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各位 

TCG・フィギュア・スニーカーを扱う特別オークション開催 

オタク YouTuber 達の競演 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

■オークション開催情報 

オークション名： CARD / FIGURE / SNEAKERS オークション 

オークション開催日時： 2021 年 9 月 23 日（木・祝）13：00 

会  場： 東京都中央区銀座 7－4－12 銀座メディカルビル 

下見会：  9 月 20 日（月）- 22 日（水） 10:00-18:00 

出品数： 117 ロット 

 

・新型コロナウイルス感染予防対策のため、オークション当日のご来場は予約制となります。 

詳細は「本件に関するお問い合わせ先」まで。 

・同日に WINE / LIQUOR オークションを開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shinwa Auction（シンワオークション）株式会社は、2021 年 9 月 23 日（木・祝）に「CARD / FIGURE 

/ SNEAKERS オークション」を開催、TCG（トレーディングカードゲーム）43 点、フィギュア 36

点、スニーカー38 点を出品いたします。 

当社では、2018 年に開催した「手塚治虫オークション」を皮切りに、国内外のマンガにまつわる

品を扱う「MANGA オークション」を複数回開催、定期開催オークションとして定着しました。 

マンガに続く新たなオークションを企画するにあたり、コレクターズアイテムとして国際的にも安

定した人気と流通量を持つ、TCG（トレーディングカードゲーム）、フィギュア、スニーカーに注目

し、コレクターであり有名なユーチューバーである齋藤友晴（さいとう・ともはる）氏、そうまん氏、

村川智博（むらかわ・ともひろ）氏の協力を得て、今回の開催に至りました。 

 

 

マジック：ザ・ギャザリング、KAWS、NIKE・AIR JORDAN など 117 ロットを出品 
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■出品作品・商品の紹介（一部） 

 

LOT. 40 マジック：ザ・ギャザリング 

「Foil、絵違い、部分光沢 戦慄衆の将軍、リリアナ / 

Liliana, Dreadhorde General 黒 R」 

シリーズ：WAR 

エスティメイト：75 万円～90 万円 

 

 

 

LOT. 43 マジック：ザ・ギャザリング 

「Black Lotus 茶 R」 

シリーズ：2ED 

PSA7 

エスティメイト：210 万円～280 万円 

 

 

 

LOT. 56 天野 喜孝 

「ドロンジョ原画」 

29.5×20.6cm（52.8×44.5cm） 

紙・ダーマトグラフ 

左下にサイン 

エスティメイト：80 万円～120 万円 

 

 

LOT. 63 FIVESTAR TOY×工匠堂 

「ネプチューンマン / ビッグ・ザ・武道」 

ネプチューンマン：H24.0×W13.8cm 

ビッグ・ザ・武道：H27.0×W16.0cm 

未開封 

エスティメイト：8 万円～15 万円 
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LOT. 76 A BATHING APE×MEDICOM TOY 

「1st CAMO SHARK BE@RBRICK 1000%（3 点組）」 

ケース各 H81.5×W45.0×D40.5cm 

未開封 

エスティメイト：40 万円～50 万円 

 

 

LOT. 77 KAWS×MEDICOM TOY 

「ダースベーダー」 

H25.5×W10.8cm 

Ed.500 

エスティメイト：120 万円～150 万円 

 

 

 

LOT. 79 Daniel Arsham×Pokémon 

「ピカチュウ（青）」 

ケース 40.0×W27.0×D24.2cm 

未開封 

エスティメイト：100 万円～150 万円 

 

 

 

LOT. 115 NIKE 

「AIR JORDAN 6 1991 年プレイオフ実使用」 

サイズ US13（約 31cm） 

各 Michael Jordan サイン入り 

「Grey Flannel Collectibles Inc」証明書コピー付 

エスティメイト：250 万円～350 万円 
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LOT. 116 NIKE 

「AIR JORDAN 11 LOW OG 1996 年プレイオフ実使用」 

サイズ US13（約 31cm） 

各 Michael Jordan サイン入り 

「California Sports Investments」証明書付 

エスティメイト：300 万円～500 万円 

 

 

LOT. 117 NIKE 

「AIR JORDAN 7 バルセロナオリンピック実使用」 

サイズ US13（約 31cm） 

各 Michael Jordan サイン入り 

エスティメイト：1,000 万円～1,500 万円 

 

 

■オタク YouTuber 紹介 

 

TCG（トレーディングカードゲーム） 

齋藤 友晴（さいとう・ともはる）氏 

 

