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下見会 
カード／フィギュア／スニーカー

9. 20（月）- 22（水）	 10:00-18:00
ワイン／リカー

9. 22（水）	 13:00-15:00

※23（木）の下見会の開催はありません

会場
〒104-0061 東京都中央区銀座7-4-12
銀座メディカルビル 1F・2F・B1F

お問い合わせ
tel 03-3569-0030 / fax 03-3569-0023
info@shinwa-auction.com

AUCTION

Thu. 23 September 2021 1:00pm
CARD / FIGURE / SNEAKERS
WINE / LIQUOR

PREVIEW

CARD / FIGURE / SNEAKERS
20-22 September 2021 10:00am–6:00pm
WINE / LIQUOR
22 September 2021 1:00pm–3:00pm

LOCATION

B1F.1F.2F Ginza Medical Bldg.
7-4-12 Ginza, Chuo-ku Tokyo 104-0061 JAPAN

CONTACT

tel +81-3-3569-0030 / fax +81-3-3569-0023
info@shinwa-auction.com

2021. 9. 23 （木）　13:00

オークション

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

※ご入札におかれましては、ご来場以外の入札方法、 
書面入札・オンライン入札・電話入札・ 
ライフビッディングを積極的にご利用ください。

予約方法（詳細はQRコードより）
① お電話（03-3569-0030）
② メール
③ 営業担当者へ直接連絡
④ 下見会場で予約
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当社オークションに初めて参加される際には、事前の登録が必要です（無料）。登録方法には、「個人」「法人」の2種

類があり、オークション会場・当社Webサイトにて受け付けております。どちらの場合にも「ご登録申込書」へのご

記入と、本人確認書類の添付をお願いしております。マネーロンダリング（麻薬犯罪などにかかわる不正資金の洗

浄）を防止するためにも必要な手続きですので、何卒ご協力をお願いいたします。

・個人登録（個人のご名義で登録を希望する場合）

本人確認書類…運転免許証、各種健康保険被保険者証、各種年金手帳のコピーのうちいずれか、または印鑑証明

書、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、在留カード、外国人登録原票記載事項証明書の原本のいずれか。

・法人登録（法人のご名義で登録を希望する場合）

本人確認書類…印鑑証明書、登記簿謄本、代表者事項証明書の原本のいずれか、または古物商許可証のコピー。

落札作品のお引渡しは、ご入金後（小切手にてお支払いの場合は、現金化後）、当社でのお引渡し、または配送

でのお引渡しとなります。

作品の修復や額縁の修理、資料・文献のご紹介、展示や保管に関するアドバイスなど、お客様の幅広いニーズに

お応えするべく、専門スタッフがきめ細やかなサービスをご提供します。

オークションの翌日までに、当社webサイトに落札結果を掲載いたします。

オークション開催日の2〜3日前より、全ての出品作品を展示する下見会を開催いたします。下見会は予約不要・

入場無料ですので、お気軽にお越しください。カタログ図版の色や状態は実物と異なる場合がございますので、必

ずお客様ご自身で作品の状態をご確認ください。会場では当社スタッフがご質問、ご相談にお応えいたします。ま

た、ご希望によっては下見会以前でも作品をご覧いただけますので、お申し付けください。

下 見 会

オークションへの入札

会場入札　 オークション当日、会場での直接参加

オークション会場受付にて入場券またはご本人様確認書類をご提示いただき、番号札（パドル）をお受け取

りの上、オークションにご参加ください。

オークションはカタログの掲載順に進行いたします。壇上のオークショニアが金額（日本円）を競り上げま

すので、落札ご希望のお客様はパドルをオークショニアに見えるようお挙げください。競り上げる価格の

幅は、通常約3％～10％です。

ハンマーが打たれて、お客様がお持ちのパドル番号が読まれた場合、ご落札にご成功いただけたものとご

理解ください。お帰りの際に受付にて落札内容をご確認、落札確認書にご署名をいただき、落札お手続き完

了となります。

落札後のキャンセルはできません。

※初めて参加される際は受付にてお申し出ください。当社スタッフよりオークションのルールについてご

説明させていただきます。

書面入札　　オークション前々日までに事前入札

「書面買受申出書」（書面入札のためのフォーム）による不在入札となります。各オークションカタログ巻末

に付随しております「書面買受申出書」に必要事項をご記入の上、オークション開催日の前々日までに当社

に到着するよう、郵送・FAXのいずれかにてお送りください。

お手元に「書面買受申出書」がない場合は当社までご連絡ください。FAXまたはメールにて送付いたしま

す。また、参加をご希望のオークションまで、日程的な余裕がない場合も弊社まで直接ご連絡ください。

オンライン入札 オークション前日午前中までに事前入札

当社Webサイトを経由した不在入札となります。入札期限は開催日前日午前中まで。リアルタイムでは

オークションにご参加いただけません。オンライン入札をご利用の際は、当社Webサイト「オンライン入札

のお申込み」よりご登録ください。

https://www.shinwa-art.com/online-account-entry

電話入札

オークション当日、リアルタイムで電話をお繋ぎし、競りにご参加いただく方法です。各オークションカタ

ログ巻末に付随しております「書面買受申出書」に必要事項をご記入、「追加電話ビット」欄に印を付けた上

で、オークション開催日前々日までに当社に到着するよう、郵送・FAXにてお送りください。

お手元に「書面買受申出書」がない場合は当社までご連絡ください。FAXまたはメールにて送付いたしま

す。また、参加をご希望のオークションまで、日程的な余裕がない場合も弊社まで直接ご連絡ください。

※電話入札は受付数に限りがございますため、定員に達していた場合、書面・オンライン入札をご案内す

る場合があります。予めご了承ください。

ビットコインでのお支払いも承ります。（お支払い額の100万円まで）詳しくは、お問い合わせください。

お支払い

お引渡し

落札結果

アフターサービス

※Live Bidding 「Shinwa Auction LIVE」についてはP.6-7をご参照ください。

カード／フィギュア／スニーカーオークションLOT.1〜LOT.117は本カタログ掲載の

「近代美術PartⅡオークション規約」に基づき公開で行われます。

ワイン／リカーオークションLOT.201〜LOT.527は本カタログ掲載の

「ワインオークション規約」に基づき公開で行われます。

当社にてご購入の経験のない方は、以下の注意事項と巻末の各規約をお読みください。
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お引渡し

落札結果

アフターサービス

※Live Bidding 「Shinwa Auction LIVE」についてはP.6-7をご参照ください。
10月7日（木）です。
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CARD / FIGURE / SNEAKERS auctions are open to the public and carried out under the ‘Terms and 
Conditions of Auction’ (P201~206) that are listed in this catalogue.  
WINE / LIQUOR auctions are carried out under the ‘Terms and Conditions of Auction’ (P208~212).
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October 7th.
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用語・カタログ表記について

LOT.1 - 117 カード／フィギュア／スニーカー 009
CARD / FIGURE / SNEAKERS

LOT.201 - 527 ワイン／リカー 086
WINE / LIQUOR

規約 近代美術PartⅡオークション規約 196
Terms and Conditions of Auction - Modern Art PartⅡ

ワインオークション規約 208
Terms and Conditions of Auction - Wine

CONTENTS
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LOT.1 ～ LOT.117

カード／フィギュア／スニーカー

CARD / FIGURE / SNEAKERS
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LOT.1 ～ LOT.43

カード

CARD
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齋藤 友晴

出品者紹介

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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1 遊戯王

青眼の白龍 20th ANNIVERSARY DUELIST BOX

PSA10

游戏王

青眼白龙 20周年决斗者纪念礼盒

￥10,000.～￥20,000.

2 遊戯王

女剣士カナン

国内大会招待状付

游戏王

女剑士 迦南

￥130,000.～￥200,000.
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3 ポケモンカードゲーム

リザードン

011 / 087

口袋妖怪卡牌游戏

喷火龙

￥15,000.～￥30,000.

4 ポケモンカードゲーム

メイ

067 / 049 SR

口袋妖怪卡牌游戏

芽衣

￥20,000.～￥30,000.
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5 ポケモンカードゲーム

レシラム & リザードンGX

220 / 173 UR

口袋妖怪卡牌游戏

雷希拉姆&喷火龙GX

￥25,000.～￥40,000.

6 ポケモンカードゲーム

マリィ

198 / 190 SR

口袋妖怪卡牌游戏

玛丽

￥40,000.～￥60,000.
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7 ポケモンカードゲーム

ピカチュウ

228 / SM−P

口袋妖怪卡牌游戏

皮卡丘

￥75,000.～￥100,000.
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8 マジック：ザ・ギャザリング

テンペスト ブースターパック（英語版）

シリーズ：TMP

万智牌

暴风雨 补充包（英语版）

￥15,000.～￥30,000.

9 マジック：ザ・ギャザリング

ウルザズ・デスティニー ブースターパック（英語版）

シリーズ：UDS

万智牌

天命之战 补充包（英语版）

￥10,000.～￥20,000.
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10 マジック：ザ・ギャザリング

ウルザズ・レガシー ブースターパック（英語版）

シリーズ：ULG

万智牌

远古遗产 补充包（英语版）

￥15,000.～￥30,000.

11 マジック：ザ・ギャザリング

ストロングホールド ブースターパック（英語版）

シリーズ：STH

万智牌

天罗城塞 补充包（英语版）

￥20,000.～￥30,000.
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12 マジック：ザ・ギャザリング

エクソダス ブースターパック（英語版）

シリーズ：EXO

万智牌

出瑞斯记 补充包（英语版）

￥15,000.～￥30,000.

13 マジック：ザ・ギャザリング

灯争大戦ブースター BOX（日本語版）

シリーズ：WAR

万智牌

灯争大战 补充包（日语版）

￥20,000.～￥40,000.
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14 マジック：ザ・ギャザリング

ウルザズ・サーガ ブースターパック（英語版）

シリーズ：USG

万智牌

克撒传 补充包（英语版）

￥35,000.～￥50,000.

15 マジック：ザ・ギャザリング

レジェンド ブースターパック（イタリア語版）

シリーズ：LEG

万智牌

传承 补充包（意大利语版）

￥60,000.～￥100,000.
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16 マジック：ザ・ギャザリング

サイン入りプレイマット「Guru Plains」

34.2×60.0cm
「Terese Nielsen」サイン入り

万智牌

卡牌游戏垫带签名「古鲁平原」

￥10,000.～￥20,000.

17 マジック：ザ・ギャザリング

日本選手権2019 プレイマット
「戦慄衆の将軍、リリアナ」

30.0×54.8cm

万智牌

日本选手权2019 卡牌游戏垫
「震惧军将莉莲娜」

￥20,000.～￥30,000.
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18 マジック：ザ・ギャザリング

North America Eternal Weekend 2019
サイン入りプレイマット「適者生存」

34.0×59.8cm
「Pete Venters」サイン入り

万智牌

北美永恒周末2019 卡牌游戏垫
带签名「适者生存」

￥10,000.～￥20,000.

19 マジック：ザ・ギャザリング

コレクターコイン「精神を刻む者、ジェイス」

万智牌

纪念币「心灵塑师杰斯」

￥20,000.～￥30,000.
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20 Karl Kopinski

マラキールの門番 / Gatekeeper of Malakir

画面29.5×40.7cm（39.5×51.3cm）
紙・グワッシュ
右下にサイン

卡尔 寇宾斯基

马拉奇门卫

￥350,000.～￥500,000.
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21 Donato Giancola

溶融 / Meltdown

28.2×39.2cm（47.0×53.5cm）
ボード・アクリル
右上にサイン・年代（'98）

多纳托 詹科拉

熔毁

￥1,000,000.～￥1,500,000.
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22 マジック：ザ・ギャザリング

Scrubland 土地R

シリーズ：3ED

万智牌

黑白圈

￥25,000.～￥50,000.

23 マジック：ザ・ギャザリング

山 / Mountain

シリーズ：LEB
PSA10

万智牌

山

￥25,000.～￥50,000.
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24 マジック：ザ・ギャザリング

Plateau 土地R

シリーズ：3ED

万智牌

高原

￥25,000.～￥50,000.

25 マジック：ザ・ギャザリング

絵違い 戦慄衆の将軍、リリアナ / 
Liliana, Dreadhorde General 黒R

万智牌

震惧军将莉莲娜

シリーズ：WAR
PSA10

￥25,000.～￥50,000.
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26 マジック：ザ・ギャザリング

Savannah 土地R

シリーズ：3ED

万智牌

萨凡纳

￥30,000.～￥50,000.

27 マジック：ザ・ギャザリング

Taiga 土地R

シリーズ：3ED

万智牌

红绿地针叶林

￥30,000.～￥50,000.
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28 マジック：ザ・ギャザリング

島 / Island

シリーズ：LEB
PSA10

万智牌

岛

￥35,000.～￥70,000.

29 マジック：ザ・ギャザリング

Badlands

シリーズ：LEB
PSA10

万智牌

红黑双色不痛地

￥40,000.～￥70,000.
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30 マジック：ザ・ギャザリング

モックス・ダイアモンド / Mox Diamond 茶R

シリーズ：STH

万智牌

玛珂钻石

￥45,000.～￥80,000.

31 マジック：ザ・ギャザリング

Bayou 土地R

シリーズ：3ED

万智牌

河沼

￥50,000.～￥100,000.
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32 マジック：ザ・ギャザリング

Tundra 土地R

シリーズ：3ED

万智牌

苔原

￥60,000.～￥100,000.

33 マジック：ザ・ギャザリング

Tropical Island 土地R

シリーズ：3ED

万智牌

蓝绿老圈

￥80,000.～￥120,000.
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34 マジック：ザ・ギャザリング

Volcanic Island 土地R

シリーズ：3ED

万智牌

红蓝老圈

￥80,000.～￥120,000.

35 マジック：ザ・ギャザリング

Underground Sea 土地R

シリーズ：3ED

万智牌

地下海

￥80,000.～￥120,000.
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36 マジック：ザ・ギャザリング

剣を鍬に / Swords to Plowshares エラーカード

シリーズ：3ED
「Jeff A. Menges」サイン入り

万智牌

化剑为犁、错版

￥80,000.～￥120,000.

37 マジック：ザ・ギャザリング

悪魔の教示者 / Demonic Tutor エラーカード

シリーズ：3ED
「Douglas Shuler」サイン入り

万智牌

邪魔导师、错版

￥80,000.～￥120,000.
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38 マジック：ザ・ギャザリング

Foil、絵違い、部分光沢 覆いを割く者、ナーセット / 
Narset, Parter of Veils 青U

シリーズ：WAR

万智牌

有不同图案 揭帷娜尔施

￥110,000.～￥200,000.
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39 マジック：ザ・ギャザリング

Foil、精神を刻む者、ジェイス / Jace, the Mind Sculptor 青R

シリーズ：WWK

万智牌

心灵塑师杰斯

￥200,000.～￥300,000.
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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

万智牌

震惧军将莉莲娜

￥750,000.～￥900,000.
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41 マジック：ザ・ギャザリング

Black Lotus

シリーズ：CE

万智牌

黑莲花

￥700,000.～￥1,000,000.
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42 マジック：ザ・ギャザリング

Black Lotus 茶R

シリーズ：2ED

万智牌

黑莲花

￥2,100,000.～￥2,800,000.
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43 マジック：ザ・ギャザリング

Black Lotus 茶R

シリーズ：2ED
PSA7

万智牌

黑莲花

￥2,100,000.～￥2,800,000.
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LOT.44 ～ LOT.79

FIGURE

フィギュア
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そうまん

出品者紹介

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。
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44 バンプレスト

DRAGON BALL フィギュア & バイク（2点組）

ケース各H18.2×W18.2×D16.0cm
未開封

帕布雷斯特

龙珠摩托手办（2件一组）

￥30,000.～￥50,000.

DRAGONBALL フィギュア&バイク孫悟空と亀仙人のセットフィギュア。レトロなプライズ
景品
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45 UNDERCOVER×MEDICOM TOY

VCD GRACE

ケースH19.0×W15.0×D16.0cm
未開封

高桥盾UC×迈迪蔻玩具

格蕾丝 玩偶摆件

￥10,000.～￥20,000.

46 UNDERCOVER×MEDICOM TOY

VCD HELLOKITTYw / GILAPPLE

H9.7×W9.0×D6.5cm

高桥盾UC×迈迪蔻玩具

凯蒂猫 / 苹果灯 玩偶摆件

￥10,000.～￥20,000.

メディコムトイから発売された、UNDERCOVERのオリジナルフィギュア

ハローキティ×UNDERCOVERのオリジナルフィギュア。日本を代表するコレクションブランドUNDERCOVERと
日本を代表する人気キャラクターハローキティの夢のコラボ。
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47 A BATHING APE×STAR WARS

BABY MILO VCD C‒3PO

ケースH25.5×W19.2×D18.0cm
未開封

安逸猿×星球大战

BABY MILO VCD C‒3PO

￥10,000.～￥20,000.

48 A BATHING APE×STAR WARS

BABY MILO VCD R2‒D2

ケースH22.7×W22.7×D20.0cm
未開封

安逸猿×星球大战

BABY MILO VCD R2‒D2

￥10,000.～￥20,000.

スターウォーズ×A BATHING APEのコラボフィギュア　C-3PO

スターウォーズ×A BATHING APEのコラボフィギュア　R2-D2
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49 Span of Sunset×Disney

RUNAWAY BRAIN（RED）

ケースH41.0×W30.0×D16.0cm
未開封

Span of Sunset×Disney

邪恶米奇（红色）

￥50,000.～￥100,000.

50 Span of Sunset×Disney

RUNAWAY BRAIN

ケースH41.0×W30.0×D16.0cm
未開封

Span of Sunset×Disney

邪恶米奇

￥50,000.～￥100,000.

Span Of Sunset社とディズニーのコラボ商品。世界150体限定RUNAWAY BRAIN狂乱ミッキーのREDカラー。

Span Of Sunset社とディズニーのコラボ商品。世界150体限定RUNAWAY BRAIN狂乱ミッキーの原作カラー。
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51 プレックス

ゴジラ対エヴァンゲリオン 東宝30cmシリーズ 3式機龍〔2002版〕
重武装型 エヴァ初号機 イメージカラー

ケースH40.0×W33.5×D20.2cm
未開封

哥斯拉对福音战士 东宝30cm系列 3式机龙（2002版）
重武装型 EVA初号机色

￥40,000.～￥70,000.

52 プレックス

ゴジラ対エヴァンゲリオン 東宝30cmシリーズ 3式機龍〔2002版〕
重武装型 エヴァ 2号機 イメージカラー

ケースH40.0×W33.5×D20.2cm
未開封

哥斯拉对福音战士 东宝30cm系列 3式机龙（2002版）
重武装型 EVA2号机色

￥40,000.～￥70,000.

プレックスからゴジラ×エヴァンゲリオンフィギュアが登場。3式機龍エヴァ初号機イメージカラー　

プレックスからゴジラ×エヴァンゲリオンフィギュアが登場。3式機龍エヴァ2号機イメージカラー　
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53 LEOそふび坊や

ハニートラップ（Yuriaカラー）

H19.3×W10.2cm
未開封

Leo Sofvi bouya

甜蜜陷阱（Yuria色）

￥200,000.～￥300,000.

54 NUMBER（N）INE×MEDICOM TOY

9TH ANNIVERSARY MICKEY MOUSE

H56.5×W56.8cm

NUMBER（N）INE×MEDICOM TOY

九周年米奇

￥100,000.～￥200,000.

2018年に渋谷西武百貨店で開催された北斗の拳35周年記念イベント「北斗伝承展」で抽選を行われた、LEOそふび
坊や×北斗の拳(ユリア)×架空アイドル※5体限定で当選したフィギュア。
コアなファンが多く、人気のそふび坊やからのオリジナル造形という事で人気殺到。少量限定という事で、オーク
ションにも一度も現れていないレア物。日本の有名店まんだらけでも、そふび坊やのフィギュアは高値で取り扱われ
ていてレアな物は全て完売という人気。
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55 パズドラ×鬼滅の刃コラボ サイン色紙

24.3×27.3cm
右下に花江夏樹直筆サイン

智龙迷城×鬼灭之刃联动 签名版

￥200,000.～￥300,000.

日本の人気アプリゲーム＝パズドラの当選サイン色紙。当選書付き。鬼滅の刃×パズドラの企画で抽選にて当選
し手に入れる事の出来るこの色紙は、世界に3枚のみ。鬼滅の刃の主人公である炭治郎のパズドラオリジナルイラ
ストに、炭治郎の声優＝花江 夏樹氏の直筆サイン入り。10月に鬼滅の刃第二期が始まる事もあり、鬼滅の刃熱が
再沸騰する事間違いなし。かなり貴重な一枚と言える。
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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

天野 喜孝

多龙芝原画

￥800,000.～￥1,200,000.

ファイナルファンタジーで知られるアーティスト＝天野喜孝氏。タツノコ時代にキャラデザインした、敵役ながら男性
の憧れだった女性キャラクタードロンジョを描いたかなり希少な一枚。天野喜孝氏は、理想の女性として当時ドロン
ジョをデザインし、今でも色褪せず男性から憧れられ人気があるのはさすがと言える。
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57 FIVESTAR TOY×Spice Seed

NSC‒EXマンモスマン / NSC NEW CHAPTERシルバーマン

マンモスマン雪山Ver.：H29.0×W20.8cm
シルバーマン戦闘Ver.：H29.7×W18.8cm
未開封

五星玩具×Spice Seed

NSC‒EX猛犸人冰河 / NSC新章银人

￥30,000.～￥60,000.

マンモスマン香港カラーver80体限定　
香港限定シルバーマン80体限定
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58 FIVESTAR TOY×Spice Seed / CONVICT×FIVESTAR TOY

NSC‒CH幼少期ウォーズマン / NSC‒EXマンモスマン

五星玩具×Spice Seed / 肯外可特×五星玩具

幼少期ウォーズマン（ニコライ）：H12.8×W8.8cm
マンモスマン氷河Ver.：H28.8×W20.7cm
未開封

NSC‒CH幼小期战争人 / NSC‒EX猛犸人冰河

￥15,000.～￥30,000.

29体限定ウォーズマン幼少期目玉有ver　
　
80体限定マンモスマン氷河期ver
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59 FIVESTAR TOY×Spice Seed

NSC‒EXマンモスマン（2点組）

マンモスマン雪山Ver.：H29.0×W20.8cm
マンモスマン氷河Ver.：H28.8×W20.7cm
未開封

五星玩具×Spice Seed

NSC‒EX猛犸人（2件一组）

￥20,000.～￥40,000.

80体限定マンモスマン香港カラーver 
80体限定マンモスマン氷河期ver
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60 FIVESTAR TOY×Spice Seed / CONVICT×FIVESTAR TOY

NSC NEW CHAPTERシルバーマン / NSC‒CH幼少期ウォーズマン

シルバーマン戦闘Ver.H29.7×W18.8cm
幼少期ウォーズマン（ニコライ）：H12.8×W8.8cm
未開封

五星玩具×Spice Seed / 肯外可特×五星玩具

NSC新章银人 / NSC‒CH幼小期战争人

￥25,000.～￥50,000.

香港限定シルバーマン　80体限定　
29体限定ウォーズマン幼少期目玉有ver
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61 FIVESTAR TOY

NSCバッファローマン東北魂Ver.

H26.2×W12.3cm
サンドウィッチマン考案カラー
未開封

五星玩具

NSC水牛人东北魂Ver.

￥20,000.～￥40,000.

62 FIVESTAR TOY×PUNK DRUNKERS

NSCジャンクマンPDS別注カラー Ver.

H23.0×W16.0cm
未開封

五星玩具×PUNK DRUNKERS

NSC破铜烂铁人PDS特制颜色Ver.

￥10,000.～￥30,000.

お笑いコンビサンドウィッチマン×fivestar toy　 
東北震災復興寄付フィギュア

パンクドランカー×fivestar toy　
ジャンクマン
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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

五星玩具×工匠堂

海神人 / 武道人

￥80,000.～￥150,000.
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64 FIVESTAR TOY×ARTJUNKIE

NSCアートジャンキー 15周年記念
ネプチューンマンAJ別注カラー

H24.0×W13.0cm
未開封

五星玩具×ARTJUNKIE

ARTJUNKIE15周年纪念 
海神人AJ特制颜色

￥20,000.～￥40,000.

65 FIVESTAR TOY×PUNK DRUNKERS

NSC‒EXウォーズマン別注色カラー

H23.5×W13.6cm
未開封

五星玩具×PUNK DRUNKERS

战争人特制颜色

￥20,000.～￥40,000.

アートジャンキー×fivestar toy　
ネプチューンマン別注カラー69体限定香港のみ発売

パンクドランカー×fivestar toy
ウォーズマン顔メカver　
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66 FIVESTAR TOY×MEDICOM TOY

NSCキン肉マン くっきー別注カラー / 
キン肉マンさんVer.

H25.0×W14.0cm
未開封

五星玩具×迈迪蔻玩具

筋肉人COOKIE（搞笑艺人）特制 / 
筋肉人先生Ver.

￥20,000.～￥40,000.

67 アメリカンエキスプレス限定キン肉マン

ケースH30.5×W25.2×D17.0cm
未開封

美国运通信用卡限定筋肉人

￥20,000.～￥40,000.

お笑い芸人クッキー×fivestar toy

 アメリカンエキスプレスゴールドカード当選品200体限定キン肉マン
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68 FIVESTAR TOY×PUNK DRUNKERS

NSCバッファローマンPDS別注カラー Ver.

H26.0×W12.4cm
未開封

五星玩具×PUNK DRUNKERS

NSC水牛人PDS特制颜色Ver.

￥20,000.～￥40,000.

69 CONVICT×FIVESTAR TOY

NSC‒EXスニゲーター原作Ver.

H23.1×W13.8cm
未開封

肯外可特×五星玩具

长嘴怪兽原作Ver.

￥20,000.～￥40,000.

パンクドランカー×fivestar toy 
バッファローマン悪魔ver100体限定

CONVICT×fivestar toy　スニゲーター
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70 ウォーズマンFIGHTING COMPUTER

画面41.5×29.5cm（52.8×41.3cm）
左下にEd.11/36、右上にゆでたまごサイン

战争人 FIGHTING COMPUTER

￥50,000.～￥100,000.

キン肉マンからウォーズマンの複製版画。　
限定36枚(エディション入)作者ゆでたまご先生の直筆サイン入り
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71 MEDICOM TOY

BE@RBRICK 鉄腕アトム1000%（2点組）

ケース各H81.5×W45.0×D40.5cm
未開封

迈迪蔻玩具

积木熊 铁臂阿童木1000％（2件一組）

￥150,000.～￥250,000.

72 MEDICOM TOY

BE@RBRICK Aitsu1000%

ケースH81.5×W45.0×D40.5cm
「秘密結社鷹の爪」モデル
未開封

迈迪蔻玩具

积木熊 那家伙1000%

￥50,000.～￥100,000.

2021年に発売される怒りverの初期ver、2点組。
2017年発売

パンクドランカーズの人気キャラクターあいつとのコラボレーション。
2017年発売
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73 MEDICOM TOY

BE@RBRICK God Save The Queen1000%

ケースH81.5×W45.0×D40.5cm
SEX PISTOLS Ver.2モデル
未開封

迈迪蔻玩具

积木熊 性手枪乐队1000%

￥80,000.～￥150,000.

74 MEDICOM TOY

BE@RBRICK くまのプーさん1000%

ケースH81.5×W45.0×D40.5cm
未開封

迈迪蔻玩具

积木熊 小熊维尼1000%

￥200,000.～￥300,000.

 2016年発売

2017年発売
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75 A BATHING APE×MEDICOM TOY

BE@RBRICK ミッキーマウス 1000%（3点組）

ケース各H81.5×W45.0×D40.5cm
未開封

安逸猿×迈迪蔻玩具

积木熊 米奇1000%（3件一組）

￥300,000.～￥400,000.

奇跡のトリプルネームが実現！！3色揃っての出品。
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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

安逸猿×迈迪蔻玩具

安逸猿 鲨鱼 积木熊1000%（3件一組）

￥400,000.～￥500,000.

BE@BRICK×BAPE(R)の1st CAMO SHARKの1000％赤･青･黒の3体セット。コラボ初期(1st)アイテムとしてかなり希少価値
が高いと思われ、3色揃っての出品は稀である。
2017年発売
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77 KAWS×MEDICOM TOY

ダースベーダー

H25.5×W10.8cm
Ed.500

考斯×迈迪蔻玩具

达斯·维达

￥1,200,000.～￥1,500,000.

世界的にも有名なアーティストKAWSとスターウォーズのコラボ作品。中でもこのダース・ベイダーはなか
なか出回らない



63

78 Daniel Arsham×Pokémon

ピカチュウ

H34.5×W18.0×D15.2cm

阿尔沙姆×口袋妖怪

皮卡丘

￥400,000.～￥600,000.

79 Daniel Arsham×Pokémon

ピカチュウ（青）

ケース40.0×W27.0×D24.2cm
未開封

阿尔沙姆×口袋妖怪

皮卡丘蓝色

￥1,000,000.～￥1,500,000.

今人気急上昇中の現代アーティストダニエルアーシャム×ポケットモンスター
ダニエルのコンセプトを投影したオリジナルの造形はもはや現代アート。
日本発売500体限定カラーの白を出品。

今人気急上昇中の現代アーティストダニエルアーシャム×ポケットモンスター
ダニエルのコンセプトを投影したオリジナルの造形はもはや現代アート。
アジア発売500体限定カラーの青を出品。
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LOT.80 ～ LOT.117

SNEAKERS

スニーカー
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村川 智博
出品者紹介

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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80 LOUIS VUITTON

ARKLIGHT LINE SNEAKERS

サイズEU371/2（約24.0cm）
箱付き

路易威登

老爹鞋

￥60,000.～￥100,000.

81 KANYE WEST×LOUIS VUITTON

DONS SNEAKER

サイズUS7（約26.5cm）
箱付き

坎耶·维斯特×路易威登

球鞋

￥70,000.～￥120,000.
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82 LOUIS VUITTON

Run Away

サイズEU371/2（約24.0cm）

路易威登

Run Away运动鞋

￥60,000.～￥100,000.

83 HERMÈS

Addict

サイズEU36（約23.0cm）
箱付き

爱马仕

Addict运动鞋

￥70,000.～￥120,000.
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84 Dior

walk'n-dior

サイズEU361/2（約23.0cm）
箱付き

迪奥

walk'n-dior运动鞋

￥80,000.～￥150,000.

85 COMME des GARSONS×NIKE SHOX

コムデギャルソン×ナイキショックス TL

サイズUS11（約28cm）
箱付き

COMME des GARSONS×NIKE SHOX

复古弹簧鞋

￥40,000.～￥70,000.
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86 BALENCIAGA

TRIPLE S

サイズUS6（約26cm）
箱付き

巴黎世家

TRIPLE S运动鞋

￥60,000.～￥100,000.

87 BALENCIAGA

TRIPLE S

サイズUS8（約27cm）
箱付き

巴黎世家

TRIPLE S运动鞋

￥80,000.～￥120,000.
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88 Visvim

FBT SHAMAN MULTI

サイズUS11（約28cm）
箱付き

维斯维木

FBT SHAMAN MULTI休闲鞋

￥60,000.～￥100,000.

89 FEAR OF GOD

MILITARY SNEAKER

サイズEU41（約26.0cm）
箱付き

FEAR OF GOD

MILITARY运动鞋

￥70,000.～￥120,000.
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90 adidas

YEEZY BOOST 350 V2

サイズUS111/2（約29.5cm）

阿迪达斯

椰子BOOST 350 V2

￥40,000.～￥70,000.

91 RICK OWENS

MAXIMAL RUNNER

サイズEU42（約26.5cm）
箱付き

瑞克·欧文斯

跑鞋

￥80,000.～￥120,000.
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92 バーミングハム・バロンズユニフォーム

サイズ48
Michael Jordanサイン入り、Ed25/250

伯明翰男爵队队服

￥500,000.～￥700,000.

93 ニューヨーク・ヤンキース田中将大ユニフォーム
（Apr.05.2018）

サイズ52
「Steiner Sports」証明書付

纽约洋基队田中将大队服

￥400,000.～￥600,000.



73

94 Charles Barkleyサイン入り写真 / カード

25.3×20.0cm（30.7×38.3cm）
「C.D.Enterprises」証明書付

查尔斯·巴克利 签名照片 / 卡片

￥30,000.～￥70,000.

95 Michael Jordanポスター

91.5×56.5cm

迈克乔丹海报

￥150,000.～￥200,000.
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96 Off‒White

Off‒court Red in White

サイズEU43（約28.5cm）

Off‒White

Off‒court Red in White运动鞋

￥50,000.～￥100,000.

97 Off‒White

Black Hi‒TOP Sneakers

サイズEU41（約26cm）

Off‒White

Black Hi‒TOP运动鞋

￥40,000.～￥80,000.
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98 Maison Margiela×Reebok

Tabi Instapump Fury Lo

サイズUS81/2（約26.5cm）
箱付き

Maison Margiela×锐步

Tabi Instapump Fury Lo运动鞋

￥90,000.～￥150,000.

99 NIKE

ハイパーアダプト1.0

サイズUS10（約28cm）
箱付き

耐克

HYPER ADAPT1.0运动鞋

￥40,000.～￥80,000.
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100 NIKE×KICKS / HI

DUNK LOW KICKS HAWAII

サイズUS8（約26cm）
箱付き

耐克×KICKS / HI

DUNK LOW KICKS HAWAII运动鞋

￥40,000.～￥80,000.

101 SACAI×NIKE

VAPOR WAFFLE

サイズUS11（約29cm）
箱付き

SACAI×耐克

VAPOR WAFFLE运动鞋

￥80,000.～￥120,000.
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102 NIKE×Off‒White

AIR MAX 90 THE 10

サイズUS9（約27cm）
箱付き

耐克×Off‒White

AIR MAX 90 THE 10

￥60,000.～￥100,000.

