下に'Lithographie originale Atelier Marc Chagall'のエンボス印
1984年 左下に'Épreuve d'artiste'の記述 額装
文献：Mourlot 1038
縁沿いに薄いヨゴレと軽い手ジワ
裏面に薄い裏板ヤケと所々に僅かなヨゴレ

￥100,000－150,000

●

176

マルク・シャガール Marc Chagall

「サーカス」
より Pl.17

リトグラフ
シート42.3×65.0cm
ed.
（250）
より 1967年 額装
文献：Mourlot 506/ Cramer Books 68
マットヤケ 裏面数ヶ所にテープ
制作時の中折れ

￥200,000－300,000

●

177

ジョアン・ミロ Joan Miró

「地獄の刑罰またはヌーヴェル・エブリッド」
より
Pl.4
リトグラフ
27.0×65.0cm シート40.0×84.0cm
（フルマージン）
右下にサイン 1974年 左下にed.13/50
額装

文献：Maeght 962/ Cramer Books 188
右上下角に小さな折れ 裏面1ヶ所にヨゴレとテープ跡

￥200,000－300,000

121

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

178

ジャン=ピエール・カシニョール Jean-Pierre Cassigneul
ワイングラス

リトグラフ 48.8×66.5cm シート60.3×77.0cm
（フルマージン）
右下にサイン
左下にed.170/200
1994年 額装
文献：Mazo 66
マージンにごく薄いマットヤケ 裏面に薄い裏板ヤケと4ヶ所にテープ

￥100,000－150,000

122

●

179 【3点セット】

アントニ・タピエス Antoni Tàpies
123

エッチング・カーボランダム
43.6×69.8cm シート63.0×90.8cm
（フルマージン）
右下にサイン 1975年 左下にed.H.C.
額装
文献：Galfetti 497
マットヤケ 所々に薄い点状のシミ 裏板ヤケ

黒の上のズグラッフィート；「黒と赤のシリーズ」
より

エッチング・エンボス
56.5×75.7cm
（フルシート）
右下にサイン 1976年 左下にed.8/75
額装
文献：Galfetti 612
薄い日ヤケ 縁沿い2ヶ所に軽い手ジワ
裏面4ヶ所にテープ

くずれた十字

エッチング・アクアチント・カーボランダム・樹脂
33.8×59.7cm シート55.9×72.4cm
（フルマージン）
右下にサイン 1979年 左下にed.73/75
額装
文献：Galfetti 713
薄いマットヤケ 両面所々に点状のシミ
裏面数ヶ所にテープ

￥150,000－200,000

123

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

180 【2点セット】

ルイ・イカール Louis Icart
オウム/ タイース

エッチング2点セット
オウム：35.5×47.2cm シート：51.1×65.0cm
タイース：40.0×51.5cm
各右下にサイン 1925年
額装
（内1点♯）
文献：Schiﬀer 240/ 312
オウム：薄い経年ヤケ、マットヤケ
所々に点状のシミと折れ、3つの角にチギレ
縁沿い数ヶ所にヤブレ
タイース：マージンを楕円形にカット
全体にヤケ 数ヶ所にシミ
両面をマットと台紙に貼付

￥150,000－200,000

124

●

181

ルイ・イカール Louis Icart

ブランコ

エッチング 50.8×30.2cm シート66.0×48.8cm
右下にサイン 1928年 額装
文献：Schiﬀer 332
薄いマットヤケ マージン1ヶ所と裏面数ヶ所に僅かなシミ

￥100,000－150,000

●

182

ルイ・イカール Louis Icart

コーシングⅢ

エッチング 39.0×64.0cm シート47.0×72.0cm
右下にサイン 1930年 額装
文献：Schiﬀer 402
経年ヤケ マットヤケ 両面に点状のシミとヨゴレ
裏面所々にスキニング、縁沿いにテープ跡とテープ

￥150,000－200,000

●

183

ルイ・イカール Louis Icart

レダ

エッチング 49.7×77.6cm シート53.6×81.6cm
右下にサイン 1934年 額装
文献：Schiﬀer 436
薄い経年ヤケ 版面全体にニスの塗布
裏面数ヶ所にヨゴレ、2ヶ所にテープ
厚紙による裏打ち

￥100,000－150,000

●

184

ルイ・イカール Louis Icart
恋の華

エッチング 42.0×62.5cm シート62.0×82.5cm
右下にサイン 1937年 額装
文献：Schiﬀer 465
全体にヤケ 所々にごく僅かな点状のシミ
裏面2ヶ所にスキニング、5ヶ所にテープ

￥100,000－150,000
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● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

186

アルフォンス・ミュシャ Alphonse Mucha
永遠のシャンソン

リトグラフ 27.2×20.5cm
左下に版上サインと年記 1898年 ed.
（550）
より 額装
文献：Ann Bridges L21
経年ヤケ 所々にシミ
縁沿いにチギレとヤブレ、折れ跡 左下に小さな穴
裏面に裏板ヤケ、5ヶ所にテープ、薄紙による裏打ち

126

￥100,000－150,000

●

185

アルフォンス・ミュシャ Alphonse Mucha
冬；連作
「四季」
より

リトグラフ 34.0×14.0cm
1896年 額装
文献：Rennert & Weill 18/創英社 38/ Ann Bridges P6
（同意匠作品掲載）
経年ヤケ 右下に修復跡 所々にシミ 縁沿いにイタミ
上部1ヶ所に壁掛用のパンチホール 裏面をボードに貼付

￥100,000－150,000

●

187

アルフォンス・ミュシャ Alphonse Mucha
民衆美術協会ポスター

リトグラフ
59.7×43.0cm シート61.8×44.4cm
右下に版上サイン
1897年 額装
文献：Rennert & Weill 22/ Ann Bridges A20/ 創英社 53
経年ヤケ 上部にヤブレとヨゴレ
数ヶ所に擦れ コットンマットによる裏打ち

￥200,000－300,000
187

●

188

アルフォンス・ミュシャ Alphonse Mucha
冬；連作
「四季」
より

リトグラフ シート96.3×50.2cm
右下に版上サイン 1896年 額装
文献：Rennert & Weill 18/ Ann Bridges P6/ 創英社 38
日ヤケ 両面所々に小さな点状のシミ
縁沿いにシミとイタミ、額擦れ ボードによる裏打ち

￥300,000－400,000

127

188

●

189

アルフォンス・ミュシャ Alphonse Mucha
カーネーション；連作
「四つの花」
より

リトグラフ
101.8×42.0cm シート106.5×46.5cm
右下に版上サイン
1898年 額装

文献：Rennert & Weill 46 Var.3/
Ann Bridges P10/ 創英社 96
全体にヤケ 所々に小さな点状のシミとヨゴレ
縁沿いにチギレとヤブレ 右下角に修復跡 数ヶ所に擦れ
厚紙による裏打ち

￥350,000－450,000
189

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

190

アルフォンス・ミュシャ Alphonse Mucha
連作
「四つの時の流れ」
（4点一組）

リトグラフ
各101.0-102.0×36.5cm
各右下に版上サインと年記
1899年 屏風仕立て

文献：Rennert & Weill 60/
Ann Bridges P28-31/ 創英社 125-128
各全体にヤケ、シミ、ヨゴレ、波打ち、擦れ

￥1,000,000－1,500,000

128

●

191

アルフォンス・ミュシャ Alphonse Mucha
ビザンティン風の頭部・ブルネット

129

リトグラフ
61.8×44.2cm
中央に版上サイン
1897年 額装

文献：Rennert & Weill 37 Var.2
経年ヤケ マットヤケ 縁沿い2ヶ所にヤブレ
所々にシミとヨゴレ
コットンマットによる裏打ち

●

￥300,000－400,000

192

アルフォンス・ミュシャ Alphonse Mucha
ロレンザッチオ

リトグラフ
97.0×35.3cm シート104.8×37.5cm
右下に版上サイン
1896年 額装
文献：Rennert & Weill 14 Var.2
全体にヤケ 上部に切手貼付 3ヶ所に折れ
所々にシミ、シワ、ヤブレ
裏面縁沿いにテープ跡、所々にスキニング

￥250,000－350,000

●

193

アルフォンス・ミュシャ Alphonse Mucha
曙

リトグラフ
46.0×88.0cm シート58.5×99.3cm
左下に版上サイン、年記
1899年 額装
文献：Rennert & Weill 68/ Ann Bridges P32
経年ヤケ マットヤケ
所々にシミ、シワ、ヤブレ、擦れ
裏面6ヶ所にテープ

￥350,000－450,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

130

●

194

アルフォンス・ミュシャ
Alphonse Mucha

サマリアの女

リトグラフ
171.0×54.5cm シート172.0×58.0cm
右下に版上サイン
1897年 額装
文献：Rennert & Weill 23/
Ann Bridges A15/ 創英社 59
経年ヤケ 所々にヤブレと修復跡
裏面全体を紙とパネルに貼付

￥500,000－700,000

131

●

195

ドーム Daum
罌粟文花瓶

●

196

ドーム Daum

チューリップ文花瓶

ヴィトリフィカシオン、酸化腐蝕彫り
H.56.1×W.15.0×D.15.0cm
底部に陰刻サイン

ヴィトリフィカシオン、酸化腐蝕彫り
H.54.1×W.16.4×D.16.4cm
側部に陽刻サイン

￥300,000－400,000

￥350,000－450,000

● For English descriptions, please see appendix（P.171 〜）

132

●

197

ドーム Daum

スグリ文ランプ

ヴィトリフィカシオン、酸化腐食彫り、異色溶かし込み
H.35.0×W.19.4×D.19.4cm
脚部とシェード側部に陽刻サイン

￥500,000－600,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

198

ドーム Daum

オンぺル文香水瓶

●

異色溶かし込み、ヴィトリフィカシオン、酸化腐蝕彫り
H.9.6×W.5.5×D.5.5cm
底部に陰刻サイン
1890-1900年頃

199

ガレ Gallé
花文花瓶

被せガラス、酸化腐蝕彫り
H.15.1×W.11.6×D.8.2cm
側部に陽刻サイン

￥100,000－150,000

来歴：マジョレル
（パリ）
（底部に同シール）

￥100,000－150,000
133

●

200

ガレ Gallé

トルコ桔梗文花瓶

被せガラス、酸化腐蝕彫り
H.32.0×W.23.9×D.16.0cm
側部に陽刻サイン

￥200,000－300,000

●

201

ガレ Gallé

ホクシャ文花瓶

被せガラス、酸化腐蝕彫り、ファイヤーポリッシュ
H.19.9×W.11.8×D.8.8cm
側部に陽刻サイン

￥100,000－150,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

202

ガレ Gallé

芙蓉文花瓶

●

203

ガレ Gallé

蝶と花文花器

被せガラス、酸化腐蝕彫り
H.46.6×W.16.5×D.16.5cm
側部に陽刻サイン

エナメル彩、金彩、アプリカシオンによる把手
H.10.0×W.18.6×D.13.0cm
底部に金彩サイン

￥150,000－200,000

把手一部にヒビ

￥100,000－150,000
134

●

204

ガレ Gallé

湖水風景文花瓶

被せガラス、酸化腐蝕彫り
H.43.0×W.14.0×D.9.1cm
側部に陽刻サイン

￥200,000－300,000
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● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

＊ 205
●

ジャン=ジャック・エンネル
Jean-Jacques Henner

裸婦

キャンバス・油彩 55.3×38.2cm
（10号）
左下にサイン 額装
全体に細かいヒビ

￥400,000－500,000

136

●

206

ロベール・クチュリエ Robert Couturier
遊泳

●

207

ロベール・クチュリエ Robert Couturier
やさしい少女

ブロンズ H.28.5×W.55.5×D.8.5cm
（台座含まず）
底部に刻サイン、'E.GODARD CIRE PERDUE'の鋳造印、ed.3/6

ブロンズ H.16.0×W.8.0×D.5.5cm
（台座含まず）
底部に陽刻サイン、'E.GODARD CIRE PERDUE'の鋳造印、ed.3/6

￥200,000－250,000

￥150,000－200,000

●

208

アンドレ・ボーシャン André Bauchant
野摘み

ボード・油彩 54.0×80.6cm
（25号）
中央下にサイン
額装
「Mme Dina Vierny」
鑑定書
文献：
「André Bauchant catalogue raisonné」
（Dina Vierny編、Benteli Verlags AG刊、ベルン、2005年）
P.551にNo.Ｂ2-06として掲載

￥400,000－500,000
137

●

209

ウジェーヌ・バブレーヌ Eugène Baboulène
和風衝立の前の裸婦

キャンバス・油彩 54.5×65.3cm
（15号）
右下にサイン キャンバス裏にサイン、タイトル、年記
1975年 額装
来歴：ギャルリーためなが
（パリ/東京）
（キャンバス裏と額裏に同シール）

￥150,000－200,000

●

210

アンドレ・コタボ André Cottavoz
スズラン

ボード・油彩 38.0×19.6cm
右下にサイン
作品裏にサイン、タイトル、年記
2003年 額装#
「M. Florent Cottavoz」
鑑定書

￥200,000－300,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

211

ジャン・フサロ Jean Fusaro
アマデウス・カルテット

キャンバス・油彩
22.0×27.0cm
（3号）
右下にサイン
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記
1973年 額装

来歴：ギャルリーためなが
（パリ/東京）
（キャンバス裏木枠に同シール）/ 三越
（額裏に同シール）

￥100,000－150,000

138

●

212

ロラン・ウドー Roland Oudot
村の小径

キャンバス・油彩
60.0×81.0cm
（25号）
左下にサイン
額装
来歴：ギャルリーためなが
（パリ）
（キャンバス裏木枠に同シール）

￥100,000－150,000

●

213

ジョルジェット・タヴェ Georgette Tave
ヘリオトロープの小径

キャンバス・油彩
65.0×92.0cm
（30号）
左下にサイン キャンバス裏にもサイン
キャンバス裏木枠にタイトル
額装

￥100,000－150,000

●

214

ジャン・フサロ Jean Fusaro
ソーヌ河のブーケ

キャンバス・油彩 50.0×61.0cm
（12号）
右下にサイン キャンバス裏にサイン、タイトル
額装

来歴：ギャルリーためなが
（パリ/東京）
（キャンバス裏に同シール）

￥250,000－350,000

139

●

215

ベルナール・シャロワ Bernard Charoy
作品

キャンバス・油彩
64.5×53.5cm
（15号）
左下にサイン
額無し
来歴：個人蔵
（フランス）

￥250,000－350,000

●

216

ジャン・フサロ Jean Fusaro
セーヌ川

キャンバス・油彩 60.0×81.0cm
（25号）
右下にサイン
キャンバス裏にサイン、タイトル
額装

￥400,000－600,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

217

ポール・アイズピリ Paul Aïzpiri
L'oiseleur

紙・ガッシュ 窓寸：48.8×42.4cm
右下にサイン 額装#
「Association Paul Aïzpiri」
証明書
来歴：個人蔵
（フランス）

￥150,000－250,000

140

●

218

ロトラウト・クライン＝モキー
Rotraut Klein-Moquay

Untitled

パネルにプラスター・アクリル、ラメ
61.0×61.5cm
作品裏にサイン、年記と作家の手形
1987年
来歴：Pascal de Sarthe Gallery
（サンフランシスコ）
（作品裏に同シール）
展覧会歴：
「Rotraut, New Paintings」
Pascal de Sarthe Gallery
（サンフランシスコ）
1987年12月-1988年1月
同展図録P.13に掲載
【Rotraut KLEIN-MOQUAY：

1938（独）
イヴ・クラインの未亡人 】

￥100,000－150,000

141

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

219

吉田 博 Hiroshi Yoshida
上高地

板・油彩 24.4×33.3cm
（4号）
左下にイニシャルサイン
額装

￥300,000－400,000

142
●

220

田中 阿喜良 Akira Tanaka
母と子

キャンバス・油彩 27.3×41.0cm
（6号）
右下にサイン
キャンバス裏にもサイン、タイトル
額装

￥100,000－150,000

221

児玉 幸雄 Yukio Kodama

ゴブランの広場

キャンバス・油彩 24.3×33.4cm
（4号）
左下にサイン
額装

￥300,000－400,000

●

222

木村 忠太 Chuta Kimura
別れ道

キャンバス・油彩
30.0×30.0cm
下部にサイン
キャンバス裏木枠にサイン、タイトル
1985年 額装
「木村忠太の会」
登録証書

￥400,000－500,000

●

223

木村 忠太 Chuta Kimura
海岸

キャンバスボード・油彩
16.0×22.0cm
（1号）
左下にサイン
作品裏に'海岸'の記述
額装

￥200,000－250,000

143

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

224

嶋田 しづ Shizu Shimada
青のシンフォニー

キャンバス・アクリル
65.0×81.0cm
（25号）
右下にサイン、年記
キャンバス裏にもサイン、タイトル、年記
1973年 額装

144

￥150,000－200,000

●

226

今井 俊満 Toshimitsu Imai
紅葉賀

紙・ミックストメディア
70.2×99.8cm
（40号）
右下にサイン、印、年記
作品裏にサイン、タイトル
1985年
額装

￥200,000－300,000

●

225

岡田 謙三 Kenzo Okada
姿

キャンバス・油彩 53.5×45.8cm
（10号）
左下にサイン 1981年 額装

￥150,000－200,000

145

●

227

松谷 武判 Takesada Matsutani
作品

木片・グラファイト、合成ボンド
H.26.0×W.13.0×D.6.0cm
右下にサイン、年記
作品裏にサイン、年記、'Paris'の記述
2013年

￥500,000－700,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

228

久野 真 Shin Kuno
鋼鉄による作品

パネル・鋼鉄
H.90.9×W.73.1×D.6.0cm
（30号）
右下に刻サイン
作品裏にサイン、タイトル、年記、'#193'の記述
1972年
来歴：桜画廊
（名古屋）
（作品裏に同シール）

￥150,000－200,000

146

●

229

関根 伸夫 Nobuo Sekine
B6-37 カオスの窓

位相絵画
（紙・ミックストメディア）
31.8×41.5cm
（6号）
作品裏作家シールにサイン、タイトル、年記
1989年
額装#
来歴：海画廊
（東京）
（額裏に同シール）

￥350,000－450,000

●

230

今井 俊満 Toshimitsu Imai
作品

紙・金箔、アクリル
72.5×54.4cm
右下にサイン、年記
1983年
額装

￥350,000－450,000
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●

231

平賀 敬 Key Hiraga

ネギ坊主

キャンバス・アクリル
33.4×24.3cm
（4号）
右下にサイン、年記
1982年
額装
「平賀敬登録委員会」
平賀敬作品登録カード
来歴：フマコンテンポラリートーキョー（東京）

￥250,000－300,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

232

マナブ 間部
覇者

Manabu Mabe

キャンバス・油彩
53.0×45.5cm
（10号）
左下にサイン、年記
1993年 額装

￥300,000－400,000
148

●

233

マナブ 間部 Manabu Mabe
旅

キャンバス・油彩
53.0×65.0cm
（15号）
左下にサイン、年記
キャンバス裏にサイン、タイトル、
年記、'Tokyo'の記述
1975年
額装

￥250,000－350,000

149

●

234

久野 真 Shin Kuno
鋼鉄による作品

パネル・鋼鉄
H.160.0×W.120.7×D.5.0cm
（100号）
右下に刻サイン
作品裏にサイン、タイトル、年記、'#158'の記述
1972年

￥300,000－500,000

● For English descriptions, please see appendix（P.171 〜）

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

235

関根 伸夫 Nobuo Sekine
G4-41 月影

位相絵画
（紙・ミックストメディア）
33.0×24.0cm
（4号）
作品裏作家シールにサイン、タイトル、年記
1992年
額装#

￥350,000－450,000

151

236

篠田 守男 Morio Shinoda

TC 8507 天界

ミックストメディア
（アルミニウム、ステンレス、真鍮）
H.12.0×W.14.8×D.14.7cm
側面下部に刻サイン、タイトル、年記
2016年
文献：
「Le cahier de Shinomori
（シノモリ手帳）
」
（明和電機刊、2017）2016として掲載
ユニーク作品

￥150,000－200,000

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

237

桑山 忠明 Tadaaki Kuwayama
作品

紙・油彩 76.0×57.2cm
右下にサイン、年記
1989年
額装#

152

￥250,000－350,000

●

238

元永 定正 Sadamasa Motonaga
無題

はがき・水彩 14.5×9.5cm
左下にサイン、年記 1968年 額装
「モトナガ資料研究室」
鑑定書
展覧会歴：
「元永定正のミクロコスモス」
ガレリア・グラフィカ
（東京）
1970年12月18-27日、1971年1月4-13日

￥100,000－150,000

239 【2点セット】

山口 長男 Takeo Yamaguchi
作品

紙・水彩 54.2×37.6cm
右下に印 額装#
「山口長男作品登録会」
水彩・墨彩画登録カード
「山口道朗」
鑑題シール

￥100,000－150,000

作品

紙・水彩 33.1×24.1cm
右下に印 裏面に年記 1978年
額装
「山口長男作品登録会」
水彩・墨彩画登録カード

●

240

佐藤 敬 Key Sato

顔
（ミラー）

板・油彩 38.0×28.2cm
（5号）
左下にサイン 額装

￥150,000－200,000

●

241

村上 友晴 Tomoharu Murakami

作品

紙・油彩、鉛筆 24.0×30.0cm
作品裏にサイン、年記 1980年
額装

￥200,000－300,000

●

153

242

中村 一美 Kazumi Nakamura
作品

紙・油彩
19.0×15.0cm
左下にサイン、年記
2005年
額装

￥100,000－150,000

● For English descriptions, please see appendix（P.171 〜）
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● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

243

名和 晃平 Kohei Nawa
Synthesis Grid

紙・アクリル 16.0×9.0cm
マットにサイン 額装
「名和晃平 - シンセシス 展」
（東京都現代美術館、2011年6月）
の
展覧会図録に封入されたドローイング作品を額装し、
マット部分に所蔵者が作家よりサインを頂いたもの

●

244

名和 晃平 Kohei Nawa
Line-Fragment #46

アクリルボードに貼付した紙にアクリル
H.36.5×W.29.8×D.2.5cm
証明書にサイン
2008年
「SANDWICH Inc.」
証明書
来歴：SCAI THE BATHHOUSE
（東京）

￥100,000－150,000

￥350,000－450,000

245

●

細川 真希 Maki Hosokawa
技術者達の午後３時

キャンバス・アクリル 65.2×91.0cm
（30号）
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記 2019年
来歴：ギャラリーセラー（東京）
（キャンバス裏木枠に同シール）

￥300,000－400,000

155

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

156
●

246

ミスター・ドゥードゥル Mr. Doodle
A Piece of 'Doodlings'

キャンバス・アクリル
15.2×15.2cm
キャンバススリーブにサイン、年記
2019年
額装#
来歴：アンザイアートオフィス
（東京）
（額裏に同シール）

￥400,000－600,000

●

247

太郎 千恵藏 Chiezo Taro

ロボット

キャンバス・油彩
61.0×50.0cm
（12号）
キャンバス裏にサイン、年記 1997年

来歴：小山登美夫ギャラリー（東京）
（キャンバス裏木枠に同シール）

￥100,000－150,000

●

248

鈴木 雅明 Masaaki Suzuki

Ｕntitled

キャンバス・油彩
145.0×112.0cm
（80号）
キャンバス裏にサイン、タイトル、年記 2008年
来歴：Bunkamura Gallery
（東京）
（キャンバス裏木枠に同シール）

￥100,000－150,000

●

157

249

深堀 隆介 Riusuke Fukahori
作品

色紙・アクリル・金泥 27.1×24.1cm
左上にサイン、印
作品裏にサイン、年記、メッセージ
2016年

￥100,000－150,000

250

細川 護熙 Morihiro Hosokawa

黒茶碗

H.8.5cm φ：10.5cm
高台脇に搔き銘
共箱

￥200,000－300,000

251

鈴木 政輝 Masateru Suzuki

帆船

キャンバス・油彩
72.5×91.0cm
（30号）
右下にサイン
額装

￥250,000－350,000
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252

竹内 浩一 Koichi Takeuchi
狗

紙本・彩色
55.0×47.6cm
（10号）
右下に印
額装
共シール

￥150,000－200,000

253

木村 圭吾 Keigo Kimura

一心行の大桜

紙本・彩色
24.3×33.4cm
（4号）
右下に落款、印
額装
共シール

￥150,000－200,000

254

木村 圭吾 Keigo Kimura
湖畔の秋

紙本・彩色
21.2×33.4cm
（4号）
右下に落款、印
額装
共シール

￥150,000－200,000

255

熊谷 守一 Morikazu Kumagai
柿に烏

紙・水墨淡彩
27.1×34.8cm
左下に落款、印 1973年
額装
共シール
「熊谷守一水墨淡彩画鑑定登録会」
鑑定登録証書

￥200,000－300,000

159

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

●

256 【3点セット】

婁 正綱 Lou Zhenggang

一日不可閑過

紙・墨 68.5×49.0cm
左側に落款、印
軸装
共箱

酔月

紙・墨 68.0×34.3cm
左側に落款、印
軸装
共箱

￥100,000－150,000
160

●

257 【2点セット】

婁 正綱 Lou Zhenggang

歩月

紙・墨 68.3×33.9cm
左側に落款、印、年記
1990年 軸装
共箱

￥100,000－150,000

明月松間照 清泉石上流
紙・墨 65.7×48.8cm
左下に落款、印
軸装
共箱

敦詩書

紙・墨 104.3×34.2cm
下部に落款、印、年記
1990年 軸装
共箱

●

258 【3点セット】

婁 正綱 Lou Zhenggang
洗心

紙・墨
34.0×68.0cm
左側に落款、印
額装#

￥100,000－150,000

空

紙・墨
68.0×45.5cm
左側に落款、印
額装#

清冰

紙・墨
34.0×68.0cm
左側に落款、印
額装#

161

● For English descriptions, please see appendix（P.164 ～）

259 【2点セット】

●

婁 正綱 Lou Zhenggang

幽曲

紙本・彩色
59.4×79.0cm
（25号）
右側に落款、印
額装#

￥150,000－200,000
162

蘭香

紙本・彩色
44.0×59.5cm
（12号）
左側に落款、印
額装#

●

260 【2点セット】

婁 正綱 Lou Zhenggang
旋

紙本・彩色
58.4×78.5cm
（25号）
右側に落款、印
額装#

￥150,000－200,000
163

秋韵

紙本・彩色
44.3×59.5cm
（12号）
右下に落款、印
額装#

Appendix
LOT 1
(P.8)