はじめまして、トモハッピーこと齋藤友晴です。 

私は世界初の TCG(トレーディングカードゲーム)『マジック：ザ・ギャザリ

ング』専門店晴れる屋の社長兼、TCG を世の中に広めるため Youtuber トモ

ハッピーとしても活動しています。 

1993 年に世界で初めての TCG『マジック：ザ・ギャザリング』が生まれ、

さらにポケモンカードゲームや遊戯王など多くの TCG が誕生し、たくさんの

ユーザーさんに親しまれてきました。 

この 30 年近い歴史の中で様々な理由から需要が高まり、多くのユーザーさんに価値を認められる品物

が誕生してきました。 

近年はこういった高い価値を持つ品物の需要が世界的に高まっており、TCG をコレクションするとい

う楽しみ方がより多くのユーザーに認知され親しまれるようになってきています。 

TCG にはただ遊ぶというだけでなく、美術品のように気に入ったもの、素晴らしいものを購入し、収

集していく楽しみがあります。そこに TCG の奥深さ、懐の深さがあると感じています。 

今回のこの貴重な機会に様々な出品物を通して多くの方に TCGの楽しみや奥深さの一端でも感じてい

ただければと思います。 
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フィギュア 

そうまん氏 

 

2006 年に起業すると同時に、僕が好きな漫画キャラクタ

ー『キン肉マン』のフィギュアを購入し事務所に飾る事でい

つも勇気をもらっていました。仕事で嬉しい事がある度に、

自分へのご褒美として新しいフィギュアを買っていました。

はじめは純粋に好きな漫画キャラクターのフィギュアをコ

レクションする事が目的でしたが、2009 年僕が持っているフィギュアが 10 万円で売買されていた事で

（定価１万円以下）フィギュアとの向き合い方が変わりました。 

当時はフィギュアという言葉はあまり浸透しておらず、オタクがフィギュアを買うというイメージで

したが、今では老若男女問わず幅広い層でコレクターと名乗る方が増えております。 

この歴史は、先に『おもちゃ』というコンテンツで日本の時代は築かれ、まさに後を追うように『フ

ィギュア』の歴史が刻まれています。おもちゃでは数千万円のモノは珍しくなく、フィギュアもやっと

その大台に乗る金額のモノが出てきました。 

まだまだ歴史の浅いフィギュアですがアートとしての魅力と資産価値としての魅力 

を併せもつ最高のコレクションアイテムだと僕は感じております。 

 

 

スニーカー 

村川 智博（むらかみ・ともひろ）氏 

 

株式会社ベクトル代表取締役。スニーカーコレクター「ジョーダン

村川」の異名を持つ。1976 年岡山県岡山市生まれ。マイケル・ジ

ョーダンに憧れ、中学生の頃から趣味でエア・ジョーダンの収集を

開始。その後、当時 1 足何十万、何百万もする希少なスニーカー

を 2000 足集め、自他共に認める日本 TOP3 のコレクターとなる。

1997 年には個人で古着屋を開業し、アパレル品の買取販売を中心

としたリサイクルショップから事業をスタート。2003 年に株式会社ベクトルを創業し、全国的に FC を

展開。2020 年 9 月にベクトル公式 YouTube「ジョーダン村川のレアもん投資チャンネル」を開設し、世

界中のプレミア商品やレア物を紹介・販売。現在、スニーカー博物館の立ち上げを目指し、4 足の希少な

スニーカーを販売・購入・交換など様々な方法で 1 万足に増やすプロジェクト「わらしべスニーカー企

画」を実施中。これまで集めた秘蔵コレクションの一部をリアルオークションで初放出する。 

 

 

 

 

公式サイト：https://murakawa-tomohiro.com/ 

掲載実績：「Yen SPA!」「日刊 SPA!」などスニーカー投資の実践者として取材多数 

テレビ出演実績：テレビ東京「ガイアの夜明け」／日本テレビ「ウチのガヤがすみません！」 

著書：現代書林「チャンスの神様と出会う方法 (何かを成し遂げたい人に贈る 30 のヒント)」 
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【Shinwa Auction 株式会社の概要】 

会社名： Shinwa Auction 株式会社 https://www.shinwa-auction.com  

所在地： 東京都中央区銀座七丁目 4 番 12 号  

グループ創業： １９９０年 

代表者： 代表取締役社長 倉田 陽一郎 

主な事業内容： 会場でのオークションの企画・運営・オンラインオークション・プライベートセール 

 (東京都公安委員会許可 第 301061706781 号) 

 

Shinwa Auction 株式会社は東京銀座を拠点に、近代美術、現代美術、近代陶芸、ワイン・リカー、アン

ティーク、そしてマンガなどのオークションを定期開催しているオークションハウスです。 

今年で創業３2 年目を迎えます。 

Shinwa Auction は東証 JASDAQ 上場企業である Shinwa Wise Holdings 株式会社の１００％子会社であ

り、日本ではオークション会社として上場した唯一の会社です。 

良質な美術品やワイン・リカー等の高級品を、オークションによる公正な取引を通じて日本のオークシ

ョン市場の拡大に尽力しながら、日々新たなジャンルの開拓や優良作品を開拓しております。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ＜本件に関するお問い合わせ先＞  

Shinwa Auction 株式会社 

担当 高井  

Tel：03-3569-0030 /mail：takai@shinwa-auction.com 

 