103 NIKE

AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG
GAME ROYAL

サイズUS9.5（約27.5cm）
箱付き

耐克

AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG
GAME ROYAL

￥60,000.～￥100,000.
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104 NIKE

AIR JORDAN 7 OG

サイズUS91/2（約27.5cm）

耐克

AIR JORDAN 7 OG

￥70,000.～￥120,000.

105 NIKE

AIR FORCE MAX 93 実使用

サイズUS16（約34cm）
各Charles Barkley サイン入り

耐克

AIR FORCE MAX 93 实际使用

￥100,000.～￥200,000.
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106 NIKE

AIR MAX 2 実使用

サイズUS16（約34cm）
各Charles Barkley サイン入り

耐克

AIR MAX 2 实际使用

￥100,000.～￥200,000.

107 AND1

THAI‒CHI MID 実使用

サイズUS14（約32cm）
各Ruben Patterson サイン入り
「ULTIMATE SHOP SLAM」証明書付

AND1

THAI‒CHI MID运动鞋 实际使用

￥100,000.～￥200,000.
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108 NIKE

SHOX STUNNER 実使用

サイズUS13.5（約31.5cm）
BARON DAVIS サイン入り

耐克

SHOX STUNNER 实际使用

￥100,000.～￥200,000.

109 NIKE

DYNASTY 選手用

サイズUS14（約32cm）

耐克

DYNASTY运动鞋 选手用

￥200,000.～￥300,000.
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110 NIKE

JORDAN JUMPMAN TEAM 1 
選手用

サイズUS15（約33cm）
各Vin Baker サイン入り

耐克

JORDAN JUMPMAN TEAM 1运动鞋
选手用

￥300,000.～￥500,000.

111 NIKE

AIR JORDAN 10 選手用

サイズUS13（約31cm）

耐克

AIR JORDAN 10运动鞋 选手用

￥800,000.～￥1,200,000.
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112 NIKE

AIR JORDAN 9 Baseball Cleats選手用

サイズUS13（約31cm）

耐克

AIR JORDAN 9 棒球鞋选手用

￥800,000.～￥1,200,000.

113 NIKE

AIR JORDAN 1 RETRO 
Barry Bonds実使用

サイズUS101/2（約28.5cm）

耐克

AIR JORDAN 1 RETRO 
贝瑞·邦兹 实际使用

￥800,000.～￥1,200,000.
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114 NIKE

AIR JORDAN 12 OG 選手用

サイズUS13.5（約31.5cm）
各Michael Jordanサイン入り

耐克

AIR JORDAN 12 OG运动鞋 选手用

￥1,000,000.～￥1,500,000.

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

耐克

AIR JORDAN 6 1991年播放实际使用

￥2,500,000.～￥3,500,000.
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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

耐克

AIR JORDAN 11 LOW OG 1996年播放实际使用

￥3,000,000.～￥5,000,000.
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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

耐克

AIR JORDAN 7 巴塞罗那奥运会实际使用

￥10,000,000.～￥15,000,000.



86



87

LOT.201 ～ LOT.527

ワイン / リカー

WINE / LIQUOR
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ボルドー産ワイン

1.　ハイ・フィル
瓶詰め時のワイン充填レベルです。比較的若いワインに多
く見られます。10年以上経過したワインがこの液面レベル
であれば極上品といえます。

2.　イントゥー・ネック
熟成年数によらず、理想的な液面レベルです。10年以上
経過したワインがこのレベルであれば特上品といえます。

3.　ボトム・ネック
10年以上経過したワインは、通常この液面レベルです。

4.　トップ・ショルダー
15年以上経過したワインは、通常この液面レベルです。

5.　アッパー・ショルダー
20年以上経過したワインは、通常この液面レベルです。

6.　ミッド・ショルダー
30年以上経過したワインは、通常この液面レベルです。

ブルゴーニュ産ワイン

ブルゴーニュ産ワインは、コルクと液面の間を測定し、ミリ
メートル単位で記載します。
ブルゴーニュ産ワインの場合、ボルドー産ワインに比べ、量
の目減りによる品質・味への影響は比較的軽微です。

ボトルの名称

ワインの本数の後ろに記載するボトルの名称と内容量は下記の通りです。特別なサイズのボトルはロットに記載いたします。
1double magnum ＝ 3000ml　　1magnum ＝ 1500ml　　1bottle ＝ 750ml　　

ワインの状態

・ ワインのコンディションにつきましては、全ボトルの外観からのチェックを実施しておりますが、同じ流通経路・保存環境にあっても個
体差があります。慎重に安全性を確認した商品のみを出品しておりますが、保存状態に関する危険を完全に回避する事は不可能で
あることをあらかじめご承知ください。
・ 液面レベルの測定と記載に関しましては細心の注意を払っておりますが、年代物のワイン（特に30年以上経過した物）の場合、コ
ルクの劣化などが原因で、測定時とオークション時で目減り量が異なる場合がございます。また、古くなったコルクは輸送時に脱落
する危険性も考えられますことをご理解ご了承いただきますようお願い申し上げます。
・ 本オークションには、生産されてから約30年以上経過しているワインが多数出品されております。外観上は問題ありませんでしたが、
経年劣化している可能性がございますので、競りにご参加される方は、カタログ記載のコンディションに関する事項をよくご確認いた
だくとともに、P2記載の下見会にて現品をご覧いただきますようお願いいたします。
・ ラベルの状態は、年代のみのラベルや瓶の裏側のラベルについては記載しておりません。

生産後40年以上経過しているワインのロット番号

液面レベル（目減り量）による評価の目安

Lot.317 / Lot.318 / Lot.319 / Lot.320 / Lot.327 / Lot.329 / Lot.332 / Lot.333 / 
Lot.334 / Lot.343 / Lot.362 / Lot.363 / Lot.369 / Lot.415 / Lot.421 / Lot.434 / 
Lot.435 / Lot.447 / Lot.448 / Lot.449 / Lot.453 / Lot.454 / Lot.455 / Lot.457 / 
Lot.459 / Lot.469 / Lot.470 / Lot.471 / Lot.472 / Lot.481 



白ワイン 発泡性（ロゼ） 発泡性（白） 甘口白ワイン赤ワイン ロゼワイン 蒸留酒日本酒 90

201
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

2002 1bottle

箱あり

2004 1bottle

2008 3bottles

ラベル： 1本ー破損あり
2本ー箱あり

5bottles ¥80,000.～¥150,000.

202
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

2000 4bottles

箱あり

4bottles ¥80,000.～¥150,000.

203
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1999 3bottles

ラベル： 1本ー破損あり
箱あり

3bottles ¥60,000.～¥100,000.

204
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1999 3bottles

箱あり

3bottles ¥60,000.～¥100,000.

205
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1998 5bottles

箱あり

5bottles ¥130,000.～¥200,000.

NO LOT 206
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207
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1996 3bottles

箱あり

3bottles ¥75,000.～¥150,000.

208
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1995 6bottles

ラベル： 1本ー破損あり
箱あり

6bottles ¥150,000.～¥240,000.

209
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1993 2bottles

2bottles ¥50,000.～¥80,000.

210
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1992 3bottles

箱あり

3bottles ¥75,000.～¥120,000.

211
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1990 5bottles

箱あり

5bottles ¥150,000.～¥200,000.

212
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1990 5bottles

箱あり

5bottles ¥150,000.～¥200,000.



白ワイン 発泡性（ロゼ） 発泡性（白） 甘口白ワイン赤ワイン ロゼワイン 蒸留酒日本酒 92

213
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1988 5bottles

箱あり

5bottles ¥150,000.～¥200,000.

214
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1988 5bottles

ラベル： 1本ー汚れあり
箱あり

5bottles ¥150,000.～¥200,000.

215
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1985 3bottles

箱あり

3bottles ¥110,000.～¥150,000.

216
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1985 4bottles

箱あり

4bottles ¥140,000.～¥200,000.

217
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1983 3bottles

2本ー箱あり

3bottles ¥110,000.～¥150,000.

218
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1980 1bottle

箱あり

1982 2bottles

箱あり

3bottles ¥110,000.～¥150,000.
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219
Dom Perignon  (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1975  1bottle

1976  1bottle

2bottles ¥150,000.～¥200,000.

220
Dom Perignon  (Champagne)

Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ

1978  1bottle

1980  1bottle

2bottles ¥150,000.～¥200,000.

221
Dom Perignon (Champagne)

P2 (Plenitude2) Brut

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

P2 （プレニチュード2） ブリュット

2000 1bottle

P3 (Plenitude3) Brut

P3 （プレニチュード3） ブリュット

1983 1magnum

箱あり

1bottle & 1magnum ¥440,000.～¥600,000.

222
Dom Perignon (Champagne)

Oenotheque Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

エノテーク ブリュット ミレジメ

1990 1bottle

箱あり

1bottle ¥60,000.～¥100,000.

223
Dom Perignon (Champagne)

Oenotheque Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

エノテーク ブリュット ミレジメ

1985 1bottle

箱あり

1990 1bottle

箱あり

2bottles ¥160,000.～¥200,000.

224
Dom Perignon (Champagne)

Oenotheque Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

エノテーク ブリュット ミレジメ

1995 2bottles

ラベル： 全てー破損あり
箱あり

2bottles ¥90,000.～¥150,000.
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225
Dom Perignon (Champagne)

Edition by Tokujin Yoshioka Brut

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

エディション by吉岡徳仁 ブリュット

2009 1bottle

箱あり

Lenny Kravitz Edition

レニークラヴィッツ エディション

2008 1bottle

ラベル：傷あり
箱あり

2bottles ¥30,000.～¥100,000.

226
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime Rose

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ ロゼ

1985 1bottle

1988 1bottle

箱あり

1990 2bottles

箱あり

4bottles ¥220,000.～¥300,000.

227
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime Rose

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ ロゼ

1992 1bottle

箱あり

1993 1bottle

箱あり

2bottles ¥75,000.～¥100,000.

228
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime Rose

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ ロゼ

1995 3bottles

ラベル： 全てーわずかな傷あり
箱あり

3bottles ¥110,000.～¥150,000.

229
Dom Perignon (Champagne)

Brut Millesime Rose

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ブリュット ミレジメ ロゼ

1996 1bottle

ラベル： 破損あり

1998 1bottle

2000 2bottles

4bottles ¥120,000.～¥160,000.

230
Dom Perignon (Champagne)

Luminous Collection Brut Millesime

ドン ペリニヨン （シャンパーニュ）

ルミナスコレクション ブリュット ミレジメ

2000 2bottles

2002 1bottle

3bottles ¥110,000.～¥150,000.
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231
Taittinger (Champagne)

Comtes de Champagne Blanc de Blancs 

テタンジェ （シャンパーニュ）

コント ド シャンパーニュ ブランド ブラン

1961  1bottle

ラベル： 汚れ破損あり

1966  1bottle

ラベル： 汚れ破損あり

2bottles ¥150,000.～¥200,000.

232
Salon (Champagne)

Cuvee S Blanc de Blancs Le Mesnil Brut

サロン （シャンパーニュ）

キュヴェ S ブラン ド ブラン ル メニル ブリュット

1999 1bottle

ラベル： わずかな傷あり

1bottle ¥40,000.～¥100,000.

233
Salon (Champagne)

Cuvee S Blanc de Blancs Le Mesnil Brut

サロン （シャンパーニュ）

キュヴェ S ブラン ド ブラン ル メニル ブリュット

1999 1bottle

箱あり

Krug (Champagne)

Brut Vintage

クリュッグ （シャンパーニュ）

ブリュット ヴィンテージ

2000 1bottle

箱あり

2bottles ¥85,000.～¥150,000.

234
Krug (Champagne)

Clos du Mesnil Blanc de Blancs

クリュッグ （シャンパーニュ）

クロ デュ メニル ブラン ド ブラン

1985 1bottle

ラベル： 汚れ傷あり

1bottle ¥180,000.～¥250,000.

235
Krug (Champagne)

Collection

クリュッグ （シャンパーニュ）

コレクション

1979 1bottle

ラベル： 汚れ傷あり

1bottle ¥200,000.～¥300,000.

236
Louis Roederer (Champagne)

Cristal Brut Rose

ルイロデレール （シャンパーニュ）

クリスタル ブリュット ロゼ

2000 1bottle

1bottle ¥35,000.～¥70,000.
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237
Lamborghini (Italy)

Extra Dry Platinum Prosecco DOC

ランボルギーニ （イタリア）

エクストラドライ プラチナ プロセッコ DOC

NV 6bottles

ランボルギーニエステートはウンブリアとトスカーナの国境にあり、
1960年代後半にランボルギーニアウトモービレ社の創設者である
フェルッチョ・ランボルギー二氏によって購入されたブドウ畑。こ
のプロセッコはイタリア北部のヴェネト州のブドウを使用して生産
さる。ゴージャスなボトルだけでなく、日本ではあまり流通してい
ないプロセッコとしても保有する価値はある。

6bottles ¥60,000.～¥120,000.

238
Lamborghini (Italy)

Extra Dry Platinum Prosecco DOC

ランボルギーニ （イタリア）

エクストラドライ プラチナ プロセッコ DOC

NV 6bottles

6bottles ¥60,000.～¥120,000.

Lot 237・238
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239
Gaja (Italy)

Barbaresco DOCG

ガヤ （イタリア）

バルバレスコ DOCG

1962  1bottle

ラベル： 汚れ破損あり

1964  1bottle

ラベル： 汚れ破損あり

2bottles ¥85,000.～¥120,000.

240
Gaja (Italy)

Barbaresco DOCG

ガヤ （イタリア）

バルバレスコ DOCG

1967  1bottle

ラベル： 汚れ破損あり

1969  1bottle

ラベル： 汚れ破損あり

2bottles ¥85,000.～¥120,000.

241
Gaja (Italy)

Barbaresco DOCG

ガヤ （イタリア）

バルバレスコ DOCG

1970  1bottle

ラベル： 汚れ破損あり

1974  1bottle

2bottles ¥100,000.～¥160,000.

242
Gaja (Italy)

Barbaresco DOCG

ガヤ （イタリア）

バルバレスコ DOCG

1975  1bottle

ラベル： 汚れあり

1978 1bottle

ラベル： 汚れあり

2bottles ¥100,000.～¥160,000.

243
Gaja (Italy)

Barbaresco DOCG

ガヤ （イタリア）

バルバレスコ DOCG

1976  1bottle

ラベル： 汚れ破損あり

1978  1bottle

ラベル： 汚れあり

2bottles ¥100,000.～¥160,000.

244
Poderi Aldo Conterno (Italy)

Barolo DOCG

ポデーリ アルド コンテルノ （イタリア）

バローロ DOCG

1994 6bottles

ラベル： 1本ーわずかな汚れあり

1995 2bottles

Barolo Bussia Cicala DOCG

バローロ ブッシア チカーラ DOCG

1995 2bottles

10bottles ¥60,000.～¥120,000.
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245
Luce della Vite (Italy)

Luce IGT

ルーチェ デッラ ヴィーテ （イタリア）

ルーチェ IGT

1993 1bottle

1994 1bottle

1996 1bottle

SENA (Chile)

Aconcagua Valley

セーニャ （チリ）

アコンカグア ヴァレー

1996 1bottle

4bottles ¥70,000.～¥120,000.

246
Montevertine (Italy)

Le Pergole Torte IGT

モンテヴェルティーネ （イタリア）

レ ペルゴーレ トルテ IGT

1998 1bottle

液　面： 25mm

イタリア・トスカーナ州で異才ともいえるワイン造りを実践し、
100％サンジョヴェーゼ種による赤ワイン。格下のIGTとして販売
されているが世界的に高い評価を得ている。毎年、ラベルの女性の
デザインが変わることにも注目したい。1977年〜リリースされて
いる。フランス産オーク小樽で 24ヶ月熟成させたことで、モダンか
つ洗練された味わいとなっている。

1999 1bottle

1999 1double magnum

2bottles & 1double magnum ¥160,000.～¥400,000.

247
Case Basse di Gianfranco Soldera (Italy)

Brunello di Montalcino Riserva DOCG

カーゼ バッセ ディ ジャンフランコ ソルデラ （イタリア）

ブルネッロ ディ モンタルチーノ リゼルヴァ DOCG

1987 1bottle

1993 1bottle

2bottles ¥90,000.～¥150,000.

Lot 246
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248
Maybach Family Vineyards (California)

Materium

マイバッハ ファミリー ヴィンヤーズ （カリフォルニア）

マテリウム

2012 3bottles

3bottles ¥75,000.～¥120,000.

249
Kenzo Estate (California)

asatsuyu Napa Valley

ケンゾーエステート （カリフォルニア）

あさつゆ ナパヴァレー

2019 2bottles

yui Napa Valley

結 ナパヴァレー

2019 2bottles

rindo Napa Valley

紫鈴 ナパヴァレー

2018 2bottles

6bottles ¥50,000.～¥70,000.

250
Ghost Horse Vineyards (California)

Cabernet Sauvignon

ゴースト ホース ヴィンヤーズ （カリフォルニア）

カベルネ ソーヴィニヨン

2000 1bottle

ナパ・ヴァレーのセント・ヘレナにある幻のワイナリー。
トッド・アンダーソンが世に送り出したカルトワインとして知られ
るが、生産量はスクリーミング・イーグルよりも少なく僅か300〜
400ケースしかない。

2000年はファーストリリースとして超希少なヴィンテージである。

1bottle ¥100,000.～¥150,000.

251
Opus One (California)

Napa Valley

オーパスワン （カリフォルニア）

ナパヴァレー

2015 2bottles

2bottles ¥50,000.～¥100,000.

252
Opus One (California)

Napa Valley

オーパスワン （カリフォルニア）

ナパヴァレー

2013 2magnums

2magnums ¥90,000.～¥150,000.

253
Opus One (California)

Napa Valley

オーパスワン （カリフォルニア）

ナパヴァレー

2013 1magnum

2015 1magnum

2magnums ¥90,000.～¥150,000.
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254
Opus One (California)

Napa Valley

オーパスワン （カリフォルニア）

ナパヴァレー

2012 1double magnum

ラベル： わずかな汚れあり

1double magnum ¥100,000.～¥150,000.

255
Opus One (California)

Napa Valley

オーパスワン （カリフォルニア）

ナパヴァレー

2002 1bottle

ラベル： 激しい汚れあり

1bottle ¥30,000.～¥60,000.

256
Opus One (California)

Napa Valley

オーパス ワン （カリフォルニア）

ナパヴァレー

1994 1bottle

ラベル： 汚れあり

1995 1bottle

ラベル： 汚れあり

1996 1bottle

ラベル： 汚れあり

1997 1bottle

ラベル： 汚れあり
液漏れあり

4bottles ¥120,000.～¥200,000.

257
Opus One (California)

Napa Valley

オーパス ワン （カリフォルニア）

ナパヴァレー

1990 2bottles

2bottles ¥60,000.～¥120,000.

258
Continuum Estate (California)

Proprietary Red Oakville

コンティニュアム エステート （カリフォルニア）

プロプライエタリー レッド オークヴィル

2017 2magnums

2magnums ¥65,000.～¥100,000.

259
Continuum Estate (California)

Proprietary Red Oakville

コンティニュアム エステート （カリフォルニア）

プロプライエタリー レッド オークヴィル

2017 2magnums

2magnums ¥65,000.～¥100,000.
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260
Levy& McClellan (California)

Napa Valley

レヴィ＆マクレラン （カリフォルニア）

ナパヴァレー

2014 1bottle

Portfolio (California)

Limited Edition

ポートフォリオ （カリフォルニア）

リミテッド エディション

2014 2bottles

3bottles ¥65,000.～¥90,000.

261
Sine Qua Non (California)

Testa dei Cherubini

シネ クア ノン （カリフォルニア）

テスタ デイ ケルビーニ

2014 1bottle

Capo dei Putti

カポ デイ プッティ

2014 1bottle

2bottles ¥80,000.～¥120,000.

262
Sine Qua Non (California)

Pearl Clutcher

シネ クア ノン （カリフォルニア）

パール クラッチャー

2012 1bottle

1bottle ¥120,000.～¥180,000.

263
Sine Qua Non (California)

Next of Kyn

シネ クア ノン （カリフォルニア）

ネクスト オブ キン

2014 2bottles

2bottles ¥60,000.～¥100,000.

264
Screaming Eagle (California)

The Flight

スクリーミング イーグル （カリフォルニア）

ザ フライト

2015 1bottle

1bottle ¥70,000.～¥120,000.
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265
Kistler Vineyards (California)

Sonoma Coast Pinot Noir

キスラー ヴィンヤーズ （カリフォルニア）

ソノマ コースト ピノ ノワール

2001 6bottles

ラベル： 2本ー傷あり

6bottles ¥50,000.～¥100,000.

266
Torbrech (Australia)

Run Rig Barossa Valley

トルブレック （オーストラリア）

ラン リグ  バロッサ ヴァレー

2004 4bottles

4bottles ¥70,000.～¥100,000.

267
Harlan Estate (California)

Napa Valley

ハーラン エステート （カリフォルニア）

ナパ ヴァレー

2007 1bottle

The Maiden Napa Valley

ザ メイデン ナパ ヴァレー

2007 1bottle

ラベル： わずかな汚れあり

2bottles ¥130,000.～¥180,000.

268
Calera Wine Company (California)

Pinot Noir Jensen Vineyard Mt.Harlan

カレラ ワインカンパニー （カリフォルニア）

ピノ ノワール ジェンセン ヴィンヤード マウント ハーラン

2012 3bottles

2013 3bottles

Pinot Noir Selleck Vineyard Mt.Harlan

ピノ ノワール セレック ヴィンヤード マウント ハーラン

2002 3bottles

9bottles ¥65,000.～¥100,000.

269
Calera Wine Company (California)

Pinot Noir Selleck Vineyard Mt.Harlan

カレラ ワインカンパニー （カリフォルニア）

ピノ ノワール セレック ヴィンヤード マウント ハーラン

2010 3bottles

2012 3bottles

6bottles ¥50,000.～¥80,000.
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270
Kosta Browne Winery (California)

One Sixteen Chardonnay Russian River Valley

コスタ ブラウン ワイナリー （カリフォルニア）

ワン シックスティーン シャルドネ ロシアンリバー ヴァレー

2012 3bottles

Garys' Vineyard Pinot Noir

ゲイリーズ ヴィンヤード ピノ ノワール

2012 1bottle

Giusti Ranch Pinot Noir Russian River Valley

ジュスティ ランチ ピノ ノワール ロシアンリバー ヴァレー

2012 1bottle

Koplen Vineyard Pinot Noir Russian River Valley

コプレン ヴィンヤード ピノ ノワール ロシアンリバー ヴァレー

2012 1bottle

Sonoma Coast Pinot Noir

ソノマ コースト ピノ ノワール

2012 1bottle

Rosella's Vineyard Pinot Noir Santa Lucia Highlands

ロゼラズ ヴィンヤード ピノ ノワール サンタ ルチア ハイランズ

2012 1bottle

Gap's Crown Vineyard Pinot Noir Sonoma Coast

ギャップス クラウン ヴィンヤード ピノ ノワール ソノマ コースト

2012 1bottle

Kanzler Vineyard Pinot Noir Sonoma Coast

カンツラー ヴィンヤード ピノ ノワール ソノマ コースト

2012 1bottle

Keefer Ranch Pinot Noir Russian River Valley

キーファー ランチ ピノ ノワール ロシアンリバー ヴァレー

2012 1bottle

11bottles ¥80,000.～¥150,000.

271
Amuse Bouche Winery (California)

Napa Valley

アミューズ ブーシュ ワイナリー （カリフォルニア）

ナパ ヴァレー

2002 3bottles

2002年、ワイン・コンサルタントのハイジ・バレットはジョン・シュ
ワルツとともにワイン生産を開始。ナパ・ヴァレー産のカルトワイ
ンとしてメルローとカベルネ・フランを植えたことが興味深い。生
産本数を3000本限定と定め、毎年ラベルデザインが変わる「アート
ラベル」であることも人気の理由だ。この記念すべきファーストリ
リースのワインはガ・ビュッフェによるもの。

2003 2bottles

2004 2bottles

7bottles ¥90,000.～¥180,000.

272
Amuse Bouche Winery (California)

Napa Valley

アミューズ ブーシュ ワイナリー （カリフォルニア）

ナパ ヴァレー

2005 2bottles

2006 2bottles

2007 2bottles

6bottles ¥90,000.～¥180,000.
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273
Amuse Bouche Winery (California)

Napa Valley

アミューズ ブーシュ ワイナリー （カリフォルニア）

ナパ ヴァレー

2009 2bottles

2010 2bottles

2011 1bottle

5bottles ¥75,000.～¥150,000.

274
Amuse Bouche Winery (California)

Pret a Boire Napa Valley

アミューズ ブーシュ ワイナリー （カリフォルニア）

プレタ ボワール ナパ ヴァレー

2010 1bottle

2011 1bottle

Vin Perdu Napa Valley

ヴァン ペルデュ ナパ ヴァレー

2006 1bottle

2007 1bottle

2009 1bottle

2010 1bottle

6bottles ¥55,000.～¥90,000.
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Lot.271〜 Lot.274 より抜粋



白ワイン 発泡性（ロゼ） 発泡性（白） 甘口白ワイン赤ワイン ロゼワイン 蒸留酒日本酒 108

275
Peter Michael Winery (California)

Les Pavots

ピーター マイケル ワイナリー （カリフォルニア）

レ パヴォ

2000 2bottles

ラベル： わずかな剥がれあり

Le Moulin Rouge Pinot Noir Pisoni Vinyard

ル ムーラン ルージュ ピノ ノワール ピゾーニ ヴィンヤード

2004 1bottle

2005 1bottle

2011 2bottles

6bottles ¥55,000.～¥90,000.

276
Peter Michael Winery (California)

La Carriere Chardonnay

ピーター マイケル ワイナリー （カリフォルニア）

ラ キャリエール シャルドネ

2006 2bottles

Belle Cote Chardonnay

ベル コート シャルドネ

1998 2bottles

2003 2bottles

2006 2bottles

8bottles ¥60,000.～¥100,000.

277
Kistler Vineyards (California)

Vine Hill Vineyard Chardonnay Russian River Valley

キスラー ヴィンヤーズ （カリフォルニア）

ヴァイン ヒル ヴィンヤード シャルドネ ロシアンリヴァーヴァレー

1999 1bottle

ラベル： わずかな傷あり

Dutton Ranch Chardonnay Russian River Valley

ダットン ランチ シャルドネ ロシアンリヴァーヴァレー

2000 1bottle

Durell Vineyard Chardonnay Sonoma Valley

デュレル ヴィンヤード シャルドネ ソノマ ヴァレー

2001 1bottle

2007 3bottles

Hudson Vineyard Chardonnay Carneros

ハドソン ヴィンヤード シャルドネ カーネロス

2007 2bottles

Hyde Vineyard Chardonnay Carneros

ハイド ヴィンヤード シャルドネ カーネロス

2007 2bottles

10bottles ¥70,000.～¥120,000.
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278
Kistler Vineyards (California)

Vine Hill Vineyard Chardonnay Russian River Valley

キスラー ヴィンヤーズ （カリフォルニア）

ヴァイン ヒル ヴィンヤード シャルドネ ロシアンリヴァーヴァレー

1999 1bottle

ラベル： わずかな傷あり

Kistler Cuvee Cathleen Sonoma Valley

キスラー キュヴェ キャスリーン ソノマヴァレー

2000 1bottle

Hirsch Vineyard Sonoma Coast

ハーシュ ヴィンヤード ソノマコースト

2001 1bottle

Kistler Vineyard Pinot Noir Sonoma Coast

キスラー ヴィンヤード ピノ ノワール ソノマコースト

2007 2bottles

2012 2bottles

Cuvee Natalie Silver Belt Vineyard  

Pinot Noir Sonoma Coast

キュヴェ ナタリー シルヴァー ベルト ヴィンヤード  
ピノ ノワール ソノマコースト

2012 2bottles

Williams Selyem Winery (California)

Heintz Vineyard Chardonnay Russian River Valley

ウィリアムズ セリエム ワイナリー （カリフォルニア）

ハインツ ヴィンヤード シャルドネ ロシアンリヴァーヴァレー

2012 1bottle

Allen Vineyard Chardonnay Russian River Valley

アレン ヴィンヤード シャルドネ ロシアンリヴァーヴァレー

2012 1bottle

Olivet Lane Vineyard Chardonnay Russian River Valley

オリヴェート レーン ヴィンヤード シャルドネ ロシアンリヴァーヴァレー

2012 1bottle

12bottles ¥85,000.～¥150,000.

279
Beringer Vineyards (California)

Private Reserve Cabernet Sauvignon Napa Valley

べリンジャー ヴィンヤーズ （カリフォルニア）

プライベート リザーヴ カベルネ ソーヴィニヨン ナパヴァレー

2003 2bottles

2011 2bottles

Opus One (California)

Napa Valley

オーパス ワン （カリフォルニア）

ナパヴァレー

1996 1bottle

5bottles ¥65,000.～¥90,000.

280
Coup de Foudre Winery (California)

Pinot Noir St. Rita Hills

クープ ド フードル ワイナリー （カリフォルニア）

ピノ ノワール サンタ リタ ヒルズ

2006 2bottles

2007 2bottles

2009 2bottles

37.2 Red wine Napa Valley

37.2 レッド ワイン ナパ ヴァレー

2006 1bottle

2007 2bottles

Napa Valley Cabernet Sauvignon

ナパ ヴァレー カベルネ ソーヴィニヨン

2006 2bottles

2007 2bottles

13bottles ¥90,000.～¥150,000.
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281
Kongsgaard Winery (California)

Cabernet Sauvignon Napa Valley

コングスガード ワイナリー （カリフォルニア）

カベルネ ソーヴィニヨン ナパヴァレー

2007 1bottle

The Judge Chardonnay Napa Valley

ザ ジャッジ シャルドネ ナパヴァレー

2007 1bottle

Syrah Napa Valley

シラー ナパヴァレー

2007 1bottle

3bottles ¥65,000.～¥90,000.

282
Stag's Leap Wine Cellars (California)

Cask 23 Estate Cabernet Sauvignon Napa Valley

スタッグス リープ ワインセラーズ （カリフォルニア）

カスク23 エステート カベルネ ソーヴィニオン ナパヴァレー

1979 1bottle

1bottle ¥35,000.～¥70,000.

283
Stag's Leap Wine Cellars (California)

S.L.V. Cabernet Sauvignon Napa Valley

スタッグス リープ ワイン セラーズ （カリフォルニア）

S.L.V. カベルネ ソーヴィニヨン ナパヴァレー

2006 2bottles

Cask 23 Estate Cabernet Sauvignon Napa Valley

カスク23 エステート カベルネ ソーヴィニヨン ナパヴァレー

1993 1bottle

1994 1bottle

Dalla Valle Vineyards (California)

Maya Napa Valley

ダラ ヴァレ ヴィンヤーズ （カリフォルニア）

マヤ ナパヴァレー

2006 1bottle

5bottles ¥65,000.～¥100,000.

284
Harlan Estate (California)

Napa Valley

ハーラン エステート （カリフォルニア）

ナパヴァレー

1994 1bottle

1bottle ¥100,000.～¥200,000.

285
Screaming Eagle (California)

Cabernet Sauvignon Napa Valley

スクリーミング イーグル （カリフォルニア）

カベルネソーヴィニヨン ナパヴァレー

2013 3bottles

オリジナル木箱入り

ナパ・ヴァレー産カルトワイン代表として知られる。1986年、初代
オーナーのジャン・フィリップスは57エーカー（23ヘクタール）の
ブドウ園を購入、ハイジ・バレットをワインメーカーに起用。ファー
ストリリース1992年はロバート･パーカー氏が99 点を付け話題と
なった。1997 年、2007 年、2010 年、2012 年、2016年には100 
点満点を与えている。年間生産量は推定600ケースで入手困難。
2013年産のオリジナル・ボックス入り3本セットはメールオーダー
でしか購入できない。

3bottles ¥1,050,000.～¥1,200,000.

286
Grace Family Vineyards (California)

Cabernet Sauvignon Napa Valley

グレース ファミリー ヴィンヤーズ （カリフォルニア）

カベルネ ソーヴィニヨン ナパヴァレー

1990 1bottle

1991 1bottle

1992 1bottle

1993 1bottle

1994 1bottle

5bottles ¥100,000.～¥180,000.
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287
Grace Family Vineyards (California)

Cabernet Sauvignon Napa Valley

グレース ファミリー ヴィンヤーズ （カリフォルニア）

カベルネ ソーヴィニヨン ナパヴァレー

1984 1bottle

1985 1bottle

1986 1bottle

3bottles ¥60,000.～¥120,000.

288
Grace Family Vineyards (California)

Cabernet Sauvignon Napa Valley

グレース ファミリー ヴィンヤーズ （カリフォルニア）

カベルネ ソーヴィニヨン ナパヴァレー

1988 3bottles

ラベル： 1本ー傷、汚れあり

3bottles ¥60,000.～¥120,000.

289
Grace Family Vineyards (California)

Cabernet Sauvignon Napa Valley

グレース ファミリー ヴィンヤーズ （カリフォルニア）

カベルネ ソーヴィニヨン ナパヴァレー

2006 2bottles

Blank Vineyard Cabernet Sauvignon Napa Valley

ブランク ヴィンヤード カベルネ ソーヴィニヨン ナパヴァレー

2003 2bottles

ラベル： 1本ー破損あり

2004 2bottles

6bottles ¥75,000.～¥120,000.