LOT 2
(P.9)

LOT 3
(P.9)

LOT 4
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(P.10)

＊ ; no reserve price

# ; not examined out of the frame

Marc Chagall
La chevauchée

lithograph in colours, 1970, on Arches, signed in
pencil, numbered 10/50, with full margins, one minor
scuff at the upper left sheet edge, very pale staining
throughout and slight tape stains at four corner edges
on the reverse, otherwise in good condition, framed
Image: 68.2×52.3cm Sheet: 75.7×59.0cm
Literature: Mourlot 620

(P.10)

LOT 6
(P.11)

(P.12)

￥1,500,000－2,000,000
Marc Chagall

Printemps au Pré, from 'Daphnis et Chloé'

lithograph 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, the full sheet,
colours slightly attenuated, foxing in places, skinning
in three areas and two tape remains on the reverse,
otherwise in good condition, framed
Sheet: 42.0×64.0cm
Literature: Mourlot 314/ Cramer Books 46

LOT 8
(P.14)

￥500,000－700,000
Pablo Picasso

Salomé, Pl.14 from 'La Suite des Saltimbanques'

drypoint, 1905, on Van Gelder, from the edition of 250
(there were also 27 or 29 on Japon), published by
Ambroise Vollard, Paris, 1913, with wide margins,
trimmed at the upper and lower sheet edges, very
pale light staining, minor soiling in the margins, paper
blanched in places, mat staining and skinning on the
reverse, otherwise in good condition, framed
Image: 40.0×34.0cm Sheet: 59.0×50.8cm
Literature: Bloch 14/ Baer 17 IIIb2

LOT 9
(P.14)

Les Pauvres, Pl.3
from 'La Suite des Saltimbanques'

LOT 10
(P.15)

￥600,000－800,000
Pablo Picasso
La Pique

white earthenware clay, engobe decoration under
glaze blue, 1950, with pottery stamps 'EMPREINTE
ORIGINAL DE PICASSO' and 'MADOURA PLEIN
FEU' on the underside, numbered 125/150, some
minor scuffs at underside and rim, otherwise in the
good condition
φ: 38.6cm
Literature: Alain Ramié 103

LOT 11
(P.15)

￥500,000－700,000
Pablo Picasso
L'Homme au Chien

etching, 1914, on Arches, signed in red pencil, from
the edition of 60 on this paper (there were also an
edition of 40 on Japon, and 2 on Japon nacré),
published by Lucien Vollard and Marcel Lecomte,
Paris, 1947, pale light staining, very small foxmarks
and minor soiling in the margin, hinged to the support
at the upper edge in two places, otherwise in good
condition, framed
Image: 27.6×22.0cm Sheet: 32.6×25.5cm
Literature: Bloch 28/ Baer 39 IIIBb

￥1,500,000－2,000,000

Pablo Picasso

Deux Femme Regardant un Modèle nu

drypoint and etching, 1923, on Montval, signed in
pencil, numbered 79/100 (there were also 15 A.P.),
published by Marcel Guiot, Paris, 1929, margins
slightly trimmed, time and mat staining, tiny foxing in
places in the margins, faint soling on the reverse,
margins slightly trimmed, otherwise in good
condition, framed
Image: 17.5×12.8cm Sheet: 40.0×30.2cm
Literature: Bloch 57/ Baer 102 VIa

￥1,200,000－1,700,000
Frank Stella
Pastel Stack

screenprint in colours, 1970, on English Vellum Graph
paper, signed and dated in pencil, numbered 1/100
(there were also 15 A.P.), published by Gemini G.E.L.,
with their blindstamps, Los Angeles, printed by Adolf
Rischner and Kenneth Tyler, the full sheet, foxing in
places along the edges, skinning in one place, attached
to the support on the reverse, otherwise apparently in
good condition, framed#
Sheet: 104.3×71.5cm
Provenance: GALLERY 360°, Tokyo
Literature: Axsom 48

￥300,000－400,000
Sol Lewitt

Pl.3 from 'Bands of Color in Four Directions
(Vertical)'

woodcut in colours, 1995, on Awa Kozo, signed in
pencil, numbered 35/50 (there were also 8 A.P.),
published by The Country School, Madison, printed by
Antony O'Hara, Watanabe Studio Ltd., Brooklyn, with
full margins, faint light staining, foxing in places on
both sides, otherwise in good condition, framed
Image: 77.8×30.2cm Sheet: 91.0×43.0cm
Literature: Krakow 1995.02

￥500,000－700,000
Pablo Picasso

etching, 1905, on Van Gelder, from the edition of 250
(there were also 27 or 29 on Japon), published by
Ambroise Vollard, Paris, 1913, faint light staining,
small paper loss at the upper right, minor fold and
tear at the upper left, some ink soiling in places, with
two tape remains on the reverse, otherwise in good
condition, framed
Image: 23.6×18.0cm Sheet: 50.6×32.8cm
Literature: Bloch 3/ Baer 4 IIb2

LOT 5

LOT 7

LOT 12
(P.16)

￥200,000－300,000
Christo

Wrapped Fountain, Spoleto, Italy, 1968

lithograph in colours, 2002, on Keystone China White,
signed by Christo and Janne-Claude in pencil,
numbered E.A.34/40 (the edition was 90), published
by Toni Politeo, Zagreb, printed by Atelier
Meduliceva, Zagreb, with full margins, occasional
faint soiling on the reverse, otherwise in good
condition
Image: 54.9×45.5cm Sheet: 68.0×48.7cm
Literature: Schellmann 185

￥100,000－150,000
Christo

Wrapped Vespa, Project, 1963-64

digital pigment print with hand colouring and paper
collage, 2009, on rag paper, signed in pencil, numbered
105/200 (there were also 45 A.P.), published by
Miyanomori Art Museum, Sapporo, printed by Recom,
Ostfildern/ Stuttgart, the full sheet, very pale time
staining at the sheet edge, otherwise in good condition
Sheet: 30.5×30.5cm
Literature: Schellmann 201

￥400,000－500,000
David Hockney
Walking, June 1986

Home made print executed on an office colour copy
machine, 1986, on 100% rag Arches Text 120g, signed
and dated in pencil, numbered 48/59, the full sheet,
minor time staining, attached to the undermat at the
two corners on the reverse, otherwise in good
condition, framed
Sheet: 43.2×27.9cm
Literature: Museum of Contemporary Art Tokyo 304

￥300,000－400,000

Appendix
LOT 13
(P.16)

LOT 14
(P.17)

LOT 15
(P.18)

LOT 16
(P.18)

LOT 17
(P.18)

LOT 18
(P.18)

＊ ; no reserve price

# ; not examined out of the frame

David Hockney

An Imaginary Landscape

lithograph in colours, 1969, on BFK Rives, signed and
dated in pencil, numbered 48/75 (there were also 16
A.P.), the full sheet, pale light staining, occasional
foxmarks, pale soiling and skinning along the edge on
the reverse, otherwise in good condition, framed
Sheet: 45.3×55.8cm
Literature: Scottish Arts Council 67

LOT 19
(P.19)

￥400,000－500,000
Roy Lichtenstein
Mirror #5

lithograph and screenprint in colours, 1972, on Special
Arjomali, signed and dated in pencil, numbered 3/80
(there were also 10 A.P.), published by Gemini G.E.L.,
Los Angeles, with their blindstamps, printed by
Gemini G.E.L., Los Angeles, with full margins, minor
foxing in places, small creases in two areas, subtle
skinning in one place, soft rippling, attached to the
mat on the reverse, otherwise in good condition,
framed
Image: 86.6×61.6cm Sheet: 110.7×84.5cm
Provenance: The Marrs Gallery, Tokyo
Literature: Corlett 110/ Gemini 386

LOT 20
(P.19)

￥500,000－700,000
Robert Motherwell
Hollow Men Suite #6

etching and aquatint, 1986, on Moriki handmade
paper collé to BFK Rives paper, signed with initials in
pencil, numbered 10/49 (there were also 10 A.P.),
co-published by the artist and Waddington Graphics,
Ltd., London, with the artist's chop mark, with full
margins, two tape remains on the reverse, otherwise
in good condition, framed
Image: 12.2×17.4cm Sheet: 28.2×30.3cm
Provenance: Galleria Grafica, Tokyo
Literature: Engberg & Banach 342

￥150,000－250,000
Robert Motherwell

LOT 21
(P.20)

LOT 22
(P.20)

To the Palette, from 'A la pintura'

lift-ground aquatint and soft-ground etching in
colours, 1971, on White Wove J.B. Green, signed and
dated in pencil, inscribed 'trial' in ink, sealed 'Robert
Motherwell a la pintura', published by ULAE, with
their chop mark, with full margins, minor light
staining, some small foxmarks in places, pale soiling
along the edges, attached to the support at above the
edges on the reverse, otherwise in good condition,
framed
Image: 12.5×25.5cm Sheet: 65.3×96.5cm
Literature: Engberg & Banach 84

offset lithograph with hand colouring, circa 1954, on
laid paper, from the edition of 190, published by the
artist with lettering by Julia Warhola, printed by
Seymour, Berlin, the full sheet, tiny soiling on both
sides, two tape remains on the reverse, otherwise in
good condition, framed
Sheet: 22.7×15.0cm
Literature: Feldman & Shellmann IV.55

￥400,000－500,000
Andy Warhol

Marilyn (Announcement)

screenprint in colours, 1981, from an edition of
unknown size, published by Castelli Graphics, New
York, generally in good condition, framed
Sheet: 30.5×30.5cm
Literature: Not in Feldman & Schellmann

￥200,000－300,000

LOVE

screenprint in colours, 1983, on BFK Rives, signed in
pencil, numbered E.P.5/5 (the edition was 100),
published by Form K.K., Tokyo, printed by Rupert
Jasen Smith and Ryoichi Ishida, New York/ Tokyo,
the full sheet, a few soiling along the edges on both
sides, two tape remains on the reverse, otherwise in
good condition, framed.
The frame illustrated on P.19 is different from the
actual one. This work is contained in an acrylic frame.
Sheet: 66.0×49.9cm
Literature: Feldman & Schellmann II.311

￥1,200,000－1,700,000
Andy Warhol

Lincoln Center Ticket 1967

screenprint in colours, 1967, on opaque acrylic, with
the incised signature on the reverse, numbered
35/200, published by Leo Castelli Gallery, New York,
printed by Chiron Press, New York, the full sheet,
some soiling, minor fissure and attenuation on the
printed surface, unevenly trimmed (as issued), with
tape stains and remains, accretion and scuffs on the
reverse, otherwise in good condition, framed
Sheet: 114.3×61.1cm
Literature: Feldman & Schellmann II.19

￥500,000－700,000
Lee U-fan
Correspondence

offset lithograph in colours, 2013, on Arches, signed
and dated in pencil, numbered 214/250, two tape
remains on the reverse, otherwise in good condition,
framed
Image: 47.5×61.5cm Sheet: 56.0×75.3cm

￥200,000－300,000
Lee U-fan
Slightly 1

lithograph, 2006, on Saunders, signed and dated in
pencil, numbered 15/50 (there were also 10 A.P.),
published by Shirota Gallery, Tokyo, printed by Chiaki
Kayama, the full sheet, generally in good condition
Sheet: 91.7×111.0cm
Literature: Abe 197

￥350,000－450,000
LOT 23
(P.20)

￥100,000－150,000
Andy Warhol

from '25 Cats Name(d) Sam and One Blue Pussy'

Andy Warhol

LOT 24
(P.21)
[set of 7]

Lee U-fan
Slightly 4

lithograph, 2006, on Saunders, signed and dated in
pencil, numbered 15/50 (there were also 10 A.P.),
published by Shirota Gallery, Tokyo, printed by Chiaki
Kayama, the full sheet, in good condition
Sheet: 109.8×91.7cm
Literature: Abe 200

￥350,000－450,000
Lee U-fan
TO THE RUINS

the complete set of seven drypoints, 1986, on Arches,
each signed and dated in pencil, each numbered
A.P.1/10 (the total edition was 50), published by
Shirota Gallery, Tokyo, printed by Yasuhisa
Kakehashi, all with full margins, one with two
foxmarks in the margins, two with tiny pinpoint
foxmarks in the margins and on the reverse,
otherwise all in good condition, contained in an
original case
Image: 49.5×39.3cm (each)
Sheet: 65.1-65.3×54.0-54.2cm
Literature: Abe 102-108

￥1,000,000－1,500,000
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Appendix
LOT 25
(P.22-23)
[set of 8]

LOT 26
(P.24)

LOT 27
(P.24)

LOT 28
(P.24)
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LOT 29
(P.25)

LOT 30
(P.26)

LOT 31
(P.27)

＊ ; no reserve price

# ; not examined out of the frame

Lee U-fan

FROM ISLAND 1-8

a series of eight drypoints and lithographs with
carborundum, 1989, on Fabriano Classico, each signed
and dated in pencil, two numbered 27/50, two
numbered 29/50, three numbered 30/50 and one
numbered A.P.7/10, published by Shirota Gallery,
Tokyo, printed by Yasuhisa Kakehashi, the full sheet,
one with tape remaining and staining in places along
the edges on the reverse, otherwise in good condition
1-5：76.0-76.3×51.8-52.0cm
6-8：68.7×51.9-52.0cm
Literature: Abe 122-129

￥3,000,000－4,000,000
Damien Hirst

LOT 32
(P.27)

LOT 33
(P.28)

Butterfly Heart (SMALL)

laminated giclée print on aluminum composite panel,
2020, with the printed signature on the publisher's
label, numbered 1016/3510, published by HENI
Editions, London, generally in good condition
35.0×36.4cm

￥120,000－170,000
Julian Opie

Woman taking off man's shirt, 2003

screenprint in colours, 2003, on wove, from the edition
of an unknown, published by K21 Kunstammlung
Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf, one minor soiling,
otherwise in good condition, framed
Image: 87.5×52.0cm Sheet: 100.0×60.0cm

LOT 34
(P.29)

￥150,000－250,000
Gerhard Richter
Tulips (P17)

diasec-mounted giclée print in colours on aluminum,
2017, numbered 413/500 (there were also 2 A.P.),
published by HENI Editions, London, with their label
and stamp on the reverse, the full sheet, generally in
good condition
36.0×41.0cm

LOT 35
(P.30)

Paper Head 2., from 'Paper Heads'

LOT 36
(P.31)

￥700,000－900,000
Toko Shinoda
QUIETUDE

lithograph with hand colouring, 1990, on wove, signed,
titled and dated in pencil, numbered 7/30, pale time
staining, one faint soiling, some minor folds along the
edges, attached to the support in places on the
reverse, otherwise apparently in good condition,
framed#
Image: 172.2×86.2cm Sheet: 197.6×99.5cm

￥1,000,000－1,500,000
Ay-O
Rainbow Hokusai

the complete set of fifty four screenprints in colours,
1970, one signed and dated in pencil, one numbered
26/90, some with minor scuffs and time staining on
the reverse, otherwise all in good condition, all
contained in the original case
Sheet: 15.0×15.0cm (each)
Literature: Soubunsha 203

￥300,000－400,000

Hat

lithograph in colours with collage, 1982, on Arches,
signed, titled and dated in pencil, inscribed P.P. (the
edition was 100 and 3 A.P.), published by BOX Gallery,
Nagoya, printed by Yoshiaki Shimo-oka, with full
margins, two very pale pinpoint foxmarks in the
margins, with three those on the reverse, otherwise
in good condition, framed
Image: 15.5×22.5cm Sheet: 26.7×33.6cm
Literature: Abe 13

￥500,000－700,000
Yayoi Kusama

Rain in the evening glow

screenprint in colours, 1992, on Arches, signed, titled
and dated in pencil, numbered 32/75 (there were also
12 A.P.), printed by Ryoichi Ishida, with his
blindstamp, with full margins, faint time staining
entirely, pale foxing in places on the reverse,
otherwise in good condition, framed
Image: 52.8×45.5cm Sheet: 61.0×53.5cm
Literature: Abe 171

￥800,000－1,200,000
Yayoi Kusama
Watermelon

screenprint in colours, 1986, on Izumi, signed and
dated in pencil, inscribed A.P. (the edition was 75),
printed by Tokuzo Okabe, with full margins, pale
foxing and tape staining in one area on the reverse,
otherwise in good condition, framed
Image: 46.0×53.5cm Sheet: 54.0×61.8cm
Literature: Abe 91

￥1,000,000－1,500,000

￥500,000－600,000
Julian Opie

laser-cut archival museum board, 2019, signed in ink
on the gallery label affixed to the reverse, numbered
38/50, apparently in good condition, framed#
contained in the frame selected by the artist
83.4×71.1cm
Provenance: Alan Cristea Gallery, London

Yayoi Kusama

LOT 37
(P.31)

Yayoi Kusama
Summer flowers

screenprint in colours, 1990, on Izumi, signed, titled
and dated in pencil, numbered 42/100 (there were also
8 A.P.), printed by Ryoichi Ishida, with his blindstamp,
with full margins, skinning in the lower right corner,
with a tiny pinpoint foxmark on the reverse,
otherwise in good condition, framed
Image: 45.2×52.8cm Sheet: 53.6×61.0cm
Literature: Abe 140

￥800,000－1,200,000
Yayoi Kusama
Field

etching, 1994, on Arches, signed, titled and dated in
pencil, numbered 74/75 (there were also 20 A.P.),
printed by Kihachi Kimura, with his blindstamp, with
full margins, very pale foxmark in places in the
margins, one tiny pinpoint foxing on the reverse,
otherwise in good condition, framed
Image: 29.5×45.2cm Sheet: 45.3×63.0cm
Literature: Abe 193

￥800,000－1,300,000
Yayoi Kusama
Eyes flying in the sky

screenprint in colours, 2006, on Rives, signed, titled
and dated in ink, numbered 66/120 (there were also
16 A.P., 5 H.C.), published by Korea Print Art
Promotion Committee, printed by Ishida Ryoichi, the
full sheet, rippling entirely, attached to the support in
places on the reverse, otherwise in good condition,
framed
Sheet: 76.0×56.0cm
Literature: Abe 354

￥700,000－1,000,000

Appendix
LOT 38
(P.32)

LOT 39
(P.33)

LOT 40
(P.34)

LOT 41
(P.34)

LOT 42
(P.35)

LOT 43
(P.36)

＊ ; no reserve price

# ; not examined out of the frame

Yoshitomo Nara
Over the Rainbow

lithograph in colours, 2005, signed and dated in pencil,
numbered 15/100, with full margins, attached to the
mat on the reverse, otherwise in good condition,
framed
Image: 30.0×23.2cm Sheet: 41.2×31.5cm
Literature: Bijutsu Shuppan-sha Vol.1 E-2005-005

LOT 44
(P.37)

￥2,000,000－3,000,000
Yoshitomo Nara
Over the Rainbow

lithograph in colours, 2005, signed and dated in pencil,
numbered 15/100, with full margins, one pinpoint
foxmark, attached to the mat on the reverse,
otherwise in good condition, framed
Image: 30.0×23.2cm Sheet: 41.2×31.2cm
Literature: Bijutsu Shuppan-sha Vol.1 E-2005-004

￥800,000－1,300,000
Yoshitomo Nara

LOT 45
(P.38)

Cosmic Girl - Eyes Closed

offset lithograph in colours, 2008, from the edition of
500, published by Courtesy Stephen Friedman Gallery,
London, minor soiling at the lower right, very soft
flattened crease at the lower right corner, a few tiny
foxmarks on the reverse, otherwise in good condition,
framed
Image: 68.5×49.2cm Sheet: 72.1×52.2cm

￥300,000－400,000
Yoshitomo Nara

LOT 46
(P.38)

Cosmic Girl - Eyes Open

offset lithograph in colours, 2008, from the edition of
500, published by Courtesy Stephen Friedman Gallery,
London, minor soiling in two areas, a trace of folding
at the lower left corner, otherwise in good condition,
framed
Image: 68.5×49.2cm Sheet: 72.1×52.2cm

￥300,000－400,000
Ayako Rokkaku

LOT 47
(P.39)

Pl.2 from 'Hayaumare March'

screenprint with hand colouring, 2017, on cardboard,
signed and dated in pencil, with the artist's and
gallery's stamp on the reverse, numbered 1/6 from
the special edition (total edition was 66), published by
GALLERY TARGET & contrarede, Tokyo, printed by
360°GRAPHICS, Tokyo, attached to the board on the
reverse, otherwise apparently in good condition,
framed#
44.0×59.4cm
Provenance: GALLERY TARGET, Tokyo
This work is one of the six special editions with hand
colouring from the screenprint portfolio 'Hayaumare
March'

￥1,500,000－2,500,000
Ayako Rokkaku

Pl.3 from 'Hayaumare March'

screenprint with hand colouring, 2017, on cardboard,
signed and dated in pencil, with the artist's and
gallery's stamp on the reverse, numbered 1/6 from
the special edition (total edition was 66), published by
GALLERY TARGET & contrarede, Tokyo, printed by
360°GRAPHICS, Tokyo, attached to the board on the
reverse, otherwise apparently in good condition,
framed#
44.2×59.4cm
Provenance: GALLERY TARGET, Tokyo
This work is one of the six special editions with hand
colouring from the screenprint portfolio 'Hayaumare
March'

￥1,500,000－2,500,000

Ayako Rokkaku

Pl.4 from 'Hayaumare March'

screenprint with hand colouring, 2017, on cardboard,
signed and dated in pencil, with the artist's and
gallery's stamp on the reverse, numbered 1/6 from
the special edition (total edition was 66), published by
GALLERY TARGET & contrarede, Tokyo, printed
by 360°GRAPHICS, Tokyo, attached to the board on
the reverse, otherwise apparently in good condition,
framed#
44.1×59.4cm
Provenance: GALLERY TARGET, Tokyo
This work is one of the six special editions with hand
colouring from the screenprint portfolio 'Hayaumare
March'

￥1,500,000－2,500,000
KYNE
Untitled

screenprint in colours on canvas, 2020, signed and
dated in ink, numbered 19/100, published by
GALLERY TARGET editions, Tokyo, with their
stamp on the stretcher, generally in good condition,
contained in an original box
30.0×30.0cm

￥500,000－700,000
KYNE
Untitled

screenprint on polyester resin, 2020, signed on the
certificate card, numbered 42/50, published by SAI
and GALLERY TARGET, Tokyo, in good condition,
contained in an original box
H.30.0×W.19.7×D.12.0cm
This work was sold with a certificate by SAI and
GALLERY TARGET

￥500,000－700,000
Komatsu Miwa

Moment of Confirmation
mixed media print in colours, 2018, signed in
pencil, numbered 5/50, with full margins, soiling
in places at the lower right of the image, creases
at the upper and lower left corner, otherwise in
good condition, framed
Image: 44.1×53.0cm Sheet: 55.6×64.0cm
Provenance: Whitestone Gallery, Hong Kong/ Tokyo

LOT 48

￥600,000－900,000
Komatsu Miwa

LOT 49

￥600,000－900,000
Komatsu Miwa

LOT 51

￥600,000－900,000
Tsuguharu Foujita

(P.39)

(P.39)

(P.41)

Zodiac divine SPIRIT: Year of the Dragon
mixed media print in colours, 2018, signed in
pencil, numbered 49/50, with full margins, soiling
in two places, with four tape remains on the
reverse, otherwise in good condition, framed
Image: 52.9×52.9cm Sheet: 64.0×63.1cm

Zodiac divine SPIRIT: Year of the Tiger
mixed media print in colours, 2018, signed in
pencil, numbered 38/50, with full margins,
generally in good condition, framed
Image: 52.9×52.9cm Sheet: 63.5×63.0cm

Full View of the Stage Set, for 'Madama
Butterfly' Acts 2 and 3

signed (lower area)
ink on paper
20.3×26.5cm
framed
sold with a certificate by Toobi Certification for Fine
Arts

￥400,000－500,000
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LOT 52
(P.42)

LOT 54
(P.44)

LOT 57
(P.47)

LOT 58
(P.47)

168

LOT 59
(P.48)

LOT 60
(P.50)

＊ ; no reserve price

# ; not examined out of the frame

Chuta Kimura

Banc du jardin à Montauroux

signed (lower area)
titled (on the stretcher)
oil on canvas
painted 1983
60.0×60.0cm
framed
Provenance: Galerie Takarashi, Tokyo
Literature: 'KIMURA', Galerie Takarashi, 1983

￥700,000－900,000
Tsuguharu Foujita

LOT 61
(P.51)

LOT 62
(P.52)

Girls in the Kitchen

pencil on paper
55.5×45.7cm
framed
sold with a certificate by Tokyo Bijutsu Club

￥800,000－1,200,000
André Brasilier
Chevaux qui passent

signed (lower right)
oil on canvas
33.0×55.0cm
framed
The authenticity of this work has been kindly
confirmed by M. Alexis Brasilier
Provenance: Galerie Nichido, Tokyo
Exhibited: 'A ndré Brasilier' Galerie Nichido, Tokyo
and others, April - June 1987, illustrated in the
exhibition catalogue as No.26

￥1,500,000－2,000,000
André Brasilier

LOT 63
(P.52)

LOT 64
(P.53)

Rose du soir

signed (lower right)
oil on canvas
55.0×46.0cm
framed
The authenticity of this work has been kindly
confirmed by M. Alexis Brasilier
Provenance: Galerie Nichido, Tokyo
Exhibited: 'A ndré Brasilier' Galerie Nichido, Tokyo
and others, April - June 1987, illustrated in the
exhibition catalogue as No.30

LOT 65

Soleil couchant

LOT 66

￥1,000,000－1,500,000
Georges Rouault

signed by Isabelle Rouault, stamped 'ATELIER DE
GEORGES ROUAULT' and atelier monogram stamp
'GR' (on the reverse)
oil on paper laid down on canvas
circa 1945
22.8×16.3cm
framed
some cracks, otherwise in good condition
sold with a certificate by Fondation Georges Rouault
Provenance: Galerie taménaga, Paris/Tokyo
Literature: This work will be included in the
forthcoming catalogue raisonné 'Rouault l'œuvre peint
3' edited by Fondation Georges Rouault as No.3543

￥2,500,000－3,500,000
Nobuo Sekine
G15-218 Flying Circle

signed, titled and dated (on the artist's label affixed to
the reverse)
mixed media on paper
executed in 1988
65.0×53.0cm
framed#