290
Kenwood Vineyards (California)

Artist Series Cabernet Sauvignon Sonoma County

ケンウッド ヴィンヤーズ （カリフォルニア）

アーティスト シリーズ カベルネ ソーヴィニヨン ソノマ カウンティ

1986 6bottles

6bottles ¥30,000.～¥100,000.

291
Kenwood Vineyards (California)

Artist Series Cabernet Sauvignon Sonoma County

ケンウッド ヴィンヤーズ （カリフォルニア）

アーティスト シリーズ カベルネ ソーヴィニヨン ソノマ カウンティ

1987 1double magnum

ケンウッドはカリフォルニア州ソノマ・カウンティの伝統あるワイ
ナリー。1975年からアーティストシリーズのカベルネ・ソーヴィニ
ヨンの販売を開始。

Creston Manor (California)

Winemaker's Selection Cabernet Sauvignon

クレストン マナー （カリフォルニア）

ワインメーカーズ セレクション カベルネ ソーヴィニオン

1986 1double magnum

クレストン・マナーはカリフォルニア州パッソ・ロブレスにある。こ
のワイン・メーカーズセレクションも美しいラベルのデザインが特徴。
1986年は現存する超希少な1本である。

2本共にジェロボアム（3ℓ）で、ワインの保管状況も良好。熟成した
カリフォルニア・ワインとして希少価値の高い2本。

2double magnums ¥50,000.～¥100,000.
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292
E.Guigal (Rhone)

Cote Rotie La Turque

ギガル （ローヌ）

コート ロティ ラ テュルク

2012 1bottle

液　面： 5mm

Cote Rotie La Mouline

コート ロティ ラ ムーリーヌ

2012 1bottle

液　面： 5mm

Cote Rotie La Landonne

コート ロティ ラ ランドンヌ

2012 1bottle

液　面： 5mm

3bottles ¥70,000.～¥120,000.

293
E. Guigal (Rhone)

Cote Rotie La Mouline

ギガル （ローヌ）

コート ロティ ラ ムーリーヌ

2004 4bottles

液　面： 3本ー2mm
 1本ー5mm

4bottles ¥95,000.～¥150,000.

294
E. Guigal (Rhone)

Cote Rotie La Mouline

ギガル （ローヌ）

コート ロティ ラ ムーリーヌ

2002 2bottles

液　面： 1本ー3mm
 1本ー4mm

Cote Rotie La Turque

コート ロティ ラ テュルク

1997 1bottle

液　面： 20mm

3bottles ¥75,000.～¥100,000.

295
M. Chapoutier (Rhone)

Ermitage L'Ermite (Blanc)

シャプティエ （ローヌ）

エルミタージュ  レルミット (白)

2005 2bottles

液　面： 1本ー8mm

Ermitage de L'Oree (Blanc)

エルミタージュ ド ロレ (白)

2005 2bottles

液　面： 1本ー8mm

4bottles ¥100,000.～¥140,000.
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296
Domaine Roger Sabon (Rhone)

Chateauneuf du Pape “Le Secret des Sabon”

ドメーヌ ロジェ サボン （ローヌ）

シャトーヌフ デュ パプ ル “スクレ ド サボン”

2011 2bottles

液　面： 1本ー8mm

M. Chapoutier (Rhone)

Cote Rotie La Mordoree Rouge

シャプティエ （ローヌ）

コートロティ ラ モルドレ ルージュ

2002 1bottle

液　面： 0mm

2004 1bottle

液　面： 8mm

2007 1bottle

液　面： 10mm

5bottles ¥60,000.～¥100,000.

297
Bouchard Pere & Fils (Rhone)

Chateauneuf du Pape Cuvee Prestige

ブシャール ペール エ フィス （ローヌ）

シャトーヌフ デュ パプ キュヴェ プレステージ

1978 3bottles

液　面： 1本ー30mm

3bottles ¥30,000.～¥70,000.

298
Chateau d'Yquem (Bordeaux)

Sauternes

シャトー ディケム （ボルドー）

ソーテルヌ

1985 1bottle

液　面： トップショルダー

1986 1bottle

液　面： ボトムネック

1997 1bottle

液　面： イントゥーネック

3bottles ¥110,000.～¥200,000.

299
Chateau d'Yquem (Bordeaux)

Sauternes

シャトー ディケム （ボルドー）

ソーテルヌ

1985 1bottle

液　面： ボトムネック

1986 1bottle

液　面： ボトムネック

1997 1bottle

液　面： イントゥーネック

3bottles ¥110,000.～¥200,000.

300
Chateau La Mission Haut Brion (Bordeaux)

Pessac Leognan

シャトー ラ ミッション オーブリオン （ボルドー）

ペサック レオニャン

1996 2bottles

液　面： 各イントゥーネック

2bottles ¥80,000.～¥120,000.
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301
Chateau La Mission Haut Brion (Bordeaux)

Pessac Leognan

シャトー ラミッション オー ブリオン （ボルドー）

ペサック レオニャン

1986 2bottles

液　面： 各ボトムネック

2bottles ¥80,000.～¥140,000.

302
Chateau La Mission Haut Brion (Bordeaux)

Pessac Leognan

シャトー ラ ミッション オー ブリオン （ボルドー）

ペサック レオニャン

1947 1bottle

液　面： ローショルダー
ラベル： 汚れあり

1bottle ¥150,000.～¥300,000.

303
Chateau Haut Brion (Bordeaux)

Pessac Leognan

シャトー オー ブリオン （ボルドー）

ペサック レオニャン

1989 1bottle

液　面： イントゥーネック

1999 1bottle

液　面： ハイフィル

2007 1bottle

液　面： イントゥーネック

3bottles ¥100,000.～¥200,000.

304
Chateau Haut Brion (Bordeaux)

Pessac Leognan (Blanc)

シャトー オー ブリオン （ボルドー）

ペサック レオニャン （白）

2003 1bottle

液　面： ハイフィル

2004 1bottle

液　面： イントゥーネック

2bottles ¥120,000.～¥220,000.

305
Chateau Haut Brion (Bordeaux)

Pessac Leognan

シャトー オー ブリオン （ボルドー）

ペサック レオニャン

1984 1bottle

液　面： ボトムネック
ラベル： 傷、汚れあり

2017 2bottles

3bottles ¥100,000.～¥150,000.

306
Chateau Haut Brion (Bordeaux)

Pessac Leognan

シャトー オー ブリオン （ボルドー）

ペサック レオニャン

2010 3bottles

液　面： 全てーイントゥーネック

3bottles ¥210,000.～¥300,000.
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307
Chateau Haut Brion (Bordeaux)

Pessac Leognan

シャトー オー ブリオン （ボルドー）

ペサック レオニャン

2010 3bottles

液　面： 全てーイントゥーネック

3bottles ¥210,000.～¥300,000.

308
Chateau Margaux (Bordeaux)

Pavillon Rouge du Chateau Margaux  

Margaux

シャトー マルゴー （ボルドー）

パヴィヨンルージュ デュ シャトー マルゴー  
マルゴー

2010 2bottles

液　面： 各ハイフィル

2bottles ¥50,000.～¥80,000.

309
Chateau Lafite Rothschild (Bordeaux)

Pauillac

シャトー ラフィット ロートシルト （ボルドー）

ポイヤック

2010 3bottles

液　面： 全てーイントゥーネック

3bottles ¥270,000.～¥400,000.

310
Chateau Carbonnieux (Bordeaux)

Pessac Leognan

シャトー カルボニュー （ボルドー）

ペサック レオニャン

1928 1bottle

液　面： ボトムネック
ラベル： 汚れあり

1bottle ¥50,000.～¥100,000.

311
Chateau Giscours (Bordeaux)

Margaux

シャトー ジスクール （ボルドー）

マルゴー

1967 3bottles

液　面： 全てートップショルダー
ラベル： 1本ー汚れ破損あり

Chateau Cos d'Estournel

St. Esteph

シャトー コス デストゥルネル

サン テステフ

1999 3bottles

液　面： 1本ーハイフィル

6bottles ¥55,000.～¥90,000.

312
Chateau Margaux (Bordeaux)

Margaux

シャトー マルゴー （ボルドー）

マルゴー

1997 2bottles

液　面： 1本ーイントゥーネック

2bottles ¥110,000.～¥200,000.
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313
Chateau Margaux (Bordeaux)

Margaux

シャトーマルゴー （ボルドー）

マルゴー

1997 2bottles

液　面： 1本ーイントゥーネック

2bottles ¥110,000.～¥200,000.

314
Chateau Margaux (Bordeaux)

Margaux

シャトーマルゴー （ボルドー）

マルゴー

1992 2bottles

液　面： 1本ーイントゥーネック
 1本ーボトムネック

1993 1bottle

液　面： ボトムネック

3bottles ¥130,000.～¥200,000.

315
Chateau Margaux (Bordeaux)

Margaux

シャトーマルゴー （ボルドー）

マルゴー

2017 2bottles

Chateau Ducru Beaucaillou (Bordeaux)

St. Julian

シャトー デュクル ボーカイユ （ボルドー）

サン ジュリアン

1995 1bottle

ラベル： 汚れあり

La Dame de Montrose (Bordeaux)

St. Esteph

ラ ダム ド モンローズ （ボルドー）

サン テステフ

2004 1bottle

4bottles ¥95,000.～¥150,000.

316
Chateau Margaux (Bordeaux)

Margaux

シャトーマルゴー （ボルドー）

マルゴー

1964 2bottles

液　面： 1本ーボトムネック
 1本ーミッドショルダー
ラベル： 全てー汚れあり

2bottles ¥90,000.～¥150,000.
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317
Chateau Margaux (Bordeaux)

Margaux

シャトーマルゴー （ボルドー）

マルゴー

1964 2bottles

液　面： 1本ートップショルダー
 1本ーアッパーショルダー
ラベル： 全てー汚れあり

2bottles ¥90,000.～¥150,000.

318
Chateau Beychevelle (Bordeaux)

St. Julian

シャトー ベイシュヴェル （ボルドー）

シャトー ベイシュヴェル

1961 3bottles

液　面： 全てーボトムネック
ラベル： 全てー汚れ破損あり

J.F. Musset (Bordeaux)

Chateau Hautes Graves d'Arthus St. Emilion

ミュッセ （ボルドー）

シャトー オート グラーヴ ダルザス サン テミリオン

1961 4bottles

液　面： 1本ーボトムネック
 3本ートップショルダー

7bottles ¥150,000.～¥200,000.

319
Chateau Beychevelle (Bordeaux)

St. Julian

シャトー ベイシュヴェル （ボルドー）

シャトー ベイシュヴェル

1961 3bottles

液　面： 全てーボトムネック
ラベル： 1本ー汚れ破損あり

3bottles ¥75,000.～¥100,000.

320
J.F. Musset (Bordeaux)

Chateau Hautes Graves d'Arthus St. Emilion

ミュッセ （ボルドー）

シャトー オート グラーヴ ダルザス サン テミリオン

1961 4bottles

液　面： 全てートップショルダー

4bottles ¥60,000.～¥90,000.

321
Chateau Lagrange (Bordeaux)

St. Julian (Wood Box)

シャトー ラグランジュ （ボルドー）

サンジュリアン (オリジナル木箱）

2018 12bottles

液　面： 全てーハイフィル

12bottles ¥85,000.～¥150,000.

322
Chateau Lagrange (Bordeaux)

St. Julian (Wood Box)

シャトー ラグランジュ （ボルドー）

サンジュリアン (オリジナル木箱）

2018 12bottles

液　面： 全てーハイフィル

12bottles ¥85,000.～¥150,000.
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323
Chateau Lagrange (Bordeaux)

St. Julian (Wood Box)

シャトー ラグランジュ （ボルドー）

サンジュリアン (オリジナル木箱）

2018 12bottles

液　面： 全てーハイフィル

12bottles ¥85,000.～¥150,000.

324
Chateau Lagrange (Bordeaux)

St. Julian (Wood Box)

シャトー ラグランジュ （ボルドー）

サンジュリアン (オリジナル木箱）

2018 12bottles

液　面： 全てーハイフィル

12bottles ¥85,000.～¥150,000.

325
Chateau Leoville Las Cases (Bordeaux)

St. Julian

シャトー レオヴィル ラス カーズ （ボルドー）

サンジュリアン

1998 1bottle

液　面： イントゥーネック

1999 2bottles

液　面： 1本ーハイフィル
 1本ーイントゥーネック

2001 3bottles

液　面： 全てーイントゥーネック

6bottles ¥90,000.～¥150,000.

326
Chateau Leoville Las Cases (Bordeaux)

Grapes Varieties Limited Edition (Wood BOX) St. Julian

シャトー レオヴィル ラス カーズ （ボルドー）

シャトー限定コレクションセパージュ別 サンジュリアン
(オリジナル木箱 グラス シンリンダー付）

1986 6bottles

液　面： 全てーハイフィル

ボルドー・サンジュリアン村、シャトーラトゥールとも隣接するシャ
トー レオヴィル・ラスカーズ。1986年2本とブレンドで使用される
ブドウ品種のボトル各1本（カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フ
ラン、メルロー、プティ・ヴェルド）の6本セット。シャトーのオリジ
ナルグラス2個、ブレンド用ガラスシリンダーの木箱入りのロットは
シャトー訪問時にオーナーより直接購入したもの。現存する在庫を
手に入れることは極めて難しい。

6bottles ¥340,000.～¥700,000.

Lot 326



121

327
Chateau Leoville Las Cases (Bordeaux)

St. Julian

シャトー レオヴィル ラス カーズ （ボルドー）

サンジュリアン

1979 6bottles

液　面： 1本ーハイフィル
 4本ーイントゥーネック
 1本ーボトムネック

6bottles ¥60,000.～¥150,000.

328
Chateau Brane Cantenac (Bordeaux)

Margaux

シャトー ブラーヌ カントナック （ボルドー）

マルゴー

1982 1bottle

液　面： トップショルダー

Domaine de Chevalier (Bordeaux)

Pessac Leognan

ドメーヌ ド シュヴァリエ （ボルドー）

ペサック レオニャン

1982 1bottle

液　面： ボトムネック
ラベル： 汚れあり

Chateau Ducru Beaucaillou (Bordeaux)

St. Julian

シャトー デュクル ボーカイユ （ボルドー）

サン ジュリアン

1982 1bottle

液　面： イントゥーネック

Chateau Leoville Las Cases (Bordeaux)

St. Julian

シャトー レオヴィル ラス カーズ （ボルドー）

サン ジュリアン

1982 1bottle

液　面： ボトムネック
ラベル： 汚れあり

4bottles ¥100,000.～¥200,000.

329
Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande 

 (Bordeaux)

St. Julian

シャトー ピション ロングヴィル コンテス ド ラランド  

 （ボルドー）

サン ジュリアン

1982 1bottle

液　面： トップショルダー
ラベル： 汚れあり

Chateau Pichon Longueville Baron (Bordeaux)

St. Julian

シャトー ピション ロングヴィル バロン （ボルドー）

サン ジュリアン

1982 1bottle

液　面： トップショルダー
ラベル： 汚れあり

Chateau Pichon Longueville Baron (Bordeaux)

St. Julian

シャトー ピション ロングヴィル バロン （ボルドー）

サン ジュリアン

1975 1bottle

液　面： ボトムネック

Chateau Laville Haut Brion (Bordeaux)

Pessac Leognan

シャトー ラヴィル オー ブリオン （ボルドー）

ペサック レオニャン

1983 1bottle

液　面： トップショルダー
ラベル： 汚れあり

2009年ヴィンテージから、シャトー ラ ミッション オー ブリオン 
ブランと名称変更してリリースされる。

4bottles ¥100,000.～¥200,000.
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330
Chateau Ducru Beaucaillou (Bordeaux)

St. Julian

シャトー デュクル ボーカイユ （ボルドー）

サン ジュリアン

2009 1bottle

液　面： ハイフィル

2010 1bottle

液　面： ハイフィル

2011 1bottle

液　面： ハイフィル

2012 1bottle

液　面： ハイフィル

4bottles ¥80,000.～¥120,000.

331
Chateau Gruaud Larose (Bordeaux)

St. Julian

シャトー グリュオ ラローズ （ボルドー）

サン ジュリアン

2005 3bottles

液　面： 全てーハイフィル

3bottles ¥30,000.～¥90,000.

332
Chateau Lafite Rothschild (Bordeaux)

Pauillac

シャトー ラフィット ロートシルト （ボルドー）

ポイヤック

1961 1bottle

液　面： トップショルダー
ラベル： 汚れあり

1bottle ¥150,000.～¥200,000.

333
Chateau Margaux (Bordeaux)

Margeaux

シャトー マルゴー （ボルドー）

マルゴー

1961 1bottle

液　面： アッパーショルダー
ラベル： 汚れあり

1bottle ¥120,000.～¥180,000.

334
Chateau Mouton Rothschild (Bordeaux)

Pauillac

シャトー ムートン ロートシルト （ボルドー）

ポイヤック

1973 1bottle

液　面： トップショルダー
ラベル： 汚れ、破損あり

1bottle ¥200,000.～¥300,000.

NO LOT 335
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337
Chateau Mouton Rothschild (Bordeaux)

Pauillac

シャトー ムートン ロートシルト （ボルドー）

ポイヤック

2004 1bottle

液　面： ハイフィル

1bottle ¥50,000.～¥100,000.

338
Chateau Mouton Rothschild (Bordeaux)

Pauillac

シャトー ムートン ロートシルト （ボルドー）

ポイヤック

1983 1bottle

液　面： ボトムネック

1984 1bottle

液　面： ボトムネック

1985 1bottle

液　面： ボトムネック
ラベル： わずかな汚れあり

3bottles ¥100,000.～¥180,000.

339
Chateau Mouton Rothschild (Bordeaux)

Pauillac

シャトー ムートン ロートシルト （ボルドー）

ポイヤック

1986 1bottle

液　面： ボトムネック

1987 1bottle

液　面： ボトムネック

1988 1bottle

液　面： ボトムネック

3bottles ¥120,000.～¥240,000.

340
Chateau Mouton Rothschild (Bordeaux)

Pauillac

シャトー ムートン ロートシルト （ボルドー）

ポイヤック

1989 1bottle

液　面： ボトムネック

1990 1bottle

液　面： ボトムネック

1991 1bottle

液　面： ボトムネック

3bottles ¥120,000.～¥240,000.
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341
Chateau Mouton Rothschild (Bordeaux)

Pauillac

シャトー ムートン ロートシルト （ボルドー）

ポイヤック

1992 1bottle

液　面： ボトムネック

1993 1bottle

液　面： イントゥーネック
（USラベル）

1993 1bottle

液　面： イントゥーネック

3bottles ¥120,000.～¥240,000.

342
Chateau Mouton Rothschild (Bordeaux)

Pauillac

シャトー ムートン ロートシルト （ボルドー）

ポイヤック

2004 2bottles

液　面： 全てーハイフィル

2bottles ¥80,000.～¥120,000.

343
Chateau Mouton Rothschild (Bordeaux)

Pauillac

シャトー ムートン ロートシルト （ボルドー）

ポイヤック

1945 1bottle

液　面： ミッドショルダー
ラベル： 激しい汚れ破損あり
液漏れあり

1bottle ¥400,000.～¥800,000.

344
Chateau Mouton Rothschild (Bordeaux)

Pauillac

シャトー ムートン ロートシルト （ボルドー）

ポイヤック

1985 1bottle

液　面： ボトムネック
ラベル： 汚れあり

Chateau Lafite Rothschild (Bordeaux)

Pauillac

シャトー ラフィット ロートシルト （ボルドー）

ポイヤック

1996 1bottle

液　面： ハイフィル

2bottles ¥120,000.～¥240,000.

345
Chateau Latour (Bordeaux)

Pauillac

シャトー ラトゥール （ボルドー）

ポイヤック

1985 1bottle

液　面： トップショルダー

1bottle ¥70,000.～¥120,000.

NO LOT 346
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NO LOT 347

NO LOT 348

349
Chateau Latour (Bordeaux)

Pauillac

シャトー ラトゥール （ボルドー）

ポイヤック

2010 3bottles

液　面： 全てーハイフィル

3bottles ¥250,000.～¥300,000.

350
Chateau Latour (Bordeaux)

Les Forts de Latour Pauillac

シャトー ラトゥール （ボルドー）

レ フォールド ラトゥール ポイヤック

2010 4bottles

液　面： 全てーハイフィル

4bottles ¥70,000.～¥120,000.

351
Chateau Latour (Bordeaux)

Pauillac

シャトー ラトゥール （ボルドー）

ポイヤック

1986 1magnum

液　面： ボトムネック
ラベル： 汚れあり

1987 1bottle

液　面： ボトムネック

Chateau Cheval Blanc (Bordeaux)

St. Emilion

シャトー シュバル ブラン （ボルドー）

サン テミリオン

1993 1bottle

液　面： ハイフィル
ラベル： 汚れあり

2bottles & 1magnum ¥110,000.～¥170,000.

352
Chateau La Gomerie (Bordeaux)

St. Emilion

シャトー ラ ゴムリー （ボルドー）

サンテ ミリオン

1996 6bottles

液　面： 全てーイントゥーネック

6bottles ¥80,000.～¥120,000.
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353
Chateau Beau Sejour Becot (Bordeaux)

St. Emilion

シャトー ボー セジュール ベコ （ボルドー）

サン テミリオン

2015 6bottles

液　面： 全てーハイフィル

6bottles ¥70,000.～¥110,000.

354
Chateau Figeac (Bordeaux)

St. Emilion

シャトー フィジャック （ボルドー）

サン テミリオン

2000 6bottles

液　面： 全てーハイフィル

6bottles ¥180,000.～¥240,000.

355
Chateau Figeac (Bordeaux)

St. Emilion

シャトー フィジャック （ボルドー）

サン テミリオン

2007 6bottles

液　面： 全てーハイフィル

6bottles ¥100,000.～¥150,000.

356
Chateau Gloria (Bordeaux)

St. Julien

シャトー グロリア （ボルドー）

サン ジュリアン

1982 1bottle

液　面： トップショルダー

Chateau Figeac (Bordeaux)

St. Emilion

シャトー フィジャック （ボルドー）

サン テミリオン

1982 1bottle

液　面： ボトムネック

Chateau Canon (Bordeaux)

St. Emilion

シャトー カノン （ボルドー）

サン テミリオン

1982 1bottle

液　面： ボトムネック

3bottles ¥60,000.～¥150,000.

357
Chateau Valandraud (Bordeaux)

St. Emilion

シャトー ヴァランドロー （ボルドー）

サン テミリオン

1999 3bottles

液　面： 全てーイントゥーネック

2001 3bottles

液　面： 全てーイントゥーネック

6bottles ¥80,000.～¥180,000.
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358
Chateau Angelus (Bordeaux)

St. Emilion

シャトー アンジェリュス （ボルドー）

サン テミリオン

1989 2bottles

液　面： 各イントゥーネック

2bottles ¥70,000.～¥150,000.

359
Chateau Ausone (Bordeaux)

St. Emilion

シャトー オーゾンヌ （ボルドー）

サン テミリオン

2001 2bottles

液　面： 各イントゥーネック

2bottles ¥120,000.～¥200,000.

360
Chateau Angelus (Bordeaux)

St. Emilion

シャトー アンジェリュス （ボルドー）

サン テミリオン

2004 3bottles

液　面： 全てーハイフィル

3bottles ¥70,000.～¥150,000.

361
Chateau Angelus (Bordeaux)

St. Emilion

シャトー アンジェリュス （ボルドー）

サン テミリオン

2004 3bottles

液　面： 全てーハイフィル

3bottles ¥70,000.～¥150,000.

362
Chateau Cheval Blanc (Bourgogne)

St. Emilion

シャトー シュヴァル ブラン （ボルドー）

サン テミリオン

1968 1bottle

液　面： イントゥーネック
ラベル： 破損あり

1bottle ¥50,000.～¥100,000.

363
Petrus (Bordeaux)

Pomerol

ペトリュス （ボルドー）

ポムロール

1959 1bottle

液　面： アッパーショルダー
ラベル： 汚れ破損あり

20世紀、エドモン・ルバ未亡人が株式を所有していたが、1945年に
現オーナーであるジャン=ピエール・ムエックスが独占販売権を取
得、1962年に株式の半分を手に入れた。

1959年はワインラベル収穫年が赤文字であることからエドモン・ル
バ未亡人の瓶詰めと推測できる。ラベルにはパリワイン商である二
コラの刻印も見られる。1959年は霜の被害で生産量は半分以下で
あったと記録されていることから古酒として希少性は高い。

1bottle ¥350,000.～¥500,000.

364
Petrus (Bordeaux)

Pomerol

ペトリュス （ボルドー）

ポムロール

1987 1magnum

液　面： イントゥーネック

ボルドー全体では評価の低いヴィンテージ。とは言ってもペトリュ
スは別格視されているためか市場価格が安定している。飲み頃のピー
クを超えているが、古酒を味わう楽しみに期待したい。

1magnum ¥250,000.～¥500,000.
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365
Petrus (Bordeaux)

Pomerol

ペトリュス （ボルドー）

ポムロール

1994 1bottle

液　面： イントゥーネック

偉大なヴィンテージではないが、近年、緩やかに価格が上昇している
のは将来への期待からだろう。ワインは飲み頃のピークを迎えている。

1bottle ¥280,000.～¥350,000.

366
Chateau Lafleur (Bordeaux)

Pomerol

シャトー ラフルール （ボルドー）

ポムロール

1986 2bottles

液　面： 各イントゥーネック
ラベル： 1本ー汚れあり

2bottles ¥130,000.～¥180,000.

367
Chateau L' Evangile (Bordeaux)

Pomerol

シャトー レヴァンジル （ボルドー）

ポムロール

1982 1bottle

液　面： ボトムネック
ラベル： 汚れあり

Vieux Chateau Certan (Bordeaux)

Pomerol

ヴュー シャトー セルタン （ボルドー）

ポムロール

1982 1bottle

液　面： ボトムネック

2bottles ¥80,000.～¥160,000.

368
Vieux Chateau Certan (Bordeaux)

Pomerol

ヴュー シャトー セルタン （ボルドー）

ポムロール

2010 1bottle

液　面： ハイフィル

2011 1bottle

液　面： ハイフィル

2012 1bottle

液　面： ハイフィル

3bottles ¥55,000.～¥120,000.

369
Domaine Huet (Loire)

Vouvray Le Haut Lieu Sec

ドメーヌ ユエ （ロワール）

ヴーヴレ ル オー リュー セック

1945 1bottle

液　面： 0mm

1bottle ¥50,000.～¥100,000.

370
Emmanuel Houillon (Jura)

Arbois Pupillin Ploussard

エマニュエル ウイヨン （ジュラ）

アルボワ ピュピラン プルサール

1998 1bottle

液　面： 35mm

1bottle ¥35,000.～¥50,000.
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371
Weinbach (Alsace)

Gewurztraminer Furstentum Vendanges Tardives

ヴァインバック （アルザス）

ゲヴュルツトラミネール フルステンテュム ヴァンダンジュ タルディーヴ

2005 2bottles

Gewurztraminer Mambourg Selection de Grains Nobles

ゲヴュルツトラミネール マンブール セレクシオン ド グラン ノーブル

2005 2bottles

Gewurztraminer Schlossberg Selection de Grains Nobles

ゲヴュルツトラミネール シュロスベルグ セレクシオン ド グラン ノーブル

2006 2bottles

6bottles ¥100,000.～¥150,000.

372
Weinbach (Alsace)

Gewurztraminer Furstentum Vendanges Tardives

ヴァインバック （アルザス）

ゲヴュルツトラミネール フルステンテュム ヴァンダンジュ タルディーヴ

2005 2bottles

Gewurztraminer Mambourg Selection de Grains Nobles

ゲヴュルツトラミネール マンブール セレクシオン ド グラン ノーブル

2005 2bottles

Gewurztraminer Schlossberg Selection de Grains Nobles

ゲヴュルツトラミネール シュロスベルグ セレクシオン ド グラン ノーブル

2006 2bottles

6bottles ¥100,000.～¥150,000.

373
Weinbach (Alsace)

Gewurztraminer Furstentum Vendanges Tardives

ヴァインバック （アルザス）

ゲヴュルツトラミネール フルステンテュム ヴァンダンジュ タルディーヴ

2005 2bottles

Gewurztraminer Mambourg Selection de Grains Nobles

ゲヴュルツトラミネール マンブール セレクシオン ド グラン ノーブル

2005 2bottles

Gewurztraminer Schlossberg Selection de Grains Nobles

ゲヴュルツトラミネール シュロスベルグ セレクシオン ド グラン ノーブル

2006 2bottles

ラベル： 1本ーわずかな汚れあり

6bottles ¥100,000.～¥150,000.

374
Weinbach (Alsace)

Pinot Gris Altenbourg Selection de Grains Nobles

ヴァインバック （アルザス）

ピノ グリ アルテンブルグ セレクシオン ド グラン ノーブル

2005 2bottles

Pinot Gris Altenbourg Vendanges Tardives

ピノ グリ アルテンブルグ ヴァンダンジュ タルディーヴ

2004 2bottles

4bottles ¥55,000.～¥100,000.

375
Weinbach (Alsace)

Pinot Gris Altenbourg Selection de Grains Nobles

ヴァインバック （アルザス）

ピノ グリ アルテンブルグ セレクシオン ド グラン ノーブル

2005 2bottles

Pinot Gris Altenbourg Vendanges Tardives

ピノ グリ アルテンブルグ ヴァンダンジュ タルディーヴ

2004 2bottles

4bottles ¥55,000.～¥100,000.
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376
Weinbach (Alsace)

Pinot Gris Altenbourg Selection de Grains Nobles

ヴァインバック （アルザス）

ピノ グリ アルテンブルグ セレクシオン ド グラン ノーブル

2005 2bottles

Pinot Gris Altenbourg Vendanges Tardives

ピノ グリ アルテンブルグ ヴァンダンジュ タルディーヴ

2004 2bottles

4bottles ¥55,000.～¥100,000.

377
Weinbach (Alsace)

Riesling Schlossberg Trie Speciale Vendanges Tardives

ヴァインバック （アルザス）

リースリング シュロスベルグ トリ スペシャル ヴァンダンジュ タルディーヴ

2004 2bottles

Riesling Schlossberg Selection de Grains Nobles

リースリング シュロスベルグ セレクシオン ド グラン ノーブル

2004 2bottles

4bottles ¥65,000.～¥120,000.

378
Weinbach (Alsace)

Riesling Schlossberg Trie Speciale Vendanges Tardives

ヴァインバック （アルザス）

リースリング シュロスベルグ トリ スペシャル ヴァンダンジュ タルディーヴ

2004 2bottles

Riesling Schlossberg Selection de Grains Nobles

リースリング シュロスベルグ セレクシオン ド グラン ノーブル

2004 2bottles

4bottles ¥65,000.～¥120,000.

379
Weinbach (Alsace)

Riesling Schlossberg "Trie Speciale" Vendanges Tardives

ヴァインバック （アルザス）

リースリング シュロスベルグ トリ スペシャル ヴァンダンジュ タルディーヴ

2004 2bottles

Riesling Schlossberg Selection de Grains Nobles

リースリング シュロスベルグ セレクシオン ド グラン ノーブル

2004 2bottles

4bottles ¥65,000.～¥120,000.

380
Trimbach (Alsace)

Gewurztraminer Selection de Grains Nobles

トリンバック （アルザス）

ゲヴュルツトラミネール セレクシオン ド グラン ノーブル

1989 2bottles

Gewurztraminer Selection de Grains Nobles

ゲヴュルツトラミネール セレクシオン ド グラン ノーブル

2001 2bottles

Gewurztraminer Vendanges Tardives

ゲヴュルツトラミネール ヴァンダンジュ タルディーヴ

2000 2bottles

6bottles ¥70,000.～¥150,000.
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381
Trimbach (Alsace)

Gewurztraminer Selection de Grains Nobles

トリンバック （アルザス）

ゲヴュルツトラミネール セレクシオン ド グラン ノーブル

1989 2bottles

Gewurztraminer Selection de Grains Nobles

ゲヴュルツトラミネール セレクシオン ド グラン ノーブル

2001 2bottles

Gewurztraminer Vendanges Tardives

ゲヴュルツトラミネール ヴァンダンジュ タルディーヴ

2000 2bottles

6bottles ¥70,000.～¥150,000.

382
Trimbach (Alsace)

Gewurztraminer Selection de Grains Nobles

トリンバック （アルザス）

ゲヴュルツトラミネール セレクシオン ド グラン ノーブル

1989 2bottles

Gewurztraminer Selection de Grains Nobles

ゲヴュルツトラミネール セレクシオン ド グラン ノーブル

2001 2bottles

ラベル： 1本ーわずかな汚れあり

Gewurztraminer Vendanges Tardives

ゲヴュルツトラミネール ヴァンダンジュ タルディーヴ

2000 2bottles

6bottles ¥70,000.～¥150,000.

383
Trimbach (Alsace)

Pinot Gris Selection de Grains Nobles

トリンバック （アルザス）

ピノ グリ セレクシオン ド グラン ノーブル

2000 2bottles

Pinot Gris Vendanges Tardives

ピノ グリ ヴァンダンジュ タルディーヴ

2000 2bottles

4bottles ¥35,000.～¥70,000.

384
Trimbach (Alsace)

Pinot Gris Selection de Grains Nobles

トリンバック （アルザス）

ピノ グリ セレクシオン ド グラン ノーブル

2000 2bottles

Pinot Gris Vendanges Tardives

ピノ グリ ヴァンダンジュ タルディーヴ

2000 2bottles

4bottles ¥35,000.～¥70,000.

385
Trimbach (Alsace)

Pinot Gris Selection de Grains Nobles

トリンバック （アルザス）

ピノ グリ セレクシオン ド グラン ノーブル

2000 2bottles

Pinot Gris Vendanges Tardives

ピノ グリ ヴァンダンジュ タルディーヴ

2000 2bottles

4bottles ¥35,000.～¥70,000.