￥800,000－1,200,000

(P.53)

(P.54)

LOT 67
(P.55)

Takesada Matsutani
Écriture 95-11

signed (lower right)
titled (on the reverse)
PVA glue and graphite on Japanese paper mounted on
canvas
26.8×21.5cm
framed

￥800,000－1,300,000
Yae Asano
Climate

signed and dated (lower right)
signed and titled (on the stretcher)
oil on canvas
painted in 1957
38.0×45.5cm
framed

￥500,000－700,000
Nobuo Sekine
G15-414 apple

signed, titled and dated (on the artist's label affixed to
the reverse)
mixed media on paper
executed in 1988
65.0×53.0cm
framed#

￥700,000－1,000,000
Yasse Tabuchi
L'ombre des fleurs

signed and dated (lower right)
signed, titled and dated (on the reverse)
oil on canvas
painted in 1961
64.5×80.0cm
framed

￥700,000－1,000,000
Toshinobu Onosato
Work

signed and dated (on the reverse)
oil on canvas
painted in 1980
100.0×100.0cm
framed#

￥600,000－800,000
Masaaki Yamada
Work C.p 147

signed and dated (on the reverse)
with the artist's label affixed to the back of the frame
oil on paper
painted in 1962
78.5×51.0cm
framed#
Provenance: Murayama Gallery, Tokyo

￥800,000－1,300,000
Nobuo Sekine
G30-146 Two Mountains

signed, titled and dated (on the artist's label affixed to
the reverse)
mixed media on paper
executed in 1989
90.0×73.0cm
framed#

￥1,000,000－1,500,000

Appendix
LOT 68
(P.56)

LOT 69
(P.57)

LOT 70
(P.58)

LOT 71
(P.59)

LOT 72
(P.61)

LOT 73
(P.62)

＊ ; no reserve price

# ; not examined out of the frame

Sol Lewitt
Work

signed and dated (lower right)
gouache and graphite on paper
executed in 1990
76.0×57.0cm
framed
The authenticity of this work has been kindly
confirmed by The Estate of Sol Lewitt
Provenance: Gallery Esta Novo, acquired from the
above by the previous owner in 1990

￥1,500,000－2,000,000
Takesada Matsutani

LOT 74
(P.63)

LOT 75
(P.64)

ÉCRITURE 90-1-15

signed, titled, dated and inscribed 'Paris' (on the
reverse)
PVA glue, wood and graphite on canvas and paper
mounted on panel
executed in 1990
43.2×35.0cm
framed

￥2,500,000－3,500,000
Yasse Tabuchi

LOT 76
(P.64)

Sakura ！ Sakura ！ No.1 (diptyque)

signed with initial (lower right)
superieur: signed and titled (on the reverse)
inferieur: signed, titled and dated (on the reverse)
oil on canvas
painted in 1994
146.0×100.0cm
Superieur：65.0×100.0cm Inferieur：81.0×100.0cm
framed
Exhibited: 'Yasse Tabuchi-Jardin Cosmogonique', The
Museum of Modern Art Kamakura, 12 May - 16 June
1996, illustrated in the exhibition catalogue as No.24

LOT 77
(P.65)

￥1,000,000－1,500,000
Nobuo Sekine
G50-122 Mt.Fuji

signed, titled and dated (on the artist's label affixed to
the reverse)
mixed media on paper
executed in 1987
116.7×91.0cm
framed#

LOT 78
(P.66-67)

￥1,500,000－2,000,000
Takesada Matsutani
Stream - 89

signed and dated (upper right)
signed, titled and inscribed 'Paris 89' (on the
stretcher)
PVA glue and graphite on Japon mounted on canvas
executed in 1989
117.0×89.0cm
framed#

￥4,000,000－6,000,000
Henri Michaux

LOT 79
(P.69)

Work

signed with initials (lower left)
watercolour and pastel on paper
painted in 1972
27.8×39.1cm
framed
Provenance: Old Collection of Yoshihisa Tsuruoka/
Galleria Grafica, Tokyo
Exhibited: 'Henri Michaux', Kaneko Art Gallery,
Tokyo, 1982, illustrated in the exhibition catalogue
Literature: 'Collecting Paintings of Henri Michaux',
Chusekisha, 1988, illustrated as No.16

￥350,000－450,000

LOT 80
(P.70)

Kumi Sugai
Plage

signed (lower right)
oil on canvas
45.5×45.5cm
framed#
sold with a certificate by Kumi Sugai Authentication
Committee issued by Japan Art Dealers Association

￥500,000－700,000
Kumi Sugai
Fête

signed (lower centre)
gouache on paper
Image: 57.0×38.0cm Sheet: 64.7×49.8cm
framed
sold with a certificate by Kumi Sugai Authentication
Committee issued by Japan Art Dealers Association

￥200,000－300,000
Kumi Sugai
Le diable

signed and dated (lower right)
gouache on paper
executed in 1956
48.3×43.0cm
framed
sold with a certificate by Kumi Sugai Authentication
Committee issued by Japan Art Dealers Association

￥250,000－350,000
Kumi Sugai
Ligne

signed and dated (lower left)
signed, titled and dated (on the reverse)
oil on canvas
painted in 1967
100.0×81.0cm
framed
Literature: 'SUGAÏ 1952-1975', Bijutsu Shuppan-sha,
1974, illustrated on P.180 as No.7-24

￥1,500,000－2,000,000
Shozo Shimamoto
Untitled

acrylic and broken glass on fabric
executed in 2006
243.0×473.0cm
sold with a certificate by Association Shozo
Shimamoto
Exhibited: 'Shozo Shimamoto-Avantgarde Shock'
Karuizawa New Art Museum, Karuizawa, 29 April 22 September 2016, illustrated as No.7 in the
exhibition catalogue

￥6,000,000－8,000,000
Ayako Rokkaku
Untitled

signed and dated, with another drawing (on the
reverse)
acrylic on cardboard
executed in 2008
81.0×33.0cm
framed
Provenance: Gallery Beniya, Tokyo

￥2,000,000－3,000,000
Kohei Nawa
PixCell - Lapel Pin #2

signed (on the certificate)
mixed media (glass beads)
executed in 2012
H.9.0×W.4.3×D.5.5cm
sold with a certificated by Nomart, Inc.
Exhibited: 'mukiesa? -Art to Wear-', Gallery Nomart,
Osaka, 22 December 2012 - 26 January 2013
motif of 3.1 Phillip Lim 'Fox Lapel Pin'

￥1,200,000－1,700,000
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LOT 81
(P.71)

LOT 82
(P.72)

LOT 83
(P.73)

LOT 84
(P.74)
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LOT 85
(P.76)

LOT 86
(P.76)

LOT 87
(P.77)

LOT 88
(P.77)

＊ ; no reserve price

# ; not examined out of the frame

Ayako Rokkaku
Work

signed and dated (on the reverse)
acrylic on canvas
painted in 2015
24.2×33.3cm
framed

￥1,500,000－2,000,000
Kim Dong-Yoo

Audrey Hepburn vs Gregory Peck

signed with initials and dated (on the side)
oil on canvas
painted in 2017
90.9×72.7cm
framed

￥400,000－600,000
Mr. Doodle
Rainbow

signed and dated (on the canvas sleeve)
acrylic on canvas
painted in 2019
30.0×30.0cm
framed#
Provenance: ANZAI ART OFFICE, Inc., Tokyo

￥1,000,000－1,500,000
Mr. Doodle

(P.78)

(P.78)

LOT 91
(P.79)

LOT 92
(P.79)

LOT 93
(P.80)

Rainbow

signed and dated (on the canvas sleeve)
acrylic on canvas
painted in 2019
30.0×30.0cm
framed#
Provenance: ANZAI ART OFFICE, Inc., Tokyo

￥1,000,000－1,500,000
Izumi Kato

LOT 94
(P.80)

Poster Untitled 1

offset print in colours, 2020, signed and dated in ink,
numbered 12/100, published by Galerie Perrotin,
Paris, the full sheet, generally in good condition
Sheet: 60.1×40.0cm

￥150,000－200,000
Izumi Kato

LOT 95
(P.81)

Poster Untitled 2

offset print in colours, 2020, signed and dated in ink,
numbered 16/100, published by Galerie Perrotin,
Paris, the full sheet, generally in good condition
Sheet: 60.0×40.0cm

￥150,000－200,000
Izumi Kato

LOT 96
(P.81)

Poster Untitled 3

offset print in colours, 2020, signed and dated in ink,
numbered 24/100, published by Galerie Perrotin,
Paris, the full sheet, generally in good condition
Sheet: 73.0×40.0cm

￥150,000－200,000
Akio Ohmori
Dragon in the Frame

bronze and mirror, executed in 2011, signed and dated
in ink on the back of the frame, numbered 19/50,
generally in good condition, framed
sold with a guarantee from D.B.Factory Sculpture
Products with signature, title, date and edition by the
artist
Studio's label is affixed to the outer box
H.35.0×W.60.0×D.5.5cm

LOT 89

LOT 90

￥150,000－200,000
Daniel Arsham

White Crystalized PIKACHU

cast resin and aluminium oxide, executed in 2020,
numbered 162/500 on the holographic label, generally
in good condition, contained in an original box
H.33.0×W.21.5×D.15.5cm

￥300,000－500,000

LOT 97
(P.81)
[set of 2]

Tomoo Gokita
Weight Sensation

pigment print, 2008, on wove, signed in pencil,
numbered 9/25, with full margins, four tape
remaining along the sheet edges on the reverse,
otherwise in good condition, framed
Image: 60.5×45.7cm Sheet: 71.0×53.2cm

￥400,000－500,000
LY
LUV'S Street Station

giclée print in colours, 2020, on cotton rag signa 300
gsm paper, signed in pencil, numbered 3/30, published
by GR Gallery, New York, the full sheet, generally in
good condition
Sheet: 30.4×40.0cm

￥150,000－200,000
Yusuke Hanai
How far we've come.

gicleé print in colours, 2020, on Fine Art Paper,
signed in ink, from the edition of 25, the full sheet,
generally in good condition
Sheet: 42.0×29.7cm

￥150,000－200,000
Meguru Yamaguchi

SPLITTING HORIZON NO.10

lithograph in colours, 2019, on BFK Rives, signed in
pencil, numbered P.P.9/10 (the edition was 99),
published by Print Them All, with their blindstamp,
Paris, the full sheet, generally in good condition
Sheet: 100.0×75.0cm
sold with a certificate by Print Them All

￥350,000－450,000
Meguru Yamaguchi
Shadow Piece #2

giclée print in colours, 2019, on cotton paper, signed in
ink, numbered 8/30, with full margins, generally in
good condition
Image: 54.5×31.5cm Sheet: 61.2×45.7cm

￥200,000－300,000
Bernard Frize
NÉOCI

digital print, 2013, on Fine art 100% cotton paper,
signed in pencil, numbered 131/300, generally in good
condition, framed
Image: 52.0×40.0cm Sheet: 70.1×50.3cm

￥100,000－150,000
Mr.
Sassy

archival pigment print and screenprint in colours,
2020, signed and dated in pencil, numbered 15/100,
with full margins, in good condition
Image: 58.0×48.4cm Sheet: 70.0×60.6cm

￥200,000－300,000
Aya Takano
Let's go, to the battle

archival pigment print and screenprint in colours,
2020, signed and dated in pencil, numbered 38/50,
with full margins, in good condition
Image: 35.3×28.3cm Sheet: 44.1×37.3cm

Doki doki donpen♡

archival pigment print and screenprint in colours,
2020, signed and dated in pencil, numbered 40/50,
with full margins, in good condition
Image: 30.1×40.4cm Sheet: 37.6×48.1cm

￥150,000－200,000

Appendix
LOT 98
(P.82)
[set of 3]

LOT 99
(P.82)
[set of 3]

＊ ; no reserve price

# ; not examined out of the frame

Mr.

The Boy Who Came to Ikebukuro/
Don't go anywhere./ You Girls

LOT 106 Takashi Murakami
Ensō: Facing the Pitch-Black Void/ Ensō: A
(P.86)
World Filled with Light
[set of 2]

￥150,000－200,000
Mr.

LOT 107 Takashi Murakami
Panda Cubs. Hoyoyo, Zzzzz.
(P.86)

a set of three offset prints in colours, 2008/ 2008/ 2007,
each signed and dated in ink, one numbered 201/300
and two numbered 113/300 respectively,
the full sheets, all generally in good condition
Sheet: 50.0×100.0cm/ Sheet: 50.0×100.0cm/
Sheet: 60.0×90.5cm

LOT 108 Takashi Murakami
We Are the Square Jacular Clan 1-10
(P.87)

a set of three offset prints in colours, 2008, each signed
and dated in ink, numbered 75/300, 63/300 and 90/300
respectively, the full sheets, all generally in good
condition
Sheet: 60.0×60.0cm/ Sheet: 68.0×68.0cm/
Sheet: 63.0×88.5cm

It's still a young team/ Starting Over/
Making Things Right

￥150,000－200,000
LOT 100 AI☆MADONNA
(P.83)

risograph print in colours, 2020, numbered 18/20,
published by OIL by Bijyutsu Techo, with full margins,
very pale ink soiling on the reverse (as issued),
otherwise in good condition
Image: 27.2×27.2cm Sheet: 29.7×29.7cm

￥100,000－150,000

a set of three screenprints in colours, 2020, each signed
and dated in pencil, each numbered 54/100, 60/100 and
53/100, the full sheets, all in good condition
Sheet: 50.0×50.0cm (each)

￥400,000－600,000
LOT 102 MADSAKI
Untitled_P4
(P.84)

archival pigment print in colours, 2020, on Canson
Velin, Cotton Rag Paper, signed and dated in pencil,
numbered S.P.15/25 (the total edition was 100), the
full sheet, in good condition
Sheet: 50.0×50.0cm

￥150,000－200,000
LOT 103 Michael Kagan
In memory

screenprint in colours, 2020, signed in pencil, numbered
73/200 (there were also 10 A.P.), printed by Kayrock,
Brooklyn, NY, with full margins, in good condition
Image: 30.4×30.4cm Sheet: 35.5×35.5cm

￥100,000－150,000

LOT 104 Tetsuya Noguchi
'From Medieval with Love'/ PRISM
(P.84)

a set of a mistgraph in colours and specially bound art
book with hand colouring on the cover, 2018, signed in
ink, numbered 46/60, published by Kyuryudo ArtPublishing Co., Ltd., Tokyo, 2018, the full sheet,
apparently in good condition, framed# (selected by the
artist)
Sheet: 38.5×21.0cm Book: 25.6×19.7cm
comes with an original box for the set

￥100,000－150,000

LOT 105 Takashi Murakami
We are the Square Jocular Clan 1-10
(P.85)
[set of 10]

￥150,000－200,000

screenprint in colours, 2020, signed and dated in
pencil, numbered 85/100 (there were also 25 A.P. and
S.P.), with full margins, in good condition
Image: 36.3×33.9cm Sheet: 50.0×50.0cm

￥250,000－350,000

a set of ten offset prints in colours, 2018, each signed
in ink, numbered 73/300, 63/300, 54/300, 70/300,
58/300, 68/300, 67/300, 55/300, 53/300 and 64/300
respectively, the full sheets, all generally in good
condition
Sheet: 47.5×47.5cm (each)

from the series 'I can't remember her face'

LOT 101 MADSAKI
HAPPINESS OVERDOSE YELLOW_P/
(P.83)
HAPPINESS OVERDOSE AZUL MARIANO_P/
[set of 3]
COSMIC OVERDOSE_P

(P.84)

a set of two screenprints in colours, 2018, each signed
and dated in pencil, numbered 51/100 and 52/100
respectively, both with full margins, both in good
condition
Image: 37.3×31.8cm (each) Sheet: 46.8×39.8cm (each)

a set of ten offset prints in colours, 2018, each signed in
ink, five numbered 89/300、two numbered 90/300 and
three numbered 91/300, the full sheets, all in good
condition
φ: 50.0cm (each)

￥500,000－700,000

￥500,000－700,000

LOT 109 Takashi Murakami
And Then×6 (White: The Superflat Method,
(P.88)
Blue and Yellow Ears)/ (White: The Superflat
[set of 4]
Method, Pink and Blue Ears)/ (Red: The
Superflat Method)/ (Blue: The Superflat
Method)

a set of four offset prints in colours, 2013, each signed
in ink, numbered 80/300, 149/300, 133/300 and
134/300 respectively, the full sheets, all in good
condition
Sheet: 50.0×50.0cm (each)

￥250,000－350,000
LOT 110 Takashi Murakami
(P.89)
[set of 3]

Mr. Fujiko F. Fujio and Doraemon Are in the
Field of Flowers/ Doraemon's Daily Life/
Doraemon in the Field of Flowers

a set of three offset prints in colours, 2018, each
signed in ink, with the printed signature of 'Fujiko F.
Fujio', each numbered 703/1000, 665/1000 and
700/1000, all with full margins, all in good condition
Image: 53.9×41.8cm (each) Sheet: 65.5×57.3cm (each)

￥150,000－200,000

LOT 111 Takashi Murakami
Doraemon: Thank You/ Come on! Let's go!/
(P.89)
Hip Hip Hurrah!
[set of 3]

a set of three offset prints in colours, 2018, each
signed in ink, with the printed signature of 'Fujiko F.
Fujio', each numbered 877/1000, 347/1000 and
759/1000, all with full margins, all in good condition
Image: 53.7×42.2cm (each) Sheet: 65.5×57.3cm (each)

￥150,000－200,000

LOT 112 Takashi Murakami
Anywhere Door (Dokodemo Door) in the Field
(P.90)
of Flowers/ We Came to the Field of Flowers
[set of 2]
Through Anywhere Door (Dokodemo Door)!

a set of two offset prints in colours, 2018, each signed
in ink, with the printed signature of 'Fujiko F. Fujio',
each numbered 720/1000 and 706/1000, the full
sheets, both in good condition
Sheet: 60.0×60.0cm (each)

￥100,000－150,000
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＊ ; no reserve price

# ; not examined out of the frame

LOT 113 Takashi Murakami
On an Endless Journey on a Time Machine with
(P.90)
the Author Fujiko F. Fujio/ Many things Await
[set of 2]
Beyond Anywhere Door (Dokodemo Door)
a set of two offset prints in colours, 2018, each signed
in ink, with the printed signature of 'Fujiko F. Fujio',
each numbered 848/1000 and 695/1000,
the full sheets, in good condition
Sheet: 72.0×72.0cm (each)

LOT 114
(P.90)

￥120,000－170,000
Takashi Murakami

screenprint in colours, 2019, signed in pencil,
numbered 78/150, with full margins, pale soiling on
the reverse, otherwise in good condition
Image: 36.6×54.6cm Sheet: 42.0×59.4cm

￥300,000－400,000
LOT 123 Mr. Doodle
Heartland
(P.93)

screenprint in colours, 2020, signed and dated in silver
ink, numbered 26/300, with full margins, several
creases at the edges, with pale soiling on the reverse,
otherwise in good condition
Image: 45.0×86.6cm Sheet: 48.0×90.0cm

A Sketch of Anywhere Door (Dokodemo Door)
and an Excellent Day

screenprint in colours, 2020, signed and dated in
pencil, with the printed signature of 'Fujiko F. Fujio',
numbered 140/300, with full margins, in good
condition
Image: 50.0×50.0cm Sheet: 60.0×60.0cm

￥250,000－350,000
LOT 115 Takashi Murakami
(P.91)

LOT 122 Mr. Doodle
Love Land
(P.93)

December Remembrance

screenprint in colours, 2019, signed and dated in
pencil, numbered 33/100, with full margins, in good
condition
Image: 37.3×30.0cm Sheet: 47.0×38.0cm

￥400,000－600,000
LOT 124 Mr. Doodle
Doodle Party
(P.93)

giclée print, 2018, signed in pencil, numbered 14/150,
with full margins, in good condition
Image: 36.7×53.8cm Sheet: 41.7×56.5cm

￥400,000－600,000

LOT 125 Yoshitomo Nara
A to Z Cup House
(P.94)

a set of seven boxes contains three cups of sake,
executed in 2006
each box is unopened, with discolouration on sake,
otherwise in good condition
Box: 35.0×9.0cm (each)
The unopened outer box contains six sets of 'A to Z
Cup House', comes with one extra. Each set includes
three sake cups made by the brewer Aomori Rokka
Shuzo in collaboration with the 'A to Z' exhibition by
Yoshitomo Nara. Also each cup is printed the
illustration by the artist, packaged in a specially
designed triangular roof box.

￥100,000－150,000
LOT 116 Takashi Murakami
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(P.91)

October Story

LOT 117

￥100,000－150,000
Takashi Murakami

(P.91)
[set of 2]

screenprint in colours, 2019, signed and dated in
pencil, numbered 33/100, a tiny surface dirt in the
upper margin, otherwise in good condition
Image: 37.3×30.0cm Sheet: 47.0×38.0cm

Red Flower Ball/ Flower Ball (3-D) Autumn
2004

a set of two offset prints in colours, 2013, each signed
in ink, each numbered 189/300 and 138/300, the full
sheets, both generally in good condition
φ: 71.0cm (each)

￥150,000－200,000
LOT 118 Takashi Murakami
(P.91)
[set of 2]

Flower Ball Sexual Violet No.1 (3D)/
Flower Ball (3-D) Sequoia sempervirens

a set of two offset prints in colours, 2013, each signed
in ink, each numbered 140/300 and 142/300, the full
sheets, both generally in good condition
φ: 71.0cm (each)

￥80,000－120,000

LOT 126 MEDICOM TOY/ Sync.
Love Rat (Red Ver.): BRANDALISM (Banksy)×
(P.94)
MEDICOM TOY/ Sync.
polystone, 2020, generally in good condition, contained
in an original box
H.25.0×W.33.0×D.17.0cm

￥100,000－150,000

LOT 127 Banksy
Walled Off Hotel (Box Set)
(P.94)

giclée print with a piece of coloured wall in a white
frame selected by the artist, 2017, apparently in good
condition, framed#
H.25.4×W.25.4×D.4.5cm
sold with an invoice issued by THE WALLED OFF
HOTEL

￥150,000－200,000
LOT 119 Mr. Doodle
(P.92)

Orange Fish

LOT 128 Yuki Onodera
"P.N.I" No.12
(P.96)

Blue Robot

＊￥100,000－150,000
LOT 129 Yuki Onodera

￥200,000－300,000
LOT 120 Mr. Doodle
(P.92)

screenprint in colours, 2019, signed and dated in ink,
numbered 76/100, the full sheet, generally in good
condition
Sheet: 35.0×35.0cm

￥200,000－300,000
LOT 121 Mr. Doodle
(P.92)

￥100,000－150,000

screenprint in colours, 2019, signed and dated in ink,
numbered 76/100, the full sheet, pale soiling in places
on the reverse, otherwise in good condition
Sheet: 35.0×35.0cm

Pink Bird

screenprint in colours, 2019, signed and dated in ink,
numbered 75/100, the full sheet, generally in good
condition
Sheet: 35.0×35.0cm

￥200,000－300,000

gelatin silver print, 1998, on fiber base paper, signed,
titled and dated on the back of the frame, numbered
2/6, apparently in good condition, framed#
Image (approx.): 104.0×78.2cm

(P.96)

"C.N.V.I" No.B-1

gelatin silver print, 1998, on fiber base paper, signed,
titled and dated on the back of the frame, numbered
2/5, apparently in good condition, framed#
Image (approx.): 104.0×72.1cm

＊￥100,000－150,000
LOT 130 Yuki Onodera
"Watch your joint" No.5
(P.96)

gelatin silver print, 2004, on fiber base paper, signed,
titled and dated on the back of the frame, numbered
1/7, apparently in good condition, framed#
Image (approx.): 105.0×74.0cm

＊￥100,000－150,000

Appendix

＊ ; no reserve price

# ; not examined out of the frame

LOT 131 Yuki Onodera
"Portraits de Fripes" No.9/ No.13
(P.97)

LOT 136 Miyako Ishiuchi
1・9・4・7 No.10
(P.101)

＊￥100,000－150,000
LOT 132 Yuki Onodera

LOT 137 Yukio Nakagawa
Fusin/ Yayoi
(P.102)

[set of 2]

(P.97)
[set of 2]

a set of two gelatin silver prints, 1994, on fiber base
paper, each signed, titled and dated in pencil on the
reverse, each numbered 1/15, No.9 with a handling
crease at the lower right corner, No.13 with a
skinning at the upper left corner, otherwise both in
good condition
Image：41.5-45.0×41.3cm
Sheet：61.0-61.2×47.5-48.6cm

"Portraits de Fripes" No.19/ No.32

a set of two gelatin silver prints, 1994, on fiber base
paper, each signed, titled and dated in pencil on the
reverse, each numbered 1/15, No.19 with soft creases
at the lower left corner, otherwise both in good
condition
Image: 41.1×41.7cm/ 41.2×41.5cm
Sheet: 60.7×48.0cm/ 60.6×47.6cm

＊￥100,000－150,000
LOT 133 Yuki Onodera
(P.98)
[set of 4]

gelatin silver print, 1996, signed, titled and dated in
pencil on the reverse, generally in good condition,
framed
Sheet: 77.0×105.7cm
Provenance: ZEIT-FOTO SALON, Tokyo
Exhibited: 'EYES of SIX WOMEN', ZEIT-FOTO
SALON, Tokyo, 17 May - 18 June 2016

＊￥200,000－300,000

[set of 2]

＊￥50,000－100,000
LOT 138 Daido Moriyama
Untitled
(P.102)

screenprint on canvas, signed in ink on the reverse,
numbered 3/5, very minor paint shrinkage, hairline
cracks and scratches in the image, hairline cracks
and abrasions along the edges, otherwise in good
condition
48.3×60.0cm

"Oiseaux" No.5

gelatin silver print, 1994, on fiber base paper, signed,
titled and dated in pencil, numbered 2/15, rippling
along the upper and lower edges, with two tape
remains on the reverse, otherwise in good condition
Image: 41.1×41.6cm Sheet: 59.6×47.8cm

"Camera" No.1

gelatin silver print, 1997, on fiber base paper, signed,
titled and dated in pencil, numbered 2/10, one minor
scuff in the image, otherwise in good condition
Image: 42.2×50.0cm Sheet: 47.8×59.0cm