133

386
Trimbach (Alsace)

Riesling Clos Sainte Hune

トリンバック （アルザス）

リースリング クロ サン テューヌ

2009 2bottles

2011 2bottles

2013 2bottles

Riesling Vendanges Tardives

リースリング ヴァンダンジュ タルディーヴ

2002 2bottles

8bottles ¥150,000.～¥200,000.

387
Trimbach (Alsace)

Riesling Clos Sainte Hune

トリンバック （アルザス）

リースリング クロ サン テューヌ

2009 2bottles

2011 2bottles

2013 2bottles

Riesling Vendanges Tardives

リースリング ヴァンダンジュ タルディーヴ

2002 2bottles

8bottles ¥150,000.～¥200,000.

388
Trimbach (Alsace)

Riesling Clos Sainte Hune

トリンバック （アルザス）

リースリング クロ サン テューヌ

2009 2bottles

2011 2bottles

2013 2bottles

Riesling Vendanges Tardives

リースリング ヴァンダンジュ タルディーヴ

2002 2bottles

8bottles ¥150,000.～¥200,000.

389
Hugel (Alsace)

Gewurztraminer Selection de Grains Nobles

ヒューゲル （アルザス）

ゲヴュルツトラミネール セレクシオン ド グラン ノーブル

1986 2bottles

1989 2bottles

ラベル： 全てー汚れあり

4bottles ¥35,000.～¥70,000.

390
Hugel (Alsace)

Gewurztraminer Selection de Grains Nobles

ヒューゲル （アルザス）

ゲヴュルツトラミネール セレクシオン ド グラン ノーブル

1986 2bottles

ラベル： 全てー汚れあり
1本ー液漏れあり

1989 2bottles

4bottles ¥35,000.～¥70,000.
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フランス・アルザス地方ではリースリング種、
ゲヴュルツトラミネール種、ピノ・グリ種、
ミュスカ種の4品種から辛口の白ワインだけ
ではなく、ヴァンダンジュ・タルディヴ（ブド
ウ収穫の遅積みによる甘口）、セレクション・
デ・グラン・ノーブル（貴腐ブドウによる極甘
口）などの蜂蜜のような味わいの甘口ワイン
も生産されている。いずれもヴァインバック
とトリンバックの二つの偉大な生産者による
もの。日本ではめったに味わえない希少かつ
個性のあるワインばかりである。
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Lot.371〜 Lot.390 より抜粋
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391
Domaine Rene Leclerc (Bourgogne)

Griotte Chambertin

ドメーヌ ルネ ルクレール （ブルゴーニュ）

グリオット シャンベルタン

1998 5bottles

液　面： 3本ー5mm
 1本ー15mm
 1本ー20mm
ラベル： 1本ー傷あり

5bottles ¥60,000.～¥100,000.

392
Olivier Bernstein (Bourgogne)

Charmes Chambertin

オリヴィエ バーンスタイン （ブルゴーニュ）

シャルム シャンベルタン

2009 1bottle

液　面： 15mm

Olivier Bernstein (Bourgogne)

Charmes Chambertin

オリヴィエ バーンスタイン （ブルゴーニュ）

シャルム シャンベルタン

2010 1bottle

液　面： 20mm

2bottles ¥55,000.～¥90,000.

393
Louis Latour (Bourgogne)

Corton Charlemagne

ルイ ラトゥール （ブルゴーニュ）

コルトン シャルルマーニュ

1998 6bottles

液　面： 4本ー5mm
 1本ー10mm
 1本ー15mm
ラベル： 1本ーわずかな汚れあり

6bottles ¥45,000.～¥90,000.

394
Louis Latour (Bourgogne)

Bienvenues Batard Montrachet

ルイ ラトゥール （ブルゴーニュ）

ビアンヴニュ バタール モンラッシェ

1995 4bottles

液　面： 3本ー5mm
 1本ー10mm

4bottles ¥50,000.～¥100,000.

395
Louis Latour (Bourgogne)

Montrachet

ルイ ラトゥール （ブルゴーニュ）

モンラッシェ

1990 1bottle

液　面： 10mm

Bouchard Pere et fils (Bourgogne)

Montrachet

ブシャール ペール エ フィス （ブルゴーニュ）

モンラッシェ

2017 1bottle

液　面： 15mm

2bottles ¥75,000.～¥150,000.
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396
Domaine Joblot (Bourgogne)

Givry Clos du Cellier Aux Moines

ドメーヌ ジョブロ （ブルゴーニュ）

ジヴリ クロ デュ セリエ オー モワンヌ

1994 4bottles

液　面： 1本ー15mm
 3本ー25mm

Jayer Gilles (Bourgogne)

Haut Cote de Nuits Villages

ジャイエ ジル （ブルゴーニュ）

オート コート ド ニュイ ヴィラージュ

1994 2bottles

液　面： 1本ー15mm
 1本ー40mm
ラベル： 1本ー破損あり
1本ー液漏れあり

Henry de Vezelay (Bourgogne)

Chardonnay

アンリ ド ヴェズレイ （ブルゴーニュ）

シャルドネ

1994 4bottles

液　面： 2本ー0mm
 2本ー5mm

10bottles ¥40,000.～¥100,000.

397
Francois Ramarche (Bourgogne)

La Grande Rue

フランソワ ラマルシュ （ブルゴーニュ）

ラ グラン リュ

2002 1bottle

液　面： 12mm
ラベル： 汚れあり

Domaine Comtes Georges de Vogue (Bourgogne)

Bonnes Mares

ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ （ブルゴーニュ）

ボンヌ マール

1988 1bottle

液　面： 20mm
ラベル： 汚れあり

2bottles ¥90,000.～¥150,000.

398
Domaine Denis Mortet (Bourgogne)

Gevrey Chambertin Lavaux St. Jacques

ドメーヌ ドニ モルテ （ブルゴーニュ）

ジュヴレ シャンベルタン ラヴォー サン ジャック

2005 1bottle

液　面： 5mm

Dmaine Armand Rousseau (Bourgogne)

Gevrey Chambertin Lavaux St. Jacques

ドメーヌ アルマン ルソー （ブルゴーニュ）

ジュヴレ シャンベルタン ラヴォー サン ジャック

2005 1bottle

液　面： 5mm

2bottles ¥95,000.～¥150,000.
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399
Domaine Prieure Roch (Bourgogne)

Chambertin Clos de Beze

ドメーヌ プリューレ ロック （ブルゴーニュ）

シャンベルタン クロ ド ベーズ

1996 1bottle

液　面： 0mm
ラベル： 汚れあり

1bottle ¥120,000.～¥180,000.

400
Domaine Fourrier (Bourgogne)

Gevrey Chambertin Clos St. Jacques V V

ドメーヌ フーリエ （ブルゴーニュ）

ジュヴレ シャンベルタン クロ サン ジャック V V

2011 1bottle

液　面： 0mm
ラベル： 傷あり

1bottle ¥45,000.～¥90,000.

401
Domaine Meo Camuzet (Bourgogne)

Corton Clos Rognet

ドメーヌ メオ カミュゼ （ブルゴーニュ）

コルトン クロ ロニェ

2006 2bottles

液　面： 全てー5mm

Nuits St. Georges Aux Murgers

ニュイ サン ジョルジュ オー ミュルジェ

2011 2bottles

液　面： 全てー5mm

4bottles ¥40,000.～¥80,000.

402
Domaine Ponsot (Bourgogne)

Morey St. Denis

ドメーヌ ポンソ （ブルゴーニュ）

モレ サンドニ

1983 1bottle

液　面： 60mm
ラベル： 傷、汚れあり

Maison Leroy (Bourgogne)

Puligny Montrachet

メゾン ルロワ （ブルゴーニュ）

ピュリニー モンラッシェ

1983 1bottle

液　面： 43mm
ラベル： 傷、汚れあり

Henri Gouges (Bourgogne)

Nuits St. Georges

アンリ グージョ （ブルゴーニュ）

ニュイ サン ジョルジュ

1985 1bottle

液　面： 35mm
ラベル： 傷、汚れあり

3bottles ¥75,000.～¥150,000.

403
Domaine Arnaud Ente (Bourgogne)

Meursault La Goutte D'or

ドメーヌ アルノー アント （ブルゴーニュ）

ムルソー ラ グット ドール

2007 2bottles

液　面： 2本ー10mm

2bottles ¥140,000.～¥300,000.
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404
Domaine Arnaud Ente (Bourgogne)

Meursault La Goutte D'or

ドメーヌ アルノー アント （ブルゴーニュ）

ムルソー ラ グット ドール

2007 2bottles

液　面： 2本ー10mm

2bottles ¥140,000.～¥300,000.

405
Domaine Denis Bachelet (Bourgogne)

Charmes Chambertin V V

ドメーヌ ドニ バシュレ （ブルゴーニュ）

シャルム シャンベルタン V V

2008 2bottles

液　面： 2本ー10mm

Charmes Chambertin V V

シャルム シャンベルタン V V

2011 1bottle

液　面： 10mm

Gevrey Chambertin Les Corbeaux V V

ジュヴレ シャンベルタン レ コルボー V V

2011 1bottle

液　面： 10mm

Gevrey Chambertin V V

ジュヴレ シャンベルタン V V

2013 3bottles

液　面： 3本ー0mm

7bottles ¥100,000.～¥150,000.

406
Benjamin Leroux (Bourgogne)

Mazoyeres Chambertin

バンジャマン ルルー （ブルゴーニュ）

マゾワイエール シャンベルタン

2010 3bottles

液　面： 3本ー0mm

ドメーヌ・デュ・コント・アルマンの醸造責任者として経験を積み、
2007年、ネゴシアンとして自らの名前を冠したワインの販売を開
始。次世代のルロワとも評価されているが、その中でも選りすぐり
の赤ワインこそがマゾワイエール・シャンベルタンである。ワイン
も生産者も若いが、その将来に期待したい。

Mazoyeres Chambertin

マゾワイエール シャンベルタン

2011 2bottles

液　面： 2本ー0mm
ラベル： 1本ー汚れあり

Puligny Montrachet

ピュリニー モンラッシェ

2010 5bottles

液　面： 5本ー0mm

Chassagne Montrachet Les Baudines

シャサーニュ モンラッシェ レ ボーディーヌ

2008 1bottle

液　面： 0mm

11bottles ¥100,000.～¥150,000.
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407
Maison Camille Giroud (Bourgogne)

Charmes Chambertin

メゾン カミーユ ジルー （ブルゴーニュ）

シャルム シャンベルタン

2009 2bottles

液　面： 2本ー5mm

Chambertin

シャンベルタン

2010 2bottles

液　面： 2本ー5mm

Latricieres Chambertin

ラトリシエールシャンベルタン

2011 2bottles

液　面： 2本ー5mm

6bottles ¥110,000.～¥170,000.

408
Domaine Jacques Frederic Mugnier (Bourgogne)

Nuits St. Georges Clos de la Marechale (Blanc)

ドメーヌ ジャック フレデリック ミュニエ （ブルゴーニュ）

ニュイ サン ジョルジュ クロ ド ラ マレシャル （白）

2009 2bottles

液　面： 2本ー5mm

2010 2bottles

液　面： 2本ー5mm

Nuits St. Georges Clos de la Marechale

ニュイ サン ジョルジュ クロ ド ラ マレシャル

2011 2bottles

液　面： 2本ー5mm

Bouchard Pere & Fils (Bourgogne)

Meursault Perrieres

ドメーヌ ブシャール ペール エ フィス （ブルゴーニュ）

ムルソー ぺリエール

2010 1bottle

液　面： 5mm

2009 1bottle

液　面： 5mm

Corton Charlemagne

コルトンシャルルマーニュ

2008 2bottles

液　面： 2本ー5mm

10bottles ¥100,000.～¥200,000.
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409
Domaine de la Vougeraie (Bourgogne)

Clos de Vougeot

ドメーヌ ド ラ ヴージュレ （ブルゴーニュ）

クロ ド ヴージョ

2009 2bottles

液　面： 2本ー10mm

2010 2bottles

液　面： 2本ー10mm

2011 2bottles

液　面： 2本ー10mm

2012 2bottles

液　面： 2本ー10mm

8bottles ¥75,000.～¥120,000.

410
Bernard Dugat Py (Bourgogne)

Gevrey Chambertin Petite Chapelle V V

ベルナール デュガ ピィ （ブルゴーニュ）

ジュヴレ シャンベルタン プティ シャペル V V

2009 3bottles

液　面： 3本ー3mm

3bottles ¥65,000.～¥90,000.

411
Olivier Bernstein (Bourgogne)

Charmes Chambertin

オリヴィエ バーンスタイン （ブルゴーニュ）

シャルム シャンベルタン

2009 1bottle

液　面： 25mm

2010 1bottle

液　面： 15mm

Chambertin Clos De Beze

シャンベルタン クロ ド ベーズ

2011 1bottle

液　面： 15mm

3bottles ¥75,000.～¥150,000.

412
Olivier Bernstein (Bourgogne)

Mazis Chambertin

オリヴィエ バーンスタイン （ブルゴーニュ）

マジ シャンベルタン

2007 1bottle

液　面： 20mm

2009 1bottle

液　面： 15mm

2010 1bottle

液　面： 15mm

3bottles ¥90,000.～¥180,000.

413
Domaine Ponsot (Bourgogne)

Griotte Chambertin

ドメーヌ ポンソ （ブルゴーニュ）

グリオット シャンベルタン

2009 2bottles

液　面： 2本ー0mm

2bottles ¥60,000.～¥120,000.
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414
Serafin Pere & Fils (Bourgogne)

Gevrey Chambertin

セラファン ペール エ フィス （ブルゴーニュ）

ジュヴレ シャンベルタン

1992 5bottles

液　面： 3本ー10mm
 2本ー15mm

Gevrey Chambertin V V

ジュヴレ シャンベルタン V V

1992 3bottles

液　面： 2本ー20mm
 1本ー30mm

8bottles ¥40,000.～¥100,000.

415
Chateau de Pommard (Bourgogne)

Pommard

シャトー ド ポマール （ブルゴーニュ）

ポマール

1972 6bottles

液　面： 4本ー45mm
 2本ー50mm
ラベル： 全てー汚れあり

6bottles ¥50,000.～¥100,000.

416
Domaine Georges Roumier  (Bourgogne)

Corton Charlemagne

ドメーヌ ジョルジュ ルーミエ （ブルゴーニュ）

コルトン シャルルマーニュ

1999 1bottle

液　面： 0mm

1bottle ¥120,000.～¥200,000.

417
Louis Latour (Bourgogne)

Batard Montrachet

ルイ ラトゥール （ブルゴーニュ）

バタール モンラッシェ

2000 3bottles

液　面： 3本ー8mm

3bottles ¥70,000.～¥150,000.

418
Louis Latour (Bourgogne)

Chevalier Montrachet Les Demoiselles

ルイ ラトゥール （ブルゴーニュ）

シュヴァリエ モンラッシェ レ ドモワゼル

1988 1bottle

液　面： 20mm

1989 1bottle

液　面： 20mm

2bottles ¥70,000.～¥120,000.

419
Domaine Ramonet (Bourgogne)

Montrachet

ドメーヌ ラモネ （ブルゴーニュ）

モンラッシェ

2005 1bottle

液　面： 15mm
USラベル

1bottle ¥190,000.～¥250,000.
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420
Domaine Ramonet (Bourgogne)

Montrachet

ドメーヌ ラモネ （ブルゴーニュ）

モンラッシェ

2006 1bottle

液　面： 5mm

1bottle ¥180,000.～¥300,000.

421
Domaine Ramonet (Bourgogne)

Montrachet

ドメーヌ ラモネ （ブルゴーニュ）

モンラッシェ

1978 1bottle

液　面： 10mm

1bottle ¥520,000.～¥900,000.

422
Domaine Leflaive (Bourgogne)

Chevalier Montrachet

ドメーヌ ルフレーブ （ブルゴーニュ）

シュバリエ モンラッシェ

1990 1bottle

液　面： 8mm

1bottle ¥140,000.～¥200,000.

423
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Echezeaux

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

エシェゾー

1995 1bottle

液　面： 24mm
ラベル： 汚れあり

1995年は暑い夏を越し、9月には雨による涼しさがあり、収穫時も
雨の影響もうけるが、むしろ繊細さが押し出された優美なワインと
なった。飲み頃のピークに近づきつつある。

1bottle ¥180,000.～¥320,000.

424
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Grands Echezeaux

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

グラン エシェゾー

2001 1bottle

液　面： 15mm

2001年は1995年に比較される個性的ヴィンテージ。6月の雨、8月
の熱波を凌ぎ、9月24日に収穫を開始した。まだワインは熟成の可
能性を持ち10年後に偉大なワインとなるだろう。

1bottle ¥220,000.～¥400,000.

NO LOT 425
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426
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

La Tache

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

ラ ターシュ

2009 1bottle

液　面： 0mm
ラベル： 破損あり

2009年は乾燥した8月を乗り越え、9月14日と15日に収穫を開始。
1999年、2005年と同列に位置する偉大なヴィンテージとして称え
られている。資産として保有し長期熟成に期待が出来る。

1bottle ¥350,000.～¥700,000.

427
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

La Tache

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

ラ ターシュ

2007 1bottle

液　面： 0mm

2007年は暑く乾燥した7月、奇跡的にも8月に多少の雨が降り、9月
1日から収穫が開始され17日まで収穫が続いた個性的なヴィンテー
ジ。長期間保有し将来に期待したい。

1bottle ¥350,000.～¥600,000.

NO LOT 428

NO LOT 429

NO LOT 430

431
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

La Tache

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

ラ ターシュ

1995 1bottle

液　面： 18mm

1995年は6月の気候は涼しく、暑い夏を迎え、9月の天候が不安定
だったことでブドウの間引きをしたことで収穫量が少なく21198本
しか瓶詰めされなかった。

1bottle ¥420,000.～¥600,000.
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432
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

La Tache

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーシュ）

ラ ターシュ

1988 1bottle

液　面： 20mm

1988年は春から収穫まで安定した理想的な天候で20137本が瓶詰
めされている。1985年に匹敵する偉大なワインとして期待値も高
い。飲み頃のピークを迎え、豊かな香りが保証される。ルロワによ
る出荷。

1bottle ¥300,000.～¥500,000.

433
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

La Tache

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーシュ）

ラ ターシュ

1986 1bottle

液　面： 40mm

1986年はブドウ生育期に安定した気候に支えられ、20328本が瓶
詰めされている。すでに飲み頃のピークを迎えている。ルロワによ
る出荷。

1bottle ¥300,000.～¥500,000.

434
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

La Tache

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

ラ ターシュ

1953 1bottle

液　面： 50mm
ラベル： 汚れ破損あり

1953年はロマネ・コンティの生産が再開された記念すべき年であ
る。ラターシュも16112ほんしか瓶詰めされていなく、現在は市場
に現存する在庫はごく少量であり古酒としての値打ちはかなり高い。

1bottle ¥600,000.～¥900,000.

435
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

La Tache

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

ラ ターシュ

1949 1magnum

液　面： 75mm
ラベル： 汚れ破損あり

1949年はロマネ・コンティの生産が行われていなかったこともあ
り、ラターシュは最高評価を受けた年である。現在も20世紀最高の
ワインとして評価されている。マグナム（1.5ℓ）ボトルであり古酒
としての値打ちは計り知れない。

1magnum ¥700,000.～¥1,200,000.

436
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Romanee St. Vivant

ドメーヌ ド ラ ロマネコンティ （ブルゴーニュ）

ロマネ サン ヴィヴァン

2013 1bottle

液　面： 3mm

2013年は涼しい夏と、9月の雨でワインは繊細でバランスよくデリ
ケートな味わい。比較的熟成の早いワインとして早い飲み頃に評価
されている。2906本が瓶詰めされている。

1bottle ¥150,000.～¥300,000.

437
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Romanee St. Vivant

ドメーヌ ド ラ ロマネコンティ （ブルゴーニュ）

ロマネ サン ヴィヴァン

1992 1bottle

液　面： 14mm

1992年は21076本が瓶詰めされた。総じて評価が低いヴィンテー
ジだったが、近年になり価格が上昇している。飲み頃はピークを迎
えつつある。

1bottle ¥150,000.～¥300,000.
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438
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Romanee St. Vivant

ドメーヌ ド ラ ロマネコンティ （ブルゴーニュ）

ロマネ サン ヴィヴァン

1985 1bottle

液　面： 55mm
ラベル： わずかな汚れあり

1985年は春から収穫まで安定した理想的な天候で収穫を迎えた。
偉大なブルゴーニュとして知られるヴィンテージ。飲み頃のピーク
を迎え、その期待値は大きい。ルロワによる出荷。

1bottle ¥290,000.～¥400,000.

439
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Richebourg

ドメーヌ ド ラ ロマネコンティ （ブルゴーニュ）

リシュブール

2002 1bottle

液　面： 5mm

2002年は偉大なワインとしての評価こそないものの、安定した市場
価格で取引されている。バランスよく優雅な味わいが楽しめる。飲
み頃を迎えつつある。

1bottle ¥300,000.～¥480,000.

440
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Richebourg

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

リシュブール

1994 1bottle

液　面： 25mm

1994年のリシュブールの評価は総じて高くはないが、DRCは別格
と言える。11169本が瓶詰めされているが、近年では市場価格も上
昇。ワインは飲み頃を迎えている。

1bottle ¥220,000.～¥320,000.

441
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Romanee Conti

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

ロマネ コンティ

2017 1bottle

液　面： 2mm

2017年は当たり年となり、7521本のワインが瓶詰めされている。
リリースされたばかりだが、将来の価値に大きな期待がもてる。

1bottle ¥1,400,000.～¥2,200,000.

442
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Romanee Conti

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

ロマネ コンティ

2005 1bottle

液　面： 2mm

2005年は1999年に続き、ロマネ・コンティの歴史に刻まれた優秀
年。多くの評論家に支持され価値を高めている。5489本が瓶詰め
された。

1bottle ¥1,800,000.～¥3,000,000.

443
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Romanee Conti

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

ロマネ コンティ

2000 1bottle

液　面： 13mm
ラベル： 汚れあり

2000年はミレニアムとして記憶に残る豊作年として評価が高い。
6286本が瓶詰めされた。これから10年後に飲み頃のピークを迎え
るだろう。

1bottle ¥1,500,000.～¥2,500,000.
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444
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Romanee Conti

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

ロマネ コンティ

1996 1bottle

液　面： 23mm

1996年は1990年と比較されるような理想的な年として評価が高
い。6101本が瓶詰めされている。飲み頃を迎えつつあるあるが、将
来の可能性にも期待できる。

1bottle ¥1,400,000.～¥2,400,000.

445
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Romanee Conti

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

ロマネ コンティ

1987 1bottle

液　面： 20mm

1987年は総じてブルゴーニュでは難しい年として知られ希少価値
がある。酸が際立ち繊細で上品な味わいとなった。わずか2915本
しか瓶詰めされていない。

1bottle ¥1,500,000.～¥2,500,000.

446
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Romanee Conti

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

ロマネ コンティ

1985 1bottle

液　面： 39mm
ラベル： 汚れあり

1985年は総じてブルゴーニュでは優秀年として人気があり、5443
本が瓶詰めされている。ワインは飲み頃のピークを迎えている。

1bottle ¥1,300,000.～¥2,000,000.

447
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Romanee Conti

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

ロマネ コンティ

1976 1magnum

液　面： 35mm
ラベル： 汚れあり

1976年はブルゴーニュでは豊作年として知られる。マグナムボト
ル（1.5ℓ）は熟成も緩やかに進行し、古酒として魅力的。すでに飲
み頃を迎えている。

1magnum ¥2,000,000.～¥3,500,000.

448
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Romanee Conti

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

ロマネ コンティ

1969 1magnum

液　面： 30mm
ラベル： 汚れ破損あり

1969年はブルゴーニュの古酒ファンには定評のヴィンテージ。マ
グナムボトル（1.5ℓ）は希少価値が高い。

1magnum ¥2,200,000.～¥3,000,000.

449
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Romanee Conti

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ （ブルゴーニュ）

ロマネ コンティ

1961 1magnum

液　面： 75mm
ラベル： 汚れ破損あり

1961年はフランス全土で偉大なヴィンテージとして評価されてい
る。マグナムボトル（1.5ℓ）は熟成が緩やかに進み、古酒としての
評価は高い。

1magnum ¥2,200,000.～¥3,600,000.
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450
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Montrachet

ドメーヌ ド ラ ロマネコンティ （ブルゴーニュ）

モンラッシェ

1990 1bottle

液　面： 25mm

1bottle ¥750,000.～¥1,000,000.

451
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Montrachet

ドメーヌ ド ラ ロマネコンティ （ブルゴーニュ）

モンラッシェ

1990 1bottle

液　面： 40mm

1bottle ¥750,000.～¥1,000,000.

452
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Montrachet

ドメーヌ ド ラ ロマネコンティ （ブルゴーニュ）

モンラッシェ

1987 1bottle

液　面： 15mm

1bottle ¥700,000.～¥1,000,000.

453
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Montrachet

ドメーヌ ド ラ ロマネコンティ （ブルゴーニュ）

モンラッシェ

1965 1bottle

液　面： 80mm

1bottle ¥450,000.～¥800,000.

454
Domaine de la Romanee Conti (Bourgogne)

Montrachet

ドメーヌ ド ラ ロマネコンティ （ブルゴーニュ）

モンラッシェ

1968 1bottle

液　面： 40mm
ラベル： 汚れ破損あり

1bottle ¥400,000.～¥800,000.

455
Domaine Leroy (Bourgogne)

Montrachet

ドメーヌ ルロワ （ブルゴーニュ）

モンラッシェ

1968 1bottle

液　面： 10mm
ラベル： 汚れ破損あり

1bottle ¥380,000.～¥500,000.
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456
Domaine Leroy (Bourgogne)

Corton Renard

ドメーヌ ルロワ （ブルゴーニュ）

コルトン ルナルド

1994 1bottle

液　面： 30mm
ラベル： 汚れ、破損あり

1bottle ¥250,000.～¥350,000.

457
Domaine Leroy (Bourgogne)

Chambertin

ドメーヌ ルロワ （ブルゴーニュ）

シャンベルタン

1969 2bottles

液　面： 1本ー2mm
 1本ー15mm
ラベル： 1本ー汚れあり
 1本ー ヴィンテージシールなし

2bottles ¥320,000.～¥500,000.

458
Domaine Leroy (Bourgogne)

Chambertin

ドメーヌ ルロワ （ブルゴーニュ）

シャンベルタン

1990 1bottle

液　面： 10mm

1bottle ¥800,000.～¥900,000.

459
Domaine Leroy (Bourgogne)

Gevrey Chambertin

ドメーヌ ルロワ （ブルゴーニュ）

ジュヴレ シャンベルタン

1972 1bottle

液　面： 15mm

1bottle ¥130,000.～¥200,000.

460
Clos de Tart (Bourgogne)

Cote de Nuits

クロドタール （ブルゴーニュ）

コート ド ニュイ

1997 3bottles

液　面： 各10mm

3bottles ¥90,000.～¥150,000.

461
Clos de Tart (Bourgogne)

Cote de Nuits

クロドタール （ブルゴーニュ）

コート ド ニュイ

1997 3bottles

液　面： 各10mm

3bottles ¥90,000.～¥150,000.
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462
Clos de Tart (Bourgogne)

Cote de Nuits

クロドタール （ブルゴーニュ）

コート ド ニュイ

1999 3bottles

液　面： 各10mm

3bottles ¥90,000.～¥150,000.

463
Clos de Tart (Bourgogne)

Cote de Nuits

クロドタール （ブルゴーニュ）

コート ド ニュイ

1999 3bottles

液　面： 各10mm

3bottles ¥90,000.～¥150,000.

464
Domaine Armand Rousseau Pere & Fils (Bourgogne)

Mazis Chambertin

ドメーヌ アルマン ルソー ペール エ フィス （ブルゴーニュ）

マジ シャンベルタン

1990 1bottle

液　面： 10mm

1bottle ¥150,000.～¥200,000.

465
Domaine Comte Georges de Vogue (Bourgogne)

Musigny Cuvee V V

ドメーネ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ （ブルゴーニュ）

ミュジニー キュヴェ V V

1989 1bottle

液　面： 10mm

1bottle ¥75,000.～¥120,000.

466
Domaine Comte Georges de Vogue (Bourgogne)

Musigny Cuvee V V

ドメーネ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ （ブルゴーニュ）

ミュジニー キュヴェ V V

1989 1bottle

液　面： 5mm

1bottle ¥75,000.～¥120,000.

467
Emmanuel Rouget (Bourgogne)

Echezeaux

エマニュエル ルジェ （ブルゴーニュ）

エシェゾー

2017 1bottle

液　面： 0mm

1bottle ¥150,000.～¥300,000.
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468
Emmanuel Rouget (Bourgogne)

Nuits St. Georges

エマニュエル ルジェ （ブルゴーニュ）

ニュイ サン ジョルジュ

2017 1bottle

液　面： 0mm

Cotes de Nuits Villages

コート ド ニュイ ヴィラージュ

2017 1bottle

液　面： 0mm

Bourgogne Rouge

ブルゴーニュ ルージュ

2017 1bottle

液　面： 0mm

3bottles ¥70,000.～¥130,000.

469
Domaine Grivelet (Bourgogne)

Vosne Romanee Les Malconsorts

ドメーヌ グリヴレ （ブルゴーニュ）

ヴォーロマネ レ マルコンソール

1964 1bottle

液　面： 15mm

20世紀初頭にシャンボール・ミュジニー、ヴージョ村を拠点に活動
したネゴシアン。60年代に自社のブドウ畑をアルベール・グリヴォ
へ売却。現在は市場に残るワインが極めて少ないことから「幻のワ
イン」と言われる。とにかく古酒ファンに絶大な人気がある。

1bottle ¥40,000.～¥80,000.

470
Bernard Grivelet (Bourgogne)

Chambertin

ベルナール グリヴレ （ブルゴーニュ）

シャンベルタン

1971 1bottle

液　面： 30mm

1bottle ¥35,000.～¥70,000.

471
Bernard Grivelet (Bourgogne)

Chambertin Clos de Beze

ベルナール グリヴレ （ブルゴーニュ）

シャンベルタン クロ ド ベーズ

1971 1bottle

液　面： 50mm
ラベル： 汚れあり

1bottle ¥30,000.～¥60,000.

472
Bernard Grivelet (Bourgogne)

Bonnes Mares

ベルナール グリヴレ （ブルゴーニュ）

ボンヌ マール

1971 1bottle

液　面： 45mm

1bottle ¥30,000.～¥60,000.

473
Emmanuel Rouget (Bourgogne)

Vosne Romanee Cros Parantoux

エマニュエル ルジェ （ブルゴーニュ）

ヴォーヌ ロマネ クロ パラントゥ

2015 1bottle

液　面： 1mm

Echezeaux

エシェゾー

2016 1bottle

液　面： 1mm

2bottles ¥170,000.～¥300,000.
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474
Henri Jayer (Bourgogne)

Echezeaux

アンリ ジャイエ （ブルゴーニュ）

エシェゾー

1988 1bottle

液　面： 30mm

1bottle ¥500,000.～¥1,600,000.

475
Henri Jayer (Bourgogne)

Echezeaux

アンリ ジャイエ （ブルゴーニュ）

エシェゾー

1988 1bottle

液　面： 30mm

1bottle ¥500,000.～¥1,600,000.

476
Henri Jayer (Bourgogne)

Vosne Romanee

アンリ ジャイエ （ブルゴーニュ）

ヴォーヌ ロマネ

1988 1bottle

液　面： 15mm

アンリ・ジャイエ自身が手掛けたワインは1945年から2001年。
（LOT.476-LOT.482）

ヴォーヌ・ロマネは87年まで生産された。米国カリフォルニア州サ
ン・ラファエルに実在するマーティン・ワイン専用に瓶詰めされた極
めて希少なコレクション。

1988年は年間を通じて雨の少ないヴィンテージ。細かな澱の沈殿
を確認。コルク、ボトル、ラベルの印刷に使用されたインキ色彩、文
字フォントを確認したが保管は健全。（LOT.476-LOT477）

1bottle ¥700,000.～¥1,200,000.

477
Henri Jayer (Bourgogne)

Vosne Romanee

アンリ ジャイエ （ブルゴーニュ）

ヴォーヌ ロマネ

1988 1bottle

液　面： 25mm

1bottle ¥700,000.～¥1,200,000.

478
Henri Jayer (Bourgogne)

Nuits St. Georges Rouge

アンリ ジャイエ （ブルゴーニュ）

ニュイ サン ジョルジュ ルージュ

1988 1bottle

液　面： 20mm

アンリ・ジャイエ自身が手掛けたニュイ・サン・ジョルジュが生産さ
れたヴィンテージは87年以降。それからほとんど市場に出回らない
希少なワインとなった。米国カリフォルニア州サン・ラファエルに
実在するマーティン・ワイン専用に瓶詰めされた極めて希少なコレ
クション。細かな澱の沈殿を確認。コルク、ボトル、ラベルの印刷に
使用されたインキ色彩、文字フォントを確認したが保管は健全。

（LOT.478-LOT479）

1bottle ¥350,000.～¥600,000.