￥300,000－400,000
LOT 139 Kyoko Nagashima
(P.103)
[set of 9]

gelatin silver print, 2000, on fiber base paper, signed,
titled and dated in pencil, numbered 1/12, generally in
good condition
Image: 55.0×35.3cm Sheet: 60.6×48.2cm
gelatin silver print, 1994, on fiber base paper, signed,
titled and dated in pencil, numbered 2/15, soft creases
in the image, rippling along the upper and lower
edges, otherwise in good condition
Image: 41.2×41.6cm Sheet: 60.7×48.5cm

＊￥300,000－500,000

LOT 134 Kazuo Kitai
'Sanrizuka': Farmer/ Day of expropriation/
(P.99)
Airport construction truck
[set of 3]

a set of three gelatin silver prints, one was shooted in
1969 and the others in 1971, each printed in 1987,
signed and dated in ink, with signature, title, date,
date of print and dedication in pencil on the reverse,
'Farmer' with pale time staining, 'A irport construction
truck' with one minor skinning at the left sheet edge,
otherwise all in good condition
Image: 37.6-37.7×25.3-25.5cm
Sheet: 43.0-44.4×30.0-30.6cm

＊￥100,000－150,000
LOT 135 Kazuo Kitai
(P.100)
[set of 3]

The Hall Omomo Fukushima/ 'Otedama' To the
Village, Marriage Day/ Shimokita Peninsula

a set of three gelatin silver prints, each shooted in
1971/ 1974/ 1970, two printed in 1987 and one printed
in 1990, signed and dated in ink, with signature, title,
date and date of print on the reverse, 'The Hall
Omomo Fukushima' with unevenly trimmed (as
issued), otherwise all in good condition
Image: 37.6×25.3cm (each)
Sheet: 43.7-45.0×29.9-30.4cm
Literature: ''Otedama' To the Village, Marriage Day'
illustrated on 'To the village', Kazuo Kitai, Tankousha,
1980

＊￥100,000－150,000

Curve 2000/ Balance beam 1998/ Basement 01,
02 1999/ Hommage to DOJUNKAI
OTSUKAJOSHI APARTMENTS 01, 02 2002/
Chute 2000/ Hallway 1999/ Slow 2001
a set of nine lenticular lens prints, 2003, signed and
dated in ink on the artist's label affixed to the
reverse, six numbered 20/20 and three numbered
4/5, generally all in good condition, framed, all
contained in an original wooden box
18.2×25.7cm (each)

"How to make a Pearl" No.9

"Liquide et Verra" No number

a set of two C-prints, 1988-91/ 1982-89, each signed,
titled and dated on the reverse, one numbered 5/15,
'Yayoi' with four guidelines in ink in the margins and
an accretion on the revere, otherwise in good
condition
Sheet: 55.9×43.5cm/ Sheet: 56.2×45.7cm

￥150,000－250,000

LOT 140 Takashi Homma
TOKYO SUBURBIA - A
(P.104)
[set of 2]

a set of two C-prints, 2007, signed in ink, with
copyright stamps, numbered 12/20, each attached to
the support on the reverse, otherwise both in good
condition
11.8×15.5cm (each) Support: 34.6×23.4cm (each)

￥100,000－150,000
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LOT 141 Jeanloup Sieff
Work
(P.104)
[set of 3]

gelatin silver print, 1973, signed and dated in ink, with
a copyright stamp of 'JEANLOUP SIEFF' on the
reverse, very minor foxing at the lower left, soft
rippling along the edges, otherwise in good condition,
framed
Image: 44.9×30.2cm Sheet: 50.4×40.6cm
Provenance: ZEIT-FOTO SALON, Tokyo

E.J. Bellocq
New Orleans

gelatin silver print, 1911-1913, with the stamp of 'LEE
FRIEDLANDER' on the reverse, printed by Lee
Friedlander, New York, pale foxing in places, some
crease at the upper corner, with minor backboard and
two tape staining on the reverse, otherwise in good
condition, framed
20.1×25.3cm

Jean-Louis Michel

LOT 147 Yutaka Matsuzawa
Work
(P.108)

screenprint in colours, signed in pencil, numbered
43/100, pale time staining, with faint backboard
staining, very minor foxing and soiling in places and
two tape remains on the reverse, otherwise in good
condition, framed
Image: 47.6×31.4cm Sheet: 54.7×37.0cm

￥100,000－150,000

LOT 148 Yutaka Matsuzawa
22222…Ψ
(P.108)

screenprint in colours, 2002, on Japon, signed in
pencil, numbered 4/9, the full sheet, apparently in
good condition, framed#
Sheet: 79.2×54.5cm

￥200,000－300,000
LOT 149 Yae Asano
(P.109)
[set of 3]

Work

gelatin silver print, 1980, signed and dated in pencil, a
small accretion at centre area, soft rippling along the
edges, very minor foxing in places on the reverse,
otherwise in good condition, framed
Image: 33.1×28.2cm Sheet: 40.3×30.8cm

＊￥100,000－150,000
LOT 142 Kumi Sugai
Suite Architecture
(P.106)

the complete set of nine screenprints in colours, 1974,
on Kent, each signed in pencil, each numbered 56/100
(there were also E.A.17), published by Galerie
Brusberg, Hannover, printed by Houns Kähler,
Hannover, the full sheets, each with minor rippling
and faint soiling on the reverse, two with foxing in
places, otherwise all in good condition, contained in
the original case (with minor soiling)
Sheet: 70.0×70.0cm (each)
Literature: Art Dune 227-235
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￥100,000－150,000
LOT 143 Tetsumi Kudo
(P.107)

Work

screenprint in colours, 1974, signed and dated in
pencil, numbered 38/150, the full sheet, small foxing
and soiling along the edges on both sides, several tape
remains on the reverse, otherwise in good condition,
framed
Sheet: 89.2×56.0cm

￥100,000－150,000
LOT 145 Shusaku Arakawa
(P.107)

Within a region of brank

lithograph and screenprint in colours, 1980, signed,
titled, dated and inscribed 'at N.Y. city' in pencil,
numbered 11/48, with full margins, pale time staining
entirely, pinpoint foxmark in places in the margins,
attached to the mat entirely on the reverse, otherwise
apparently in good condition, framed#
Image: 86.5×160.3cm Sheet: 92.0×162.4cm
Literature: Gallery Takagi 69

￥100,000－150,000

LOT 146 Arman
Hommage à Marcel Duchamp
(P.108)

polyester resin, cigar, 1973, with the incised signature,
numbered 71/90, several slight flaking and scuffs,
otherwise in good condition
H.20.2×W.18.3×D.3.2cm

￥100,000－150,000

Code of Hammurabi No.6/ Work 34/ Work 40

a group of three etchings, 1993/ 1978/ 1975,
on Bresdin Japon and wove, each signed in pencil, one
inscribed H.C. and two numbered 3/15 respectively,
all with time staining, foxing on both sides and
backboard staining on the reverse, otherwise all
in good condition, each framed
Image: 23.9×17.9cm/ 17.8×23.5cm/ 23.9×18.1cm
Sheet: 38.9×32.5cm/ 32.5×39.5cm/ 39.6×32.6cm
Provenance: Akira Ikeda Gallery (each)
Literature: Akira Ikeda 47/ 101/ 107

￥100,000－150,000
LOT 160 Shiko Munakata
White hood
(P.116)

woodcut, 1962, on Japon, signed in pencil and sealed,
pale light, time and mat staining, scattered foxmarks
on both sides, a faint moisture stain at the upper left,
a stain at the upper right, tape remains at four
corners and on the reverse, otherwise in good
condition, framed
Image: 9.0×14.0cm Sheet: 20.8×20.6cm
sold with a certificate by the Shiko Munakata
Authentication Committee
Literature: Kodansha Vol.7 No.189

￥700,000－1,000,000
LOT 166 Tsuguharu Foujita
(P.118)

St. Philippe du Roule, from 'La Rivière
enchantée'

etching in colours, 1951, on Arches, from the edition
of 315, published by Bernard Klein, Paris, printed by
Fequet et Baudier, light and time staining, foxing on
both sides, soiling along the edges, two tape remains
on the reverse, otherwise in good condition, framed
Image: 32.2×23.5cm Sheet: 38.0×28.4cm
Literature: Buisson II 51.176

￥200,000－250,000

LOT 167 Tsuguharu Foujita
Rêve d'Opéra, from 'La Rivière enchantée'
(P.118)

etching, 1951, from the edition of 315, three tape
remains and a trace of restoration at the reverse of
the sheet edges, otherwise in good condition, framed
Image: 23.5×29.0cm Sheet: 27.7×38.1cm
Literature: Buisson II 51.176
from a suite of etchings in black and white on Chine

￥300,000－400,000

LOT 168 Tsuguharu Foujita
Place Vendôme, from 'La Rivière enchantée'
(P.118)

etching in colours, 1951, on Arches, from the edition
of 315, published by Bernald Klein, Paris, printed by
Fequet et Bandier, pale light and mat staining, with
backboard staining on the reverse, otherwise in good
condition, framed
Image: 29.0×23.5cm Sheet: 38.0×28.3cm
Literature: Buisson II 51.176

￥200,000－300,000

Appendix
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LOT 169 Pablo Picasso (After)
from 'Imaginary Portraits'
(P.119)

offset lithograph in colours, on wove, numbered
F81/250 (there were also A250), the full sheet, mat
staining, otherwise in good condition, framed
Sheet: 66.0×50.2cm

LOT 175 Marc Chagall
In the Garden
(P.121)

lithograph in colours, 1984, with the stamped
signature and the blindstamp of 'Lithographie
originale Atelier Marc Chagall', inscribed 'Épreuve
d'artiste' (the edition was 50), with full margins, pale
soiling and soft handling crease along the edges, with
minor backboard staining and soiling on the reverse,
otherwise in good condition, framed
Image: 64.7×48.5cm Sheet: 82.0×60.0cm
Literature: Mourlot 1038

￥150,000－200,000

LOT 170 Pablo Picasso
Maison close, Degas avec son album, Célestine,
(P.119)
trois filles, et un pouf Marocain, Pl.87 from 'La
Séries 156'
etching, 1971, on BFK Rives, with the stamped
signature, numbered 27/50 (there were also 15 E.A.),
published by Galerie Louise Leris, Paris, 1978, mat
staining on both sides, foxing in the margins,
otherwise in good condition, framed
Image：36.7×48.9cm Sheet：50.3×64.5cm
Literature: Bloch 1942/ Baer 1951 Ba

￥100,000－150,000

LOT 176 Marc Chagall
Pl.17 from 'Le Cirque'
(P.121)

lithograph in colours, 1967, from the edition of 250
(there was also a signed and numbered edition of 24),
mat staining, tape remains along the edges on the
reverse, with the vertical fold as issued, otherwise in
good condition, framed
Sheet: 42.3×65.0cm
Literature: Mourlot 506/ Cramer Books 68

￥250,000－350,000
LOT 171 Pablo Picasso
L'Étreinte V
(P.119)

etching, 1963, on BFK Rives, signed in pencil,
numbered 30/50, published by Galerie Louise Leiris,
Paris, 1967, faint mat staining on both sides, foxing
and soiling in the image and on the reverse, some
minor creases in the margins, two tape remains at
the upper edge on the reverse, otherwise in good
condition, framed
Image: 34.7×42.4cm Sheet: 50.1×60.3cm
Literature: Bloch 1114/ Baer 1107 Bb1

￥300,000－400,000
LOT 172 Pablo Picasso
(P.120)

Homme Rembranesque à la pipe, Pl.257 from
'Séries 347'

etching, 1968, on BFK Rives, signed in pencil,
numbered 20/50 (there were also 17 E.A.), with full
margins, pale mat staining, very minor foxing in
places in the margins, otherwise in good condition,
framed
Image: 20.9×15.3cm Sheet: 35.0×28.3cm
Literature: Bloch 1737/ Baer 1754 Bb1

￥200,000－300,000
LOT 177 Joan Miró
(P.121)

lithograph in colours, 1974, on Arches, signed in
pencil, numbered 13/50, with full margins, minor fold
at the upper and lower right corners, soiling and tape
staining on the reverse, otherwise in good condition,
framed
Image: 27.0×65.0cm Sheet: 40.0×84.0cm
Literature: Maeght 962/ Cramer Books 188

￥200,000－300,000
LOT 178 Jean-Pierre Cassigneul
(P.122)

￥250,000－350,000

LOT 173 Pablo Picasso
Peintre et sa toile, avec une spectatrice nue de
(P.120)
profil

aquatint, drypoint and burin, 1966, on BFK Rives,
with the stamped signature, numbered 14/50 (there
were also 15 E.A. in Roman numerals), published by
Galerie Louise Leiris, Paris, 1981, light staining, pale
soiling and very minor foxing in the margins, with
faint backboard staining, occasional skinning and tape
staining on the reverse, otherwise in good condition,
framed
Image: 22.5×32.5cm Sheet: 38.0×47.0cm
Literature: Bloch 1400/ Baer 1372 VBa

￥250,000－350,000
LOT 174 Pablo Picasso
(P.120)

Femmes à leur toilette, avec Degas rêvant, Pl.84
from 'Séries 156'
etching, 1971, on BFK Rives, with the stamped
signature, numbered 23/50 (there were also 15 E.A.),
published by Galerie Louise Leiris, Paris, 1981, with
full margins, mat staining on both sides, foxing in two
places in the margins, two tape remains at the upper
edge on the reverse, otherwise in good condition,
framed
Image: 23.0×30.5cm Sheet: 36.5×45.0cm
Literature: Bloch 1939/ Baer 1948 Ba

￥200,000－300,000

Pl.4 from 'Les pénalités de L'enfer ou Les
Nouvelles-Hébrides'

Le verre

lithograph in colours, 1994, on Arches, signed in
pencil, numbered 170/200, with full margins, faint mat
staining in the margins, with pale backboard staining
and four tape remains on the reverse, otherwise in
good condition, framed
Image: 48.8×66.5cm Sheet: 60.3×77.0cm
Literature: Mazo 66

￥100,000－150,000
LOT 179 Antoni Tàpies
un, deux, trois
(P.122)
[set of 3]

etching and carborundum in colours, 1975, on Arches,
signed in pencil, inscribed H.C. (the edition was 75),
published by Maeght, Paris, printed by Atelier
Morsang, Paris, with full margins, mat staining, some
pale foxmarks in places, backboard staining,
otherwise in good condition, framed
Image: 43.6×69.8cm Sheet: 63.0×90.8cm
Literature: Galfetti 497

Esgrafiats damunt negre, from 'the series
Negre i roig'

etching in colours with embossing, 1976, on Guarro,
signed in pencil, numbered 8/75, published and
printed by Ediciones La Poligrafa S.A., Barcelona, the
full sheet, pale light staining, two soft handling
creases along the edges, four tape remains on the
reverse, otherwise in good condition, framed
Sheet: 56.5×75.7cm
Literature: Galfetti 612

Creu i ics

etching and aquatint in colours with carborundum
and resin, 1979, on Guarro, signed in pencil, numbered
73/75, published and printed by Ediciones La
Poligrafa S.A., Barcelona, with full margins, pale mat
staining, some foxmarks on both sides, several tape
remains on the reverse, otherwise in good condition,
framed
Image: 33.8×59.7cm Sheet: 55.9×72.4cm
Literature: Galfetti 713

￥150,000－200,000
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LOT 180 Louis Icart
Perroquets/ Thaïs
(P.124)
[set of 2]

a set of two echings in colours, 1925/ 1927, each
signed in pencil, 'Perroquets' with pale time and mat
staining, foxing and folds in places, small paper loss at
three corners, several tears along the edges, 'Thaïs'
with time and light staining throughout, foxing in
places, the margin is cut into an oval shape, laid
down, otherwise both apparently in good condition,
framed/ framed#
Image: 35.5×47.2cm Sheet: 51.1×65.0cm/
Image: 40.0×51.5cm
Literature: Schiffer 240/ 312

￥150,000－200,000
LOT 181 Louis Icart
(P.124)

lithograph in colours, 1897, signed on the stone,
printed by F. Champenois, Paris, time staining, tear
and soiling in the upper area, scuffs in places, laid
down on mat, otherwise in good condition, framed
Image: 59.7×43.0cm Sheet: 61.8×44.4cm
Literature: Rennert & Weill 22/ Ann Bridges A20/
Soeisha 53

￥200,000－300,000

LOT 188 Alphonse Mucha
Hiver, from 'Les Saisons'
(P.127)

lithograph in colours, 1896, signed on the stone,
printed by F. Champenois, Paris, light staining, small
foxmarks in places on both sides, foxing, rubbing and
frame abrasion along the edges, with backboard
staining and attached to the support on the reverse,
otherwise in good condition, framed
Sheet: 96.3×50.2cm
Literature: Rennert & Weill 18/ Ann Bridges P6/
Soeisha 38

L'escarpolette

etching in colours, 1928, signed in pencil, pale mat
staining, a foxmark in the margin and on several
areas on the reverse, otherwise in good condition,
framed
Image: 50.8×30.2cm Sheet: 66.0×48.8cm
Literature: Schiffer 332

￥100,000－150,000
LOT 182 Louis Icart
(P.125)

LOT 187 Alphonse Mucha
Société Populaire des Beaux-Arts
(P.126)

Coursing III

￥300,000－400,000
LOT 189 Alphonse Mucha
(P.127)

etching in colours, 1930, signed in pencil, time and
mat staining, some foxing and soiling on both sides,
with skinning in places, tape remains and stains along
the edges on the reverse, otherwise in good condition,
framed
Image: 39.0×64.0cm Sheet: 47.0×72.0cm
Literature: Schiffer 402

￥150,000－200,000
LOT 183 Louis Icart
Léda
(P.125)

etching in colours, 1934, signed in pencil, pale time
staining, varnished throughout, some soiling and two
tape remains on the reverse, laid down on cardboard,
otherwise in good condition, framed
Image: 49.7×77.6cm Sheet: 53.6×81.6cm
Literature: Schiffer 436
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￥350,000－450,000

a set of four lithographs in colours on four-panelled
screen, 1899, each signed and dated on the stones,
printed by F. Champenois, Paris, each with time and
light staining throughout, foxing, soiling, rippling and
scuffs, otherwise in good condition, four-panel folding
screens
101.0-102.0×36.5cm (each)
Literature: Rennert & Weill 60/ Ann Bridges P28-31/
Soeisha 125-128

￥100,000－150,000

￥1,000,000－1,500,000

LOT 191 Alphonse Mucha
Têtes Byzantines (Brunette)
(P.129)

lithograph in colours, 1897, signed on the stone, time
and mat staining, foxing and soiling in places, two
small tears at the sheet edges, laid down on mat,
otherwise in good condition, framed
Image: 61.8×44.2cm
Literature: Rennert & Weill 37 Var.2

￥100,000－150,000
LOT 185 Alphonse Mucha
(P.126)

Hiver, from 'Les Saisons'

lithograph in colours, 1896, time staining, a trace of
restoration at the lower right, foxing in places,
rubbing along the edges, a small hole at the upper
centre for hanging, attached to the support on the
reverse, otherwise in good condition, framed
Sheet: 34.0×14.0cm
Literature: Rennert & Weill 18/ Ann Bridges P6/
Soeisha 38 (same design illustrated)

￥100,000－150,000

LOT 186 Alphonse Mucha
Les Chansons Eternelles
(P.126)

lithograph in colours, 1898, signed and dated on the
stone, from the edition of 550, time staining, foxing in
places, some paper losses, tears and folds along the
edges, a small hole at the lower left, with backboard
staining and five tape remains on the reverse, laid
down, otherwise in good condition, framed
Sheet: 27.2×20.5cm
Literature: Ann Bridges L21

￥100,000－150,000

lithograph in colours, 1898, signed on the stone,
printed by F. Champenois, Paris, time and light
staining throughout, minor foxing and soiling in
places, scuffs in places, some paper losses and tear
along the sheet edges, a trace of restoration in the
lower right corner, laid down on cardboard, otherwise
in good condition, framed
Image: 101.8×42.0cm Sheet: 106.5×46.5cm
Literature: Rennert & Weill 46 Var.3/ Ann Bridges
P10/ Soeisha 96

LOT 190 Alphonse Mucha
Heures du jour
(P.128)

LOT 184 Louis Icart
Parfum de Fleurs
(P.125)

etching in colours, 1937, signed in pencil, time and
light staining, occasional foxmarks, with two skinning
and five tape remains on the reverse, otherwise in
good condition, framed
Image: 42.0×62.5cm Sheet: 62.0×82.5cm
Literature: Schiffer 465

L'oeillet, from 'Les Fleurs'

￥300,000－400,000
LOT 192 Alphonse Mucha
(P.129)

Lorenzaccio

lithograph in colours, 1896, signed on the stone, time
and light staining throughout, stamp affixed on upper
area, three folds, foxing, handling creases and tears in
places, with tape remaining along the edges, several
skinning on the reverse, otherwise in good condition,
framed
Image: 97.0×35.3cm Sheet: 104.8×37.5cm
Literature: Rennert & Weill 14 Var.2

￥250,000－350,000

Appendix
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# ; not examined out of the frame

LOT 193 Alphonse Mucha
Aurope
(P.129)

lithograph in colours, 1899, signed and dated on the
stone, printed by F. Champenois, Paris, time and mat
staining, foxing, soiling, tears and scuffs in places, six
tape remains on the reverse, otherwise in good
condition, framed
Image: 46.0×88.0cm Sheet: 58.5×99.3cm
Literature: Rennert & Weill 68/ Ann Bridges P32

￥350,000－450,000

LOT 203 Gallé
Butterfly and Flower Vase
(P.134)

enameled, gold glazing with two applied handles,
signed in gold glaze on the underside, a small crack at
the handle, otherwise in good condition
H.10.0×W.18.6×D.13.0cm

￥100,000－150,000

LOT 204 Gallé
Lake Landscape Vase
(P.134)

cameo glass, acid-etched, with the carved signature
on the side
H.43.0×W.14.0×D.9.1cm

LOT 194 Alphonse Mucha
La Samaritaine
(P.130)

lithograph in colours, 1897, signed on the stone,
printed by F. Champenois, Paris, time staining, tear
and traces of restoration in places, laid down on paper
mounted on panel, otherwise in good condition,
framed
Image: 171.0×54.5cm Sheet: 172.0×58.0cm
Literature: Rennert & Weill 23/ Ann Bridges A15/
Soeisha 59

￥500,000－700,000
LOT 195 Daum
(P.131)

Poppy Vase

vitrification, acid-etched, with the incised signature on
the underside
H.56.1×W.15.0×D.15.0cm

￥300,000－400,000
LOT 196 Daum
(P.131)

Tulip Vase

vitrification, acid-etched, with the carved signature on
the side
H.54.1×W.16.4×D.16.4cm

￥350,000－450,000
LOT 197 Daum
Gooseberry Lamp
(P.132)

colours glass cast, acid-etched, with the carved
signatures at the stem and shade
H.35.0×W.19.4×D.19.4cm

￥500,000－600,000
LOT 198 Daum
(P.133)

Onbell Perfume Bottle

colours glass cast, vitrification, acid-etched, executed
circa 1890-1900, with the incised signature on the
underside
H.9.6×W.5.5×D.5.5cm
Provenance: Majorell, Paris

￥100,000－150,000
LOT 199 Gallé
(P.133)

Flower Vase

with the carved signature on the side
H.15.1×W.11.6×D.8.2cm

￥100,000－150,000

LOT 200 Gallé
Turkish Bellflower Vase
(P.133)

cameo glass, acid-etched, with the carved signature
on the side
H.32.0×W.23.9×D.16.0cm

￥200,000－300,000
LOT 201 Gallé
(P.133)

Fuchsia Vase

cameo glass, acid-etched, fire polish, with the carved
signature on the side
H.19.9×W.11.8×D.8.8cm

￥100,000－150,000
LOT 202 Gallé
Rose Mallow Vase
(P.134)

cameo glass, acid-etched, with the carved signature
on the side
H.46.6×W.16.5×D.16.5cm

￥150,000－200,000

￥200,000－300,000

LOT 205 Jean-Jacques Henner
Nude
(P.136)
signed (lower left)
oil on canvas
55.3×38.2cm
framed

＊￥400,000－500,000
LOT 206 Robert Couturier
(P.136)

Nageuse

with the incised signature and foundry mark 'E.
GODARD CIRE PERDUE' on the underside,
numbered 3/6, bronze
H.28.5×W.55.5×D.8.5cm (excl. pedestal)

￥200,000－250,000
LOT 207 Robert Couturier
(P.136)

Gentille fille

with the carved signature and foundry mark 'E.
GODARD CIRE PERDUE' (on the underside)
numbered 3/6, bronze
H.16.0×W.8.0×D.5.5cm (excl. pedestal)

￥150,000－200,000
LOT 208 André Bauchant
La cueillette
(P.137)

signed (lower centre)
oil on board
54.0×80.6cm
framed
sold with a certificate by Mme Dina Vierny
Literature: 'A ndré Bauchant Catalogue Raisonné',
Dina Vierny, Benteli Verlags AG, Bern, 2005,
illustrated on P.551
as No.B2-06

￥400,000－500,000

LOT 209 Eugène Baboulène
Nu au paravent japonais
(P.137)

signed (lower right)
signed, titled and dated (on the reverse)
oil on canvas
painted in 1975
54.5×65.3cm
framed
Provenance: Galerie Taménaga, Paris/ Tokyo

￥150,000－200,000
LOT 210 André Cottavoz
Muguets
(P.137)

signed (lower right)
signed, titled and dated (on the reverse)
oil on board
painted in 2003
38.0×19.6cm
framed#
sold with a certificate by M. Florent Cottavoz

￥200,000－300,000
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LOT 211 Jean Fusaro
Quatuor Amadeus
(P.138)

signed (lower right)
signed, titled and dated (on the reverse)
oil on canvas
painted in 1973
22.0×27.0cm
framed
Provenance: Galerie Taménaga, Paris/ Tokyo,
Mitsukoshi, Japan

LOT 218 Rotraut Klein-Moquay
Untitled
(P.140)

signed, dated and with the artist's hand print (on the
reverse)
plaster, acrylic and glitter on panel
executed in 1987
61.0×61.5cm
Provenance: Pascal de Sarthe Gallery, San Francisco
Exhibited: 'Rotraut, New Paintings', Pascal de Sarthe
Gallery, San Francisco, December 1987 - January
1988, illustrated in the exhibition catalogue on P.13
*Rotraut Klein-Moquay: 1938- (Germany), Yves Klein's
widow