479
Henri Jayer (Bourgogne)

Nuits St. Georges Rouge

アンリ ジャイエ （ブルゴーニュ）

ニュイ サン ジョルジュ ルージュ

1988 1bottle

液　面： 25mm

1bottle ¥350,000.～¥600,000.
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480
Henri Jayer (Bourgogne)

Vosne Romanee Beaumonts

アンリ ジャイエ （ブルゴーニュ）

ヴォーヌ ロマネ ボーモン

1988 1bottle

液　面： 38mm

ヴォーヌ・ロマネ ボーモンは70年代から87年まで生産されたが、市
場で見かけることの少ないレアなワインである。
米国カリフォルニア州サン・ラファエルに実在するマーティン・ワイ
ン専用に瓶詰めされた極めて希少なコレクション。細かな澱の沈殿
を確認。コルク、ボトル、ラベルの印刷に使用されたインキ色彩、文
字フォントを確認。細かな澱が確認でき、古酒としての保管状態は
申し分ない。

1bottle ¥350,000.～¥600,000.

481
Henri Jayer (Bourgogne)

Richebourg

アンリ ジャイエ （ブルゴーニュ）

リシュブール

1977 1bottle

液　面： 35mm
ラベル： 激しい汚れあり

自身の名前を冠したリシュブールは1959年から1987年まで瓶詰め
された。ブルゴーニュで偉大な1978年と1976年に挟まれ、あまり
評価されなかったヴィンテージである。市場で現存するボトルが何
本あるだろう。とにかく希少性が高い。コルク、ボトル、ラベルの印
刷に使用されたインキ色彩、文字フォントを確認。細かな澱が確認
でき、古酒としての保管状態は申し分ない。

1bottle ¥680,000.～¥1,000,000.

482
Henri Jayer (Bourgogne)

Vosne Romanee Cros Parantoux

アンリジャイエ （ブルゴーニュ）

ヴォーヌ ロマネ クロ パラントゥ

2000 1bottle

液　面： 8mm
ラベル： 汚れあり

ヴォーヌ・ロマネ プルミエクリュ クロ・パラントゥの生産は1978
年より開始されている。2000年はミレニアムヴィンテージであり、
引退前の希少ヴィンテージとして絶大な人気となっている。1494
本が瓶詰めさた。澱は少なめ、コルク、ボトル、ラベルの印刷に使用
されたインキ色彩、文字フォントを確認したが保管は健全。

1bottle ¥850,000.～¥1,800,000.
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483
Nanbu Bijin (Japan)
Craft GIN The First Lot

南部美人	 （日本）
クラフトジン ザ・ファーストロット

南部美人	 （日本）
精釀琴酒 首批

 1bottle（200ml） 60%

Craft VODKA The First Lot
クラフトウォッカ ザ・ファーストロット
精酿伏特加 首批

 1bottle（200ml） 60%

2bottles ¥20,000.～¥50,000.

Lot 483
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Lot 483

限定版のファーストロットのうち 
エディションナンバー「1」を出品

本商品は、南部美人が製造するクラフトジン・クラ

フトウォッカの記念すべきファーストロットです。

「ザ・ファーストロット」は数量限定で、全てのロッ

トにエディションナンバーが入りますが、本商品のエ

ディションナンバーは「1」となります。

チャリティーオークション 
収益金を岩手県二戸市・久慈市へ寄付

本ロットでの収益金は、南部美人株式会社より、

本クラフトジン・クラフトウォッカの製造にも使用され

ている、岩手県二戸市「浄法寺漆」と、同県久慈市

の白樺林「平庭高原」を保全する団体へ寄付されます。
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484
Aramasa (Japan)
Kijo-shu Murasakiyata 22BY
新政酒造	 （日本）
貴醸酒 紫八咫 22BY
新政酒造	 （日本）
贵酿酒 紫八尺22BY

2010 1bottle（720ml） 16%

Kijo-shu Murasakiyata 23BY
貴醸酒 紫八咫 23BY
贵酿酒 紫八尺23BY

2011 1bottle（720ml） 16%

Kijo-shu Murasakiyata 24BY
貴醸酒 紫八咫 24BY
贵酿酒 紫八尺24BY

2012 1bottle（720ml） 16%

Kijo-shu Murasakiyata 25BY
貴醸酒 紫八咫 25BY
贵酿酒 紫八尺25BY

2013 1bottle（720ml） 16%

4bottles ¥30,000.～¥100,000.

※こちらの商品は要冷蔵です。

Lot 484
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485
Domaine de la Romanee Conti (France)
Marc de Bourgogne Eau de Vie

ドメーヌ	ド	ラ	ロマネコンティ	 （フランス）
マール ド ブルゴーニュ オー ド ヴィー

罗曼尼·康帝酒庄	 （法国）
渣酿白兰地

1993 1bottle（750ml） 45%

1bottle ¥120,000.～¥200,000.

486
Nismes Delclou (France)
Vintage Armagnac

ニーメ	デルクルー	 （フランス）
ヴィンテージ アルマニャック

妮蜜丝	 （法国）
珍酿雅文邑

1900 1bottle（500ml） 40%

1bottle ¥80,000.～¥200,000.
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488
The Macallan (Scotland)
30 Years Old Sherry Oak

ザ	マッカラン	 （スコットランド）
シェリーオーク 30年

麦卡伦	 （斯科特兰）
雪莉桶 30年

 1bottle（700ml） 43%

1bottle ¥450,000.～¥700,000.

487
Remy Martin (France)
Louis XIII Very Old Cognac

レミーマルタン	 （フランス）
ルイ13世ベリーオールド コニャック

人头马	 （法国）
路易十三非常古老的干邑

 1bottle（700ml） 40%
No.0074682

1bottle ¥100,000.～¥300,000.
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490
Gordon & Macphail (Scotland)
Strathisla
ゴードン	&	マックファイル	 （スコットランド）
ストラスアイラ
高登&麦克菲尔	 （斯科特兰）
斯特拉赛斯拉

1953ー2010 1bottle（700ml） 43%
Glen Avon
グレン エイボン
格兰云

1959ー2000 1bottle（700ml） 40%
Glen Grant
グレン グラント
格兰冠

1954 1bottle（700ml） 40%
Glen Grant
グレン グラント
格兰冠

1959ー2006 1bottle（700ml） 40%
Connisseurs Choice Glen Rothes
コニッサーズ チョイス グレン ロセス
鉴赏家之选 格兰路思

1956ー1991 1bottle 40%

5bottles ¥1,200,000.～¥1,800,000.

489
Johnnie Walker & Sons (Scotland)
Johnnie Walker Red Label Old Scotch Whisky

ジョニーウォーカー	&	サンズ	 （スコットランド）
ジョニー ウオーカー レッド ラベル オールドスコッチウイスキー

尊尼获加	 （斯科特兰）
红牌苏格兰威士忌

 2bottles（760ml） 43%

Johnnie Walker Extra Special Old Scotch Whisky

ジョニー ウオーカー エクストラ スペシャル オールド スコッチウイスキー

特级老苏格兰威士忌

 1bottle（760ml） 43%

Johnnie Walker’s Oldest Scotch Whisky

ジョニーウオーカー オールデスト スコッチウイスキー （ブルーラベル)

最古老的苏格兰威士忌

 1bottle（760ml） 43%

4bottles ¥130,000.～¥200,000.
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492
Johnnie Walker & Sons (Scotland)
Mortlach 12 years Old

ジョニーウォーカー	&	サンズ	 （スコットランド）
モートラック 12年

尊尼获加	 （斯科特兰）
摩特拉克 12年 陶瓷瓶

1982ボトリング 1bottle（750ml） 43%

Mortlach 12 years Old

モートラック 12年

摩特拉克 12年

 1bottle（750ml） 43%

2bottles ¥120,000.～¥180,000.

491
Gordon & Macphail (Scotland)
Aberfeldy Cask Strength
ゴードン	&	マックファイル	 （スコットランド）
アバフェルディ 花と動物 カスクストレングス オフィシャルボトル
高登&麦克菲尔	 （斯科特兰）
艾柏迪　原桶强度

1980ー1997 3bottles（700ml） 62.0%
No.876/304/801

Linkwood Cask Strength
リンクウッド 花と動物 カスクストレングス オフィシャルボトル
林肯伍德　原桶强度

1983ー1997 1bottle（720ml） 59.8%
No.1547

Caol Ila Cask Strength
カオルイーラ 花と動物 カスクストレングス オフィシャルボトル
卡尔里拉　原桶强度

1981ー1997 1bottle（720ml） 63.8%
No.326

Mortlach Cask Strength
モートラック 花と動物 カスクストレングス オフィシャルボトル
摩特拉克　原桶强度

1980ー1997 1bottle（720ml） 63.1%
No.1640

6bottles ¥440,000.～¥600,000.



165

494
Douglas Laing & Co (Scotland)
Old & Rare ”Platinum Selection” 
Glen Albyn Distillery 32 years Old

ダグラスレイン	＆	Co	 （スコットランド）
オールド アンド レア “プラチナセレクション”  
グレンアルビンディスティラリー 32年

道格拉斯	 （斯科特兰）
珍藏”铂金臻选 ”格兰艾宾 32年

1969ー2002 1bottle（700ml） 54.4%
No.085

1bottle ¥150,000.～¥200,000.

493
Douglas Laing & Co (Scotland)
Old & Rare ”Platinum Selection”  
Probably Speyside’s Finest Distillery 43 years Old

ダグラスレイン	＆	Co	 （スコットランド）
オールド アンド レア “プラチナセレクション”  
プロバブリースぺイサイズファイネストディスティラリー 43年

道格拉斯	 （斯科特兰）
珍藏”铂金臻选 ”道格拉斯梁家的格兰花格 43年

1965ー2008 1bottle（700ml） 51.9%

1bottle ¥180,000.～¥250,000.
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496
Douglas Laing & Co (Scotland)
Old and Rare ”Platinum Selection”  
Port Ellen Distillery 30 years Old

ダグラスレイン	＆	Co	 （スコットランド）
オールド アンド レア “プラチナセレクション”  
ポートエレン 30年

道格拉斯	 （斯科特兰）
珍藏”铂金臻选 ”波特艾伦酒厂 30年

1978ー2009 1bottle（700ml） 52.5%
木箱破損あり

1bottle ¥240,000.～¥320,000.

495
Douglas Laing & Co (Scotland)
Old and Rare ”Platinum Selection”  
Rosebank 37 years Old

ダグラスレイン	＆	Co	 （スコットランド）
オールド アンド レア “プラチナセレクション”  
ローズバンク 37年

道格拉斯	 （斯科特兰）
珍藏”铂金臻选 ”罗斯班克 37年

1966ー2003 1bottle（700ml） 48.6%
No.008

1bottle ¥300,000.～¥400,000.
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498
Douglas Laing & Co (Scotland)
Old and Rare ”Platinum Selection”  
Macallan Distillery 32 years Old

ダグラスレイン	＆	Co	 （スコットランド）
オールド アンド レア “プラチナセレクション”  
マッカラン 32年

道格拉斯	 （斯科特兰）
珍藏”铂金臻选 ”麦卡伦酒厂 32年

1979ー2011 1bottles（700ml） 52.9%

1bottle ¥200,000.～¥300,000.

497
Douglas Laing & Co (Scotland)
Old and Rare ”Platinum Selection”  
Ben Nevis Distillery 40 years Old

ダグラスレイン	＆	Co	 （スコットランド）
オールド アンド レア “プラチナセレクション”  
ベンネヴィス 40年 

道格拉斯	 （斯科特兰）
珍藏”铂金臻选 ”本尼维斯酒厂 40年

1963ー2004 1bottle（700ml） 45.7%

1bottle ¥200,000.～¥300,000.
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500
Moon Import (Scotland)
Le Fanciulle Dell’800 Bowmore
ムーンインポート	 （スコットランド）
ラ ファンチュール デル800 ボウモア
月亮进口	 （斯科特兰）
1800年代的女孩们 波摩

1985ー2008 1bottle（750ml） 58.3%
Le Fanciulle Dell’800 Glenlivet
ラ ファンチュール デル800 グレンリヴェット
1800年代的女孩们 格兰威特

1985ー2008 1bottle（750ml） 51.2%
Le Fanciulle Dell’800 Highland Park
ラ ファンチュール デル800 ハイランド パーク
1800年代的女孩们 高原骑士

1988ー2008 1bottle（750ml） 62.4%
Le Fanciulle Dell’800 Littlemill
ラ ファンチュール デル800 リトルミル
1800年代的女孩们 小磨坊

1984ー2008 1bottle（750ml） 55.1%
Le Fanciulle Dell’800 Port Morant
ラ ファンチュール デル800 ポートモーラント
1800年代的女孩们 莫兰特港

1976ー2008 1bottle（750ml） 60.8%

5bottles ¥500,000.～¥700,000.

499
Douglas Laing & Co (Scotland)
Old and Rare ”Platinum Selection”  
Macallan Distillery 32 years Old

ダグラスレイン	＆	Co	 （スコットランド）
オールド アンド レア ザ プラチナセレクション  
マッカラン 32年

道格拉斯	 （斯科特兰）
珍藏”铂金臻选 ”麦卡伦酒厂 32年

1979ー2011 1bottle（700ml） 52.9%

1bottle ¥200,000.～¥300,000.
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502
Douglas Laing & Co (Scotland)
Single Minded Speyside 24 years Old

ダグラスレイン	＆	Co	 （スコットランド）
シングルマインデッド スペイサイド 24年

道格拉斯	 （斯科特兰）
斯佩塞产区 单一麦芽 24年

 1bottle（700ml） 46%

1bottle ¥50,000.～¥100,000.

501
Moon Import (Scotland)
The Last Fetish Isle Of Jura

ムーンインポート	 （スコットランド）
ザ ラスト フェティッシュ アイル オブ ジュラ

月亮进口	 （斯科特兰）
最后迷恋  朱拉岛

1988ー2011 1bottle（700ml） 46%

1bottle ¥50,000.～¥100,000.
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504
Highland Park James Grant & Co (Scotland)
Bicentenary 1977

ハイランド	パーク	ジェームス	グラント	&	Co	（スコットランド）
バイセンテナリー 200周年記念ボトル

高原骑士	 （斯科特兰）
200周年纪念版1977

1977 1bottle（700ml） 40.0%

 30 Years Old
30年
30年

 1bottle（700ml） 48.1%

12 Years Old
12年  
12年

1970 1bottle（750ml） 43.0%

25 Years Old
25年
25年 

 1bottle（750ml） 51.5%

4bottles ¥660,000.～¥800,000.

503
High Spirits (Scotland)
Caol Ila 24 years Old For Valentino Zagatti

ハイ	スピリッツ	 （スコットランド）
ヴァレンティノザガッティズ カオルイーラ 24年

神采飞扬	 （斯科特兰）
卡尔里拉 24年 瓦伦蒂诺·扎加蒂收藏

 2bottles（700ml） 46%

2bottles ¥100,000.～¥150,000.



171

506
Nikka Whisky (Japan)
Taketsuru 21 Years Old Pure Malt Non−Chill Filtered  
80th Anniversary

ニッカウヰスキー	 （日本）
竹鶴 21年 ピュアモルト ノン チル フィルタード 80周年

一甲竹鹤威士忌	 （日本）
21年 调和纯麦威士忌非冷凝过滤 80周年

 1bottle（700ml） 48%

Taketsuru 21 Years Old Pure Malt Port Wood Finish  
80th Anniversary

竹鶴 21年 ピュアモルト ポート ウッド フィニッシュ 80周年

21年 波特桶调和纯麦威士忌 80周年

 1bottle（700ml） 46%

2bottles ¥250,000.～¥350,000.

505
Highland Park James Grant & Co (Scotland)
25 Years Old

ハイランド	パーク	ジェームス	グラント	&	Co	（スコットランド）
25年

高原骑士	 （斯科特兰）
25年 

 1bottle（750ml） 48%

1bottle ¥160,000.～¥240,000.
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508
The Glenmorangie (Scotland)
Single Highland

ザ	グレンモーレンジ	 （スコットランド）
シングル ハイランド

格兰杰	 （斯科特兰）
单一苏格兰

1971 1bottle（700ml） 43%

1975ー2004 1bottle（700ml） 43%

2bottles ¥500,000.～¥650,000.

507
本坊酒造 (Japan)
Mars Maltage 3 plus 25 Aged 28 Years Old

本坊酒	 （日本）
マルス モルテージ 3 plus 25 28年

火星	 （日本）
“3加25”28年麦芽威士忌

 2bottles（700ml） 46%

2bottles ¥300,000.～¥450,000.
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510
Ardbeg (Scotland)
17 Years Old

アードベッグ	 （スコットランド）
17年

阿德贝哥	 （斯科特兰）
17年

 1bottle（700ml） 40%

1bottle ¥80,000.～¥150,000.

509
The Glenmorangie (Scotland)
30 Years Old Oloroso Cask

ザ	グレンモーレンジ	 （スコットランド）
30年 オロロソカスク

格兰杰	 （斯科特兰）
30年 奥罗索桶

2004ボトリング 1bottle（700ml） 44.3%
460/4548

1bottle ¥200,000.～¥300,000.
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512
The Glenlivet (Scotland)
Vintage

ザ	グレンリベット	 （スコットランド）
ヴィンテージ

格兰威特	 （斯科特兰）
佳酿

1968ー1998 1bottle（200ml） 52.75%

20 Years Old

20年 赤玉

20年 琥珀

 1bottle（750ml） 45.7%
No.002108

Vintage

ヴィンテージ

佳酿

1969ー1998 1bottle（700ml） 52.76%

3bottles ¥1,000,000.～¥1,300,000.

511
Laphroaig D.Johnston & Co (Scotland)
Laphroaig 30 Years Old

ラフロイグ	D.ジョンストン	&	Co	 （スコットランド）
ラフロイグ 30年

拉弗格	 （斯科特兰）
30年

 1bottle（750ml） 43%

1bottle ¥200,000.～¥350,000.
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513
Springbank (Scotland)
8 Years Old

スプリングバンク	 （スコットランド）
8年

云顶	 （斯科特兰）
8年

 1bottle（750ml） 46%

21 Years Old 

21年

21年

 1bottle（700ml） 43%

2bottles ¥200,000.～¥350,000.
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514
Gordon & Macphail (Scotland)
Speymalt Macallan Single Malt Scotch Whisky

ゴードン	アンド	マクファイル	 （スコットランド）
スペイモルト フロムマッカランディスティラリーコレクション

高登	&	麦克菲尔	 （斯科特兰）
斯佩默麦卡伦单一麦芽苏格兰威士忌

1938 1bottle（700ml） 41.4%

1940 1bottle（700ml） 40.0%

1950 1bottle（700ml） 43.0%

1967 1bottle（700ml） 40.0%

1973 1bottle（700ml） 40.0%

1987 1bottle（700ml） 40.0%

6bottles ¥5,500,000.～¥7,000,000.

ゴードン&マクファイル社は1895年創業の世界最古ボトラーの雄

もはや蒸留所自身ですら所有していない年代物の原酒を多数所有。

この商品は発売当時「世界最古のマッカラン」と言われた「1938年」を始め、希少な「1940年」「1950年」を含む

6本セットで、世界で10セット程度販売された。蒸留所名をラベルに使用することが許された、最も信頼される「シン

グルモルトウイスキーのスペシャリスト」ならではの超貴重なマッカランと言えよう。
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Lot 514
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516
Suntory (Japan)
Hibiki 30 Years Old

サントリー	 （日本）
響 30年

三得利	 （日本）
响 30年

 1bottle（700ml） 43%
No.79392

1bottle ¥420,000.～¥700,000.

515
Suntory (Japan)
Hakushu 12 Years Old

サントリー	 （日本）
白州 12年

三得利	 （日本）
白洲 12年

 3bottles（700ml） 43%

3bottles ¥40,000.～¥80,000.
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517
Suntory (Japan)
Hibiki 30 Years Old

サントリー	 （日本）
響 30年

三得利	 （日本）
响 30年

 1bottle（700ml） 43%
No.87056

The Yamazaki 18 Years Old

山崎 18年

山崎 18年

 1bottle（700ml） 43%

2bottles ¥540,000.～¥700,000.

518
Suntory (Japan)
Hibiki Deep Harmony

サントリー	 （日本）
響 ディープハーモニー

三得利	 （日本）
响 深度调和

 1bottle（700ml） 43%

1bottle ¥150,000.～¥300,000.
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520
Suntory (Japan)
The Yamazaki Sherry Cask Non Chill Filtered

サントリー	 （日本）
山崎 シェリーカスク ノン チル フィルタード

三得利	 （日本）
山崎 雪莉桶非冷凝过滤

2012ボトリング 1bottle（700ml） 48%

1bottle ¥320,000.～¥600,000.

519
Suntory (Japan)
The Yamazaki Mizunara

サントリー	 （日本）
山崎 ミズナラ

三得利	 （日本）
山崎 水楢桶

2012ボトリング 1bottle（700ml） 48%

1bottle ¥400,000.～¥700,000.
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522
Suntory (Japan)
The Hakushu Sherry Cask Non Chill Filtered

サントリー	 （日本）
白州 シェリーカスク ノン チル フィルタード

三得利	 （日本）
白洲 雪莉桶非冷凝过滤

2012ボトリング 1bottle（700ml） 48%

1bottle ¥150,000.～¥350,000.

521
Suntory (Japan)
The Yamazaki Heavily Peated Non Chill Filtered

サントリー	 （日本）
山崎 ヘビリーピーテッド ノン チル フィルタード

三得利	 （日本）
山崎 重泥煤非冷凝过滤

2013ボトリング 1bottle（700ml） 48%

1bottle ¥110,000.～¥300,000.
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524
Suntory (Japan)
The Yamazaki 25 Years Old

サントリー	 （日本）
山崎 25年

三得利	 （日本）
山崎 25年

 1bottle（700ml） 43%
No.24480

1bottle ¥750,000.～¥1,000,000.

523
Suntory (Japan)
Yamazaki Sherry Cask

サントリー	 （日本）
山崎蒸溜所 樽出原酒 シェリー樽貯蔵

三得利	 （日本）
山崎蒸馏所 樽出原酒 雪莉桶储藏

1996ー2008 1bottle（700ml） 60%
115/2000

1bottle ¥480,000.～¥700,000.
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526
Mercian (Japan)
Karuizawa Distilley Vintage Single Cask Malt Whisky  
40 years Old

メルシャン	 （日本）
軽井沢蒸留所 樽出し原酒 40年

莫西亚	 （日本）
轻井泽蒸馏所 樽出原酒 40年

1968ー2009 1bottle（700ml） 60.3%
CaskNo.6955

1bottle ¥1,200,000.～¥2,000,000.

525
Suntory (Japan)
The Yamazaki 25 Years Old

サントリー	 （日本）
山崎 25年

三得利	 （日本）
山崎 25年

 1bottle（700ml） 43%
No.31467

1bottle ¥750,000.～¥1,000,000.
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1979 1bottle（700ml） 56%

1980 1bottle（700ml） 56%

1981 1bottle（700ml） 56%

1982 1bottle（700ml） 56%

1983 1bottle（700ml） 56%

1984 1bottle（700ml） 56%

1985 1bottle（700ml） 56%

1986 1bottle（700ml） 56%

527
Suntory (Japan)
Single Malt Whisky Vintage Malt

サントリー	 （日本）
シングルモルトウィスキーヴィンテージモルト

三得利	 （日本）
单一麦芽威士忌佳酿

Lot 527
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1987 1bottle（700ml） 56%

1988 1bottle（700ml） 56%

1989 1bottle（700ml） 56%

1990 1bottle（700ml） 56%

1991 1bottle（700ml） 56%

1992 1bottle（700ml） 56%

1993 1bottle（700ml） 56%

1994 1bottle（700ml） 56%

1995 1bottle（700ml） 56%

全て箱、冊子付

17bottles ¥15,000,000.～¥20,000,000.
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シャンパーニュの魅力とは
渋谷 康弘

スパークリングワインとシャンパーニュの違い
今回はドン・ペリニヨンのヴィンテージ・ヴァー

ティカル・コレクション（ 年代別）がカタログの始

まりを飾っている。と言うのも日本人はとにかく

シャンパーニュを多く消費している国柄だと言え

る。フランスからのシャンパーニュ輸入量はアメ

リカ、イギリスに次いで世界第３位であり、年間輸

入量は約 1300 万本にもなる。そもそもシャンパー

ニュとはタイプとしてはスパークリングワインに

属し、その中でもフランス・シャンパーニュ地方（ 3

万ヘクタール）で栽培されたピノ・ノワール（ 黒ブ

ドウ）、シャルドネ（ 白ブドウ）、ムニエ（ 黒ブドウ）

のブドウだけを使用した原酒ワインを、瓶内二次発

酵法と呼ばれる製造法を施していなければならな

い。現在、フランス政府は世界中でシャンパーニュ

の特許を申請し、その名称が保護されている。した

がってフランス・シャンパーニュ地方以外で製造

されたスパークリングワインはシャンパーニュと

名乗って販売することができないのである。類似

したものでは、イタリア産「 フランチャコルタ」、ス

ペイン産「 カヴァ」などがあるが、生産量とブラン

ド力はシャンパーニュに遠く及ばない実情だ。

修道士ドン・ペリニヨン（ Dom Pérignon）の功績
そのシャンパーニュが生産されるフランス・シャ

ンパーニュ地方の緯度は北緯 49 度、年間平均気温

は 10 度でしかない。ブドウ生育期の天候は不安定

であるためブドウ収穫量は安定しない。その様な

気候下でブドウ栽培をして高品質なワインを造る

のは至難の業であった。17 世紀後期、シャンパー

ニュ地方オーヴィレール教会のキリスト教ベネ

ディクト派の修道士であるドン・ピエール・ペリ

ニヨンは通常のワインではなく、スパークリングワ

インの開発に尽力したことから歴史が始まる。彼

はスティルワイン（ 原酒ワイン）を再度ボトルに詰

め、酵母と糖分を添加して再発酵を促し、現在の

シャンパーニュ製法である瓶内二次発酵の原型を

生み出したのである。ボトル内で再発酵した炭酸

ガスは閉じ込められたことで、炭酸ガスを含むス

パークリングワインとなり、通常の白ワインよりも

長期間保管できる製品となった。18 世紀、商品化

されることとなり、多くのシャンパーニュ・メゾン

が誕生した。19 世紀、シャンパーニュの需要は増

加し、20 世紀にはさらに加速したのである。現在、

フランスワイン産業で稼ぎ頭となったのも、修道士

ドン・ペリニヨンの功績と言える。

モエ・エ・シャンドン社ドン・ペリニヨン 
（ Dom Pérignon）とは

シャンパーニュ地方エペルネイのワイントレー

ダーであるクロード・モエがモエ・エ・シャンド

ン会社法人を設立。それからシャンパーニュ・メ

ゾン（ 製造元）として頭角を現し、1833 年、モエ・エ・

シャンドン（Moët & Chandon）社となる。1842 年、

初のヴィンテージ・シャンパーニュをリリース。

1860 年、シンボルとなるブリュット・インペリア

ルをリリースした。20 世紀、モエ・エ・シャンド
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ン社は英米への輸出に力をいれ、1936 年に高級ブ

ランド・ドン・ペリニヨン 1921 年を新発売した。

そしてロゼ 1959 年も 1971 年に発売されている。そ

れから時代と共に新ブランドのドン・ペリニヨン

も次々と現れている。日本ではゴールドと呼ばれ

る「 エノテーク」、ブラックと呼ばれる「 レゼルヴ・

ドゥ・ラベイ」など長期間におよぶ長期間の瓶内熟

成行ったものが人気を博している。他に、直近では

15 年以上の瓶内熟成を行った「 プレニテュード２」

と 30 年以上の「 プレニテュード３」なども販売さ

れている。1990 年から 2018 年まで 28 年間最高醸

造責任者を務めたリシャール・ジェフロワ氏が引

退し、2019 年にヴァンサン・シャプロン氏が新し

く就任した記念としてドン・ ペリニヨン・ヴィン

テージ 2008 レガシー・エディションが販売される

など、ドン・ペリニヨンは新たな時代を迎えた。

正式なシャンパーニュの作法とは
もともと日本では英語圏の発音である「 シャンペ

ン」と発音されるのが一般的だったが、本当はフラ

ンス語で「 シャンパーニュ」と発音するが正しい。

また一般的にシャンパーニュは食前酒としてのイ

メージが強いが、もともとフランス大統領迎賓館エ

リゼ宮などの公式晩餐会でシャンパーニュは締め

のワインとして扱われている。公式晩餐会のテー

ブルセットも、手前から白ワイン用グラス、赤ワイ

ン用グラス、シャンパーニュ用グラスの順番で並べ

られている。晩餐会メニューのワインリストにも、

シャンパーニュは最後に記載されている。本来は

シャンパーニュを飲むタイミングとは、ディナーの

フィナーレで主賓の挨拶が行われるところでサー

ブされるのが通例だ。乾杯（ Toast）の発生があり、

そのタイミングでシャンパーニュが飲まれる。よ

くワイン愛好家が「 締めのシャンパーニュ」などと

言って、赤ワインの後にシャンパーニュを味わうの

も国際礼儀上間違っていない。また普段でも食事

の際にシャンパーニで乾杯をすることが多いが、

シャンパーニュ・グラスを持つ手を上げるのは肩

までとし、同時に乾杯をする相手の目を見るのがス

マートである。
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天地ほど違った日本とヨーロッパの文化
国際線のクルーとなってから突如としてフラン

スを頻繁に訪れるようになった私は、体験するもの

すべてが我が家とは全く違うことに、天地がひっく

り返るくらい驚きの連続でした。スケールはまる

で違いますが、幕臣となった渋沢栄一が初めてパリ

を訪問した時のような感じでしょうか。父はサラ

リーマン、母は専業主婦、海外旅行にも行ったこと

がない両親が好むのは、ご飯、お味噌汁、お浸し、

焼酎、そして小さくごちゃごちゃした空間。そんな

私が、天井高が 4 ～ 5m はあろうかと思われる石造

りの建物で、フルコースとワインを頂く機会に恵ま

れるようになったのです。緊張しながらお店に入っ

たときに、メートル・ドテルが私にかけてくれる言

葉は「 ボン・ソワール、マドモワゼル」。ところが、

堂々と振る舞える素敵なお客様には「 ボン・ソワー

ル、マダム！」と、言葉の趣が異なりました。

ある日のこと、お茶を飲むだけだからと４人で入

ろうとしたホテルのアフタヌーンティーで、服装が

相応しくないからとドアマンに NG を出されまし

た。「 なるほど、ヨーロッパには日本では考えらな

いくらいのドレスコードや振る舞いがあるのだ。」

そこで私は決意しました。日本人として恥ずかし

くないように、ヨーロッパのマナーを身につけると

いう、自分磨きプロジェクトをスタートさせること

にしたのです。

Shinwa Auction WINE & LIQUEUR　ワイン探訪
ファイン・ワインが紡ぎだすストーリー第 3 回

アルザスワイン紀行
林 麻由美
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星付きレストランでマナーを磨く
マナーを磨くにはまず一流レストランというこ

とで、ステイ先では必ず星付きレストランをチェッ

クしていました。中でも最高峰の 3 つ星は憧れの頂

点で、ほぼ全制覇したという先輩の武勇伝に聞き惚

れていたことを思い出します。日本では「 女子会」

という女性だけの集まりが珍しくありませんが、

ヨーロッパでは男女の組み合わせが基本です。星

付きレストランに興味がありそうなメンバーを見

つけることができた時には、フライトの前夜、ワク

ワクして眠れなかったくらいです。

ドイツから国境を越えてフランスへ
そんなある日訪れたのが、アルザスの 3 つ星オー

ベルジュ・ド・リルです。アルザス地方の都、主要

都市であるストラスブールから南下し、Colmar（ コ

ルマール）という街から車で 30 分ほど北上した

Illhaeusern（ イローゼン）村にあります。フランク

フルトから高速鉄道 ICE と車を活用すると、2 時間

半ほどで到着します。実はここ、フランス内であり

ながら交通の便があまり良くなく、パリからストラ

スブールまでは 4 時間以上かかります。となると、

日本からアルザスへの近道は、毎日便が出ていた日

本発フランクフルト行きという結論に達し、ついに

その機会が訪れたのです。

昔は国境を超えるのに税関、入国検査と一苦労で

したが、EU として統一された後は、行き来を止め

るものは何もありません。毎日ドイツからフラン

スへ通勤する人も珍しくないと聞き、島国に住んで

いる私は大いに驚いたものです。

一家総出で働く 3 つ星レストラン
イル川のほとりに建つこのレストランは、エーベ

ルラン一家が切り盛りしています。オーナーはエー

ベルラン兄弟、シェフはポール・エーベルランで、

マネージャーがジャン・ピエール・エーベルラン、

奥さんや妹たちが会計やテーブル担当といった具

合です。そして、ジャン・ピエール・エーベルラン

は、この村の村長でもありました。

訪れたのは昼時でしたが、上品な雰囲気の店内で

は英語、ドイツ語、フランス語が飛び交い、温かく

幸せな空気が流れています。料理は勿論のこと、こ

のレストランの真骨頂は、リラックスして食事と会

話を楽しむマダム＆ムッシュと、場を盛り上げる最

高のソムリエの存在です。

きびきびとした動作でサーブしていたのは、1989

年世界最高のソムリエに輝いたセルジュ・デュブ

ス氏。年に 3 回くらい訪日し、ワインの講演をした

り料理を食べ歩いたりしてご自身を研磨されてい

ました。それだからでしょうか、サーブされる料理

やお皿の随所に、日本の影響が感じられました。
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アルザスワインとの相性が抜群の料理
いよいよランチのスタートです。アミューズ・

ブーシュは、菓子皿ほどの大きさの四角い皿に盛り

つけられたオリーブオイルとバルサミコ酢風味の

軽く火の通った鰯。酸にフォーカスして切れの良

い辛口のシャンパーニュ、ランソンのブラン・ド・

ブランを合わせました。

続いてスペシャリテの１つ、サーモンスフレ・

オーベルジュ・ド・リル風です。サーモンの切り

身をそのままスフレ仕立てにしてあり、綿菓子のよ

うに口の中でさっと溶けるクリームソースがか

かっています。淡雪のようなスフレに包まれたサー

モンは、完全に火が通っていながら、中心部はまる

でお刺身のようでぷりぷりした弾力のある身、艶や

かなオレンジ色で、ふわっふわのスフレと絶妙に絡

み合います。複雑でありながら軽やかなソースを

纏ったサーモンは、アルザス・リースリング・グラ

ン・クリュ 1998 年と絶妙な相性でした。

次に出てきたのは、アルザスの郷土料理である

フォワグラ。こちらの「 ガチョウのフォワグラ」は

人の頭ほどの大きな白い壺に入った冷製で、スプー

ンで一人分ずつすくって供されるのです。デュブ

ス氏が合わせて下さったのは、アルザスの甘口ワイ

ン、ゲヴュルツトラミネール・セレクション・ド・

グラン・ノーブル 1983 年。キラキラと黄金色に輝

く甘美な液体とフレッシュなフォワグラの香りの

饗宴は、何と素晴らしかったことでしょうか。

メインは仔羊の背肉ロースト。付け合わせのじゃ

がいもは黒オリーブとタイムを纏い、香菜で風味付

けされた中華風野菜のポワレが添えられています。

こんがりと焼いた仔羊にナイフを入れると、タイム

の香りと共にピンク色の身が姿を見せます。柔ら

かでジューシーな肉汁と香ばしいロースト香が口

一杯に広がりました。ワインはヒューゲルのアル

ザス・ピノ・ノワール。心地よい酸味とベルベッ

トのようなタンニンが、仔羊肉のきめ細かさを見事

に引き立てます。

デザートは、カシスのスフレと赤いベリーのソー

スがかかったフルーツのコンポート。食後の紅茶

は南部鉄瓶に入って登場しました。今でこそ星付

きレストランの「 和のニュアンス」は当たり前です

が、当時はお鮨すら一般的にはフランス人に知られ

ていなかった時代。こんなにも都会から離れた村

に、世界最高峰のレストランが存在することに、大

きな驚きを覚えました。ふと窓から外を見ると、し

だれ柳が揺れる美しいイル川には太陽の光がキラ

キラと煌めき、鴨の親子がゆったりと泳いでいま

す。今でも忘れられない、人生最高の「 時」の瞬間

でした。

オークションで落札したファイン・ワインを開

けるごとに、数十年も前の記憶が懐かしく思い出さ

れます。皆様も是非、テロワールや人の思いがたっ

ぷりと詰まったワインを、当時のストーリーと共に

味わって下さい。

※飛行機や鉄道の経路や時間、星の数、人名やシ

チュエーションなどは、当時のものになります。

写真はイメージです。
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私が初めてスコットランドを訪れたのは1992年。

感動を覚えたウイスキーが、どのようなところ

で、どのような人によって造られているのか。そん

な興味がどんどんと膨らみ、気がつけばスコットラ

ンドを訪れた回数は 20 回以上となっていました。

そんなスコットランドのウイスキーは、それぞれ

の土地によって特色があります。

スコットランドには、2 分するようにハイランド

とローランドがあり、現在ではアイラ、アイランズ、

キャンベルタウンなどがあります。

その特色を訪れた時の話を交え、地域ごとに紹介

いたします。

ローランド
まずはローランドについてご紹介します。

スコットランド南部に位置する場所で、主要な都

市はエディンバラやグラスゴーなどです。

大きな街を含む地域ですが、少し離れると小高い

丘が続く美しい風景が素晴らしいという印象が私

の脳裏に深く残っています。

元々は多くの蒸留所がローランドに存在してい

て活気づいていましたが、歴史的な影響で重税から

逃れるために大量生産をおこなう大きな蔵のみが

残った背景があります。そのため、現在では稼働し

ている蒸留所は少なくなってしまいました。

そんなローランドで有名なウイスキーとして挙

げられるのは、やはりスコッチウイスキーの中でも

珍しい 3 回蒸留を行うローズバンクではないでしょ

うか。

スコットランドを訪ねて
鶴見 憲道
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ローズバンクは、シングルモルトウイスキー好き

の中で、ローランドの傑作と呼ばれ、投資対象にも

なるようなお酒を生産する蒸留所のある地域です。

ハイランド
もうひとつの地域である、ハイランドをご紹介し

ます。

ハイランドは、スコットランド北部に位置し、ス

コットランドのおよそ 3 分の 2 を有する大きな地域

です。世界的にも有名なネス湖、氷河が大地を削っ

たフィヨルド、グレンコーなどあり、自然豊かな場

所でもあります。

ハイランドは東西南北に分かれ、多くの蒸留所が

存在しています。

最初にご紹介するならば、ウイスキーの故郷と呼

ばれるスペイサイドでしょう。

スペイ川流域の左右の支流には小さな谷があり

ます。そこには隠れ潜むように蒸留所が点在して

います。

それはローランドでも語りましたが、重税から逃

れるために移動式蒸留機が開発され、スペイサイド

で密造酒を造ることになり、現在に至ったという歴

史を持つ地域です。

その地域には現在 50 以上の蒸留所があり、その

蒸留所ごとに異なったウイスキーが造られていま

す。その中にはウイスキーのロールスロイス “ ザ・

マッカラン ”、ウイスキーの王様 “ ザ・グレンリベッ

ト ” が含まれ、有名な蒸留所が集中している地域で

もあります。

以上、ローランドとハイランドについてご紹介い

たしました。

その他の地域は、また次の機会にご紹介いたし

ます。

お楽しみにお待ちいただければと思います。 
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自分のお店 BAR を営むにあたり、スコットラン

ド、イタリアと廻ってきた中で近年最も訪れている

のはアルマニャック ブランデーを産出するフラン

ス南西部のガスコーニュ地方。

初めて訪れたのは 2009 年、それまで訪れたブラ

ンデー産地とは違い、まずはワインで有名なボル

ドーを経由して、パリからトータル 700km、やっと

の思いで到着します。

アルマニャックには小さな作り手等が多くあり

ますが、大会社が無く販売網が限られています。し

かし、パリ等のレストランではアルマニャックのオ

ンリストは必須で、マイナーな分どのような銘柄を

揃えているかでそのレストランの食後酒に至るま

での実力が分かると言っても過言ではないと思い

ます。

アルマニャックの作り手の殆どがとても小さな

家族経営の農家さんで、アポイントを取るのも苦労

する時があり、実際に訪れる時も葡萄畑の中にご自

宅がある場合も多く、どこにご自宅があるかわから

ない事も多々ありますが、やっとの思いで辿り着く

と、その殆どの作り手さんは親切丁寧にアルマ

ニャックの事について優しく教えてくれます。

アルマニャックが産まれるガスコーニュ地方で

車を走らせると葡萄畑ももちろん広がりますが、本

来葡萄の木を植えるはずの黄金地帯の畑にトウモ

ロコシが多く植えられているのが目につきます。

自ら販売網を持たない小さな生産者が葡萄の他

にトウモロコシを植えて、フランスで食されている

鴨などの餌にしています。数年植え、耕すと土が更

に良くなるとは言いますが、葡萄生産に最高な土地

にアルマニャック用の葡萄の木を植えられない生

産者も存在し、苦悩があるのもまた事実です。

アルマニャックブランデーがフランスの他のお

酒同様もっと評価され、知名度も上がってほしい

と、いちファンとしては思います。

それでも葡萄畑の葡萄の品種や収穫、醸造工程、

アルマニャックの作り手を巡る
本間 純矢
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蒸溜器での蒸溜工程の説明をして頂くときは、ど

の部分を切り取っても作り手の表情は明るく、純真

で熱いものがあります。

人工的ではない、昔ながらの床が土になっている

熟成庫が多く、自然な加湿がなされ、最高の環境、

アルマニャックの芳しい香りに満ち溢れています。

そこにある数多くの樽からのサンプルを直接飲ま

せて頂き膨大な試飲会。うっかり飲むペースを間

違えると酔いがまわってしまう事に神経を使いま

す。

気に入った、もしくは作り手の方ととても気が合

う事があるので、そういった所も含めて一度きりの

訪問で終わらないよう毎年通い、交流を持つことに

しています。

必ずランチやディナーを共にする方からは特別

な情報や良いサンプルを紹介頂ける事もあり、それ

らを商品化して広くご紹介する事も可能なので、こ

れからのアルマニャックの発展、認知度向上にも期

待が持てます。

いずれにしても、これまでも手作りのお酒の世界

はビジネスと人間関係、その両方が成り立って成立

している事を感じる事が多く、自分自身のバーマン

としてのスタンスとしても、ご縁があり関わらせて

頂ける全ての人に信頼してもらえるよう真摯にお

酒と向き合っていこうと思います。

そして今後もお酒の作り手等を巡り、もっと多く

の事を学んでいきたいと熱望しています。



近代美術PartⅡオークション規約
 （令和元年10月改正）

Shinwa Auction株式会社（以下「当社」という。）が近代美術PartⅡの名
称で行う競売（オークション）は本規約に従い行われる。当社に販売を委託
する者、買い受けの申出（ビッド）をする者、当社との間で売買契約が成立
した者その他関係者はこの規約を承認し、本規約に従わなければならない。
但し、当社との間で別途の合意をした場合は当社とその合意をした者との間
ではその合意が優先する。

第一章　　商品（競売対象物品）

（競売対象物品）
第１条　　当社は、当社に競売により販売することを委託された物品（以下

この物品を「商品」という｡）を当社の名で競売の方法により売却
する。

（不保証）
第２条　　商品は、その性質上ほとんどが新品でなく、古いものであるので、

現状有姿のまま、販売されるものであり、当社は商品のシミ、キズ
その他の瑕疵、欠陥について責任を負わない。
当社は、商品が真作であること（贋作または贋造でないこと）に

ついて一切の保証をせず、商品に付随する鑑定証書、鑑別書、箱書、
書付、在判等の信憑性及び商品との関連性についても一切の保証を
しない。

（下見会）
第３条　　当社は、競売の前に下見会を催し、商品を買い受け希望者に対し

展覧に供する。
②　買い受けを希望する者は下見会において商品を見分、調査（必要
があり、当社が承認する場合以外商品に触れることはできない。以
下同じ。）することができるのであり、買い受けの申出をする者は、
商品の状態（瑕疵、欠陥を含む。）、商品が真作であること（贋作ま
たは贋造でないこと）、商品に付随する鑑定証書、鑑別書、箱書、
書付、在判等の信憑性及び商品との関連性については自己の判断、
責任において買い受けの申出をしなければならない。

③　当社は、下見会に入場を希望する者に対し、氏名その他身分を明
らかにすることを求めることができ、身分証明書等の呈示を求める
ことがある。当社は、当社の裁量により、理由を告げることなく、
下見会への入場を拒否することができる。

（カタログ）
第４条　　当社は、商品について、買い受け希望者の参考に供するため、カ

タログを作製し、有料頒布する。
②　カタログの図版は、あくまで商品の特定及び参考のためのもので
あり、商品の色調、形状などを正確にあらわすものではなく、状態、
品質を示すものでもないのであり、カタログの図版が実物を正確に
あらわさないことについて当社は一切その責任を負わない。

③　カタログに記載された解説、説明（作者名、製造者名、題名、種
類、材質、修復、署名、サイズ、制作年度、制作場所、鑑定、鑑別、
箱書、書付、在判、来歴、文献、資料など）は当社が適切と考えら
れる注意をもって調査したものであるが、あくまで買い受け希望者
の参考に供するために記載されるものであり、当社はこの記載の誤
り、実物との相違について、一切の責任を負わない。買い受けを希
望する者は、下見会において現物を見分、調査し、解説、説明事項
について、自らの調査、判断、責任に基づいて買い受けの申込みを
しなければならない。

④　当社はカタログに商品の評価額を記載することがある。評価額は
日本円で上限及び下限の２つを記載する（この評価額には当社の手
数料及び手数料に対する消費税は含まれない。）が、この評価額は、
商品の現下の市況その他に基づき当社が適切と考える価格を買い受
け希望者の参考のため記載するものであり、競売により実際に売買
される価格は、競売の性格上当然のことであるが、この評価額に一
切とらわれるものではなく、評価額の上限を超えることもあり、下
限を下回ることもある。但し、第20条第２項の規定により最低売却
価格（公表されず、また、評価額の下限以下とは限らない。）の設
定がある場合、最低売却価格を下回る価格では販売されない。

（カタログ記載の変更）
第５条　　カタログ記載の解説、説明は、予告なく変更されることがある。

この変更は、競売の会場における書面による掲示により、または、
競売人が当該商品の競売に着手する直前に口頭によりなされる。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
なす。

第二章　競売

（登録）
第６条　　競売の会場に入場し、買い受けの申出をすることができる者にな

ることを希望する者は、予め、当社に対し、住所及び氏名（法人と
して買い受けの申出を希望する者は、法人名及び代表者名。代理人
または使者（法人のために買い受けの申出をする者を含む。以下同
じ。）が入場する場合は本人の住所、氏名及び代理人、使者の住所、
氏名）を登録し、代理人または使者の場合は本人の委任状を提出し
なければならない（但し、代理人または使者の場合は第８条第５項
の定めるところによる。）。登録は、予め当社に対してなされるもの
とする。

②　当社は、登録希望者に対し、身分証明書の呈示等を求めることが
ある。

③　当社は、当社の裁量により、理由を述べることなく、登録希望者
の登録を拒否し、または、登録済の者でも競売の会場への入場を拒
否することができる。

④　予め登録した者は競売の当日受付にて確認を受けなければならな
い。

（パドル）
第７条　　当社は登録した者に対し、競売の日の当日、競売の会場の受付に

おいて、パドル（番号を記載した札）を交付する。
②　パドルの番号は、競売人が買い受けの申出をした者を特定するた
めに用いられるものであり、競売人が買い受けの申出をした者に対
し、パドルを掲げて見やすくするよう求めたときは直ちにその指示
に従わなければならない。

③　買い受けの申出をする者は、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らない。

④　パドルの交付を受けた者は、パドルを紛失したときは直ちに競売
の会場の当社係員に通知しなければならず、また、競売終了時また
は途中退場時にはパドルを当社に返還しなければならない。

（競売の方法）
第８条　　競売は、当社が指定する競売人の主宰の下で、次項以下に定める

ところにより、買い受けの申出の額を競り上げさせることにより行
う。なお、競売における買い受けの申出の額は、当社の手数料及び
手数料に対する消費税を含まない価額で行われるものとし、買い受
けの申出をする者は、売買成立の際は第12条の定めるところにより
当社に対する手数料及び手数料に対する消費税をあわせ支払うべき
ことを予め承認する。

②　当社は、販売委託者の同意がある場合を除き、販売委託者名を公
表せず、また第20条第２項の規定により最低売却価格の設定がある
場合、最低売却価格を公表しない。

③　競売は、カタログに記載した商品の番号（ロット番号）の順に行
われるが、当社は予めの通知なく、予定した商品（ロット）の競売
を撤回することがあり、または、同一の番号の複数の商品を分割し
て競売に付したり、複数の番号の商品を一括して競売に付すことが
ある。

④　競売は競売人の裁量の下に行われるものとし、競りの第一声（オー
プニングビッド。発句）は競売人がその裁量により行い、競り上げ
の値巾も競売人がその裁量により決定する。（第20条第２項に規定
する最低売却価格の設定がある場合、競りの第一声はこれに拘束さ
れず、最低売却価格を下回る額である場合もあり、上回る額である
場合もある。）

⑤　買い受けの申出をする者は、予め当社に対し別の者の代理人また
は使者として買い受けの申出をする旨通知し当社がその旨を承認し
た場合を除き、本人として買い受けの申出をしたものとみなす。な
お、複数の者が共同の名義により一の買い受けの申出をすることは
できない。

⑥　買い受けの申出は、パドルを掲げること、ジェスチャー（身振り、
手振り、顔つき等）等により行われる。買い受けの申出をした者は、

自らの買い受けの申出が競売人に認識されていないと判断したとき
は直ちに競売人の注意をひくべき行動をしなければならない。

⑦　買い受けの申出は、買い受けの申出人が競売の会場において直接
行うほか、書面等により行うことができる。書面等による買い受け
の申出は第10条の規定に従い行われるものとする。

⑧　第20条第２項の規定により最低売却価格の設定がある場合、当社
は、最低売却価格を守るため、最低売却価格を超えるまで、販売委
託者のため、買い受けの申出をするものとし、この買い受けの申出
の方法は競売人を通して行う方法その他当社の裁量による方法によ
り行われる。

⑨　競売人はあらゆる買い受けの申出に対し、理由を告げず、これを
拒否する自由を有する。

⑩　買い受けの申出をした者は、より高額の買い受けの申出（第８項
の当社の買い受けの申出を含む。）があるまで、申出の額に拘束され、
そのより高額の買い受けの申出があったとき当該買い受けの申出は
失効する。但し、そのより高額の買い受けの申出が競売人に拒否さ
れる等して無効な場合は当該買い受けの申出は失効せず、申出の額
の拘束は維持される。

⑪　買い受けの申出は、前項に規定する場合のほか、競売人がこれを
拒否したとき、第20条第２項の規定により最低売却価格の設定があ
る場合であって最低売却価格に達せず競売が終了したときまたは競
売人が再競売に付したときは効力を失う。

⑫　競売人は、買い受けの申出の額のうち、競売人が認識し得た最高
額のものを２回以上呼び上げた後ハンマーを打ち、ハンマーを打っ
た時点でその最高額の買い受けの申出をした者を買い受け人として、
当社との間で当該価額を売買代金とする売買契約が成立する。以下、
以上により買い受け人と決定した者を「落札者」といい、当該価額
を「落札価額」という。

⑬　最高額の買い受けの申出をした者が、競売人がハンマーを打つ以
前にその申出を翻した（撤回した）場合、競売人は、それにもかか
わらず当該最高額の買い受けの申出をした者を買い受け人（落札者）
として決定することができ、または、競売人の裁量により、次順位
の買い受けの申出をした者を買い受け人（落札者）として決定する
ことができる。

⑭　競売に関する紛争、紛議は競売人がその裁量により裁定するもの
とし、関係者は全て競売人の裁定に従わなければならない。競売人
は、紛争、紛議がある場合、その裁量により、買い受けの申出を拒
否し、最高額買い受け人を決定し、競売を続行して新たな買い受け
の申出を受け、または、当該商品に係る従前の買い受けの申出の全
てを無効とし再競売に付すことができる。

⑮　落札者が決定し、競売人が次の商品の競売に着手した後は何人も
競売について異議を述べることができない。

（落札確認書）
第９条　　落札者は、売買成立後直ちに、競売の会場において、当社の求め

に応じ、商品番号、落札価額を記載した落札確認書に商品番号、落
札価額を確認のうえ、署名または記名押印しなければならない。落
札者が法人の場合は法人名を記載した上、代理人または使者が署名
または記名押印をしなければならない。但し、売買は競売人がハン
マーを打った時点で成立しており、落札確認書は記録のためのもの
である。

②　落札者が前項の署名または記名押印を直ちにしないときは、競売
人は、その裁量により、その場で売買契約を解除し、当該商品を再
競売に付すことができる。第18条第１項第４号の規定はこの場合に
準用する。

③　当社は落札者が落札確認書に署名または記名押印した後、作品引
取書を落札者に交付する。落札者は商品引取りの際、当該作品引取
書を当社に交付しなければならない。なお、作品引取書は免責証券
にすぎず、それ以上の意味を持つものではない。以下、第10条にお
ける作品引取書も同様である。

（書面等による買い受けの申出（オーダービッド））
第10条　　買い受けの申出は、予め書面、ファックスまたは当社所定のイン

ターネットシステム（以下「書面等」という。）により行うことが
できる。

②  書面等による買い受けの申出は、競売の日の２営業日より前に、
当社宛、住所、氏名（法人の場合は法人名、代表者名）、商品番号、
買い受けの申出の最高限度額（当社の手数料及び手数料に対する消
費税を含まない額。以下同じ。）を明記し、かつ、署名または記名

押印したうえ申し出るものとする。なお、買い受けの申出の最高限
度額の記載のない申出は当然に無効とする。

③　当社は、書面等による買い受けの申出人のため、買い受けの申出
をするものとし、その方法は、競売人を通して行うほか当社の裁量
による方法により行われる。

④　書面等による買い受けの申出をした者は、その買い受けの申出の
最高限度額が他の買い受けの申出の額の最高のものより高い場合
（第20条第２項の規定により最低売却価格の設定がある場合には、
他の買い受けの申出の額の最高のもの及び最低売却価格の双方より
高い場合）に、他の買い受けの申出の額の最高のもの（第20条第２
項の規定により最低売却価格の設定がある場合には、他の買い受け
の申出の額の最高のものまたは最低売却価格のいずれか高いもの）
に競売人が適当と判断する値巾の金額を加えた価額を落札価額とし
て、落札者となることができる。この場合、落札者の決定は、競売
の会場における買い受けの申出の場合と同様に、競売の会場におい
て競売人が最高額買い受け人と定めハンマーを打つことにより売買
契約が成立する。

⑤　同一の商品に対し、同一の額を買い受けの申出の最高限度額とす
る複数の書面等による買い受けの申出があった場合は、先に当社に
到着したものが優先する。なお、同時に到着した場合で前項により
落札者となることができる場合は、後日抽選により決定する。

⑥　当社は、書面等による買い受けの申出に対し、理由を告げずこれ
を拒否することができる。当社の拒否の意思表示が書面等による買
い受けの申出人に到達しなかった場合、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そのことによる責任は一切負わ
ない。

⑦　手違いその他の理由を問わず、書面等による買い受けの申出が競
売において執行されなかった場合（第８条第３項の場合であって当
社が当該書面等による買い受けの申出を執行しなかったときを含
む。）、当社は、当社の重大な過失によるものである場合以外そのこ
とに関し一切の責任を負わない。

⑧　第５条に規定するカタログ記載の解説、説明が変更された場合、
書面等による買い受けの申出は変更された解説、説明に従って行わ
れたものとみなす。当社はできるだけ当該変更を通知する努力をす
るが、当該変更が予め書面等による買い受けの申出をした者に伝達
されなかった場合そのことについて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。

⑨　書面等による買い受けの申出人が落札者となった場合、当社は速
やかにその旨同人に通知し、落札者は、その通知があった後直ちに、
商品番号、落札価額、住所、氏名（法人の場合は法人名、代表者名）
を明記した落札確認書を、商品番号、落札価額を確認したうえ、署
名または記名押印して当社に交付しなければならない。但し、売買
は競売人がハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書は記
録のためのものである。その後、当社は作品引取書を交付する。落
札者は商品引取りの際、作品引取書を当社に交付しなければならな
い。

⑩　本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第27条に従い適
用するものとする。

（電話による買い受けの申出）
第11条　　買い受けの申出は、会場に架設した電話を通して行うことができ

る。
②　電話による買い受けの申出をしようとする者は、予め当社に申し
込み、当社の指示に従わなければならない。この場合第10条第６項
を準用する。

③　電話による買い受けの申出をしたい旨の申し込みがあり、当社が
承諾した場合でも、電話の取り次ぎの手違いその他の理由により、
電話による買い受けの申出が競売において執行されなかった場合、
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その
ことによる責任は一切負わない。

④　電話による買い受けの申出人が落札者となったときは、落札者は
直ちに、商品番号、落札価額、住所、氏名（法人の場合は法人名、
代表者名）を明記した落札確認書を、商品番号、落札価額を確認し
たうえ、署名または記名押印して当社に交付しなければならない。
但し、売買はハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書は
その記録のためのものである。その後、当社は落札者に対し、作品
引取書を交付する。落札者は商品引取りの際、作品引取書を当社に
交付しなければならない。
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Shinwa Auction株式会社（以下「当社」という。）が近代美術PartⅡの名
称で行う競売（オークション）は本規約に従い行われる。当社に販売を委託
する者、買い受けの申出（ビッド）をする者、当社との間で売買契約が成立
した者その他関係者はこの規約を承認し、本規約に従わなければならない。
但し、当社との間で別途の合意をした場合は当社とその合意をした者との間
ではその合意が優先する。

第一章　　商品（競売対象物品）

（競売対象物品）
第１条　　当社は、当社に競売により販売することを委託された物品（以下

この物品を「商品」という｡）を当社の名で競売の方法により売却
する。

（不保証）
第２条　　商品は、その性質上ほとんどが新品でなく、古いものであるので、

現状有姿のまま、販売されるものであり、当社は商品のシミ、キズ
その他の瑕疵、欠陥について責任を負わない。
当社は、商品が真作であること（贋作または贋造でないこと）に

ついて一切の保証をせず、商品に付随する鑑定証書、鑑別書、箱書、
書付、在判等の信憑性及び商品との関連性についても一切の保証を
しない。

（下見会）
第３条　　当社は、競売の前に下見会を催し、商品を買い受け希望者に対し

展覧に供する。
②　買い受けを希望する者は下見会において商品を見分、調査（必要
があり、当社が承認する場合以外商品に触れることはできない。以
下同じ。）することができるのであり、買い受けの申出をする者は、
商品の状態（瑕疵、欠陥を含む。）、商品が真作であること（贋作ま
たは贋造でないこと）、商品に付随する鑑定証書、鑑別書、箱書、
書付、在判等の信憑性及び商品との関連性については自己の判断、
責任において買い受けの申出をしなければならない。

③　当社は、下見会に入場を希望する者に対し、氏名その他身分を明
らかにすることを求めることができ、身分証明書等の呈示を求める
ことがある。当社は、当社の裁量により、理由を告げることなく、
下見会への入場を拒否することができる。

（カタログ）
第４条　　当社は、商品について、買い受け希望者の参考に供するため、カ

タログを作製し、有料頒布する。
②　カタログの図版は、あくまで商品の特定及び参考のためのもので
あり、商品の色調、形状などを正確にあらわすものではなく、状態、
品質を示すものでもないのであり、カタログの図版が実物を正確に
あらわさないことについて当社は一切その責任を負わない。

③　カタログに記載された解説、説明（作者名、製造者名、題名、種
類、材質、修復、署名、サイズ、制作年度、制作場所、鑑定、鑑別、
箱書、書付、在判、来歴、文献、資料など）は当社が適切と考えら
れる注意をもって調査したものであるが、あくまで買い受け希望者
の参考に供するために記載されるものであり、当社はこの記載の誤
り、実物との相違について、一切の責任を負わない。買い受けを希
望する者は、下見会において現物を見分、調査し、解説、説明事項
について、自らの調査、判断、責任に基づいて買い受けの申込みを
しなければならない。

④　当社はカタログに商品の評価額を記載することがある。評価額は
日本円で上限及び下限の２つを記載する（この評価額には当社の手
数料及び手数料に対する消費税は含まれない。）が、この評価額は、
商品の現下の市況その他に基づき当社が適切と考える価格を買い受
け希望者の参考のため記載するものであり、競売により実際に売買
される価格は、競売の性格上当然のことであるが、この評価額に一
切とらわれるものではなく、評価額の上限を超えることもあり、下
限を下回ることもある。但し、第20条第２項の規定により最低売却
価格（公表されず、また、評価額の下限以下とは限らない。）の設
定がある場合、最低売却価格を下回る価格では販売されない。

（カタログ記載の変更）
第５条　　カタログ記載の解説、説明は、予告なく変更されることがある。

この変更は、競売の会場における書面による掲示により、または、
競売人が当該商品の競売に着手する直前に口頭によりなされる。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
なす。

第二章　競売

（登録）
第６条　　競売の会場に入場し、買い受けの申出をすることができる者にな

ることを希望する者は、予め、当社に対し、住所及び氏名（法人と
して買い受けの申出を希望する者は、法人名及び代表者名。代理人
または使者（法人のために買い受けの申出をする者を含む。以下同
じ。）が入場する場合は本人の住所、氏名及び代理人、使者の住所、
氏名）を登録し、代理人または使者の場合は本人の委任状を提出し
なければならない（但し、代理人または使者の場合は第８条第５項
の定めるところによる。）。登録は、予め当社に対してなされるもの
とする。

②　当社は、登録希望者に対し、身分証明書の呈示等を求めることが
ある。

③　当社は、当社の裁量により、理由を述べることなく、登録希望者
の登録を拒否し、または、登録済の者でも競売の会場への入場を拒
否することができる。

④　予め登録した者は競売の当日受付にて確認を受けなければならな
い。

（パドル）
第７条　　当社は登録した者に対し、競売の日の当日、競売の会場の受付に

おいて、パドル（番号を記載した札）を交付する。
②　パドルの番号は、競売人が買い受けの申出をした者を特定するた
めに用いられるものであり、競売人が買い受けの申出をした者に対
し、パドルを掲げて見やすくするよう求めたときは直ちにその指示
に従わなければならない。

③　買い受けの申出をする者は、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らない。

④　パドルの交付を受けた者は、パドルを紛失したときは直ちに競売
の会場の当社係員に通知しなければならず、また、競売終了時また
は途中退場時にはパドルを当社に返還しなければならない。

（競売の方法）
第８条　　競売は、当社が指定する競売人の主宰の下で、次項以下に定める

ところにより、買い受けの申出の額を競り上げさせることにより行
う。なお、競売における買い受けの申出の額は、当社の手数料及び
手数料に対する消費税を含まない価額で行われるものとし、買い受
けの申出をする者は、売買成立の際は第12条の定めるところにより
当社に対する手数料及び手数料に対する消費税をあわせ支払うべき
ことを予め承認する。

②　当社は、販売委託者の同意がある場合を除き、販売委託者名を公
表せず、また第20条第２項の規定により最低売却価格の設定がある
場合、最低売却価格を公表しない。

③　競売は、カタログに記載した商品の番号（ロット番号）の順に行
われるが、当社は予めの通知なく、予定した商品（ロット）の競売
を撤回することがあり、または、同一の番号の複数の商品を分割し
て競売に付したり、複数の番号の商品を一括して競売に付すことが
ある。

④　競売は競売人の裁量の下に行われるものとし、競りの第一声（オー
プニングビッド。発句）は競売人がその裁量により行い、競り上げ
の値巾も競売人がその裁量により決定する。（第20条第２項に規定
する最低売却価格の設定がある場合、競りの第一声はこれに拘束さ
れず、最低売却価格を下回る額である場合もあり、上回る額である
場合もある。）

⑤　買い受けの申出をする者は、予め当社に対し別の者の代理人また
は使者として買い受けの申出をする旨通知し当社がその旨を承認し
た場合を除き、本人として買い受けの申出をしたものとみなす。な
お、複数の者が共同の名義により一の買い受けの申出をすることは
できない。

⑥　買い受けの申出は、パドルを掲げること、ジェスチャー（身振り、
手振り、顔つき等）等により行われる。買い受けの申出をした者は、

自らの買い受けの申出が競売人に認識されていないと判断したとき
は直ちに競売人の注意をひくべき行動をしなければならない。

⑦　買い受けの申出は、買い受けの申出人が競売の会場において直接
行うほか、書面等により行うことができる。書面等による買い受け
の申出は第10条の規定に従い行われるものとする。

⑧　第20条第２項の規定により最低売却価格の設定がある場合、当社
は、最低売却価格を守るため、最低売却価格を超えるまで、販売委
託者のため、買い受けの申出をするものとし、この買い受けの申出
の方法は競売人を通して行う方法その他当社の裁量による方法によ
り行われる。

⑨　競売人はあらゆる買い受けの申出に対し、理由を告げず、これを
拒否する自由を有する。

⑩　買い受けの申出をした者は、より高額の買い受けの申出（第８項
の当社の買い受けの申出を含む。）があるまで、申出の額に拘束され、
そのより高額の買い受けの申出があったとき当該買い受けの申出は
失効する。但し、そのより高額の買い受けの申出が競売人に拒否さ
れる等して無効な場合は当該買い受けの申出は失効せず、申出の額
の拘束は維持される。

⑪　買い受けの申出は、前項に規定する場合のほか、競売人がこれを
拒否したとき、第20条第２項の規定により最低売却価格の設定があ
る場合であって最低売却価格に達せず競売が終了したときまたは競
売人が再競売に付したときは効力を失う。

⑫　競売人は、買い受けの申出の額のうち、競売人が認識し得た最高
額のものを２回以上呼び上げた後ハンマーを打ち、ハンマーを打っ
た時点でその最高額の買い受けの申出をした者を買い受け人として、
当社との間で当該価額を売買代金とする売買契約が成立する。以下、
以上により買い受け人と決定した者を「落札者」といい、当該価額
を「落札価額」という。

⑬　最高額の買い受けの申出をした者が、競売人がハンマーを打つ以
前にその申出を翻した（撤回した）場合、競売人は、それにもかか
わらず当該最高額の買い受けの申出をした者を買い受け人（落札者）
として決定することができ、または、競売人の裁量により、次順位
の買い受けの申出をした者を買い受け人（落札者）として決定する
ことができる。

⑭　競売に関する紛争、紛議は競売人がその裁量により裁定するもの
とし、関係者は全て競売人の裁定に従わなければならない。競売人
は、紛争、紛議がある場合、その裁量により、買い受けの申出を拒
否し、最高額買い受け人を決定し、競売を続行して新たな買い受け
の申出を受け、または、当該商品に係る従前の買い受けの申出の全
てを無効とし再競売に付すことができる。

⑮　落札者が決定し、競売人が次の商品の競売に着手した後は何人も
競売について異議を述べることができない。

（落札確認書）
第９条　　落札者は、売買成立後直ちに、競売の会場において、当社の求め

に応じ、商品番号、落札価額を記載した落札確認書に商品番号、落
札価額を確認のうえ、署名または記名押印しなければならない。落
札者が法人の場合は法人名を記載した上、代理人または使者が署名
または記名押印をしなければならない。但し、売買は競売人がハン
マーを打った時点で成立しており、落札確認書は記録のためのもの
である。