￥100,000－150,000
LOT 212 Roland Oudot
Place de village
(P.138)

signed (lower left)
oil on canvas
60.0×81.0cm
framed
Provenance: Galerie Taménaga, Paris

￥100,000－150,000
LOT 220 Akira Tanaka
(P.142)

￥100,000－150,000

LOT 213 Georgette Tave
Le chemin aux Heriotropes
(P.138)

signed (lower left and on the reverse)
titled (on the stretcher)
oil on canvas
65.0×92.0cm
framed

￥100,000－150,000

signed (lower area)
signed and titled (on the stretcher)
oil on canvas
painted in 1985
30.0×30.0cm
framed
sold with a certificate by Chuta Kimura
Authentication Committee

178

Bouquet sur la péniche (La Saône)

signed (lower right)
signed and titled (on the reverse)
oil on canvas
50.0×61.0cm
framed
Provenance: Galerie Taménaga, Paris/ Tokyo

￥250,000－350,000
LOT 215 Bernard Charoy
(P.139)

Work

signed (lower left)
oil on canvas
64.5×53.5cm
not framed
Provenance: Private collection, France

￥250,000－350,000
LOT 216 Jean Fusaro
(P.139)

La Seine à contre-jour

signed (lower right)
signed and titled (on the reverse)
oil on canvas
60.0×81.0cm
framed

￥400,000－600,000
LOT 217 Paul Aïzpiri
(P.140)

L'oiseleur

signed (lower right)
gouache on paper
Image (approx): 48.8×42.4cm
framed#
sold with a certificate by Association Paul Aïzpiri
Provenance: Private collection, France

￥150,000－250,000

signed (lower right)
signed and titled (on the reverse)
oil on canvas
27.3×41.0cm
framed

LOT 222 Chuta Kimura
Crossroads
(P.143)

￥100,000－150,000
LOT 214 Jean Fusaro
(P.139)

Mother and Child

￥400,000－500,000
LOT 223 Chuta Kimura
Seaside
(P.143)

signed (lower left)
inscribed 'seaside' (on the reverse)
16.0×22.0cm
framed

￥200,000－250,000
LOT 224 Shizu Shimada
(P.144)

Blue Symphony

signed and dated (lower right)
signed, titled and dated (on the reverse)
acrylic on canvas
painted in 1973
65.0×81.0cm
framed

￥150,000－200,000
LOT 225 Kenzo Okada
A Figure
(P.144)
signed (lower left)
oil on canvas
painted in 1981
53.5×45.8cm
framed

￥150,000－200,000
LOT 226 Toshimitsu Imai
Felicitation of the Brilliant Leaves
(P.144)
signed, sealed and dated (lower right)
signed and titled (on the reverse)
mixed media on paper
executed in 1985
70.2×99.8cm
framed

￥200,000－300,000

Appendix

＊ ; no reserve price

# ; not examined out of the frame

LOT 227 Takesada Matsutani
Work
(P.145)

signed and dated (lower right)
signed, dated and inscribed 'Paris' (on the reverse)
graphite, PVA glue and wood
executed in 2013
H.26.0×W.13.0×D.6.0cm

LOT 235 Nobuo Sekine
G4-41 Moonlight
(P.151)

signed, titled and dated (on the artist's label affixed to
the reverse)
mixed media on paper
executed in 1992
33.0×24.0cm
framed#

￥500,000－700,000
LOT 228 Shin Kuno
Steel Work
(P.146)

with the incised signature (lower right)
signed, titled, dated and inscribed '#193' (on the
reverse)
steel on panel
executed in 1972
H.90.9×W.73.1×D.6.0cm
Provenance: Sakura Gallery, Nagoya

￥150,000－200,000
LOT 229 Nobuo Sekine
(P.146)

B6-37 Window of Chaos

￥350,000－450,000

LOT 237 Tadaaki Kuwayama
Work
(P.152)

signed and dated (lower right)
oil on paper
painted in 1989
76.0×57.2cm
framed#

￥250,000－350,000

LOT 238 Sadamasa Motonaga
Untitled
(P.152)

signed and dated (lower left)
watercolour on postcard
executed in 1968
14.5×9.5cm
framed
sold with a certificate by the Motonaga Archive
Research Institution Ltd.
Exhibited: 'Microcosmos: Sadamasa Motonaga',
Galleria Grafica, Tokyo, 18 - 27 December 1970, 4 - 13
January 1971

signed, titled and dated (on the artist's label affixed to
the reverse)
mixed media on paper
executed in 1989
31.8×41.5cm
framed#
Provenance: Umi Gallery, Tokyo

￥350,000－450,000
LOT 230 Toshimitsu Imai
Work
(P.147)

signed and dated (lower right)
acrylic and gold leaf on paper
executed in 1983
72.5×54.4cm
framed

￥350,000－450,000
LOT 231 Key Hiraga
Negi-Bozu
(P.147)

signed and dated (lower right)
acrylic on canvas
painted in 1982
33.4×24.3cm
framed
sold with a Key Hiraga's artwork registration card
Provenance: Fuma Contemporary Tokyo, Tokyo

￥250,000－300,000
LOT 232 Manabu Mabe
(P.148)

Champion

signed and dated (lower left)
oil on canvas
painted in 1993
53.0×45.5cm
framed

￥300,000－400,000
LOT 233 Manabu Mabe
(P.148)

Journey

signed and dated (lower left)
signed, titled, dated and inscribed 'Tokyo' (on the
reverse)
oil on canvas
painted in 1975
53.0×65.0cm
framed

￥250,000－350,000
LOT 234 Shin Kuno
Steel Work
(P.149)

with the incised signature (lower right)
signed, titled, dated and inscribed '#158' (on the
reverse)
steel on panel
executed in 1972
H.160.0×W.120.7×D.5.0cm

￥300,000－500,000

￥100,000－150,000
LOT 240 Key Sato
Face (Mirror)
(P.153)

signed (lower left)
oil on board
38.0×28.2cm
framed

￥150,000－200,000
LOT 241 Tomoharu Murakami
(P.153)

Work

signed and dated (on the reverse)
oil and pencil on paper
executed in 1980
Paper: 24.0×30.0cm
framed

￥200,000－300,000

LOT 242 Kazumi Nakamura
Work
(P.153)

signed and dated (lower left)
oil on paper
painted in 2005
19.0×15.0cm
framed

￥100,000－150,000
LOT 243 Kohei Nawa
(P.155)

Synthesis Grid

signed (on the mat)
acrylic on paper
16.0×9.0cm
framed
This drawing was enclosed in the exhibition catalogue
'Kohei Nawa - SYNTHESIS' (MUSEUM OF
CONTEMPORARY ART TOKYO, 11 June - 28
August, 2011). The present owner acquired Nawa's
signature and framed it.

￥100,000－150,000
LOT 244 Kohei Nawa
Line-Fragment #46
(P.155)

signed (on the certificate)
acrylic on paper mounted on acrylic board
executed in 2008
H.36.5×W.29.8×D.2.5cm
sold with a certificate by SANDWICH Inc.
Provenance: SCAI THE BATHHOUSE, Tokyo

￥350,000－450,000
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LOT 245 Maki Hosokawa
Engineers at 3p.m.
(P.155)

signed, titled and dated (on the reverse)
acrylic on canvas
painted in 2019
65.2×91.0cm
Provenance: Gallery Cellar, Tokyo

LOT 257 Lou Zhenggang
Hogetsu
(P.160)
[set of 2]

￥300,000－400,000

LOT 246 Mr. Doodle
A Piece of 'Doodlings'
(P.156)

signed and dated (on the canvas sleeve)
acrylic on canvas
painted in 2019
15.2×15.2cm
framed#
Provenance: ANZAI ART OFFICE, Inc., Tokyo

￥400,000－600,000
LOT 247 Chiezo Taro
(P.156)

Robot

signed and dated (on the reverse)
oil on canvas
painted in 1997
61.0×50.0cm
Provenance: Koyama Tomio Gallery, Tokyo

Poem by Wang Wei in Cursive Script

signed and sealed (lower left)
Indian ink on paper
65.7×48.8cm
scrolled
contained in the artist's certificate wooden case with
signature, seal and title

￥100,000－150,000
LOT 258 Lou Zhenggang
(P.161)
[set of 3]

signed, titled and dated (on the reverse)
oil on canvas
painted in 2008
145.0×112.0cm
Provenance: Bunkamura Gallery, Tokyo

Clear Ice

signed and sealed (left side)
Indian ink on paper
34.0×68.0cm
framed#

￥100,000－150,000
180

signed and sealed (upper left)
signed, dated and with a message to a new owner (on
the reverse)
acrylic and gold pigment on paperboard
executed in 2016
27.1×24.1cm

￥100,000－150,000

LOT 259 Lou Zhenggang
Subtle and Profound Song
(P.162)
[set of 2]

￥100,000－150,000
LOT 256 Lou Zhenggang
(P.160)
[set of 3]

Suigetsu

signed and sealed (left side)
Indian ink on paper
68.0×34.3cm
scrolled
contained in the artist's certificate wooden case with
signature, seal and title

Familiar with Poetry and Shu-jing

signed and sealed (lower area)
Indian ink on paper
executed in 1990
104.3×34.2cm
scrolled
contained in the artist's certificate wooden case with
signature, seal and title

￥100,000－150,000

signed and sealed (right side)
pigment on paper
59.4×79.0cm
framed#

Orchid Scent

signed and sealed (left side)
pigment on paper
44.0×59.5cm
framed#

Calligraphy in Cursive Script

signed and sealed (left side)
Indian ink on paper
68.5×49.0cm
scrolled
contained in the artist's certificate wooden case with
signature, seal and title

signed and sealed (left side)
Indian ink on paper
34.0×68.0cm
framed#
signed and sealed (left side)
Indian ink on paper
68.0×45.5cm
framed#

Ｕntitled

LOT 249 Riusuke Fukahori
Work
(P.157)

Clean the Mind

Sky

￥100,000－150,000
LOT 248 Masaaki Suzuki
(P.157)

signed and sealed (left side)
Indian ink on paper
68.3×33.9cm
scrolled
contained in the artist's certificate wooden case with
signature, seal and title

￥150,000－200,000
LOT 260 Lou Zhenggang
Turning
(P.163)
[set of 2]

signed and sealed (right side)
pigment on paper
58.4×78.5cm
framed#

Autumn Rhyme

signed and sealed (lower right)
pigment on paper
44.3×59.5cm
framed#

￥150,000－200,000
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靉嘔

AY-O

1931-

LOT 31 (P.27)

愛☆まどんな

AI☆MADONNA

1984-

LOT 100 (P.83)

浅野 弥衛

ASANO, Yae

1914-1996

LOT 62, 149 (P.52, 109)

荒川 修作

ARAKAWA, Shusaku

1936-2010

LOT 145 (P.107)

石内 都

ISHIUCHI, Miyako

1947-

LOT 136 (P.101)

今井 俊満

IMAI, Toshimitsu

1928-2002

LOT 226, 230 (P.144, 147)

梅原 龍三郎

UMEHARA, Ryuzaburo

1888-1986

LOT 56 (P.46)

大森 暁生

OHMORI, Akio

1971-

LOT 88 (P.77)

岡田 謙三

OKADA, Kenzo

1902-1982

LOT 225 (P.144)

オノサト トシノブ

ONOSATO, Toshinobu

1912-1986

LOT 65 (P.53)

オノデラ ユキ

ONODERA, Yuki

1962-

LOT 128-133 (P.96-98)

加藤 泉

KATO, Izumi

1969-

LOT 85-87 (P.76-77)

加山 又造

KAYAMA, Matazo

1927-2004

LOT 161-163 (P.117)

北井 一夫

KITAI, Kazuo

1944-

LOT 134-135 (P.99-100)

KYNE

KYNE

1988-

LOT 45-46 (P.38)

木村 圭吾

KIMURA, Keigo

1944-

LOT 253-254 (P.159)

木村 忠太

KIMURA, Chuta

1917-1987

LOT 52, 222-223 (P.42, 143)

草間 彌生

KUSAMA, Yayoi

1929-

LOT 32-37 (P.27-31)

工藤 哲巳

KUDO, Tetsumi

1935-1990

LOT 143 (P.107)

久野 真

KUNO, Shin

1921-1999

LOT 228, 234 (P.146, 149)

熊谷 守一

KUMAGAI, Morikazu

1880-1977

LOT 255 (P.159)

桑山 忠明

KUWAYAMA, Tadaaki

1932-

LOT 237 (P.152)

児玉 幸雄

KODAMA, Yukio

1916-1992

LOT 221 (P.142)

駒井 哲郎

KOMAI, Tetsuro

1920-1976

LOT 144 (P.107)

小松 美羽

KOMATSU, Miwa

1984-

LOT 47-49 (P.39)

五木田 智央

GOKITA, Tomoo

1969-

LOT 90 (P.78)

斎藤 清

SAITO, Kiyoshi

1907-1997

LOT 150-155 (P.111-112)

佐藤 敬

SATO, Key

1906-1978

LOT 240 (P.153)

篠田 桃紅

SHINODA, Toko

1913-

LOT 30 (P.26)

篠田 守男

SHINODA, Morio

1931-

LOT 236 (P.151)

嶋田 しづ

SHIMADA, Shizu

1923-

LOT 224 (P.144)

（五十音順）
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嶋本 昭三

SHIMAMOTO, Shozo

1928-2013

LOT 78 (P.66-67)

菅井 汲

SUGAI, Kumi

1919-1996

LOT 74-77, 142 (P.63-65, 106)

鈴木 雅明

SUZUKI, Masaaki

1981-

LOT 248 (P.157)

鈴木 政輝

SUZUKI, Masateru

1924-

LOT 251 (P.158)

関根 伸夫

SEKINE, Nobuo

1942-2019

LOT 60, 63, 67, 71, 229, 235 (P.50, 52, 55, 59, 146, 151)

タカノ 綾

TAKANO, Aya

1976-

LOT 97(P.81)

竹内 浩一

TAKEUCHI, Koichi

1941-

LOT 252 (P.158)

田中 阿喜良

TANAKA, Akira

1918-1982

LOT 220 (P.142)

田淵 安一

TABUCHI, Yasse

1921-2009

LOT 64, 70 (P.53, 58)

太郎 千恵藏

TARO, Chiezo

1962-

LOT 247 (P.156)

東郷 青児

TOGO, Seiji

1897-1978

LOT 50, 53 (P.41, 43)

中川 幸夫

NAKAGAWA, Yukio

1918-2012

LOT 137 (P.102)

中村 一美

NAKAMURA, Kazumi

1956-

LOT 242 (P.153)

永島 京子

NAGASHIMA, Kyoko

1970-

LOT 139 (P.103)

奈良 美智

NARA, Yoshitomo

1959-

LOT 38-41, 125 (P.32-34, 94)

名和 晃平

NAWA, Kohei

1975-

LOT 80, 243-244 (P.70, 155)

野口 哲哉

NOGUCHI, Tetsuya

1980-

LOT 104 (P.84)

花井 祐介

HANAI, Yusuke

1978-

LOT 92 (P.79)

東山 魁夷

HIGASHIYAMA, Kaii

1908-1999

LOT 156-159 (P.113-115)

平賀 敬

HIRAGA, Key

1936-2000

LOT 231 (P.147)

平山 郁夫

HIRAYAMA, Ikuo

1930-2009

LOT 55 (P.45)

深堀 隆介

FUKAHORI, Riusuke

1973-

LOT 249 (P.157)

藤田 嗣治

FOUJITA, Tsuguharu

1886-1968

LOT 51, 54, 166-168 (P.41, 44, 118)

舟越 桂

FUNAKOSHI, Katsura

1951-

LOT 164-165 (P.117-118)

細川 真希

HOSOKAWA, Maki

1980-

LOT 245 (P.155)

細川 護熙

HOSOKAWA, Morihiro

1938-

LOT 250 (P.157)

ホンマタカシ

HOMMA, Takashi

1962-

LOT 140 (P.104)

MADSAKI

MADSAKI

1974-

LOT 101-102 (P.83-84)

松沢 宥

MATSUZAWA, Yutaka

1922-2006

LOT 147-148 (P.108)

松谷 武判

MATSUTANI, Takesada

1937-

LOT 61, 69, 72, 227 (P.51, 57, 61, 145)

マナブ 間部

MABE, Manabu

1924-1997

LOT 232-233 (P.148)

ミスター

MR.

1969-

LOT 96, 98-99 (P.81-82)
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（五十音順）

棟方 志功

MUNAKATA, Shiko

1903-1975

LOT 160 (P.116)

村上 隆

MURAKAMI, Takashi

1962-

LOT 105-118 (P.85-91)

村上 友晴

MURAKAMI, Tomoharu

1938-

LOT 241 (P.153)

MEDICOM TOY/ Sync.

MEDICOM TOY/ SYNC.		

LOT 126 (P.94)

元永 定正

MOTONAGA, Sadamasa

1922-2011

LOT 238 (P.152)

森山 大道

MORIYAMA, Daido

1938-

LOT 138 (P.102)

山口 長男

YAMAGUCHI, Takeo

1902-1983

LOT 239 (P.152)

山口 歴

YAMAGUCHI, Meguru

1984-

LOT 93-94 (P.80)

山田 正亮

YAMADA, Masaaki

1929-2010

LOT 66 (P.54)

吉田 博

YOSHIDA, Hiroshi

1876-1950

LOT 219 (P.142)

LY

LY		

LOT 91 (P.79)

ロッカク アヤコ

ROKKAKU, Ayako

LOT 42-44, 79, 81 (P.35-37, 69, 71)

1982-

海外作家他

（アルファベット順）

ポール・アイズピリ

AÏZPIRI, Paul

1919-2016

LOT 217 (P.140)

アルマン

ARMAN

1928-2005

LOT 146 (P.108)

ダニエル・アーシャム

ARSHAM, Daniel

1980-

LOT 89 (P.78)

ウジェーヌ・バブレーヌ

BABOULÈNE, Eugène

1905-1994

LOT 209 (P.137)

バンクシー

BANKSY

1973-

LOT 127 (P.94)

アンドレ・ボーシャン

BAUCHANT, André

1873-1958

LOT 208 (P.137)

E.J. ベロック

BELLOCQ, Earnest James

1873-1949

LOT 141 (P.104)

アンドレ・ブラジリエ

BRASILIER, André

1929-

LOT 57-58 (P.47)

ジャン=ピエール・カシニョール

CASSIGNEUL, Jean-Pierre

1935-

LOT 178 (P.122)

マルク・シャガール

CHAGALL, Marc

1887-1985

LOT 1-2, 175-176 (P.8-9, 121)

ベルナール・シャロワ

CHAROY, Bernard

1931-

LOT 215 (P.139)

クリスト

CHRISTO

1935-2020

LOT 10-11 (P.15)

アンドレ・コタボ

COTTAVOZ, André

1922-2012

LOT 210 (P.137)

ロベール・クチュリエ

COUTURIER, Robert

1905-2008

LOT 206-207 (P.136)

ドーム

DAUM

ベルナール・フリズ

FRIZE, Bernard

1954-

LOT 95 (P.81)

ジャン・フサロ

FUSARO, Jean

1925-

LOT 211, 214, 216 (P.138-139)

LOT 195-198 (P.131-133)
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ガレ

GALLÉ

ジャン＝ジャック・エンネル

HENNER, Jean-Jacques

1829-1905

LOT 205 (P.136)

ダミアン・ハースト

HIRST, Damien

1965-

LOT 26 (P.24)

ディヴィッド・ホックニー

HOCKNEY, David

1937-

LOT 12-13 (P.16)

ルイ・イカール

ICART, Louis

1888-1950

LOT 180-184 (P.124-125)

マイケル・ケーガン

KAGAN, Michael

1980-

LOT 103 (P.84)

金 東囿

KIM, Dong-Yoo

1965-

LOT 82 (P.72)

ロトラウト・クライン＝モキー

KLEIN-MOQUAY, Rotraut

1938-

LOT 218 (P.140)

李 禹煥

LEE, U-fan

1936-

LOT 21-25 (P.20-23)

ソル・ルウィット

LEWITT, Sol

1928-2007

LOT 9, 68 (P.14, 56)

ロイ・リキテンシュタイン

LICHTENSTEIN, Roy

1923-1997

LOT 14 (P.17)

婁 正綱

LOU, Zhenggang

1966-

LOT 256-260 (P.160-163)

アンリ・ミショー

MICHAUX, Henri

1899-1984

LOT 73 (P.62)

ジャン＝ルイ・ミシェル

MICHEL, Jean-Louis

1926-

LOT 141 (P.104)

ジョアン・ミロ

MIRÓ, Joan

1893-1983

LOT 177 (P.121)

ロバート・マザウェル

MOTHERWELL, Robert

1915-1991

LOT 15-16 (P.18)

ミスター・ドゥードゥル

Mr DOODLE

1994-

LOT 83-84, 119-124, 246 (P.73-74, 92-93, 156)

アルフォンス・ミュシャ

MUCHA, Alphonse

1860-1939

LOT 185-194 (P.126-130)

ジュリアン・オピー

OPIE, Julian

1958-

LOT 27, 29 (P.24-25)

ロラン・ウドー

OUDOT, Roland

1897-1981

LOT 212 (P.138)

パブロ・ピカソ

PICASSO, Pablo

1881-1973

LOT 3- 7, 169-174 (P.9-12, 119-120)

ゲルハルト・リヒター

RICHTER, Gerhard

1932-

LOT 28 (P.24)

ジョルジュ・ルオー

ROUAULT, Georges

1871-1958

LOT 59 (P.48)

ジャンルー・シーフ

SIEFF, Jeanloup

1933-2000

LOT 141 (P.104)

フランク・ステラ

STELLA, Frank

1936-

LOT 8 (P.14)

アントニ・タピエス

TÀPIES, Antoni

1923-2012

LOT 179 (P.122)

ジョルジェット・タヴェ

TAVE, Georgette

1925-2008

LOT 213 (P.138)

アンディ・ウォーホル

WARHOL, Andy

1928-1987

LOT 17, 18-20 (P.18-19)

LOT 199-204 (P.133-134)
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マレットオークション規約
株式会社マレットジャパン
（以下、
「当社」という。
）が、マレットオークションその他の名称のも
とに行う美術品等の競売（オークション）は、本規約に従い行われます。競売品の売却を委
託する者、競売品の買受けを希望する者、当社との間で売買契約が成立した者およびその
他関係者は、本規約を承認し、これに従わなければなりません。ただし、当社との間で別
途の合意がある場合には、その合意が優先します。
第一章

競売
（オークション）
対象品等

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

競売
（オークション）

5 登録および参加方法
①
競売に参加を希望する者は、事前に、もしくは競売当日の会場受付にて、当社の指示に

従い、所定の書式に住所、氏名および必要事項を記載して提出する方法（以下「一般登録」
という。
）
、または、事前に当社ホームページ上の所定のフォームに住所、氏名および必要事
項を記載して送信する方法
（以下「オンライン登録」という。
）によって登録を行い、当社が定め
る図録（カタログ）の費用および登録費を納入することにより参加できます。競売は、
「パドル
提示」
、
「電話入札」
、
「書面入札」
、または
「オンライン入札」
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。
②
日本国内に住所または居所を有しない自然人及び日本国内に主たる事務所を有しない法人
（以下
「国外買受希望者」
という。
）
は、①の登録を行うことができません。国外買受希望者は、
必ず、第四章の規定にしたがって、当社の指定する受託業者である株式会社マレットインタ
ーナショナル（以下「マレットインターナショナル」という。
）に対して、自らの希望する入札指示
価格に基づいて競売に参加し、入札することを委託するとともに、入札指示価格による落札
を条件として、マレットインターナショナルから20-(2)の規定に基づき算定した価格によって希
望商品を買受ける旨の契約
（以下
「入札委託及び売買契約」
という。
）
を締結し、希望商品の買
受を申し入れる方法によって競売に参加しなければなりません。
④
事前に登録した参加希望者は、
当日受付にて登録の確認を受けなければなりません。その際、
当社は身分を証明できるものの提示を求めることができ、求められた者は、それを提示しな
ければなりません。登録の確認ができないときは当社の裁量により会場への入場を拒否する
ことができます。
6 パドル
①
当社は、登録した者に対し、競売の日の当日、会場受付においてパドルを交付し、貸与します。
②
競売参加者は、自らのパドルの番号を常時認識し、競売人が随時述べるパドル番号に注意
を払わなければなりません。また、競売人によりパドルを見やすく揚げるよう求められたとき
は、直ちにその指示に従わなければなりません。
③
競売参加者は、パドルを紛失したときは直ちに会場内の当社係員に通知しなければなりませ
ん。また、競売終了時または、途中退場時には、直ちにパドルを当社に返還しなければなり
ません。
④
競売参加者は、パドルを善良なる管理者の注意および責任をもって取り扱わなければならず、
一切貸借してはいけません。また、紛失、盗難、貸借等により起こりうる事故等については
競売参加者が自らその責任を負い、当社は一切その責任を負いません。
7 競売
（オークション）
の方法
①
競売（オークション）は、当社が選任する競売人（オークショニア）の進行のもとで競り上げ方
式により行われ、競りの第一声および競り上げ幅に関しては、競売人の自由裁量とします。
なお、競り上げ価格には、当社の手数料、手数料に対する消費税およびその他諸経費（運
送費用等。以下同じ。
）
を含まない価格とし、競売参加者は、落札し売買契約が成立した際は、
当社に対し落札価格に対する所定の手数料、手数料に対する消費税およびその他諸経費を
合わせた金額を支払うべきことをあらかじめ承認します。
②
競売参加者は、当社から承認を受け、登録された者とします。また、競売売却委託者と事
前に同意が交わされた場合を除き、当社は、売却委託者の名前を公表せず、最低売却価格
（リザーブ価格）
の設定がある場合であっても、その価格を公表しません。
③
競売人は、最低売却価格に達するまで、競売人の自由裁量で、自ら競売に参加することが
できます。
④
競売参加者の間、または競売人と競売参加者との間で紛争が生じた場合は、再競売、また
は競売人の判断をもって最終の落札者を決定し、競売関係者は、すべてその決定に従わな
ければなりません。また、競売人は、あらゆる買受けの申し出に対し競売人の自由裁量でこ
れを拒否することができます。
⑤
競売参加者は、あらかじめ当社に対し別の者の代理人もしくは使者として参加を希望する旨
を書面によって通知し、当社がその旨を書面で承認した場合を除き、本人として参加を希望
したものとします。なお、複数の者が共同の名義により出品作品の買受けの申し出をするこ
とはできません。
⑥
落札希望者は、交付されたパドルを競売人に判別しやすいように揚げること、ジェスチャー
等によって落札の意志を競売人へ伝達します。落札希望者は、自らの判断で競売人へ伝達
がなされていないと判断したときは、直ちに競売人の注目をひくべき行動をしなければなりま
せん。
⑦
落札希望者は、より高額な落札希望があるまで、その競り上げ価格に拘束され、より高額
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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。
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8 書面入札、オンライン入札、及び電話入札
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直接参加する他、書面、オンラ
イン、または電話により入札する方法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。オンラインによる入札の方法により競
売への参加を希望する者は、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なければなりません。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
当社がオンライン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。書面お
よびオンライン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。
③
書面による入札は、下見会会期中に直接会場で申込みをする他、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営業日前までに当社宛必着とします。
オンラインによる入札は、競売開催日の1営業日前までに、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て申し込むものとします。ただし、書面入札またはオンライン入札
のいずれの場合も、入札指示価格には、当社に対する所定の手数料、手数料に対する消
費税およびその他諸経費の額を含まないものとします。
④
書面またはオンラインによる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、書面入札にあっては先に当社に書面が到着し
た者、オンライン入札にあっては先に当社において受信が確認できた者を優先します。なお、
入札指示価格が同一の申し込みが同時に到着した場合には、当社が抽選を行い優先する者
を定めます。
⑤
当社は、書面またはオンラインによる入札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、書面またはオンラインによる入札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
書面またはオンラインによる入札の指示に関し、手違い、その他一切の理由に基づく過誤が
あった場合も、当社はその一切の責任を負いません。
⑦
当社は、図録等（カタログ）記載の解説、説明が変更された場合、競売会場での告知をその
通知とみなし、書面またはオンラインによる競売参加者の入札の指示は、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またはオンライン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
書面またはオンラインによる競売参加者の入札指示価格と競売会場での参加者の入札価格
が同額であった場合は、競売人は、自由裁量により最終落札者を決定することができます。
⑨
電話による入札の方法により競売への参加を希望する者は、
あらかじめ図録に付設された
「書
面及び電話入札依頼書」により所定の事項を記入したうえで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込むこともできます。い
ずれの方法で申込んだ場合も、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。
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。

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および当社の手数料
に対する消費税として、落札価格の16.5パーセント相当額（消費税含む）の金員の合計額を
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
10 落札作品引渡し
①
当社は、落札者が購入代金の支払いを完了した後、落札作品を引渡します。ただし、落札
者が購入代金の他に、当社に対し履行期に達している他の債務（13の保管および保険の費
用を含む。以下同じ。
）を負担している場合は、購入代金の他にその債務の全てを履行する
まで、当社は落札作品の引渡しを致しません。
（以下、購入代金および履行期に達している
当社に対する全ての債務を
「購入代金等」
という。
）
②
落札者は、購入代金等を完済した後、支払い期間内に当社または当社の指定する場所にお
いて落札作品を引取らなければなりません。落札者自身が当該場所において引取りができな
いときは、落札者の責任と費用負担において代理人または使者による引取り、もしくは運送
業者への運送を委託することができます。
③
引取り費用は、落札者の負担とし、引渡し時点（当社が落札者、その代理人または使者、も
しくは運送業者に引渡した時点をいう。
）以降の事故については、一切の責任を負いません。
落札者の求めにより、当社が運送業者を斡旋した場合、その斡旋は全く当社の好意による
ものであり、落札者は、自ら保険を付すなど、運送に伴う危険に対する措置を行うものとし、
当社は、引渡し以降の事故（滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等）について運送業者選定の
当否も含め、その一切の責任を負いません。なお、落札者は、自らの判断と責任、負担に
おいて自らが適当と考える梱包をしなければなりません。当社は、引渡しの際、梱包をする
ことがありますが、それは当社の好意により適当と考える梱包をするのみであり、当社の行っ
た梱包について、当社は一切その責任を負いません。
④
落札者は、引取りにあたり、落札作品を検品することができ、落札者が現実に検品したか否
かを問わず、当社が落札作品を落札者（代理人、使者、運送業者を含む）に引渡したときは、
当社に故意または重大な過失がある場合以外、落札者は、引取り時点以降は、落札作品違
い、毀損または汚損の主張もしくは、落札作品違い、毀損または汚損を原因とする契約解除、
その他一切の請求を当社に対してすることができません。ただし、当社が誤って落札した作
品と別の作品を引渡した場合は、当社は、その返還を求めることができ、落札者はその求め
に応じなければなりません。
⑤
落札者は、落札作品の引取りにあたり、当社に対し当社指定の請求書を提出しなければな
りません。当社が、当社指定の請求書を提出した者に落札作品を引渡した場合、万が一、
落札者以外の者が落札作品を引取る等の事故があっても当社は一切その責任を負いません。
11 危険負担および所有権の移転
①
落札者は、落札作品の売買契約が成立した時点以降、落札作品の危険を負担します。
（当
社の責に帰すべからざる理由によるものである場合の滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等は、
落札者の負担とし、落札者は、購入代金の支払いを免れる事はできません。
）
②
落札者が、購入代金等の支払いを完了し、かつ、当社が落札作品を落札者に引渡すまでは、
落札作品の所有権は、落札者に移転せず、落札者が購入代金等を完済した後、当社が落
札作品を引渡した時点で、当該落札作品の所有権は、落札者に移転します。
12 支払い期限の猶予
①
落札者が、書面による購入代金等の支払い期限の猶予を求めた場合、当社は、落札者に対
し書面により期間を定めてその支払いを猶予することができます。ただし、落札者は、支払
い期限の猶予を求める権利はなく、当社が落札者に対し支払い期限の猶予を与えるか否か
は、当社の自由裁量によります。
②
落札者は、猶予期間の利息
（利率は、当社が随時定め、書面により通知します。
）
を支払わな
ければなりません。

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

費を含む。以下本項において同じ。
）の払い戻しを致します。ただし、当社は、購入代金の払
い戻しをする以外に一切の義務はなく、利息、損害金、損害賠償金などの支払いは致しま
せん。
1）
落札者が、競売の日から３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
終判断と致します。
第四章

国外買受希望者の手続き

17 下見会及び図録等
国外買受希望者は、国内の買受希望者同様、3の規定にしたがって下見会に参加し、また、
4の規定にしたがって当社に費用を支払うことにより図録を購入することができます。当社は、
国外買受希望者に対しても、4の規定にしたがってコンディションレポートを提供します。
18 入札委託及び売買契約
①
国外買受希望者は、競売の実施に先立ち、当社の指定する受託業者であるマレットインター
ナショナルとの間で、入札委託及び売買契約を締結しなければなりません。
②
入札委託及び売買契約は、マレットインターナショナルの指定する書式に基づいて作成した
書面を送付する方法により、またはマレットインターナショナルの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、オンライン、または電話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、競売開催日の１営業日前までに、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、希望商品及び入札指示価格を通知するものとし
ます
（以下「入札指示通知」といいます。
）
。本条第2項の規定により、マレットインターナショナ
ルの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で入札委託及び売買契約を締
結した国外買受希望者は、オンラインで入札を指示することもできます。オンラインによって
入札を指示する場合、競売開催日の1営業日前までに、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する方
法によって、同社に希望商品及び入札指示価格を通知することで、入札指示通知に代えるこ
とができます。書面、オンラインのいずれの方法によって入札指示通知を行った場合につい
ても、入札指示価格には、マレットインターナショナルが当社に対して支払う所定の手数料お
よびその他諸経費の額を含まず、また、国外買主がマレットインターナショナルに対して支払
う諸経費の額も含まれないものとし、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。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込み
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がなかったものと取扱い、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、
書面およびオンラインによって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（電話入札）を希望する場合、競売開催日の2営業
日前までに、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込みがなされた場合には、マレッ
トインターナショナルは、申し込みがされた先着順に、電話による入札指示の参加者を定め
ます。なお、マレットインターナショナルは、電話による入札指示の申込みに対し、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、当社はその一切の責任を負いません。
⑪
マレットインターナショナルは、国外買受希望者の書面、オンライン、または電話による入札
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。
⑫
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による入札指示にしたがって入札を行うものとし、
図録等記載の解説、説明の変更による一切の責任を負いません。
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19 落札
①
マレットインターナショナルによる入札は、他の買受希望者と同様に第二章の規定に基づいて
行われ、マレットインターナショナルが落札した場合には、当社とマレットインターナショナル
との間で売買契約が成立します。
②
マレットインターナショナルによる落札を条件として、マレットインターナショナルと国外買受希
望者との間で、入札委託及び売買契約に基づく売買が効力を生じます。売買が効力を生じ
た後の国外買受希望者を、以下
「国外買主」
といいます。
20 国外買主購入代金
①
マレットインターナショナルは、落札後、当社に対し、9の規定に基づく購入代金額を支払わ
なければなりません。ただし、やむを得ない場合は、9-(2)の規定にかかわらず、マレットイ
ンターナショナルは当社への購入代金の支払いを延期することができます。この遅延につい
て、当社および売却委託者は、マレットインターナショナルに対し、利息、損害金、損害賠
償金などの請求をすることはできません。
②
マレットインターナショナルと国外買主との間の落札作品の売買価格は、落札価格に対して
16.5パーセントを乗じた金額を落札価格に合算した金額とします。
③
国外買主は、マレットインターナショナルに対して、前項の金員（以下「国外買主購入代金」と
いう。
）を、競売開催日から10日以内（ただし、この期間の最終日がマレットインターナショナル
の非営業日に当たるときは、その翌日とする。
）に、日本円により、現金、または下記銀行口
座に対する振込み送金により
（支払い期限内に送金が到達することを要する。
）支払わなけれ
ばなりません。
記
口座名 株式会社マレットインターナショナル
みずほ銀行 八重洲口支店 普通預金 2580199
三井住友銀行   銀座支店 普通預金 8504954
21 落札作品引渡し
①
マレットインターナショナルは、国外買主が国外買主購入代金の支払いを完了し、当社から
落札作品の引渡しを受けた後、遅滞なく、落札作品を国外買主の指定する場所に運送する
ための手続をとるものとします。ただし、国外買主が国外買主購入代金の他に、マレットイン
ターナショナルに対して履行期に達している他の債務（本条(2)および(3)の梱包・運送・付保
の費用並びに23の保管費用を含む。
）を負担している場合は、国外買主購入代金の他にその
債務の全てを履行し、当社から落札作品の引渡しを受けるまで、マレットインターナショナル
は落札作品の運送のための手続を開始しないことができます。
（以下、国外買主購入代金

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

告兼解除通知書が受取人不在、不明で返送された場合、または、国外買主が催告兼解除
通知書の受取りを拒否した場合は、催告兼解除通知書が国外買主に到達しなくても当該通
知書に記載した支払い期限を経過した時点で解除することができ、登録または通知のあっ
た住所に催告兼解除通知書が通常到達すべき時点で入札委託及び売買契約は解除された
ものとみなすものとし、国外買主はあらかじめこれを承認します。
4）
入札委託及び売買契約が前項により解除された場合、マレットインターナショナルは落札作
品を最低売却価格を設定することなく競売または随意契約により第三者に売却することがで
きます。当該落札作品の第三者への売却価格が当該落札作品の国外買主購入代金を下回る
場合、国外買主はマレットインターナショナルに対し、その差額に当該競売日または随意契
約による第三者への売却日から支払い完了に至るまでの年14.6％の割合による遅延損害金を
加えた金員を支払わなければなりません。また、当該落札作品の第三者への売却価格が当
該落札作品の国外買主購入代金を上回る場合、国外買主はその差額をマレットインターナシ
ョナルに請求することはできません。

31 当社から売却委託者への代金支払い
当社は、売却委託者に対し、特段の取り決めのない限り、競売日から20日以降に落札価格
から出品手数料、手数料に対する消費税、図録等（カタログ）掲載料および保険料その他の
立替え
（修復料、鑑定料等）
が発生した場合はその金額を差引いた金額を支払うものとします。
ただし、落札者から当社への購入代金等の支払いが遅延した場合、当社は落札者からの支
払いが確認されるまで、売却委託者への支払いを延期することができます。この遅延につい
て、売却委託者は当社に対し、利息、損害金、損害賠償金などの請求をすることはできません。

25 真贋保証
マレットインターナショナルは、16の規定により、同社が当社より購入代金の払い戻しを受け
る場合に限り、国外買主購入代金と同額を限度として払い戻しを致します。ただし、マレッ
トインターナショナルは、国外買主購入代金の払い戻しをする以外に一切の義務はなく、利息、
損害金、損害賠償金などの支払いは致しません。

33 責任の範囲
①
当社及びマレットインターナショナルは、本規約に当社が責任を負わないことが定められてい
る場合は、いかなる理由があっても損害賠償の義務を負いません。
②
当社及びマレットインターナショナルは、損害が天災、地変、戦争、内乱等、不測の事態等
に起因する場合は、一切の損害賠償の義務を負いません。
③
当社が落札者に対し落札作品の保管の義務を負う場合であって、前二項に規定する場合以
外のときに、当社の故意、過失により落札作品が紛失、盗難、滅失、毀損、欠損、汚損、
摩耗した場合は落札者との関係において下記規定に従うものとします。
1）
落札作品が紛失、盗難、滅失、および重大な毀損、欠損、汚損、摩耗をした場合は、当社
と落札者との間の売買契約は解除され、落札者は購入代金の支払いを免れます。また、当
社がすでに購入代金（手数料、手数料に対する消費税および当社が認める諸経費を含む。
以下本項において同じ。
）を受領している場合は、当社はこれを無利息で返還するものとしま
す。
2）
落札作品が重大でない毀損、欠損、汚損、摩耗をした場合は、当社は落札者に対し、落札
価格に対する毀損、欠損、汚損、摩耗に見合う損害額の算出分だけ購入代金を減額するも
のとします。
3）
毀損、欠損、汚損、摩耗の有無、その程度、損害額については、落札者が立証責任を負う
ものとします。
4）
当社は、当該落札作品の評価額と本質的に関わりのない付属品（額縁、表装、ガラス、アク
リル、および外箱等）
については、当社の故意または重大なる過失によるものである場合以外、
その紛失、滅失、毀損、欠損、汚損、摩耗等の責任を負いません。
5）
本項により、当社が支払う損害賠償の額は、当社が損害保険会社と締結する損害保険契約
に基づき支払われる保険金の範囲内に限定され、この範囲内で行うものとします。
④
マレットインターナショナルが国外買主に対し落札作品の保管の義務を負う場合は、前項の
規定のうち、
「当社」
を
「マレットインターナショナル」
として、
「落札者」
を
「国外買主」
として、
「売
買契約」を
「入札委託及び売買契約」として、
「購入代金」を
「国外買主購入代金」として、それ
ぞれ読み替えて適用するものとします。
⑤
当社及びマレットインターナショナルは、本条第３項各号に規定する場合以外については、故
意または重大なる過失がある場合以外は、一切損害賠償の義務を負わず、故意または重大
な過失がある場合においても損害賠償の範囲は、通常の損害のほか故意または重大な過失
があった時点において予見可能であった損害賠償の範囲に限られるものとします。

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、本規約およ
び当社が別途定める売却委託に関する約定に従い、競売による売却の委託を申込むものと
します。
②
売却委託を依頼する者は、当社に対し、売却委託にかかる出品作品について完全な所有権
を有することまたは、完全な所有権に基づき売却委託をすることができる権限を有すること
を保証します。
③
当社は、売却委託者の同意がない限り、競売または図録等において名前の公表をしないも
のとします。
27 最低売却価格
（リザーブ価格）
①
売却を委託しようとする者は、出品作品の売却に際し最低売却価格を設定することができま
す。ただし、この価格は日本円によるものとします。
②
最低売却価格が設定された場合、当社は、特段の理由がない限り、最低売却価格を下回る
価格で出品作品を売却致しません。
③
当社は、出品作品の最低売却価格について落札者が得られないと判断する場合、いつでも
売却委託者に対し最低売却価格の変更を申し入れ、売却委託者の同意のうえ、当該価格
の変更をすることができます。
④
当社は、売却委託者が最低売却価格を設定しなかった場合、出品作品に最低売却価格を
設定することなく
「成り行き」
で売却することができます。
⑤
売却委託者は、当社といったん設定した最低売却価格を当社の同意なく変更することがで
きません。
28 出品手数料
売却委託者は、当社に対し、競売の成立の有無を問わず、別途定める当社の出品手数料お
よび著作権使用料等（出品作品の画像等を図録等に掲載するにあたり、マレットジャパンが
著作権者に対して支払う著作権使用料及び諸経費の実費）並びにこれらに対する消費税を
支払うものとします。
29 解約
①
当社は、売却委託品が競売に不適当であると判断した場合および売却委託者が当社の指示
に従わない場合には、受託の前後を問わず、いつでも売却委託契約の申込みを拒絶し、ま
たは解除することができます。
②
売却委託者は、売却委託契約を当社と締結した後は、売却委託契約を解除することはでき
ません。ただし、当社が解除に同意し、かつ売却委託者が、当社に対し当社が別途定める
損害金を支払った場合は、売却委託契約を解除できるものとします。
③
売却委託契約が解除された場合において、当社が売却委託品をすでに受領しているときは、
当該売却委託品を、売却委託者の費用と危険負担において返送することができるものとしま
す。
30 売却の通知
当社は、受託した売却委託品が落札された場合、遅滞なくその旨を売却委託者に通知する
ものとします。

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。

34 債権譲渡等の禁止
落札者、国外買主、競売売却委託者、その他競売関係者は、本規約に基づく当社またはマ
レットインターナショナルに対する権利、地位を譲渡することはできず、かつ担保に供するこ
とはできません。
35 準拠法
本規約は、日本法を準拠法とし、日本法により解釈されるものとし、本規約の定めのないこ
とについては、日本法によるものとします。
36 合意管轄
本規約に関する紛争は全て、事物管轄にしたがい日本国の東京地方裁判所または東京簡易
裁判所を専属の合意管轄裁判所とします。
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Conditions of Sale for Mallet Auction
Last Updated: 1st October 2019
The auctions of artworks, etc. conducted by Mallet Japan Inc. (hereinafter referred

Chapter II Auction

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,

5

persons desiring to purchase properties, persons concluding sales agreements with the

(1)Any person desiring to participate in the auction may participate in the auction by

Registration and Participation

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

either submitting and registering his/her address, name and any other necessary

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

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

Company and any such person, such agreement shall prevail.

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

Chapter I Properties Auctioned

referred to as "Online Registration")and paying the fees for the catalogue and
the registrations prescribed by the Company. Auctions shall be conducted via the

1

Properties Auctioned

methods of "paddle display," "telephone bidding," "written bidding" and "online
bidding".

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

(2)W hen a person desires registration, the Company may ask to inspect his/her

2

(3)N either a natural person whose address or domicile is not in Japan nor a

identification and may refuse the registration at its own discretion.
Condition of the Properties

As the Properties are inherently old, they shall be sold "as is" and the Company shall

corporation whose principal office is not located in Japan (hereinafter referred

not be liable for any spots, blemishes, or any other defects or damages caused due to

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

the aging of the Properties.

agreement with the entrustee designated by the Company, Mallet International Co.,
3

Pre-Auction Viewing

Ltd., (hereinafter referred to as "Mallet International") to participate in the auction
and bid based on the indicated desired purchase amount and also to purchase the

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

item of his/her desire from Mallet International subject to the successful bid at the

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

indicated bid price, 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

their bids.

Purchase Agreement") pursuant to the provisions set forth in Section 4.

(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

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

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 a Property, the Company may demand compensation for such

6

damage from such person.

(1)The Company shall lend a bidding paddle to each registered participant at the
auction desk on the day of the auction.

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

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

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

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

change in the schedule of the pre-auction viewing.

the auctioneer instructs any participant to raise his/her paddle for the purpose of
visibility, the person so instructed shall immediately do so.

4

Catalogue etc.

(3)When any auction participant loses his/her paddle, he/she shall immediately notify
a staff member of the Company at the auction site. All auction participants shall

(1)When auctioning a Property, the Company shall prepare and distribute for a fee
a catalogue describing the Property as a reference for the prospective buyers.

return their paddles to the Company immediately upon the end of an auction or

Additionally, the Company shall prepare and provide condition reports for

when exiting in the middle of an auction.

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

(4)E very auction participant shall treat his/her paddle with due care and
responsibility and shall not lend his/her paddle to a third party. Participants shall

under "catalogue etc.").
(2)Images and other representations in the catalogue etc. are inserted only for the

bear full responsibility for any damages arising from the loss, theft, or borrowing

purposes of reference and identification of the featured Property. In no event

and lending of their paddles. In no event shall the Company bear any liability for

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

such damages whatsoever.

quality, etc. of the featured Property with complete accuracy.
(3)A ny descriptions and explanations included in the catalogue etc., attached
documents, errata, or prior reference information communicated orally or otherwise

7

Method of Auction

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

shall be provided only for the reference of prospective buyers, and in no event shall

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

the Company be held liable for any error in such descriptions or any discrepancy

price and increments of bidding shall be decided at the discretion of the auctioneer.

between such descriptions and an actual Property. Prospective buyers shall

The bidding price shall not include the Buyer's Premium, consumption tax thereon,

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

or any other costs and expenses. Every auction participant agrees in advance to pay

Property at their own judgment and responsibility.

the Company the full amount of the Buyer's Premium, consumption tax thereon, and

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

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

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

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

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

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

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

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

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

has been set.

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

(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

without notice. Such changes shall be announced in writing or orally at the auction

and any auction participant, the final winning bidder shall be decided through

site. Prospective buyers shall confirm the details of such prior change at their

either re-auction or the judgment of the auctioneer. In such case, any and all

own responsibility. In the case of such change, the Property shall be deemed to be

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

auctioned subject to such change.

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

(6)The Company shall not accept the cancellation of a sales agreement arising from

(5)E very auction participant shall be deemed to participate in the auction as a

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

principal unless he/she has notified the Company in writing of his/her desire

and the quality or condition of an actual Property.

to participate in the auction as an agent or a representative of another person

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

in advance and the Company has consented thereto; provided that more than one
person may not bid for a Property under a joint name.

(6)A bidder shall express his/her intention to place a bid by raising his/her paddle so

Company to apply for participation. Any person who has completed the Online

that the auctioneer can see it, or with gestures or in any other manner recognizable

Registration and been issued with an online account from the Company shall access

by the auctioneer. When a bidder judges that the auctioneer has failed to recognize

the Company's website from such online account, fill out and send the prescribed

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

form to the Company to apply for participation by telephone. Any person who has

draw the attention of the auctioneer.

applied for participation pursuant to the aforementioned conditions must obtain the
approval of the Company, and follow the instructions of the Company.

(7)A bidder shall be bound by the price of his current bid until any other bidder
places a bid at a higher price. Any bid shall become void when any other bidder

(10)If the number of participants desiring to participate in an auction by telephone
simultaneously exceeds the number of phone lines available, the Company shall

places a bid at a higher price and the auctioneer recognizes such higher price.

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

(8)The winning bid shall be finally decided when the auctioneer calls out the highest
price bid multiple times and brings down the hammer. The person who has bid

refuse to accept any bid placed by any telephone bid application at its own

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

discretion.

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

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

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

instructions made by participants by telephone due to miscommunication, trouble

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

with telephone lines, or any other reasons

the Company shall enter a sales agreement under which the bidding 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,

Chapter III Successful Bidder

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.

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

8

Written Bids, Online Bids orTelephone Bids

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

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

the Absentee Bids Form attached to the pertinent catalogue, send the form to

day of such period falls on a non business day of the Company, the due date shall

the Company to apply for participation, obtain the approval of the Company, and

fall on the following business day instead) in cash, by a bank casher's check of any

follow the instructions of the Company; provided, however, that if such Absentee

bank or credit association provided for in the Bank Law, or by a bank remittance

Bids Form fails to arrive or arrives after the application deadline due to erratic

to the bank account described below (such remittance shall be required to be

delivery or otherwise, or if the Company cannot recognize such a request for a

completed by the due date).

written bid, the Company shall deem that such application is not made and the
Company shall assume no responsibility. Any person who desires to participate

Account Name: Mallet Japan Inc.

in an auction by online bids shall complete the Online Registration in advance as

Mizuho Bank, Ltd., Yaesuguchi Branch,

pursuant to the provisions set forth in Section 5-1, be issued with an online account

Ordinary account 1012974

from the Company, access the Company's website from such online account, input
the necessary matters and complete the prescribed form to the Company to apply

10

for participation, obtain the approval of the Company, and follow the instructions

(1)After the successful bidder completes payment of the Purchase Price, the Company

Delivery of Purchased Property

of the Company; provided, however, if such form fails to arrive or arrives after the

shall hand over the relevant purchased property; provided, however, that if such

application deadline due to technical difficulties or otherwise, or if the Company

successful bidder has any obligations due and payable to the Company other than

cannot recognize such a request for an online bid, the Company shall deem that such

the Purchase Price, the Company shall not hand over the purchased property

application is not made and the Company shall assume no responsibility; provided

until the bidder fulfills all of such obligations as well as the Purchase Price (the

further that the Company may refuse the application of any person desiring to

Purchase Price and any and all obligations due and payable to the Company shall

participate in any auction by written or online bids at its own discretion.
(3)The Company shall accept written bids delivered directly in person at the pre-

hereinafter be referred to as the "Purchase Price, etc.").
(2)The successful bidder shall, after paying off the Purchase Price, etc., pick up the

auction viewing or delivered by facsimile or mail not later than one (1) business day

purchased property within the payment period at the premises of the Company or in

prior to the date of the auction. The Company shall accept online bids submitted

such other place designated by the Company. If the successful bidder cannot pick up

using the prescribed form on the Company's website no later than one (1) business

the Property by himself/herself, he/she may entrust an agent, a representative, or

day prior to the date of the auction; provided that the bidder's indicated bid price

a carrier with the pickup or transportation at the expense and responsibility of the

in such written bids or online 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

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

written or online bids are exactly the same; in the case of written bids, the written

any accident involving the purchased property after the time of handover (when

bid which arrives at the Company first shall prevail, in the case of online bids, the

the Company passes the purchased property over to the successful bidder or its

online bid acknowledged to have been received by the Company first shall prevail;

agent, its representative, or the carrier). When the successful bidder requests the

provided, however, that if such bids with the same indicated bid price arrive at the

Company to make shipping arrangements, the Company shall do so only for the

same time, the Company will choose the winner by drawing lots.

benefit of the successful bidder. In such case, the successful bidder shall take all

(5)When the Company finds any instruction by a participant by written or online bid

reasonable measures against risk to the purchased property through the purchase

to be incomplete or inadequate, it may decide not to follow such instruction, and in

of insurance, etc., and the Company shall assume no responsibility for any damage

such case the Company shall not be responsible in any respect.