②　落札者が前項の署名または記名押印を直ちにしないときは、競売
人は、その裁量により、その場で売買契約を解除し、当該商品を再
競売に付すことができる。第18条第１項第４号の規定はこの場合に
準用する。

③　当社は落札者が落札確認書に署名または記名押印した後、作品引
取書を落札者に交付する。落札者は商品引取りの際、当該作品引取
書を当社に交付しなければならない。なお、作品引取書は免責証券
にすぎず、それ以上の意味を持つものではない。以下、第10条にお
ける作品引取書も同様である。

（書面等による買い受けの申出（オーダービッド））
第10条　　買い受けの申出は、予め書面、ファックスまたは当社所定のイン

ターネットシステム（以下「書面等」という。）により行うことが
できる。

②  書面等による買い受けの申出は、競売の日の２営業日より前に、
当社宛、住所、氏名（法人の場合は法人名、代表者名）、商品番号、
買い受けの申出の最高限度額（当社の手数料及び手数料に対する消
費税を含まない額。以下同じ。）を明記し、かつ、署名または記名

押印したうえ申し出るものとする。なお、買い受けの申出の最高限
度額の記載のない申出は当然に無効とする。

③　当社は、書面等による買い受けの申出人のため、買い受けの申出
をするものとし、その方法は、競売人を通して行うほか当社の裁量
による方法により行われる。

④　書面等による買い受けの申出をした者は、その買い受けの申出の
最高限度額が他の買い受けの申出の額の最高のものより高い場合
（第20条第２項の規定により最低売却価格の設定がある場合には、
他の買い受けの申出の額の最高のもの及び最低売却価格の双方より
高い場合）に、他の買い受けの申出の額の最高のもの（第20条第２
項の規定により最低売却価格の設定がある場合には、他の買い受け
の申出の額の最高のものまたは最低売却価格のいずれか高いもの）
に競売人が適当と判断する値巾の金額を加えた価額を落札価額とし
て、落札者となることができる。この場合、落札者の決定は、競売
の会場における買い受けの申出の場合と同様に、競売の会場におい
て競売人が最高額買い受け人と定めハンマーを打つことにより売買
契約が成立する。

⑤　同一の商品に対し、同一の額を買い受けの申出の最高限度額とす
る複数の書面等による買い受けの申出があった場合は、先に当社に
到着したものが優先する。なお、同時に到着した場合で前項により
落札者となることができる場合は、後日抽選により決定する。

⑥　当社は、書面等による買い受けの申出に対し、理由を告げずこれ
を拒否することができる。当社の拒否の意思表示が書面等による買
い受けの申出人に到達しなかった場合、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そのことによる責任は一切負わ
ない。

⑦　手違いその他の理由を問わず、書面等による買い受けの申出が競
売において執行されなかった場合（第８条第３項の場合であって当
社が当該書面等による買い受けの申出を執行しなかったときを含
む。）、当社は、当社の重大な過失によるものである場合以外そのこ
とに関し一切の責任を負わない。

⑧　第５条に規定するカタログ記載の解説、説明が変更された場合、
書面等による買い受けの申出は変更された解説、説明に従って行わ
れたものとみなす。当社はできるだけ当該変更を通知する努力をす
るが、当該変更が予め書面等による買い受けの申出をした者に伝達
されなかった場合そのことについて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。

⑨　書面等による買い受けの申出人が落札者となった場合、当社は速
やかにその旨同人に通知し、落札者は、その通知があった後直ちに、
商品番号、落札価額、住所、氏名（法人の場合は法人名、代表者名）
を明記した落札確認書を、商品番号、落札価額を確認したうえ、署
名または記名押印して当社に交付しなければならない。但し、売買
は競売人がハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書は記
録のためのものである。その後、当社は作品引取書を交付する。落
札者は商品引取りの際、作品引取書を当社に交付しなければならな
い。

⑩　本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第27条に従い適
用するものとする。

（電話による買い受けの申出）
第11条　　買い受けの申出は、会場に架設した電話を通して行うことができ

る。
②　電話による買い受けの申出をしようとする者は、予め当社に申し
込み、当社の指示に従わなければならない。この場合第10条第６項
を準用する。

③　電話による買い受けの申出をしたい旨の申し込みがあり、当社が
承諾した場合でも、電話の取り次ぎの手違いその他の理由により、
電話による買い受けの申出が競売において執行されなかった場合、
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その
ことによる責任は一切負わない。

④　電話による買い受けの申出人が落札者となったときは、落札者は
直ちに、商品番号、落札価額、住所、氏名（法人の場合は法人名、
代表者名）を明記した落札確認書を、商品番号、落札価額を確認し
たうえ、署名または記名押印して当社に交付しなければならない。
但し、売買はハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書は
その記録のためのものである。その後、当社は落札者に対し、作品
引取書を交付する。落札者は商品引取りの際、作品引取書を当社に
交付しなければならない。

197



⑤　本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第27条に従い適
用するものとする。

第三章　落札者

（購入代金）
第12条　　落札者は、当社に対し、売買代金（落札価額）のほかに、これに

加えて、当社の手数料及び当社の手数料に対する消費税として、次
の各号の定めに従い計算された金額の合計額相当の金員を支払わな
ければならない。以下、売買代金（落札価額）ならびに当社の手数
料及び当社の手数料に対する消費税を「購入代金」という。
⑴　落札価額の200万円までの部分に対する16.5パーセント相当額
（消費税を含む）
⑵　落札価額の200万円を超え、5000万円までの部分に対する13.2
パーセント相当額（消費税を含む）

⑶　落札価額の5000万円を超える部分に対する11.0パーセント相当
額（消費税を含む）

（購入代金の支払期限）
第13条　　落札者は、当社に対し、購入代金全額を競売の日から10日以内（但

し、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を
除く。以下この期間を「支払期間」という。なお、この期間内の各
日は、当社の営業時間内に限る。以下同じ。）に、日本円により、
銀行小切手または下記銀行口座に対する振込送金により（支払期間
内に送金が到達することを要する。）支払わなければならない。

記
口座名　　　Shinwa Auction株式会社

み ず ほ 銀 行 銀座通支店 普通預金 No.2483416
三 菱 U F J 銀 行 京 橋 支 店 普通預金 No.0658207
三 井 住 友 銀 行 銀 座 支 店 普通預金 No.8440268
り そ な 銀 行 新 橋 支 店 普通預金 No.1961341

（引渡し）
第14条　  当社は、落札者が購入代金の支払いを完了した後、商品を落札者

に引渡す。但し、落札者が購入代金のほかに、当社に対し履行期に
達している他の債務（第16条第３項に規定する諸費用を含む。）を
負担している場合は、購入代金及びその債務の全てを履行するまで、
当社は商品の引渡しをしない。以下、購入代金及び履行期に達して
いる当社に対する全ての債務を「購入代金等」という。

②　落札者は購入代金等を完済した後、支払期間内に商品を引き取ら
なければならない。

③　商品の引渡しの場所は当社とし、引取り費用は落札者の負担とし、
当社は引渡し時点（当社内において、当社が落札者、その代理人も
しくは使者または運送業者に引渡した時点をいう。以下同じ。）以
降の事故（滅失、紛失、盗難、毀損、汚損）について当社の故意ま
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。
落札者の求めにより、当社が運送業者を斡旋した場合、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するべ
きものとし、当社は引渡し時点以降の事故（滅失、紛失、盗難、毀
損、汚損）については運送業者選定の当非も含め当社の故意または
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。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
包をしなければならない。当社は引渡しの際梱包をすることがある
が、当社が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その責任を負わない。

④　落札者は、引取りに当たり、商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、当社が商品を落札者（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を除き、落札者は、当社に対し、引渡し時点以
降は、商品違い及び引渡し時点以前の商品の毀損、汚損の主張なら
びに商品違い、毀損、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ない。但し、当社が誤って別の商
品を引渡した場合、その返還を求めることを妨げるものではない。

⑤　落札者は商品の引取りに当たり、当社に対し作品引取書を交付し
なければならない。当社が作品引取書の交付を受けた場合は、万一
落札者以外の者が商品を引取るなどの事故があっても当社は当社の

故意または重大な過失によるものである場合以外一切その責任を負
わない。

⑥　本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第27条に従い適
用するものとする。

（危険負担及び所有権の移転）
第15条　　落札者は売買成立の時（競売人が最高額買い受け人としてハン

マーを打った時点）以降、商品の危険を負担する（当社の責に帰す
べからざる事由による滅失、紛失、盗難、毀損、汚損は落札者の負
担とする。）。

②　落札者が購入代金等の支払いを完了し、かつ、当社が商品を落札
者に引渡すまでは商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、当社が商品を落札者に引渡した時点で当該商
品の所有権は落札者に移転する。

（諸費用）
第16条　　落札者は支払期間内（支払期間終了以前に当社が引渡しをしたと

きは引渡しの時までに限る。）は、保管及び保険に要する費用を支
払うことを要しないものとする。

②　落札者が支払期間内に商品の引取りができないときは、支払期間
終了後引取りの時までの保管及び保険に要する費用を支払わなけれ
ばならない。但し、保険を付すことは当社の義務ではない。

③　落札者が負担すべき保管及び保険に要する費用を「諸費用」とい
う。

（盗品、遺失物）
第17条　　当社が落札者に商品の引渡しをする以前に、商品について、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、当社は無催告で売買契約を解除することがで
きる。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
害賠償その他の請求をすることができない。

②　警察本部長等が古物営業法第21条の規定により当社に対し保管を
命じ、その保管の期間の終了日が競売の日の翌日から10日目を越え
るときは、その保管の期間の終了まで当社は商品の引渡しをせず、
第13条の適用に当たっては、第13条の「競売の日から10日以内」と
あるのは「警察本部長等が保管を命じた期間の終了日から３日以内」
と読み替えて適用するものとし、第14条、第16条及び第18条の適用
に当たっては、同３条の「支払期間」を以上により読み替えた期間
として適用する。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わない。

（落札者の債務不履行）
第18条　　落札者が支払期間内に購入代金等の全額を支払わないときは、次

の各号の定めに従う。
⑴　落札者は、支払期間終了日の翌日から購入代金等（諸費用を含
む。）の支払済みに至るまで（第３号により契約が解除された場
合は解除の日まで）、購入代金（消費税分を除く。）の未払残金に
ついて年18パーセント（消費者契約法が適用される場合には、年
14.6パーセント）の割合による遅延損害金を支払わなければなら
ない。

⑵　支払期間終了後の商品の保管は、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商品
が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損した場合、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、一切その責任を負わ
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ない。
当社は、この間、当該商品に保険を付す義務を負わない。

⑶　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る。但し、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状が受取人不在、
不明で返送された場合、または、落札者が催告状の受取りを拒否
した場合は、催告状が落札者に到達しなくても解除することがで
き、この場合、当社が当社に登録または通知のあった落札者の住
所に解除通知を発送した時点で売買契約は解除されたものとみな
すものとし、落札者は予めこれを承認する。

⑷　売買契約が前号により解除された場合、当社は商品を最低売却
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

することができる。この場合、この競売または随意契約による売
買代金ならびに第12条に定める当社の手数料及び当社の手数料に
対する消費税相当額の合計額が購入代金を下回る場合は落札者は
当社に対しその差額及びその差額に対する、この競売または随意
契約の日から支払い済に至るまで年18パーセント（消費者契約法
が適用される場合には、年14.6パーセント）の割合による遅延損
害金を支払わなければならない。逆に上回った場合は、その差額
について落札者には一切請求する権利はない。

⑸　売買契約が第３号により解除された場合であって、当社との協
議の結果、販売委託者が商品の返却を希望した場合には、当社は、
前号の定めによらずに、商品を販売委託者に返却することができ
る。この場合、落札者は、当社に対し、この競売により落札者が
当社に支払うべき第12条に定める当社の手数料相当額及び当社の
手数料相当額に対する、この競売の日から支払い済に至るまで年
18パーセント（消費者契約法が適用される場合には、年14.6パー
セント）の割合による遅延損害金を支払わなければならない。

②　本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第27条に従い適
用するものとする。

第四章　販売委託

（販売委託）
第19条　　当社に当社の名で競売により商品を販売することを委託しようと

する者は、本規約及び当社が別に定める近代美術PartⅡに係る販売
委託に関する約定に従い、販売の委託を申し込むものとする。

②　販売委託者は当社に対し、販売委託に係る商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販売委託をすること
ができる権限を有することを保証する。

（最低売却価格）
第20条　　商品は、最低売却価格（リザーヴ。当社の手数料及び手数料に対

する消費税を含まない額）を設定せず、いわゆる成り行きでの競売
の方法により売却する。

②　前項の取扱に関わらず、当社は、以下の各号の規定に従い、最低
売却価格を設定することができる。
⑴　最低売却価格は日本円によるものとする。
⑵　最低売却価格は、当社と売り手との間の書面による合意により
定める。但し、最低売却価格は評価額の上限を超えることができ
ない。

⑶　当社は、最低売却価格を設定した場合は、最低売却価格を下ま
わる価額では商品を売却しない。

⑷　当社は、売り手との間の書面による合意により、一旦設定され
た最低売却価格を変更し、または、最低売却価格の設定を取り消
すことができる。

（氏名の不公表）
第21条　　当社は、販売委託者の同意のない限り、競売またはカタログにお

いて販売委託者の名前を公表しないものとする。

第五章　雑則

（規約の変更）
第22条　　当社は本規約を変更することができるものとし、この変更は、競

売人が競売の日における最初の商品の競売に着手する直前に口頭で
述べることによって行い、その変更はその時から効力を発する。

（債権の譲渡等の禁止）
第23条　　本規約に基づく当社に対する権利、地位は、譲渡することができ

ず、及び担保に供することはできない。

（責任の範囲）
第24条　　当社は、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わない。
②　当社は、損害が天災、地変、戦争、変乱、核燃料物質、争議行為
に起因する場合は、一切の損害賠償の義務を負わない。

③　当社が落札者に対し商品の保管の義務を負う場合であって前各項
に規定する場合以外の場合に、当社の軽微な過失により、商品が滅
失、紛失、盗難、毀損、汚損した場合は落札者との関係においては

次の規定に従う。
⑴　商品が滅失、紛失、盗難及び重大な毀損、汚損をした場合は、
当社と落札者との間の売買契約は当然に解除され、落札者は購入
代金の支払を免れ、当社は購入代金を既に受領している場合はこ
れを無利息で返還する。

⑵　商品が重大でない毀損、汚損をした場合、当社は落札者に対し、
売買価格（落札価額）に対する毀損、汚損にみあう損害額の割合
の分だけ売買代金を減額するものとする。

⑶　毀損、汚損については、落札者が立証責任を負う。
⑷　当社は、額縁、ガラス、表装、箱、ケース等については、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、一切の保管
の責任を負わず、滅失、紛失、盗難、毀損、汚損の責任を負わな
い。

⑸　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をもってこ
れに充てる。

④　当社は、前各項に規定する場合以外の場合については、故意また
は重大な過失がある場合以外は、一切損害賠償の責に任ぜず、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。

（資格制限）
第25条　　当社は、以下の事由に該当する者に対して一切の取引に応じない

ものとし、また、以下の事由に該当する者であると判明した時点以
降は、一切の取引を行わない。
⑴　暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった日
から５年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標榜ゴロ及び政治活動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団等、その
他これらに準ずる者、マネーロンダリング等の行為を目的とする
者、違法・不当な方法、暴力的威力、詐欺的手法を駆使して資金
獲得活動を行う者及び勢力またはその関係者（以下、これらを「反
社会的勢力等」という。）

⑵　反社会的勢力等を同伴してオークションに参加する者または紹
介により反社会的勢力等をオークションに参加させようとする者

⑶　役員のうちに反社会的勢力等に属する者がいる法人
⑷　当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる
者

⑸　風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀
損し、または当社の業務を妨害する行為等をする者

⑹　オークション規約等当社の定める規定に従わない者
②　当社は、前項各号に掲げる他これらに類するやむを得ない事由が
あると判断した場合には、当該事由に該当する者との取引を中止す
ることができ、以後の取引を拒否することができる。

（準拠法）
第26条　　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、本規約に定めがないことについては日本法によるものとする。

（消費者契約法）
第27条　　本規約と消費者契約法の間では、消費者契約法が優先する。本規

約の運用上、消費者契約法の適用が認められる場合には、当社は、
民法その他の法令に従い本規約を読み替えて適用するものとする。

（合意管轄）
第28条　　本規約に関する紛争は全て、日本国の東京地方裁判所及び東京簡

易裁判所を専属の合意管轄裁判所とする。
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⑤　本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第27条に従い適
用するものとする。

第三章　落札者

（購入代金）
第12条　　落札者は、当社に対し、売買代金（落札価額）のほかに、これに

加えて、当社の手数料及び当社の手数料に対する消費税として、次
の各号の定めに従い計算された金額の合計額相当の金員を支払わな
ければならない。以下、売買代金（落札価額）ならびに当社の手数
料及び当社の手数料に対する消費税を「購入代金」という。
⑴　落札価額の200万円までの部分に対する16.5パーセント相当額
（消費税を含む）
⑵　落札価額の200万円を超え、5000万円までの部分に対する13.2
パーセント相当額（消費税を含む）

⑶　落札価額の5000万円を超える部分に対する11.0パーセント相当
額（消費税を含む）

（購入代金の支払期限）
第13条　　落札者は、当社に対し、購入代金全額を競売の日から10日以内（但

し、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を
除く。以下この期間を「支払期間」という。なお、この期間内の各
日は、当社の営業時間内に限る。以下同じ。）に、日本円により、
銀行小切手または下記銀行口座に対する振込送金により（支払期間
内に送金が到達することを要する。）支払わなければならない。

記
口座名　　　Shinwa Auction株式会社

み ず ほ 銀 行 銀座通支店 普通預金 No.2483416
三 菱 U F J 銀 行 京 橋 支 店 普通預金 No.0658207
三 井 住 友 銀 行 銀 座 支 店 普通預金 No.8440268
り そ な 銀 行 新 橋 支 店 普通預金 No.1961341

（引渡し）
第14条　  当社は、落札者が購入代金の支払いを完了した後、商品を落札者

に引渡す。但し、落札者が購入代金のほかに、当社に対し履行期に
達している他の債務（第16条第３項に規定する諸費用を含む。）を
負担している場合は、購入代金及びその債務の全てを履行するまで、
当社は商品の引渡しをしない。以下、購入代金及び履行期に達して
いる当社に対する全ての債務を「購入代金等」という。

②　落札者は購入代金等を完済した後、支払期間内に商品を引き取ら
なければならない。

③　商品の引渡しの場所は当社とし、引取り費用は落札者の負担とし、
当社は引渡し時点（当社内において、当社が落札者、その代理人も
しくは使者または運送業者に引渡した時点をいう。以下同じ。）以
降の事故（滅失、紛失、盗難、毀損、汚損）について当社の故意ま
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。
落札者の求めにより、当社が運送業者を斡旋した場合、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するべ
きものとし、当社は引渡し時点以降の事故（滅失、紛失、盗難、毀
損、汚損）については運送業者選定の当非も含め当社の故意または
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。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
包をしなければならない。当社は引渡しの際梱包をすることがある
が、当社が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その責任を負わない。

④　落札者は、引取りに当たり、商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、当社が商品を落札者（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を除き、落札者は、当社に対し、引渡し時点以
降は、商品違い及び引渡し時点以前の商品の毀損、汚損の主張なら
びに商品違い、毀損、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ない。但し、当社が誤って別の商
品を引渡した場合、その返還を求めることを妨げるものではない。

⑤　落札者は商品の引取りに当たり、当社に対し作品引取書を交付し
なければならない。当社が作品引取書の交付を受けた場合は、万一
落札者以外の者が商品を引取るなどの事故があっても当社は当社の

故意または重大な過失によるものである場合以外一切その責任を負
わない。

⑥　本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第27条に従い適
用するものとする。

（危険負担及び所有権の移転）
第15条　　落札者は売買成立の時（競売人が最高額買い受け人としてハン

マーを打った時点）以降、商品の危険を負担する（当社の責に帰す
べからざる事由による滅失、紛失、盗難、毀損、汚損は落札者の負
担とする。）。

②　落札者が購入代金等の支払いを完了し、かつ、当社が商品を落札
者に引渡すまでは商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、当社が商品を落札者に引渡した時点で当該商
品の所有権は落札者に移転する。

（諸費用）
第16条　　落札者は支払期間内（支払期間終了以前に当社が引渡しをしたと

きは引渡しの時までに限る。）は、保管及び保険に要する費用を支
払うことを要しないものとする。

②　落札者が支払期間内に商品の引取りができないときは、支払期間
終了後引取りの時までの保管及び保険に要する費用を支払わなけれ
ばならない。但し、保険を付すことは当社の義務ではない。

③　落札者が負担すべき保管及び保険に要する費用を「諸費用」とい
う。

（盗品、遺失物）
第17条　　当社が落札者に商品の引渡しをする以前に、商品について、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、当社は無催告で売買契約を解除することがで
きる。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
害賠償その他の請求をすることができない。

②　警察本部長等が古物営業法第21条の規定により当社に対し保管を
命じ、その保管の期間の終了日が競売の日の翌日から10日目を越え
るときは、その保管の期間の終了まで当社は商品の引渡しをせず、
第13条の適用に当たっては、第13条の「競売の日から10日以内」と
あるのは「警察本部長等が保管を命じた期間の終了日から３日以内」
と読み替えて適用するものとし、第14条、第16条及び第18条の適用
に当たっては、同３条の「支払期間」を以上により読み替えた期間
として適用する。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わない。

（落札者の債務不履行）
第18条　　落札者が支払期間内に購入代金等の全額を支払わないときは、次

の各号の定めに従う。
⑴　落札者は、支払期間終了日の翌日から購入代金等（諸費用を含
む。）の支払済みに至るまで（第３号により契約が解除された場
合は解除の日まで）、購入代金（消費税分を除く。）の未払残金に
ついて年18パーセント（消費者契約法が適用される場合には、年
14.6パーセント）の割合による遅延損害金を支払わなければなら
ない。

⑵　支払期間終了後の商品の保管は、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商品
が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損した場合、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、一切その責任を負わ
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ない。
当社は、この間、当該商品に保険を付す義務を負わない。

⑶　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る。但し、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状が受取人不在、
不明で返送された場合、または、落札者が催告状の受取りを拒否
した場合は、催告状が落札者に到達しなくても解除することがで
き、この場合、当社が当社に登録または通知のあった落札者の住
所に解除通知を発送した時点で売買契約は解除されたものとみな
すものとし、落札者は予めこれを承認する。

⑷　売買契約が前号により解除された場合、当社は商品を最低売却
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

することができる。この場合、この競売または随意契約による売
買代金ならびに第12条に定める当社の手数料及び当社の手数料に
対する消費税相当額の合計額が購入代金を下回る場合は落札者は
当社に対しその差額及びその差額に対する、この競売または随意
契約の日から支払い済に至るまで年18パーセント（消費者契約法
が適用される場合には、年14.6パーセント）の割合による遅延損
害金を支払わなければならない。逆に上回った場合は、その差額
について落札者には一切請求する権利はない。

⑸　売買契約が第３号により解除された場合であって、当社との協
議の結果、販売委託者が商品の返却を希望した場合には、当社は、
前号の定めによらずに、商品を販売委託者に返却することができ
る。この場合、落札者は、当社に対し、この競売により落札者が
当社に支払うべき第12条に定める当社の手数料相当額及び当社の
手数料相当額に対する、この競売の日から支払い済に至るまで年
18パーセント（消費者契約法が適用される場合には、年14.6パー
セント）の割合による遅延損害金を支払わなければならない。

②　本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第27条に従い適
用するものとする。

第四章　販売委託

（販売委託）
第19条　　当社に当社の名で競売により商品を販売することを委託しようと

する者は、本規約及び当社が別に定める近代美術PartⅡに係る販売
委託に関する約定に従い、販売の委託を申し込むものとする。

②　販売委託者は当社に対し、販売委託に係る商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販売委託をすること
ができる権限を有することを保証する。

（最低売却価格）
第20条　　商品は、最低売却価格（リザーヴ。当社の手数料及び手数料に対

する消費税を含まない額）を設定せず、いわゆる成り行きでの競売
の方法により売却する。

②　前項の取扱に関わらず、当社は、以下の各号の規定に従い、最低
売却価格を設定することができる。
⑴　最低売却価格は日本円によるものとする。
⑵　最低売却価格は、当社と売り手との間の書面による合意により
定める。但し、最低売却価格は評価額の上限を超えることができ
ない。

⑶　当社は、最低売却価格を設定した場合は、最低売却価格を下ま
わる価額では商品を売却しない。

⑷　当社は、売り手との間の書面による合意により、一旦設定され
た最低売却価格を変更し、または、最低売却価格の設定を取り消
すことができる。

（氏名の不公表）
第21条　　当社は、販売委託者の同意のない限り、競売またはカタログにお

いて販売委託者の名前を公表しないものとする。

第五章　雑則

（規約の変更）
第22条　　当社は本規約を変更することができるものとし、この変更は、競

売人が競売の日における最初の商品の競売に着手する直前に口頭で
述べることによって行い、その変更はその時から効力を発する。

（債権の譲渡等の禁止）
第23条　　本規約に基づく当社に対する権利、地位は、譲渡することができ

ず、及び担保に供することはできない。

（責任の範囲）
第24条　　当社は、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わない。
②　当社は、損害が天災、地変、戦争、変乱、核燃料物質、争議行為
に起因する場合は、一切の損害賠償の義務を負わない。

③　当社が落札者に対し商品の保管の義務を負う場合であって前各項
に規定する場合以外の場合に、当社の軽微な過失により、商品が滅
失、紛失、盗難、毀損、汚損した場合は落札者との関係においては

次の規定に従う。
⑴　商品が滅失、紛失、盗難及び重大な毀損、汚損をした場合は、
当社と落札者との間の売買契約は当然に解除され、落札者は購入
代金の支払を免れ、当社は購入代金を既に受領している場合はこ
れを無利息で返還する。

⑵　商品が重大でない毀損、汚損をした場合、当社は落札者に対し、
売買価格（落札価額）に対する毀損、汚損にみあう損害額の割合
の分だけ売買代金を減額するものとする。

⑶　毀損、汚損については、落札者が立証責任を負う。
⑷　当社は、額縁、ガラス、表装、箱、ケース等については、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、一切の保管
の責任を負わず、滅失、紛失、盗難、毀損、汚損の責任を負わな
い。

⑸　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をもってこ
れに充てる。

④　当社は、前各項に規定する場合以外の場合については、故意また
は重大な過失がある場合以外は、一切損害賠償の責に任ぜず、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。

（資格制限）
第25条　　当社は、以下の事由に該当する者に対して一切の取引に応じない

ものとし、また、以下の事由に該当する者であると判明した時点以
降は、一切の取引を行わない。
⑴　暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった日
から５年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標榜ゴロ及び政治活動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団等、その
他これらに準ずる者、マネーロンダリング等の行為を目的とする
者、違法・不当な方法、暴力的威力、詐欺的手法を駆使して資金
獲得活動を行う者及び勢力またはその関係者（以下、これらを「反
社会的勢力等」という。）

⑵　反社会的勢力等を同伴してオークションに参加する者または紹
介により反社会的勢力等をオークションに参加させようとする者

⑶　役員のうちに反社会的勢力等に属する者がいる法人
⑷　当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる
者

⑸　風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀
損し、または当社の業務を妨害する行為等をする者

⑹　オークション規約等当社の定める規定に従わない者
②　当社は、前項各号に掲げる他これらに類するやむを得ない事由が
あると判断した場合には、当該事由に該当する者との取引を中止す
ることができ、以後の取引を拒否することができる。

（準拠法）
第26条　　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、本規約に定めがないことについては日本法によるものとする。

（消費者契約法）
第27条　　本規約と消費者契約法の間では、消費者契約法が優先する。本規

約の運用上、消費者契約法の適用が認められる場合には、当社は、
民法その他の法令に従い本規約を読み替えて適用するものとする。

（合意管轄）
第28条　　本規約に関する紛争は全て、日本国の東京地方裁判所及び東京簡

易裁判所を専属の合意管轄裁判所とする。
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購入代金の支払いに関する特約

①　落札者は、第12条の定めに従い、当社に対し購入代金を支払う際の支払
通貨を、日本円に替えてビットコインとすることができる。
②　ビットコインにより購入代金の支払いを希望する落札者は、支払希望日
の前日までに当社に対し、購入代金をビットコインにより支払うことを希
望する旨を通知しなければならない。以下、当社に対し、ビットコインに
よる購入代金の支払いを希望する旨当社に通知した者を「ビットコイン支
払希望者」という。
③　当社は、ビットコイン支払希望者に対し、購入代金支払希望日の当日、
日本円からビットコインへの換算レート（以下「換算レート」という。）
及び購入代金総額を通知する。この場合、換算レートは、購入代金支払希
望日当日の仮想通貨取引所の換算レートをもとに当社が決定するものとす
る。
④　換算レートの有効期限は購入代金支払希望日当日の当社が指定した時間
までとし、ビットコイン支払希望者は、当社に対し、予め当社が指定する
当社口座宛の送金により（当日中の当社が指定した時間までに送金が到達
することを要する。）支払い、且つ、送金記録を当社に送らなければなら
ない。
⑤　購入代金支払希望日当日の当社が指定した時間までに、ビットコイン支
払希望者から購入代金が支払われない場合、当社がビットコイン支払希望
者に通知した換算レートは無効とし、引き続き落札者が、ビットコインに
より購入代金の支払いを希望する場合には、改めて当社に通知し、換算レー
ト及び購入代金総額の通知を受けなければならない。

ライブビッディングシステムによる買い受けの
申出に関する特約

① 　買い受けの申出は、競売の会場への参加、書面等による買い受けの申出
（オーダービッド）、電話による買い受けの申出のほか、当社が提供するラ
イブビッディングシステムを利用することにより行うことができる。
② 　ライブビッディングシステムによる買い受けの申出をしようとする者は、
本規約に加え、当社ウェブサイトに掲載する「ライブビッディングシステ
ム規約」を遵守しなければならない。
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TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION
 

(Date Revised: October 1, 2019.)

Any "Modern Art PartⅡ Auction" carried out by SHINWA AUCTION 
CO., LTD. (hereinafter referred to as "the Company") shall be conducted 
in accordance with Terms and Conditions of Modern Art PartⅡ 
(hereinafter referred to as "The Terms and Conditions"). All concerned 
parties-including any person who consigns objects of art for sale to the 
Company, places a bid, or concludes a contract of sale with the 
Company-shall agree to and comply with The Terms and Conditions, 
except where a separate agreement with the Company has been 
concluded in which case that agreement shall govern.

SectionⅠ LOTS (Objects of Art Subject to Auction)

(Objects of Art Subject to Auction)
Article 1. The Company shall auction an object of art consigned to it 

for sale by auction (such object of art shall hereinafter be 
referred to as "the Lot") in the Company's own name.

(Condition of Lot)
Article 2. On the grounds that the Lot will usually be by its very 

nature old and is to be sold on an "as is" basis, the Company 
shall in no way be responsible for stains, scratches, or any 
other defects of the Lot, or for any latent defect of the Lot. 
The Company off ers no guarantee whatsoever concerning 
the true characteristics of the Lot, including but not limited 
to such matters as certifi cate, identifi cation, original case, 
calligraphy, signature, seal, explanatory leafl ets, and any 
guarantee that may be said to be connected to the Lot.

(Preview)
Article 3. The Company shall arrange a preview of the Lot for 

prospective bidders before the auction.
②Prospective bidders may inspect and examine the Lot at 
the preview (but shall not be permitted to touch the Lot 
except when necessary and with the Company's consent. 
The same shall apply hereinafter). Any person who places 
a bid does so at his own judgment and responsibility, 
having due consideration for the condition of the Lot 
(including any defects) and the true characteristics 
including but not limited to such matters as certifi cate, 
identification, original case, calligraphy, sign, seal, 
explanatory leafl ets, and any guarantee that may be said to 
be connected to the Lot and the limitations described in 
Articles 2 and 4 of these Terms and Conditions.

③The Company may ask any person desiring admittance to 
the preview to present proof of identity, and may, at its 
discretion and without explanation, refuse admittance 
thereto.

(Catalogues)
Article 4. The Company shall prepare catalogues providing 

information on Lots and distribute the same to prospective 
buyers at a price.

②Illustrations contained in the catalogues are intended solely 
for the purpose of identifi cation and reference, and may not 
be taken to accurately represent the color or shape of the 
Lot nor to indicate the conditions or qualities thereof. The 
Company shall in no way be responsible for any 
discrepancy between the illustrations contained in the 
catalogues and the actual objects.
③The descriptions and comments that appear in the 
catalogues (such as but not limited to artist, manufacturer's 
name, title, kind, material, restorations, signature, size, time 
and place of production, expert opinion, certificate, 
identifi cation, original case, calligraphy, signature, seal, 
provenance, bibliography, archive) are compiled by the 

Company with due care and attention. Nevertheless, these 
descriptions and comments appear solely for the reference 
of prospective bidders, the Company shall in no way be 
responsible for any errors in the statements made or any 
discrepancies between the catalogue descriptions and the 
actual object. Prospective bidders shall inspect and 
examine the actual objects at the above mentioned preview 
and shall place a bid at their own examination and on their 
own responsibility, having formed their own judgment with 
respect to the matters contained in the descriptions and 
comments.