(disappearance, loss, theft, deterioration, defacement) occurring after the handover,

(6)The Company shall assume no responsibility for any failures which may occur in the

even if the carrier appointed by the Company has proven unreliable or has caused

course of processing the instructions of a participant included in a written or online

such damage to the purchased property. The successful bidder must, at their own

bid, regardless of the reason.

judgment, responsibility and burden, pack the purchased property in the manner

(7)If any description or explanation described in the catalogue etc. is changed, the

which the successful bidder considers appropriate. Although the Company may pack

announcement about such change at the auction site shall be deemed to be a notice

the purchased property in a manner it deems appropriate for shipment and delivery,

of such change and instruction by any written or online bid shall be deemed to be

the Company shall bear no responsibility for such packing.

made subject to such changed description and explanation. Although the Company

(4)The successful bidder may inspect the purchased property when picking it up. After

shall endeavour to notify bidders of all changes in descriptions and explanations, it

the handover of the purchased property from the Company to the successful bidder

shall assume no responsibility whatsoever if a bidder of a written or online bid fails

(including its agent, representative or carrier), however, the successful bidder may

to receive such notification for any reason.

not raise any claim regarding any mistake, deterioration or defacement with respect

(8)If the indicated bid price instructed by any bidder of a written or online bid and

to the purchased property, terminate the agreement on the grounds of any mistake,

the price bid by any participant at the auction site are the same, the auctioneer may

deterioration or defacement with respect to the purchased property, or make any

decide the final winning bidder at his/her own discretion.

other complaint to the Company, unless such mistake, deterioration or defacement

(9)Any person who desires to participate in an auction by telephone shall fill in the

with respect to the purchased property can be reasonably attributed to the willful

Absentee Bids Form attached to the pertinent catalogue and send the form to the

acts or gross negligence of the Company, regardless of whether the successful
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bidder has inspected the purchased property at the pickup; provided, however, that

(2) and 15 shall apply upon changing the wording "payment period" provided for in

if the Company hands over any Property different from the purchased property

the aforesaid three Articles correspondingly; provided that if the handover of the

by mistake, it may request the successful bidder to return the Property and the

purchased property is delayed on the grounds of such storage, the Company shall

successful bidder shall grant such request.

not be responsible for the results caused due to such delay.

(5)When the successful bidder picks up the purchased property, he/she shall present

(3)If any successful bidder falls under description of the Overseas Prospective Buyer

to the Company a prescribed invoice issued by the Company. If the Company passes

and proves to be registered without entitlement to participate in the auction against

the purchased property over to any person other than the successful bidder who

the provision of 5-(3) before delivery by the Company to the successful bidder,

appears with the prescribed invoice issued by the Company and thereafter the

the Company may terminate the sales agreement without notice to the successful

successful bidder fails to receive the purchased property, the Company shall not be

bidder. If the Company has received any payment of the Purchase Price from the

responsible therefor.

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

11

Transfer of Title and Burden of Risk

Company.

(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.

15

(Any disappearance, loss, theft, deterioration, or defacement caused for any reason

In the event the successful bidder fails to pay the Purchase Price, etc. in full by the

not attributable to the Company shall be burdened by the successful bidder and the

due date, he/she shall comply with the following provisions.

successful bidder shall not be exempted from payment of the Purchase Price.)

     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

(2)The title to the purchased property shall not be transferred to the successful

following the due date up to the day of complete payment of such total amount.

bidder until the successful bidder completes payment of the Purchase Price, etc.
and the Company hands over the purchased property to the successful bidder. The

Defaults by Successful Bidder

    ii)The Company shall store the purchased property after expiration of the payment

title to the purchased property shall be transferred to the successful bidder upon

period in any manner the Company deems appropriate at its own discretion.

completion of payment of the Purchase Price, etc. by the successful bidder and the

Should the purchased property disappear or be lost, stolen, deteriorated, or
defaced, the Company shall not be responsible for such damage unless such

handover of the purchased property by the Company.

damage is caused by the willfulness or gross negligence of the Company, and the
12

Extension of Payment

successful bidder shall not be exempted from payment of the Purchase Price, etc.
The Company shall not be obliged to take insurance for the purchased property

(1)If the successful bidder asks for an extension of the payment due date for the

during the storage period.

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,

   iii)In the event the successful bidder fails to pay the Purchase Price, etc. as

however, that the successful bidder shall have no right to request such extension

demanded by the Company, the Company may terminate the sales agreement;

of the payment due date and the Company may, at its own discretion, decide not to

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

grant such extension.

registered with or notified to the Company is returned because of absence or

(2)The successful bidder shall pay the interest on the Purchase Price, etc. incurred
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during the grace period (at the rate set from time to time and notified in writing by

address unknown of the recipient, or if the successful bidder refuses to receive

the Company).

such notice, the Company may terminate the sales agreement when the due date

(3)If a provisional attachment with respect to other obligations of the successful

specified in such notice becomes overdue even though such notice has not been

bidder or compulsory execution is filed, or an application or a petition is filed

received by the successful bidder, and the sales agreement shall be deemed to be

for commencement of a bankruptcy procedure, civil rehabilitation procedure,

terminated on the date when such notice would normally have been received at

corporate reorganization procedure, company arrangement or special liquidation

the registered or notified address, and the successful bidder shall agree with the
same in advance.

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

   iv)If the sales agreement is terminated pursuant to the preceding paragraph, the

Company is delayed, the Purchase Price, etc. shall immediately become due without

Company may sell the purchased property to a third party without setting the

notice from the Company and the successful bidder shall pay the Purchase Price,

Reserve through an auction or private sale. If the price at which such purchased

etc. forthwith.

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

13

Expenses Necessary for Storage and Insurance (Charges)

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

(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

payment of the sales price. If the sales price of such purchased property

bidder fails to pick up the purchased property during the payment period, he/

exceeds the Purchase Price thereof, the successful bidder may not demand such

she must pay expenses for the storage and insurance of the purchased property

difference from the Company.

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

16

such insurance.

(1)If the name of an artist of a Property is definitively specified in the catalogue etc.

(2)When the Company grants an extension of the payment due date to the successful

Guarantee of Authenticity

of the Company without reservation and it is proven at a later date that the artist

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

of the Property may not be identified and the Company acknowledges such fact,

the purchased property incurred from the day after the end of the payment period

the Company may terminate the sales agreement upon demand by the successful

up to the complete payment of the Purchase Price, etc. and the pickup of the

bidder and refund the Purchase Price in exchange for the return of such Property,

purchased 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

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

no responsibility other than refund of the Purchase Price and shall not pay any
interest, damage, or compensation to the successful bidder.

that the purchased property has been stolen or lost and demands the return of

     i)Only if the successful bidder sends a written demand to the Company indicating

the property before handover by the Company to the successful bidder, or if the

the date of the auction, the lot number of the Property, and the Hammer Price,

purchased property is identified as an item whose trade or possession is prohibited

together with any evidence by which the Company may be satisfied that such

by law, the Company may terminate the sales agreement without notice to the

Property is not a work of the artist as described in the catalogue etc., within

successful bidder. If the Company has received any payment of the Purchase

three (3) years after the date of the auction. Persons who may make such demand

Price from the successful bidder in such case, the Company shall return it to the

shall be limited to successful bidders, and the rights of successful bidders to

successful bidder free of interest and the successful bidder may not make a claim

make such demand may not be assigned or offered as security to third parties.

for damage or any other claims to the Company.

    ii)Only if the successful bidder has the complete ownership of the purchased

(2)In case any chief of police orders the Company to keep hold of the purchased

property and transfers the complete title to the purchased property to the

property pursuant to the provisions of Article 21 of the Antique Dealing Law and

Company and delivers the purchased property to the Company in a condition

such holding period exceeds ten (10) days from 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-(3) shall apply by
changing the wordings "within ten (10) days from 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

identical to that at the time of the auction.
(2)The Company shall only recognize the authentication of a Property (designation of
the authenticity or inauthenticity) under the following conditions:

     i)with respect to the work of a deceased artist: only if authenticated by any

of Mallet International; provided, however, that if such Indication of Intended Bid

authentication committee, any registration committee of a professional arts

fails to arrive or arrives after the application deadline due to erratic delivery,

association designated by the Company, any designated appraiser, or any

technical difficulty or otherwise, or if Mallet International cannot recognize such

professional art researcher;

an Indication of Intended Bid, Mallet International shall deem such an Indication of

    ii)with respect to the work of a living artist: only if authenticated by the artist

Intended Bid as not made and Mallet International shall assume no responsibility;

in question, an agent of authentication approved by the artist, or any relative

provided further that Mallet International may refuse the Indication of Intended

designated by laws;
   iii)w ith respect to the prints of a deceased artist: only if verified with the
Catalogue Raisonne, the relevant book, or the relevant exhibition catalogue; or
   iv)with respect to the prints of a living artist: only if verified with the Catalogue

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

Raisonne, the relevant book, or the exhibition catalogue, or only if authenticated

the others shall prevail; provided that if such Indications arrive at the same time,

based on any opinion of the artist in question, an agent of authentication approved

Mallet International will choose the winner by drawing lots.  

by the artist, or any relative designated by law.

(7)Mallet International shall assume no responsibility for any failures in executing the
Indication of Intended Bid due to mistakes or any other reasons.

In each of the paragraphs above, if any opinion of the aforesaid authenticators with

(8)I f the Overseas Prospective Buyer desires to provide his/her instruction by

respect to the authenticity of a Property is changed after the publication of the

telephone (telephone bid), the telephone number to be used to provide such

descriptions of the Property in the catalogue etc., or if any opinion with respect

instruction shall be notified and the application for providing such instruction

to the authenticity of a Property is changed as a result of any scientific inspection

by telephone shall be submitted to Mallet International by sending a document

other than the inspections used for the authentications referred to in the preceding

prepared under the format designated by Mallet International, or by accessing

paragraphs, or by any method of examination or analysis which was not available at

Mallet International's website from an online account issued by Mallet International,

the time of the relevant auction, the Property shall not be subject to the termination

inputting and submitting the necessary matters in the prescribed form, not later

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 print Property

than two (2) business days prior to the date of the auction.
(9)If the number of the applications submitted for providing instructions by telephone

with the Catalogue Raisonne (because the Catalogue Raisonne is not published, the

exceeds the number of phone lines available, Mallet International shall decide

relevant Property is not illustrated therein or unclear, or data is incomplete or has

the Buyers participating with instructions by telephone in order of arrival of the

any misprints), the Company's opinion shall be deemed to be the final judgment.

applications; provided that Mallet International may, at its own discretion, refuse to
accept such application for participating with instructions by telephone.
(10)T he Company shall not be responsible for any failures with respect to the

Chapter IV Procedures for Overseas Prospective Buyers

instructions provided by telephone due to miscommunication over the telephone,
trouble with telephone lines or any other reasons.
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Pre-auction Viewing and Catalogue

(11)If any instruction of the Overseas Prospective Buyer provided in writing, online,

The Overseas Prospective Buyer, as well as the prospective buyer in Japan, may

or by telephone is incomplete and Mallet International deems it inappropriate,

participate in the pre-auction viewing in accordance with the provision of 3 and

Mallet International may choose not to follow such instruction, and, in such case,
shall assume no responsibility therefor.

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

(12)If any description or explanation described in the catalogue etc. is changed by the

condition reports considered necessary for the Overseas Prospective Buyer.

Company, Mallet International shall endeavour to notify the Overseas Prospective

18

accordance with the Indication of Intended Bid or the instruction provided by

Buyer of such changes; provided that Mallet International shall make a bid in
Entrustment and Purchase Agreement

(1)T he Overseas Prospective Buyer shall, prior to the auction, execute the

telephone and shall assume no responsibility due to such changes in the description

Entrustment and Purchase Agreement with Mallet International, the entrustee

or explanation described in the catalogue etc. even if the notice of such changes

designated by the Company.

has not reached the Overseas Prospective Buyer in advance.

(2)T he Entrustment and Purchase Agreement shall be applied for in either
written form using a document prepared under the format designated by Mallet

19

International, or by sending and submitting the prescribed form on Mallet

(1)A bid by Mallet International shall be made under the provisions of Chapter II in

Successful Bid

International's website. Mallet International may, prior to the execution of such

the same way as that of the other prospective buyers and a purchase agreement

Agreement, ask the Overseas Prospective Buyer to present materials to show his/

shall be concluded between the Company and Mallet International when Mallet

her identification and credibility and implement a check of credibility based on the
presented materials and any other information.

International wins a bid.
(2)Subject to the successful bid by Mallet International, the purchase under the

(3)T he Entrustment and Purchase Agreement will become effective once the

Entrustment and Purchase Agreement shall become effective between Mallet

aforementioned application has been received by Mallet International (via facsimile,

International and the Overseas Prospective Buyer. The Overseas Prospective

post or electronic mail or other such method) in addition to being issued with a

Buyer thereafter shall be hereinafter referred to as the "Overseas Buyer".

notice from Mallet International acknowledging the approval of such application.
(4)T he Overseas Prospective Buyer shall provide Mallet International with
instructions in writing, online or by telephone under the Entrustment and Purchase
Agreement.
(5)If the Overseas Prospective Buyer provides instructions in writing, the item of his/

20

Overseas Purchase Price

(1)M allet 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

her desire and  his/her intended bid price (indicated bid price) shall be notified to

unavoidable reason notwithstanding the provision of 9-(2). Neither the Company nor

Mallet International by sending by facsimile or mail a document prepared under

the consigner may raise a claim to Mallet International for any interest, damage or

the format designated by Mallet International (hereinafter referred to as the
"Indication of Intended Bid") not later than one (1) business day prior to the date of

compensation for damage.
(2)The sales price for each Purchased Property payable by the Overseas Buyer to

the auction. The Overseas Prospective Buyer who has executed The Entrustment

Mallet International as pursuant to the Entrustment and Purchase Agreement, is

and Purchase Agreement as pursuant to the provisions set forth in paragraph (2)

the sum of the Hammer Price and an additional 16.5 percent of the Hammer Price

of this Article, may indicate an intended bid online by sending and submitting the
prescribed form on Mallet International's website. If the Overseas Prospective

for each lot (hereinafter referred to as the "Overseas Purchase Price").
(3)T he Overseas Buyer shall pay Mallet International the total amount of the

Buyer provides instructions online no later than one (1) business day prior to

Overseas Purchase Price in the preceding paragraph in Japanese Yen within ten

the date of the auction, accesses Mallet International's website from an online

(10) days after the date of the auction (if the final day of such period falls on a

account issued by Mallet International, inputs and submits the necessary matters

non business day of Mallet International, the due date shall fall on the following

in the prescribed form, thereby notifying the item of his/her desire and his/her

business day instead) in cash or by a bank remittance to the bank account described

intended bid price (indicated bid price), they may convert such instructions into

below (such remittance shall be required to be completed by the due date):

an Indication of Intended Bid. Any Overseas Prospective Buyer who provides an
Indication of Intended Bid either in writing or online, 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

Account Name: Mallet International Inc.
Mizuho Bank, Ltd., Yaesuguchi Branch,
Ordinary account 2580199

International by the Overseas Buyer within the indicated bid price, and the

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Ginza Branch,

Overseas Prospective Buyer shall obtain the approval and follow the instructions

Ordinary account 8504954
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21

Delivery of Purchased Property

shall apply by changing the wordings of "within ten (10) days from the date of

(1)After the Overseas Buyer completes payment of the Overseas Purchase Price and

the auction" to "within three (3) days after the final day of the holding period of

the purchased property is delivered by the Company, Mallet International shall

the property by order of the chief of police," and the provision of 24 shall apply

take procedures to transport the purchased property to the location designated by

by changing the wordings of the "payment period" or the "due date" provided for

the Overseas Buyer without delay; provided, however, that, if such an Overseas

in each provision to the period or date changed pursuant to the above; provided

Buyer has any obligations due and payable to Mallet International other than the

that, if delivery of the purchased property is delayed due to the above, Mallet

Overseas Purchase Price, including expenses for storage, shipping and insurance

International shall assume no responsibility for the results caused due to such delay.

set forth in 23, Mallet International may suspend such procedures to transport the
purchased property until the Overseas Buyer fulfills all of such obligations as well

24

as the Ovesreas Purchase Price and the Company delivers the purchased property

In the event the Overseas Buyer fails to pay the Overseas Purchase Price, etc. in full

(the Overseas Purchase Price and any and all obligations due and payable to Mallet

by the due date, the following provisions shall be applied:

International shall hereinafter be referred to as the "Overseas Purchase Price,

     i)The Overseas Buyer 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

etc.").

following the due date up to the day of complete payment of such total amount.

(2)M allet International may pack the purchased property in the manner which
it considers appropriate for transportation; provided, however, that Mallet

    ii)Mallet International shall store the purchased property after expiration of the

International shall assume no responsibility for such packing. Costs and expenses

payment period in any manner which Mallet International deems appropriate

for such packing shall be borne by the Overseas Buyer and Mallet International

at its own discretion. Should the purchased property disappear or be lost,
stolen, deteriorated or defaced before delivery to the Overseas Buyer, Mallet

shall charge the Overseas Buyer such costs and expenses.

International shall assume no responsibility therefor unless it is caused by the

(3)M allet International shall arrange for a carrier, import, export and customs
procedures, and purchase insurance which it considers appropriate; provided,

willfulness or gross negligence of Mallet International and the Overseas Buyer

however, that Mallet International shall assume no responsibility for any accidents,

shall not be exempted from its obligation to pay the Overseas Purchase Price,

such as loss, theft, damage or defacement, including the propriety of the choice of

etc. Mallet International shall not be obliged to purchase insurance for the

a carrier, insurance or import, export and customs procedures, at the time of or

purchased property during such period.

after the delivery by the Company. Payments to a carrier and costs and expenses to

   iii)In the event that the Overseas Buyer fails to pay the Overseas Purchase Price,

purchase insurance and for import, export and customs procedures shall be borne

etc. as demanded by Mallet International, Mallet International may terminate

by the Overseas Buyer and Mallet International shall charge the Overseas Buyer

the Entrustment and Purchase Agreement; provided, however, that, if a notice
of demand and termination sent to the address of the Overseas Buyer registered

such costs and expenses.

with or notified to Mallet International is returned due to the absence of a

(4)T he Overseas Buyer may inspect the purchased property when picking it up.
Once Mallet International delivers the purchased property to the Overseas Buyer

recipient or an undeliverable address, or if the Overseas Buyer refuses to

(including its agent, representative or carrier), the Overseas Buyer may not raise

receive such notice, Mallet International may terminate the Entrustment and

any claim regarding any mistake, deterioration or defacement with respect to

Purchase Agreement upon lapse of the due date specified in such notice even

the purchased property, terminate the agreement on the grounds of any mistake,

though such notice has not reached the Overseas Buyer, and the Entrustment

deterioration or defacement with respect to the purchased property, or raise any

and Purchase Agreement shall be deemed to be terminated at the time that such

other claim to Mallet International at and after the time of delivery, unless it is due

notice would normally reach the registered or notified address, and the Overseas
Buyer acknowledges the above in advance.

to the willfulness or gross negligence of Mallet International, regardless of whether
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Defaults by the Overseas Buyer

the Overseas Buyer has actually inspected the purchased property; provided,

    iv)If the Entrustment and Purchase Agreement is terminated pursuant to the

however, that if Mallet International delivers any property different from the

preceding paragraph, Mallet International may sell the purchased property to a

purchased property by mistake, Mallet International may request its return and the

third party without setting the Reserve through an auction or private sale. If the

Overseas Buyer shall respond to such a request.

price at which such purchased property is sold to the third party is below the

(5)When the Overseas Buyer picks up the purchased property, he/she shall present

Overseas Purchase Price of such purchased property, the Overseas Buyer shall

to Mallet International an invoice designated by Mallet International. Once Mallet

pay to Mallet International the difference with a default interest thereon at the

International delivers the purchased property to a person who has submitted the

rate of 14.6% per annum for the period from the date of the auction or the date

designated invoice, Mallet International shall assume no responsibility for any

of sales to a third party by private sale up to the complete payment of such a

accident caused when the purchased property is picked up by a person other than

price. If the sales price of such purchased property to a third party exceeds the

the Overseas Buyer.

Overseas Purchase Price thereof, the Overseas Buyer may not demand payment
of such difference from Mallet International.

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

25

Guarantee of Authenticity

Mallet International will refund the purchase price up to the same amount as the

effective. (Any disappearance, loss, theft, deterioration or defacement caused

Overseas Purchase Price only if the Overseas Purchase Price is refunded by the

for any reason not attributable to Mallet International shall be burdened by the

Company to it; provided, however, that Mallet International shall assume no obligation

Overseas Buyer and the Overseas Buyer shall not be exempted from payment of the

other than the obligation to refund the Overseas Purchase Price and shall not pay any

Overseas Purchase Price, etc.)

interest, damage or compensation for damage.

(2)The title to the purchased property shall not be transferred to the Overseas Buyer
until the Overseas Buyer completes payment of the Overseas Purchase Price, etc.
and Mallet International delivers the purchased property to the Overseas Buyer.

Chapter V Consignments of Auction Sales

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

26

Buyer and delivery of the purchased property by Mallet International.

(1)Any person who intends to consign the sale of any Property by way of auction

Consignments of Auction Sales

under the name of the Company shall apply to the Company for consignment of
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

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

the Overseas Buyer, or if the purchased property is identified as an item whose

he/she has the complete ownership of the consigned Property or the authority

trade or possession is prohibited by law, Mallet International may terminate the

to consign the sale of such Property based on the complete ownership of such

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

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.

interest and the Overseas Buyer may not make a claim for damage or any other
claims to Mallet International.
(2)I n case any chief of police orders Mallet International to keep hold of the

27

Reserves

(1)Any person who intends to consign the sale of any Property to the Company may

purchased property pursuant to the provisions of Article 21 of the Antique Dealing

set the Reserve for the sale of the Property; provided that such Reserve shall be

Law and such holding period exceeds ten (10) days from the day following the

denominated in Japanese Yen.

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-(2)

(2)If the Reserve is set, the Company shall not sell the Property at a price lower than
the Reserve without special reason.

as equivalent to such damage, deterioration, defacement, or wear from the

(3)If the Company anticipates that no bidder will make a successful bid at or above the

Purchase Price.

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.

   iii)The successful bidder shall be responsible for verifying whether or not any
damage, deterioration, defacement or wear exists, the degree thereof, and the

(4)If the consignor does not set any Reserve, the Company may sell the Property

calculated amount of the damage.

without setting the Reserve on the Property.
(5)The consignor may not change any Reserve that has been set and agreed with the

   iv)The Company shall not be responsible for any loss, damage, disappearance,
deterioration, defacement, wear, etc. of any accessories which do not essentially

Company, without consent of the Company.

relate to the evaluation of the relevant purchased property (such as frames,
28

Commission Fee

mountings, glass, acrylic, and outer cases) unless such damage is caused by the
willfulness or gross negligence of the Company.

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

    v)The amount of compensation for damages paid by the Company pursuant to the

of royalties for copyrights and any costs and expenses to be paid by Mallet Japan

provisions hereof shall be limited to the extent of insurance money paid under the

to authors in inserting images of the Properties in the catalogue etc., and any

contract of insurance against the loss made between the Company and any nonlife
insurer.

consumption taxes on them, regardless of whether the consigned Property has been
successfully sold or not.

(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

29

Termination

(1)In the event the Company judges that the consigned Property is inappropriate
for auction and/or the consignor does not follow instructions of the Company, the
Company may refuse an application for a 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

the wordings of 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 damages are caused by willfulness or gross negligence. Even if such

such agreement with the Company; provided, however, that if the Company consents

damages are caused by willfulness or gross negligence, the scope of compensation

to such termination and the consignor compensates for damages in the amount

for damages shall be limited to ordinary damages and the scope predictable at the

separately determined by the Company, the consignor may terminate the sales

time of occurrence of such willfulness or gross negligence.

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.

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.

30

Notice of Sales

When the consigned Property is sold at an auction, the Company shall notify the

35

consignor to that effect without delay.

These Conditions of Sale shall be governed by and construed in accordance with the

Governing Law

laws of Japan, and any matter not stipulated herein shall be settled in accordance with
31

Payment

the laws of Japan.

Unless otherwise agreed by both parties, the Company shall make payment to the
consignor in an amount calculated by subtracting the Commission Fee, consumption

36

tax thereon, catalogue etc. illustration fee, insurance premium, and any other expenses

With respect to any and all disputes arising out of these Conditions of Sale, the

(such as costs for restoration and authentication) from the Hammer Price twenty

parties hereto shall submit to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court

(20) days after the date of the auction; provided, however, that if the payment of

or the Tokyo Summary Court of Japan.

the Purchase Price, etc. from the successful bidder to the Company is delayed, the
Company may delay its payment to the consignor until the Company confirms payment
from the successful bidder. In case of such delay in payment from the Company to the
consignor, the consignor shall not demand any interest or compensation for damage
from the Company.

Chapter VI Other Miscellaneous Provisions
32

Amendment to Rules

The Company may amend any of these Conditions of Sale without notice. Such
amendment shall be made orally or in writing (including within the catalogue etc.) by
the auctioneer by the date of the auction, or by the posting of a notice of amendment
at the auction site or pre-auction viewing, and shall become effective immediately.
33

Scope of Responsibilities

(1)If the terms described in these Conditions of Sale provide that the Company
assumes no responsibility, neither the Company nor Mallet International shall be
obliged to compensate for damages for any reason.
(2)Neither the Company nor Mallet International shall be obliged to compensate for
damages if such damages are caused due to any unexpected contingency such as a
natural disaster, act of providence, war or civil war.
(3)I f the Company is responsible for storage of the purchased property for a
successful bidder and the purchased property disappears or is lost, stolen, damaged,
deteriorated, defaced, or worn by the willfulness or negligence of the Company and
the provisions of the preceding paragraphs do not apply, the Company shall comply
with the following provisions in relation with the successful bidder:
     i)If any purchased property disappears or is lost, stolen, damaged, materially
deteriorated, defaced, or worn, the sales agreement between the Company and the
successful bidder shall be terminated and the successful bidder shall be exempted
from payment of the Purchase Price. If the Company has already received
payment of the Purchase Price in such case, the Company shall return it to the
successful bidder free of interest.
    ii)If the damage, deterioration, defacement, or wear of the property is not deemed
to be material, the Company shall subtract the portion of the damage calculated

Jurisdiction
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How to use the Catalogue
カ タ ロ グ 表 記 に つ い て の ご 案 内

カタログでは、出品作品について作品画像とともに作品情報が記載されております。できる限りわかりやすく正確にお伝えできる
よう努めておりますが、現物の色調、技法、形状、状態などすべての情報が正確に網羅されていない場合もございます。あくまで
参考のためのものですので、自己判断と責任に基づいてご入札くださいますようお願い申し上げます。また出品作品は、その性質上
古いものですので、現状有姿のまま売却されるものとご理解ください。

カタログ表記例
【ユニーク作品の例】
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● 白髪

無題

【マルチプル・版画作品の例】

＊30

①ロット番号

一雄

Kazuo Shiraga

③作品名

②作家名

④技法
キャンバス・油彩
⑤サイズ
10.0×14.8cm
右下にサイン キャンバス裏にタイトル、年記 ⑥サインなどの記述
1961年
⑦制作年
額装
⑧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 ⑨証明書などの記述
⑩来歴
来歴：個人蔵
（東京）
展覧会歴：
「○○展」
△△画廊
（東京）1961年
⑪展覧会歴
文献：同展図録に××として掲載
⑫文献 / レゾネ

￥1,000,000－1,500,000

●

⑭ロット番号横の＊マーク

マルク・シャガール

Marc Chagall ⑮作家名横の●マーク

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） ⑯フルシート / フルマージン
1961年
ed.(250)より ⑰エディション
額装
文献：Mourlot 349/ Cramer Books 46 ⑫文献 / レゾネ
⑱状態
一部に褪色 裏面にマットヤケと数ヶ所にテープ跡

￥600,000－800,000

⑬エスティメート（落札予想価格）
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カタログ表記解説
① LOT/ ロット
②作家名

出品作品に割り振られた番号です。1 点、もしくは複数点のセットが 1 ロットとされることがあります

作品の制作者の氏名を和名・英語名で表記しています

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であろうと思われる作品
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
⑥サインなどの表記について
サイン
印

作家によると思われる署名

作家本人の印が捺印されたもの

タイトル
年記

作家による、もしくは作家周辺の関係者の手によると思われるタイトル表記

作家による、もしくは作家周辺の関係者の手によると思われる制作年表記

⑦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

⑨証明書などについて
証明書 / 鑑定書
共シール

作家本人、もしくは鑑定機関によって真正や存在が確認され発行された証書があるもの

作家本人によるサイン、印、タイトルが書かれた紙片が額裏等に貼付されたもの

共箱 / 共板

作品を入れた箱もしくは蓋に作家本人によるサイン、印、タイトルが書かれたもの

鑑題シール / 鑑題箱 / 識箱 作家の鑑定機関や関係者によって真正や存在が確認され発行されたシールがあるもの、もしくは箱書きがあるもの
照会確認済
⑩来歴

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

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作家名の左に●マークのある作品には、日本語図版の後の頁に英語での作品説明（ディスクリプション）があります
⑯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

⑰ 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
⑱状態

版画・マルチプル作品の瑕疵について、その場所と瑕疵の種類、程度を記載しています

その他オークション用語
オークショニア

オークションを進行する競売人です。競り始める価格（発句）や、
競り上げ幅はオークショニアの裁量に任されており、

オークション中の競りの停止、再開など一切を取り仕切ります。参加者はオークショニアの決定に従うこととします
NO LOT/ ノーロット
ディスクリプション

ロット番号が割り振られてはいますが、出品されない作品です
オークションカタログにおいて作品情報をロットごとに記載したもの

落札価格 / ハンマープライス

オークショニアが受け入れた競り合いの最高価格です。落札者は落札金額に相応の落札手数料

（バイヤーズプレミアム）を合わせた金額を支払います。詳しくは弊社規約「第三章 9」をご参照ください
購入価格

落札価格に相応の落札手数料を合わせた価格

真贋保証

作家名が留保なく明記されている出品作品は、落札後３年間真贋保証の対象になります。詳しくは弊社規約「第三章 16」

をご参照ください
訂正票

オークションカタログが完成した後に、カタログ表記に訂正が生じた場合には「訂正票」でお知らせします。

訂正票は下見会場およびオークション当日の受付でお渡ししています。訂正票で告知された内容は周知のこととしてオークション
が進行しますのでご注意ください
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Guide for Absentee Bidders
委 託 入 札 注 意 事 項

委託入札をされる前に必ずお読みください。

書面及び電話入札のお申込みは、オークション開催日前日 18：00 までに必着でお願い致します。
「書面及び電話入札申込書」に必要事項
をご記入のうえ、
下記送付先に郵送、または FAX にてお送りください。締め切り以降のお申込みは、
無効とさせていただきますのでご注意く
ださい。
送

付

先

連

〒 135-0016 東京都江東区東陽 3-22-6
FAX 03-5635-1778
株式会社 マレットジャパン

東陽町 AXIS ビル 1F

TEL

絡

先

03-5635-1777

大変お手数ですが、お申込み後は、封書・FAX の到着の有無を、上記連絡先までお電話にてご確認ください。
ご記入にあたって
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■下記記載項目は必ずご記入ください。これらのうち一項目でも記入がないものは、無効とさせていただきます。
1）氏名

2）住所

3）電話番号

4）署名

5）LOT 番号

6）最高限度額※

※お電話での参加をご希望の方は、参加方法で「電話による同時参加」をお選びください。最高限度額の欄にご入札金額をご記入いた
だければ（バックアップ入札といいます）、セール中に電話が繋がらない等の事態が発生した場合にオペレーターがご入札金額まで
代行して入札いたします。なお、電話回線に限りがございますので、お申込みの受付は先着順とさせていただきます。
※最高限度額には、手数料、および手数料に対する消費税は含まれておりません。ご請求金額には、別途当社への落札手数料、および
手数料に対する消費税が加算されます。
■委託入札にてオークションご参加の際は、事前のご登録が必要です。ご登録がお済みでない方は、
「会員登録申込書」に必要事項をご
記入のうえ、
「書面及び電話入札申込書」とともにメール、郵送または FAX にてお送りください。会員費のご入金確認後、委託入札を
承ります。
■委託入札をお申込みの際は、カタログに記載されている LOT 番号順にご記入ください。
■落札された作品のお受取り方法を事前にご指定ください。
「落札作品引取り・配送指示書」にて、お引き取りまたは配送をご選択くだ
さい。ご指定のない場合は、ご入金確認後、自動的にご登録先ご住所へ発送いたします。この際、運賃・保険料は着払い、梱包料は
代引きでお客様のご負担となりますのでご留意ください。

オークション落札後のキャンセルは一切できませんので、ご注意ください。
 カタログに記載されている情報は、あくまでお客様の参考のためのものです。作品の状態はカタログに記載の限りではなく、実際
と異なる場合がございます。ご入札はお客様の自己責任を前提としており、作品データ誤記、作品に対する見解の相違などを理由とした
落札後のキャンセルには一切応じられませんのでご注意ください。
（ 詳しくはカタログ巻末の「オークション規約」をお読みください）

会員登録

オークションで作品をご購入・ご出品頂くには、
ご登録手続きが必要です。
当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、
会員登録費と共
に予め当社にお申込みいただくか、
下見会場、
オークション会場受付にてお申込み下さい。
オークションカタログには、
全出品作品がLOT
番号順に掲載されており、
オークション開催毎に発行されます。

会員登録費

（消費税込み）

国内カタログ会員
（3年）

60,000円

国内カタログ会員
（1年）

25,000円

国内カタログ会員
（1開催のみ）

5,000円

オンラインプライム会員
（1年）

6,000円

※海外にお住まいの方は会員費が異なります。詳しくは株式会社マレットインターナショナルにお問合せ下さい。

下見会

オークション開催前に、
全ての出品作品をご覧頂く下見会を行います。落札後のキャンセルはできませんので、
予めご自身で作品の状態を
ご確認ください。
出品作品についてのご質問、
ご相談等がございましたら、
下見会場にて当社スタッフにお気軽におたずねください。

オークション

マレットジャパン オークションは、
競り売り方式で行われ、
１）会場でのパドル提示、
2）電話による同時参加、
3）事前の書面による委託入札に
よりご参加いただけます。

当日、
オークション会場受付にて当社指定の申込書又はデジタルデバイスにご署名のうえ、
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」
と
「落札作品引取り
・配送指示書」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。弊社ウェブサイト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。
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」
と
「落札作品引取り
・配送指示書」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
郵送もしくはFAXにて当社宛にお送りください。弊社ウェブサイト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。

リアルタイムのオンライン入札
インターネットを利用したリアルタイムの入札サービスは自社展開しておりません。外部のオークション情報サイト Invaluable（英語のみ）
に
事前登録していただければ、
オークション当日にリアルタイムでウェブ入札が可能です。本サービスを利用してご落札頂いた場合には、
当
社の落札手数料とは別に、
Invaluableの利用手数料として落札価格の５％が請求額に上乗せされますのでご注意ください。

落札手数料

オークション会場での競り上がり価格および落札価格には、
手数料は含まれておりません。落札されたお客様には、
1ロットにつき別途次の落札
手数料をご負担いただきます。
落札価格の16.50％相当額（手数料に対する消費税含む）

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「落札
作品引取り
・配送指示書」にてご指定ください。
オークション開催前日必着で、
郵送もしくはFAXにて当社宛にお送りください。
ご指定のない
場合は、
すべて発送とさせていただきます。梱包費用は代引き、
送料・保険料は着払いにてお客様のご負担となります。

オークション落札後のキャンセルは一切できませんので、
ご注意ください。
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参加方法を必ず

郵送、
Fax、
E-mail にて返送下さい

書面による委託入札

でご指定下さい。

電話による同時参加

また、電話による同時参加へのお申し込みは、エスティメートの範囲内、もしくはそれ以上でのご落札をお考えのお客様のみに限らせていただきます。

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 ご 参 加

法人でのご参加

初めてご参加の方は必ず別紙の会員登録申込書をご提出下さい。
個人でご参加の際は法人名・担当者名欄の入力は不要です。
法人でご参加の際は氏名・職業欄の入力は不要です。
ふりがな
氏
名

ふりがな
担当者名

生年月日
住

所

ふりがな
法 人 名

職 業
〒

都 道
府 県

市 区
町 村

電話番号

携帯電話

Eメール

Ｆ Ａ Ｘ

落札作品引取・配送指示
お客様ご自身でお引取り（代理の方が来られる際には事前にお知らせください）
お客様ご自身で配送業者をご手配（配送業者名：

）

佐川急便による配送（送料・保険料・梱包料は代金引換にて申し受けます）
LOT No.

最高限度額（手数料・消費税は含まず）

作家名・作品名

※電話入札の場合は、空欄のままで結構です。

,000

￥

,000

￥

,000

￥

,000

￥

,000

￥

,000

￥

,000

￥

,000

￥

,000

￥

,000

※百円単位以下の金額は切り捨てとなります。
株式会社マレットジャパン殿
当方はマレットオークション規約及び上記、別紙の注意事項に了承の上、上記の通り
申込書で入札します。各作品の状態、内容に関しては、当方の責任において確認した
ものとします。尚、該当する出品作品が当方に落札された場合、当方は落札価格とマ
レットオークション規約に定められた落札手数料（落札金額の16.5％相当額）（消費
税含む）を合計した金額を定められた期限内に必ず支払うものとします。

年

日

署名

入札受付期限：オークション前日の18：00 迄

印

落札後のキャンセル・変更は一切できません
弊社利用欄

株式会社 マレットジャパン
〒135-0016 東京都江東区東陽3-22-6 東陽町AXISビル1F
TEL: 03-5635-1777 FAX: 03-5635-1778 info@mallet.co.jp

月

CD
BID

日時：
担当

年/

月/

日/

:
未

済

----------------------------------------------------------------

￥

✂
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-----------------------------------------------------------------

FAX: 03-5635-1778

書面および電話入札申込書

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致します。
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下さい。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致します。
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。
ご落札作品の保管期間は1ヶ月を目安としております。長期の保管については別途保管料をいただきますので、期間内の発送と
引取にご協力下さいますようお願い申し上げます。

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）

（単位：円）

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

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

梱包料金概算

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）
作品の大きさ

（単位：円）

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

C）配送保険料は落札合計金額の1/1000です。
（最低金額50円
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

10円単位繰上げ）
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Guide For Prospective Consignors
オ ー ク シ ョ ン 出 品 方 法

マレットオークションでは、皆様からのご出品をお待ちしております。まずは、お気軽にご連絡ください。
お客様よりご提供いただいた情報は、秘密厳守いたします。
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出品の
ご相談・査定

ご出品をお考えの作品がございましたら、作品についての情報（※）
と作品の写真、または画像を郵送、
ファックスまたはＥメールにてお寄せください。当社で作品の内容、状態を確認のうえ、暫定評価額
及びその他出品条件について相談させていただきます。
査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※作品の情報は、作家名、作品名、技法、サイズ、制作年、文献、レゾネ No.、エディション、サイン、落款、
印、箱書、共シール、鑑定・証明証の有無、状態等おわかりになる範囲内で結構です。
お問合せ先

株式会社マレットジャパン
〒135-0016 東京都江東区東陽3-22-6 東陽町AXISビル1F
TEL 03-5635-1777
FAX 03-5635-1778
E-mail info@mallet.co.jp
作品の
お預かり・検品

暫定評価額ご通知後、検品のため作品をお預かりいたします。その際の輸送費、梱包費は、お客様の
ご負担となりますが、作品の内容や量により、輸送方法を相談させていただきます。当社にて現物を
検品させていただいたうえ、当社査定による現在の予想落札価格（エスティメート）
を提示いたします。
鑑定が必要な場合は、当社の定める専門美術商団体の鑑定委員会、登録委員会、所定鑑定人、また
は専門美術研究家等との連絡を代行いたします。鑑定にかかる実費はお客様のご負担となりますの
でご了承ください。万が一、作品の真性が保証されなかった場合、
その作品はご出品いただけません。
鑑定料金等、発生した実費については、お客様にご負担いただきますのでご注意ください。

売却委託契約

最終的な予想落札価格（エスティメート）
、
最低売却価格（リザーブ価格）
、
その他出品条件にご同意いただいたうえ、
ご出品をお決めくだ
さい。
ご出品決定後、
売却委託契約を締結いたします。
なお、
ご契約後の解約はできませんのでご注意ください。作品は、
弊社指定保管場
所にて、
オークションによる売却・引渡しまで大切にお預かりいたします。保管中の保険料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。

カタログ作成・
掲載料/
著作権料

オークション開催ごとに、
全ての出品作品の情報と写真が掲載されたカタログを作成し、
オークション開催の約20日前に国内外の定期購読
者に発送いたします。
カタログ作成にあたり、
掲載料と著作権料の実費をご負担いただきます。
掲載料はページ割付や写真サイズによって異なり、
１ロットにつき5,500円から33,000円
（税込）
かかります。
カタログのレイアウトは当社担当
者により決定させていただきます。
著作権料は著作権者（作家や作家の遺族、
著作権管理団体等）
に対して支払うもので、
著作権者の定める料金が発生します。

プロモーション活動

国内外の美術専門誌およびその他マスメディアへのプレスリリース、
広告掲載を行います。
また、
オークションまたは下見会にお越しになれな
い方や美術品コレクターの方々へ入念な事前営業を行います。

下見会

オークション開催前に、
全ての出品作品を展示し、
当社顧客の方々に作品を直接見ていただく下見会（プレビュー）
を行います。会場では、
当社係員が作品の説明や販売促進活動を行います。

オークション

出品作品をカタログ掲載順に1ロットずつ競売にかけ、
最高金額で購入を希望されるお客様に落札してまいります。落札結果について
は、
オークション開催後に書面にてご報告いたします。

お支払い

落札者からの入金確認後、
落札価格から出品手数料、
手数料に対する消費税、
カタログ掲載料、
著作権料、
保険料、
その他立替え
（修
復料、
鑑定料、
輸送量等）
が発生した場合は、
その金額を差引いた金額をオークション開催後20日以降にお支払いいたします。
ただし、
落
札者からの入金が遅れた場合は、
入金確認後のお支払いとなりますのでご了承ください。

不落札作品の
ご返却

残念ながら不落札となった場合、
事前にご指示のない限り、
オークション開催後20日以内に作品を当社指定の運送業者よりご登録のご住
所へ発送いたします。返却の際の輸送費、
梱包費、
保険料はお客様のご負担となります。
当社へ直接お引取りに来られる場合は、
事前に
ご連絡ください。再出品、
アフターセール、
その他プライベートセール等で売却を希望される場合は、
ご相談ください。

落札後、
出品作品が贋作
と判明した場合

ご出品いただいた作品が贋作と認定された場合は、
当社との売却委託契約は解除されます。
当社からのお支払いが済んでいない場合
は、
該当作品をご返却いたします。
すでに当社からのお支払いが完了している場合は、
お支払い済みの代金全額をご返金いただいたう
えで、
該当作品をご返却します。

アドバンスペイメント
（事前前渡金制度）

オークション開催日より前に、
エスティメート
（予想落札価格）
に基づいた金額を前払いするシステムです。
お支払い金額、
条件等について

プライベートセール
（仲介売買）

オークションへの出品を通じた売却とは別に、
プライベートセールも承っております。作品を当社でお預かりし、
オークションには出品せずに

買取り

は別途協議のうえ決めさせていただきますので、
ご相談ください。

売買を仲介するシステムです。公開型オークションをご希望でない方は、
ご相談ください。

速やかな作品の現金化をご希望の場合は、
作品の買取りも承っております。
買取り価格、
お支払い条件等、
お気軽にお問合せください。
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ご希望の売却方法を必ず

郵送、
Fax、
E-mail にて返送下さい
※デジタル画像はEメールに添付してご送付ください。
作品点数が多い場合は必要枚数をコピー又は印刷してご利用下さい。

でご指定下さい。

オークションへの出品を希望する
プライベートセール（仲介売買）での売却を希望する
買取りを希望する
個人･法人を必ず

でご指定いただき、各項目を記入して下さい。

個 人でのお申込

法人でのお申込
ふりがな
法 人 名

個人でお申込みの際は法人名・担当者名欄の入力は不要です。
法人でお申込みの際は氏名・職業欄の入力は不要です。
ふりがな
氏
名

ふりがな
担当者名

生年月日

職

住

所

都 道
府 県

〒

業

市 区
町 村

電話番号

携帯電話

Eメール

Ｆ Ａ Ｘ

日中の希望連絡先を

でご指定下さい。

電話番号

携帯電話

Ｅメール

FAX

各欄に、記入できる範囲で作品情報を記入して下さい。
備考

サイズ

✂

作家名
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製作年

技

サイン

1
法

有
作家名

・

無
備考

サイズ
鑑定書/共箱の有無など

作品名

製作年

技

サイン

2
法

有

・

無

※不明の場合は空欄で結構です。
作品のより詳しい情報・写真などをお送りいただければ、暫定査定額・買取り金額を迅速にお知らせいたします。
最終的なエスティメート（予想落札価格）・買取り金額のご提示は、実際の作品を拝見してからとなります。

年

株式会社マレットジャパン殿
私は、株式会社マレットジャパンが、当方の個人・法人
情報を記載のとおり取扱うことに同意します。

日

署名
弊社利用欄

株式会社 マレットジャパン
〒135-0016 東京都江東区東陽3-22-6 東陽町AXISビル1F
TEL: 03-5635-1777 FAX: 03-5635-1778 info@mallet.co.jp

月

CD
BID

印

日時：
担当

年/

月/

日/

:
未

済

----------------------------------------------------------------

鑑定書/共箱の有無など

作品名

-----------------------------------------------------------------

FAX: 03-5635-1778

査 定 ・ 売却申込書

Policy on the Protection and Handling of Personal Information
個 人 情 報 取 扱 い

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

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

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

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

この一環とし、オークション事業を円滑に運営する上でいただいているお客様の

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

個人情報を適切に保護し、正しく取扱うことが事業活動の基本であり、重要な

of personal information provided by its customers for the purpose of

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

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

1. Basic Policy

記

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

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

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

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

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

取得し、適切な範囲内でのみ利用いたします。また、お客様よりお申出を

shall promptly stop using the personal information received from that

いただいた場合は、速やかにその利用を停止いたします。

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

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

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

4. 外部委託

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

弊社では、業務を円滑に遂行するため、業務の一部を外部委託する場合が

part of the businesses and entrust the personal information of customers

あり、当該委託先に対し、必要な範囲で弊社が保有するお客様の個人情報

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

を預託する場合がございます。この場合は、弊社が定めた基準を満たす者を

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

委託先として選定するとともに、個人情報の取扱いに関する契約を締結し、

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

適切な管理、監督を行います。

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

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

連絡先：株式会社マレットジャパン
TEL: 03-5635-1777 FAX: 03-5635-1778
E-mail: info@mallet.co.jp

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

以 上

東京都江東区東陽三丁目22番6号

Description

confirming your identity.
Contact: Mallet Japan Inc.
Tel: +81-3-5635-1777

Fax: +81-3-5635-1778

1F Toyocho AXIS Bldg., 3-22-6 Toyo, Koto-ku, Tokyo
E-mail: info@mallet.co.jp
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Guide For Online Membership

オ ン ラ イ ン 会 員

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

オンラインでの事前入札申込み・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・変更が出来ませんのでご注意ください。

電話入札登録

オンラインでの電話入札申込が可能です。電話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。
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。
オンライン/電話による委託入札については委託入札注意事項
をご確認下さい。

コンディション
レポート

次回オークション出品作品のコンディションレポートをご請求頂けます。詳しい状態や細部の写真を含むレポートをご登録
のアドレスにお送りいたします。
レポートはオークション開催約2週間前から受け付けており、
終了後には非表示となります。

出品アラート

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

メールマガジン

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

作品アーカイブ

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

会 員 登 録

無料会員

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

プライム会員

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

-----------------------------------------------------------------

FAX: 03-5635-1778

カタログ会員登録申込書

郵送、
Fax、
E-mail にて返送下さい

当社オークションを初めてご利用されるご新規のお客様は個人･法人を必ず
各項目を記入およびご指定の確認書類をご提出下さい。
個人でのご登録

法人でのご登録

※必要な本人確認書類（有効期限内のものとする）
運転免許証（複写）
各種健康保険被保険者証（複写）
印鑑証明書（原本・6ヶ月以内）
住民票の写し（原本・6ヶ月以内）
住民票の記載事項証明書（原本・6ヶ月以内）
日本国発行・パスポート（複写）
個人番号カード表面のみ（複写）
在留カード（複写）
＊いずれか1点をご提出ください。

※必要な法人確認書類（有効期限内のものとする）
古物許可証写し
法人商業登記簿謄本[履歴事項全部証明書]（原本・6ヵ月以内）
法人印鑑証明書（原本・6ヵ月以内）
代表者の個人確認書類（個人でのご登録参照）
＊いずれか1点をご提出ください。
ふりがな
法 人 名

個人でお申込みの際は法人名・担当者名欄の入力は不要です。
法人でお申込みの際は氏名・職業欄の入力は不要です。

ふりがな
氏
名

住所

〒

ふりがな
担当者名
生年月日

都道
府県

職業

市区
町村

電話番号

携帯電話

Eメール

FAX

✂

Eメールによるご案内

でご指定下さい。

希望する

希望しない

FAXによるご案内

希望する

希望しない

----------------------------------------------------------------

当社からお送りするカタログ、DM、請求書等のお届け先が上記、記入先と異なる場合には下記にご希望の住所を記入下さい

〒
住所

日中の希望連絡先を

都道
府県

市区
町村

でご指定下さい。

下記よりご希望の会員登録期間を

電話番号

携帯電話

Ｅメール

FAX

お選び下さい。

下記銀行口座へ会員費をお支払い下さい。
（※振込手数料は、
お客様ご負担になります）

1回：￥ 5,000(税込)

・オークションカタログ 1 冊分

1年：￥25,000(税込)

・オークションカタログ 1 年分

3年：￥60,000(税込)

・オークションカタログ 3 年分

銀行振込口座

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 1012974

三菱UFJ銀行

銀座支店

普通 4836092

三井住友銀行

銀座支店

普通 7834186

「マレットオークション規約」ならびに、別紙記載の
「個人・法人情報の取扱いについて」をお読みいただき、内容をご確認
の上、
ご署名及び捺印ください。尚、
ご同意いただけない場合は、お申込みをお受け致しかねますのでご了承下さい。
年

株式会社マレットジャパン殿
私は、株式会社マレットジャパンが、当方の個人・法人
情報を記載のとおり取扱うことに同意します。

日

署名

印

弊社利用欄

株式会社 マレットジャパン
〒135-0016 東京都江東区東陽3-22-6 東陽町AXISビル1F
TEL: 03-5635-1777 FAX: 03-5635-1778 info@mallet.co.jp

月

日時：20

CD
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/
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:
未
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207
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Acces s
アクセスマップ

マレットジャパン オークションハウス

〒 135 − 0016
東京都江東区東陽 3-22-6 東陽町 AXIS ビル 1 階
TEL：03 − 5635 − 1777 FAX：03-5635-1778
●交通のご案内
地下鉄東西線 東陽町駅 2番出口より徒歩5分
地下鉄東西線 木場駅 2番出口より徒歩6分
首都高速9号 深川線 木場出口から 三ツ目通りを辰巳方面へ
木場五丁目交差点 永代通りを左折 約600m先 右手にございます

〒 135-0016 東京都江東区東陽 3-22-6 東陽町 AXIS ビル 1F
Tel.03-5635-1777 Fax.03-5635-1778
E-mail.info@mallet.co.jp https://www.mallet.co.jp