④The Company may publish the appraised value of the Lot 
in its catalogues. The appraised value is given as the range 
between a high and low fi gure designated in yen (and does 
not include the buyer's premium and consumption tax 
thereon.) The appraised value shall appear solely for the 
reference of prospective bidders based on what the 
Company considers appropriate, taking factors such as 
present market conditions into account. In view of the very 
nature of an auction, the actual sales price shall in no way 
be determined by the appraised value. Therefore the actual 
price may be either more or less than the appraised value. 
Any reserve price, as provided for in Article 20, shall be 
confi dential and need not be less than the appraised value, 
No sale shall be made at a price below the reserve price.

(Changes to Catalogue Entries)
Article 5. Descriptions and comments in the catalogues are subject to 

change without notice. Any change shall be posted in 
writing at the auction site or announced orally by the 
auctioneer immediately before the auction of the Lot in 
question. In the case of any changes, the auction shall be 
regarded as having been conducted according to the terms 
as changed.

SectionⅡ AUCTION PROCEDURES

(Bidder Registration)
Article 6. Any person who wishes to be admitted to the auction site 

and to place a bid must register his name (in the case of a 
corporation, the names of the corporation and its 
representative) and address. If he acts as an agent or 
messenger for a principal (including a person who places a 
bid for a corporation, the same shall apply hereafter), he 
must register the name and address of his principal and his 
own name and address. Any agent or messenger shall 
submit a proxy from the principal (Paragraph 5 of Article 8 
below shall be applied for an agent or a messenger). 
Registration shall be conducted prior to the date of 
auction.

②The Company may from time to time request appropriate 
identifi cation from persons who wish to register.
③The Company may, at its discretion and without 
explanation, refuse to allow any person to register or 
refuse to admit any person to the auction site, including 
persons who have completed registration.
④Persons who have registered in advance shall obtain 
confi rmation of their registration at the reception desk on 
the day of the auction.

(Bidding Paddles)
Article 7. The Company shall distribute numbered paddles to 

registered persons at the reception desk on the day of the 
auction.
②The numbers on the paddles allow the auctioneer to 
identify individual bidders. If the auctioneer asks a bidder 
to make his paddle easily visible, the bidder shall comply 
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記
口座名　　シンワ　アート　オークション株式会社
りそな銀行 新 橋 支 店 普通預金 No.1249944
三井住友銀行 銀 座 支 店 普通預金 No.6392265
三菱東京UFJ銀行 京 橋 支 店 普通預金 No.1986968
みずほ銀行 銀 座 通 支 店 普通預金 No.1387183
あおぞら銀行 本 　 店 普通預金 No.6168421

bid that does not include a maximum bid price shall be 
deemed invalid.

③ The Company shall bid on behalf of any person who has 
placed a written bid, and may do so either through the 
auctioneer or in any other manner the Company may deem 
appropriate at its discretion.
④A person who has placed a written bid becomes the 
successful bidder if his maximum bid price exceeds both 
the highest bid price of other bidders and the reserve 
price(provided for in Paragraph 2 of Article 20 ), in which 
case the hammer price shall be equal to the second highest 
bid price or the reserve price(provided for in Paragraph 2 
of Article 20 ), whichever is higher, plus an appropriate 
increment decided by the auctioneer. In such a case, as is 
the case with a bid in person at the auction site, the sale 
contract shall be concluded at the time when the 
auctioneer decides the purchaser by hammering the Lot 
down to the highest bidder.
⑤If two or more written bids for the same Lot off er the 
same price, precedence shall be given to whichever was 
received fi rst by the Company. If two or more such bids 
are received at the same time and the Lot in question is 
knocked down at the bid price described under the 
preceding Paragraph, the successful bidder shall be decided 
by lottery later.

⑥The Company reserves the right to refuse, at its discretion 
and without explanation, any written bid, and the Company 
shall in no way be liable for any failure of the notifi cation of 
its intention to refuse the bid to reach the bidder except in 
the case of intentional misconduct or gross negligence by 
the Company.
⑦The Company shall in no way be liable for failure to 
execute a written bid at the auction, whether through 
error or any other cause (including a case in which the 
Company fails to execute a written bid under the events 
outlined in Paragraph 3 of Article 8) except in the case of 
gross negligence by the Company.
⑧In the case of changes in catalogue descriptions or 
comments in catalogues as outlined in Article 5, any 
written bid shall be deemed as having been placed 
according to the terms of the changed description and 
comments. The Company shall do its best to notify written 
bidders of any relevant changes, but it shall in no way be 
liable if such notifi cation fails to reach the written bidders 
in advance except in the case of intentional misconduct or 
gross negligence by the Company.

⑨The Company shall promptly notify any written bidder of 
his having become a successful bidder. Immediately upon 
receipt of such notice, the successful bidder shall deliver to 
the Company a confi rmation of bid to which he has affi  xed 
his signature or seal (in the case of a corporation, the 
names of the corporation and its representative) after 
confi rming the Lot number and the hammer price set forth 
in the confi rmation of bid. Provided, however, that any sale 
shall be concluded at the time of the fall of the auctioneer's 
hammer and that the confi rmation of bid shall be made 
solely for record purposes. Thereafter, the Company shall 
deliver a lot exchange slip. The successful bidder shall, 
upon the receipt of the Lot, deliver to the Company the lot 
exchange slip.

⑩When Article 8 or 10 of the Consumer Contract Law takes 
precedence over this Article of The Terms and Conditions, 
the Company shall apply the appropriate provisions of the 
Consumer Contract Law in accordance with Article 27 of 
The Terms and Conditions.

(Telephone Bids)
Article 11. Bids may be placed through telephones installed at the 

auction site.
②Any person who intends to place bids by telephone shall 
apply to the Company in advance and shall be subject to 
the Company's instructions. In such case, Paragraph 6 of 
Article 10 shall apply mutatis mutandis.
③The Company shall in no way be liable for failure to 
execute a telephone bid at the auction, whether through 
error or any other cause (including a case in which the 
Company fails to execute a telephone bid under the events 
outlined in Paragraph 3 of Article 8), even if the bidder has 
already applied to bid by telephone and his application has 
been approved by the Company except in the case of 
intentional misconduct or gross negligence by the 
Company.
④When a person who has placed a bid by telephone has 
become a successful bidder, the successful bidder shall 
immediately deliver to the Company a confi rmation of bid 
to which he has affi  xed his signature or seal (in the case of 
a corporation, the names of the corporation and its 
representative) after confi rming the Lot number and the 
hammer price set forth in the confi rmation of bid. Provided, 
however, that any sale shall be concluded at the time of 
the fall of the auctioneer's hammer and that the 
confirmation of bid shall be made solely for record 
purposes. Thereafter the Company shall deliver a lot 
exchange slip. The successful bidder shall, upon the receipt 
of the Lot, deliver to the Company the lot exchange slip.

⑤When Article 8 or 10 of the Consumer Contract Law takes 
precedence over this Article of The Terms and Conditions, 
the Company shall apply the appropriate provisions of the 
Consumer Contract Law in accordance with Article 27 of 
The Terms and Conditions.

Section Ⅲ SUCCESSFUL BIDDER

(Purchase Price)
Article 12. The successful bidder shall pay, in addition to the hammer 

price, an amount calculated according to the following sub-
Paragraphs as the buyer's premium and the consumption 
tax thereon. (The combined sums of the hammer price, the 
premium, and the consumption tax thereon shall 
hereinafter be referred to as "the purchase price.")
(1) 16.5% of the fi rst ￥2,000,000. of the hammer price
(2) an additional amount of 13.2% of any hammer price 
beyond ￥2,000,000. up to and including a hammer price 
of ¥50,000,000.
(3) and, in addition to (1) and (2) above, 11.0% of any 
hammer price beyond ￥50,000,000.

(Payment Period of Purchase Price)
Article 13. The successful bidder shall pay the purchase price within 

ten days (except for Saturdays, Sundays, and holidays as 
defi ned in the National Holidays Act) after the day of the 
auction. Such period shall be hereinafter referred to as "the 
payment period". Payment will only be accepted during the 
Company's hours of business. Payments shall be made in 
Japanese yen, either in cash or by check drawn on a bank 
as defi ned in the Banking Act or by remittance transferred 
to one of the following accounts (in which case the 
remittance must reach the designated account within the 
payment period):

Bank Name: Ginzadori Branch of Mizuho Bank
Account Name: SHINWA AUCTION CO., LTD.
Account Number: Ordinary deposit No. 2483416

with the auctioneer's instruction.
③A bidder shall at all times remember his paddle number 
and pay attention to the numbers which the auctioneer 
calls from time to time.

④Any person who has received, but subsequently misplaced 
his paddle shall immediately inform the clerk in charge of 
the particular auction site. Furthermore, any person who 
has received a paddle shall return it when the auction is 
closed or anytime he leaves the auction site.

(Method of Auction)
Article 8. The auction shall be presided over by an auctioneer 

appointed by the Company and conducted as a series of 
progressively higher bids in the manner described below. 
The bid price shall not include the buyer's premium and 
the consumption tax thereon. In addition to the bid price, a 
bidder agrees to pay to the Company upon the conclusion 
of any sale the premium and consumption tax thereon, as 
prescribed in Article 12.

②The Company shall not announce the name of a consignor 
or the reserve price if the reserve price has been placed 
according to Paragraph 2 of Article 20, except where the 
consignor's consent has been obtained.
③The auction shall progress in sequence following the 
numbers of the Lot ("lot number") in the catalogue. 
However, the Company may withdraw a scheduled Lot 
from the auction without prior notice, or auction separately 
a number of Lots originally listed under the same lot 
number, or auction altogether Lots originally listed under 
several lot numbers.

④The auctioneer shall have discretion in the conduct of the 
auction and shall be completely free to set the opening bid 
and the increment of each successive bid. (Where the 
reserve price has been placed according to Paragraph 2 of 
Article 20, the opening bid shall be set regardless of the 
reserve price and may fall below or exceed it.)

⑤Every bidder shall be deemed to act as principal unless he 
has notifi ed the Company that he acts as an agent or 
messenger for another party for which the Company has 
given approval. Furthermore, two or more persons shall 
not be permitted to bid under a joint name.

⑥Bids can be made by raising a paddle or by gesture (such 
as signs, gestures, nodding of the head). If the auctioneer 
appears to have overlooked a bid, the bidder shall 
immediately attempt to get his attention.
⑦Bids may be placed in writing as well as by personal 
attendance at the auction. Bids in writing shall be subject 
to Article 10.
⑧If a reserve price has been placed, as provided for in 
Paragraph 2 of Article 20, the Company shall, in order to 
attain the reserve price, bid on behalf of the consignor until 
a bid from another bidder reaches or exceeds the reserve 
price. It may do so either through the auctioneer or in any 
other manner the Company may deem appropriate at its 
discretion.
⑨The auctioneer may, at his discretion, refuse any bid 
without explanation.

⑩ Any person who has placed a bid shall be bound by that 
bid until a higher one is placed (including a bid by the 
Company as referred to in Paragraph 8). If a higher bid is 
placed, the previous bid shall become null and void, except 
if the higher bid shall be invalidated due to a refusal by the 
auctioneer or other circumstances in which case the 
previous bid shall remain binding.

⑪A bid shall also become null and void if it is refused by the 
auctioneer, or if the auction closes without reaching the 
reserve price, as provided for in Paragraph 2 of Article 20, 

or if the relevant Lot is put up for re-auction by the 
auctioneer.

⑫When the auctioneer calls the highest bid price, which he 
has recognized from among the bid prices, two times and 
lets the hammer fall, a contract of sale for the highest bid 
price shall take eff ect between the Company and the 
highest bidder, who shall then become the purchaser. A 
bidder who has become a purchaser as above shall be 
hereinafter referred to as "the successful bidder" and the 
price shall be hereinafter referred to as "hammer price".

⑬If the highest bidder wishes to withdraw his bid before the 
hammer falls, the decision whether the highest bidder or 
the next highest bidder shall become the purchaser is at 
the discretion of the auctioneer.
⑭Any question or dispute concerning the auction shall be 
settled by the auctioneer at his discretion, and all parties 
involved shall abide by his decision. Where a question or 
dispute arises, the auctioneer at his discretion, may: refuse 
a bid, decide the highest bidder, continue the auction and 
accept further bids, or declare all previous bids on the Lot 
in question null and void and put the Lot up for re-auction.

⑮No one shall be permitted to make any protest once the 
successful bidder has been decided and the auctioneer has 
begun the auction of thenext Lot.

(Written Confi rmation of Bid)
Article 9. At the auction site immediately after the conclusion of the 

sale, the successful bidder shall, after confi rming the Lot 
number and the hammer price described in the 
confirmation of bid, affix his signature or seal to the 
confi rmation of bid upon the demand of the Company. If 
the bidder is a corporation, the person acting as the agent 
or messenger of the corporation shall state the name of the 
corporation and affix his signature or seal. Provided, 
however, that any sale shall be concluded at the time of 
the fall of the auctioneer's hammer and that the 
confirmation of bid shall be made solely for record 
purposes.

②If the successful bidder fails to affi  x his signature or seal to 
the confi rmation of bid immediately in accordance with the 
preceding Paragraph, the auctioneer may, at his discretion, 
rescind the sale forthwith and place the Lot in question up 
for re-auction. In such case Paragraph1(4) of Article 18, 
shall apply mutatis mutandis.

③The Company shall deliver to the successful bidder a lot 
exchange slip after he has affi  xed his signature or seal to 
the confi rmation of bid. The successful bidder shall, upon 
receipt of the Lot, deliver to the Company the lot exchange 
slip. The lot exchange slip shall operate solely as a 
certifi cate of discharge and shall serve no other purpose. 
The same shall apply for the lot exchange slip as referred 
to in Articles 10.

(Bids in Writing ‒ Order bids)
Article 10. A bid may be placed in writing by facsimile or by the 

internet system designated by the Company in advance. A 
bid placed in writing, by facsimile or by the internet 
system designated by the Company shall be hereinafter 
referred to as a "written bid."

②A written bid shall be submitted to the Company at least 
two working day before the auction by describing therein 
accurately the name (in the case of a corporation, the 
names of the corporation and its representative)and 
address of bidder, the lot number, and the maximum bid 
price the bidder is willing to place (excluding the buyer's 
premium and the consumption tax thereon), and by affi  xing 
the signature or seal of the bidder to the same. A written 
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口座名　　シンワ　アート　オークション株式会社
りそな銀行 新 橋 支 店 普通預金 No.1249944
三井住友銀行 銀 座 支 店 普通預金 No.6392265
三菱東京UFJ銀行 京 橋 支 店 普通預金 No.1986968
みずほ銀行 銀 座 通 支 店 普通預金 No.1387183
あおぞら銀行 本 　 店 普通預金 No.6168421

bid that does not include a maximum bid price shall be 
deemed invalid.

③ The Company shall bid on behalf of any person who has 
placed a written bid, and may do so either through the 
auctioneer or in any other manner the Company may deem 
appropriate at its discretion.
④A person who has placed a written bid becomes the 
successful bidder if his maximum bid price exceeds both 
the highest bid price of other bidders and the reserve 
price(provided for in Paragraph 2 of Article 20 ), in which 
case the hammer price shall be equal to the second highest 
bid price or the reserve price(provided for in Paragraph 2 
of Article 20 ), whichever is higher, plus an appropriate 
increment decided by the auctioneer. In such a case, as is 
the case with a bid in person at the auction site, the sale 
contract shall be concluded at the time when the 
auctioneer decides the purchaser by hammering the Lot 
down to the highest bidder.
⑤If two or more written bids for the same Lot off er the 
same price, precedence shall be given to whichever was 
received fi rst by the Company. If two or more such bids 
are received at the same time and the Lot in question is 
knocked down at the bid price described under the 
preceding Paragraph, the successful bidder shall be decided 
by lottery later.

⑥The Company reserves the right to refuse, at its discretion 
and without explanation, any written bid, and the Company 
shall in no way be liable for any failure of the notifi cation of 
its intention to refuse the bid to reach the bidder except in 
the case of intentional misconduct or gross negligence by 
the Company.
⑦The Company shall in no way be liable for failure to 
execute a written bid at the auction, whether through 
error or any other cause (including a case in which the 
Company fails to execute a written bid under the events 
outlined in Paragraph 3 of Article 8) except in the case of 
gross negligence by the Company.
⑧In the case of changes in catalogue descriptions or 
comments in catalogues as outlined in Article 5, any 
written bid shall be deemed as having been placed 
according to the terms of the changed description and 
comments. The Company shall do its best to notify written 
bidders of any relevant changes, but it shall in no way be 
liable if such notifi cation fails to reach the written bidders 
in advance except in the case of intentional misconduct or 
gross negligence by the Company.

⑨The Company shall promptly notify any written bidder of 
his having become a successful bidder. Immediately upon 
receipt of such notice, the successful bidder shall deliver to 
the Company a confi rmation of bid to which he has affi  xed 
his signature or seal (in the case of a corporation, the 
names of the corporation and its representative) after 
confi rming the Lot number and the hammer price set forth 
in the confi rmation of bid. Provided, however, that any sale 
shall be concluded at the time of the fall of the auctioneer's 
hammer and that the confi rmation of bid shall be made 
solely for record purposes. Thereafter, the Company shall 
deliver a lot exchange slip. The successful bidder shall, 
upon the receipt of the Lot, deliver to the Company the lot 
exchange slip.

⑩When Article 8 or 10 of the Consumer Contract Law takes 
precedence over this Article of The Terms and Conditions, 
the Company shall apply the appropriate provisions of the 
Consumer Contract Law in accordance with Article 27 of 
The Terms and Conditions.

(Telephone Bids)
Article 11. Bids may be placed through telephones installed at the 

auction site.
②Any person who intends to place bids by telephone shall 
apply to the Company in advance and shall be subject to 
the Company's instructions. In such case, Paragraph 6 of 
Article 10 shall apply mutatis mutandis.
③The Company shall in no way be liable for failure to 
execute a telephone bid at the auction, whether through 
error or any other cause (including a case in which the 
Company fails to execute a telephone bid under the events 
outlined in Paragraph 3 of Article 8), even if the bidder has 
already applied to bid by telephone and his application has 
been approved by the Company except in the case of 
intentional misconduct or gross negligence by the 
Company.
④When a person who has placed a bid by telephone has 
become a successful bidder, the successful bidder shall 
immediately deliver to the Company a confi rmation of bid 
to which he has affi  xed his signature or seal (in the case of 
a corporation, the names of the corporation and its 
representative) after confi rming the Lot number and the 
hammer price set forth in the confi rmation of bid. Provided, 
however, that any sale shall be concluded at the time of 
the fall of the auctioneer's hammer and that the 
confirmation of bid shall be made solely for record 
purposes. Thereafter the Company shall deliver a lot 
exchange slip. The successful bidder shall, upon the receipt 
of the Lot, deliver to the Company the lot exchange slip.

⑤When Article 8 or 10 of the Consumer Contract Law takes 
precedence over this Article of The Terms and Conditions, 
the Company shall apply the appropriate provisions of the 
Consumer Contract Law in accordance with Article 27 of 
The Terms and Conditions.

Section Ⅲ SUCCESSFUL BIDDER

(Purchase Price)
Article 12. The successful bidder shall pay, in addition to the hammer 

price, an amount calculated according to the following sub-
Paragraphs as the buyer's premium and the consumption 
tax thereon. (The combined sums of the hammer price, the 
premium, and the consumption tax thereon shall 
hereinafter be referred to as "the purchase price.")
(1) 16.5% of the fi rst ￥2,000,000. of the hammer price
(2) an additional amount of 13.2% of any hammer price 
beyond ￥2,000,000. up to and including a hammer price 
of ¥50,000,000.
(3) and, in addition to (1) and (2) above, 11.0% of any 
hammer price beyond ￥50,000,000.

(Payment Period of Purchase Price)
Article 13. The successful bidder shall pay the purchase price within 

ten days (except for Saturdays, Sundays, and holidays as 
defi ned in the National Holidays Act) after the day of the 
auction. Such period shall be hereinafter referred to as "the 
payment period". Payment will only be accepted during the 
Company's hours of business. Payments shall be made in 
Japanese yen, either in cash or by check drawn on a bank 
as defi ned in the Banking Act or by remittance transferred 
to one of the following accounts (in which case the 
remittance must reach the designated account within the 
payment period):

Bank Name: Ginzadori Branch of Mizuho Bank
Account Name: SHINWA AUCTION CO., LTD.
Account Number: Ordinary deposit No. 2483416

with the auctioneer's instruction.
③A bidder shall at all times remember his paddle number 
and pay attention to the numbers which the auctioneer 
calls from time to time.

④Any person who has received, but subsequently misplaced 
his paddle shall immediately inform the clerk in charge of 
the particular auction site. Furthermore, any person who 
has received a paddle shall return it when the auction is 
closed or anytime he leaves the auction site.

(Method of Auction)
Article 8. The auction shall be presided over by an auctioneer 

appointed by the Company and conducted as a series of 
progressively higher bids in the manner described below. 
The bid price shall not include the buyer's premium and 
the consumption tax thereon. In addition to the bid price, a 
bidder agrees to pay to the Company upon the conclusion 
of any sale the premium and consumption tax thereon, as 
prescribed in Article 12.

②The Company shall not announce the name of a consignor 
or the reserve price if the reserve price has been placed 
according to Paragraph 2 of Article 20, except where the 
consignor's consent has been obtained.
③The auction shall progress in sequence following the 
numbers of the Lot ("lot number") in the catalogue. 
However, the Company may withdraw a scheduled Lot 
from the auction without prior notice, or auction separately 
a number of Lots originally listed under the same lot 
number, or auction altogether Lots originally listed under 
several lot numbers.

④The auctioneer shall have discretion in the conduct of the 
auction and shall be completely free to set the opening bid 
and the increment of each successive bid. (Where the 
reserve price has been placed according to Paragraph 2 of 
Article 20, the opening bid shall be set regardless of the 
reserve price and may fall below or exceed it.)

⑤Every bidder shall be deemed to act as principal unless he 
has notifi ed the Company that he acts as an agent or 
messenger for another party for which the Company has 
given approval. Furthermore, two or more persons shall 
not be permitted to bid under a joint name.

⑥Bids can be made by raising a paddle or by gesture (such 
as signs, gestures, nodding of the head). If the auctioneer 
appears to have overlooked a bid, the bidder shall 
immediately attempt to get his attention.
⑦Bids may be placed in writing as well as by personal 
attendance at the auction. Bids in writing shall be subject 
to Article 10.
⑧If a reserve price has been placed, as provided for in 
Paragraph 2 of Article 20, the Company shall, in order to 
attain the reserve price, bid on behalf of the consignor until 
a bid from another bidder reaches or exceeds the reserve 
price. It may do so either through the auctioneer or in any 
other manner the Company may deem appropriate at its 
discretion.
⑨The auctioneer may, at his discretion, refuse any bid 
without explanation.

⑩ Any person who has placed a bid shall be bound by that 
bid until a higher one is placed (including a bid by the 
Company as referred to in Paragraph 8). If a higher bid is 
placed, the previous bid shall become null and void, except 
if the higher bid shall be invalidated due to a refusal by the 
auctioneer or other circumstances in which case the 
previous bid shall remain binding.

⑪A bid shall also become null and void if it is refused by the 
auctioneer, or if the auction closes without reaching the 
reserve price, as provided for in Paragraph 2 of Article 20, 

or if the relevant Lot is put up for re-auction by the 
auctioneer.
⑫When the auctioneer calls the highest bid price, which he 
has recognized from among the bid prices, two times and 
lets the hammer fall, a contract of sale for the highest bid 
price shall take eff ect between the Company and the 
highest bidder, who shall then become the purchaser. A 
bidder who has become a purchaser as above shall be 
hereinafter referred to as "the successful bidder" and the 
price shall be hereinafter referred to as "hammer price".
⑬If the highest bidder wishes to withdraw his bid before the 
hammer falls, the decision whether the highest bidder or 
the next highest bidder shall become the purchaser is at 
the discretion of the auctioneer.
⑭Any question or dispute concerning the auction shall be 
settled by the auctioneer at his discretion, and all parties 
involved shall abide by his decision. Where a question or 
dispute arises, the auctioneer at his discretion, may: refuse 
a bid, decide the highest bidder, continue the auction and 
accept further bids, or declare all previous bids on the Lot 
in question null and void and put the Lot up for re-auction.
⑮No one shall be permitted to make any protest once the 
successful bidder has been decided and the auctioneer has 
begun the auction of thenext Lot.

(Written Confi rmation of Bid)
Article 9. At the auction site immediately after the conclusion of the 

sale, the successful bidder shall, after confi rming the Lot 
number and the hammer price described in the 
confirmation of bid, affix his signature or seal to the 
confi rmation of bid upon the demand of the Company. If 
the bidder is a corporation, the person acting as the agent 
or messenger of the corporation shall state the name of the 
corporation and affix his signature or seal. Provided, 
however, that any sale shall be concluded at the time of 
the fall of the auctioneer's hammer and that the 
confirmation of bid shall be made solely for record 
purposes.
②If the successful bidder fails to affi  x his signature or seal to 
the confi rmation of bid immediately in accordance with the 
preceding Paragraph, the auctioneer may, at his discretion, 
rescind the sale forthwith and place the Lot in question up 
for re-auction. In such case Paragraph1(4) of Article 18, 
shall apply mutatis mutandis.
③The Company shall deliver to the successful bidder a lot 
exchange slip after he has affi  xed his signature or seal to 
the confi rmation of bid. The successful bidder shall, upon 
receipt of the Lot, deliver to the Company the lot exchange 
slip. The lot exchange slip shall operate solely as a 
certifi cate of discharge and shall serve no other purpose. 
The same shall apply for the lot exchange slip as referred 
to in Articles 10.

(Bids in Writing ‒ Order bids)
Article 10. A bid may be placed in writing by facsimile or by the 

internet system designated by the Company in advance. A 
bid placed in writing, by facsimile or by the internet 
system designated by the Company shall be hereinafter 
referred to as a "written bid."
②A written bid shall be submitted to the Company at least 
two working day before the auction by describing therein 
accurately the name (in the case of a corporation, the 
names of the corporation and its representative)and 
address of bidder, the lot number, and the maximum bid 
price the bidder is willing to place (excluding the buyer's 
premium and the consumption tax thereon), and by affi  xing 
the signature or seal of the bidder to the same. A written 
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expiration of the payment period until the total amount 
due (including all miscellaneous expenses) is paid in full 
(or, if the contract is terminated in accordance with sub-
Paragraph (3) hereof, until the day of termination).

(2) The Company shall at its discretion take custody of the 
Lot in whatever manner it deems appropriate after the 
expiration of the payment period. The Company shall in 
no way be liable for destruction, loss, theft, damage or 
soiling of the Lot for any reason whatsoever prior to the 
receipt by the bidder of the Lot, nor shall the bidder be 
relieved of any obligation to pay the total amount due 
except in the case of intentional misconduct or gross 
negligence by the Company. The Company shall not be 
required to insure the Lot for such period.

(3) The Company may terminate the sales contract if the 
successful bidder fails to pay the total amount due upon 
receipt of a demand notice from the Company. Not 
withstanding the above, provided the Company has sent 
a demand notice to the address of the successful bidder 
registered with the Company or of which the Company 
has been notifi ed by the bidder, in the case where the 
demand notice remains undelivered because the 
addressee is absent or unknown or where the successful 
bidder refuses receipt thereof, the Company may still 
terminate the sales contract. In such a case, the sales 
contract shall be deemed terminated as of the time the 
Company sends a notice of termination to the address of 
the successful bidder agreed to in advance.

(4) If the sales contract is terminated in accordance with 
the preceding sub-Paragraph (3), the Company may sell 
the Lot to a third party either by auction or a privately 
negotiated contract, in which case no reserve price shall 
be placed. In such a case, should the aggregate sum of 
the sales price by auction or sale contract, the buyer's 
premium defined in Article 12 herein, and the 
consumption tax thereon be less than the original 
purchase price, the defaulting bidder shall pay the 
Company the diff erence, and the damages for delay, at 
an annual rate of 18% (in cases in which the Consumer 
Contract Law is applicable, at an annual rate of 14.6%) 
from the day of that auction or conclusion of the sales 
contract until the amount is paid in full. On the other 
hand, if the price is higher than the original purchase 
price, the defaulting bidder shall not make any claim 
whatsoever on the diff erence.

(5) If the sales contract is terminated in accordance with 
the preceding subparagraph (3), the Company may 
return the Lot to the consignor at the request of the 
consignor. In such a case, the defaulting bidder shall pay 
the Company the buyer's premium which the defaulting 
bidder had to pay for the Lot defi ned in Article 12 
herein, and the consumption tax thereon, and the 
damages for delay, at an annual rate of 18% (in cases in 
which the Consumer Contract Law is applicable, at an 
annual rate of 14.6%) from the day of the auction until 
the amount is paid in full.

②When Article 8 or 10 of the Consumer Contract Law takes 
precedence over this Article of The Terms and Conditions, 
the Company shall apply the appropriate provisions of the 
Consumer Contract Law in accordance with Article 27 of 
The Terms and Conditions.

Section Ⅳ CONSIGNMENT

(Consignment)
Article 19. Any person who intends to consign a Lot to the Company 

for sale by auction in the Company's name shall apply for 

sale by consignment subject to The Terms and Conditions 
as well as to the Agreement on Sale for "Modern Art 
PartⅡAuction" by Consignment as separately specifi ed by 
the Company.

②The consignor shall guarantee to the Company that he has 
either complete ownership of the Lot to be consigned or 
the legal right to consign the Lot for sale based on 
complete ownership.

(Reserve Price)
Article 20. The Consignee may sell the Consigned Lot without setting 

a reserve price (minimum selling price. excluding the 
buyer's premium and consumption tax thereon ).

②In spite of the preceding Paragraph, The consignee may 
place a reserve price in accordance with the following sub-
Paragraphs.
(1) The reserve price shall be designated in Japanese yen.
(2) The reserve price shall be agreed upon in writing 
between the Company and the Seller. The reserve price 
may not exceed the ceiling price of the appraised value.

(3) If a reserve price is placed, the Company shall not sell 
the Lot at a price less than the reserve price, except as 
specifi ed in Paragraph1(4) of Article 18.
(4) The reserve price, if placed, may be changed or 
cancelled upon agreement in writing between the 
Company and the Seller.

(Withholding of Name)
Article 21. The Company shall not divulge the name of the consignor 

either at the auction or in the catalogue without the 
consent of the consignor.

SectionⅤ MISCELLANEOUS

(Changes to Terms and Conditions)
Article 22. The Company may change any of The Terms and 

Conditions. Any such changes shall be announced orally by 
the auctioneer on the day of the auction immediately 
before bidding begins for the fi rst Lot and shall take eff ect 
forthwith.

(Prohibition of Transfer of Rights)
Article 23. No right or position in regards to the Company under The 

Terms and Conditions shall be transferred or be provided 
as security.

(Limitation of Liability)
Article 24. The Company shall not be liable for any damages for any 

reason in the case that The Terms and Conditions provide 
for non-liability of the Company.

②The Company shall in no way be liable for any damage in 
the case that such damages are caused by fi re, natural 
disaster, war, disturbance, nuclear fuels, or labor disputes.

③If the Company is obliged to take custody of the Lot for 
the successful bidder and if the Lot is destroyed, lost, 
stolen, damaged, or soiled by negligence by the Company 
that does not fall under any of the previous Paragraphs, 
the Company shall, in relation to the successful bidder, be 
subject to the following:
(1) If the Lot is destroyed, lost, stolen, or seriously damaged 
or soiled, the sales contract between the Company and 
the successful bidder shall automatically be terminated, 
and the successful bidder shall be relieved of any 
obligation to pay the purchase price. If the Company has 
already received the purchase price, the Company shall 
return the purchase price without interest. The 
successful bidder may not claim any damages 

Bank Name: Kyobashi Branch of MUFG Bank
Account Name: SHINWA AUCTION CO., LTD.
Account Number: Ordinary deposit No. 0658207

(Delivery)
Article 14. The Company shall deliver the Lot to the successful bidder 

after the purchase price has been paid in full. Provided, 
however, that if the successful bidder owes any debts to 
the Company that have fallen due (including miscellaneous 
expenses defined in Paragraph 3 of Article 16), the 
Company shall not deliver the Lot until the purchase price 
and all such debts have been fulfi lled. The purchase price 
and all other debts owing to the Company that have fallen 
due shall be hereinafter called as "the total amount due."
②The successful bidder shall receive the Lot within the 
payment period after having paid in full the total amount 
due.
③The place of the delivery of the Lot shall be at the 
premises of the Company, and any expenses for receipt of 
the Lot shall be borne by the successful bidder. The 
Company shall in no way be liable for any accidents to the 
Lot (including destruction, loss, theft, damage, or soiling) 
after the time of delivery (which shall mean the time at 
which the Company delivers the Lot to the successful 
bidder, to his agent or messenger, or to a carrier at the 
Company) except in the case of intentional misconduct or 
gross negligence by the Company. If the Company 
arranges a carrier upon request of the successful bidder, 
such arrangement is made solely as a courtesy, and the 
successful bidder shall take out appropriate insurance. The 
Company shall in no way be liable for any accidents 
(including destruction, loss, theft, damage, or soiling) after 
the time of delivery or for its selection of carrier except in 
the case of intentional misconduct or gross negligence by 
the Company. The successful bidder shall-at his own 
judgment, responsibility, and expense-make such packaging 
as he shall deem proper. The Company may, before 
delivering the Lot, pack the Lot in a manner it deems 
appropriate, but this is intended solely as a courtesy, and 
the Company shall in no way be liable for such packaging 
except in the case of intentional misconduct or gross 
negligence by the Company.

④The successful bidder may inspect the Lot at the time he 
receives the Lot. Regardless of whether the successful 
bidder actually inspects the Lot, when the Company 
delivers the Lot to the successful bidder (or to his agent or 
messenger, or to a carrier), the successful bidder shall 
neither make any claim against the Company nor terminate 
the sales contract for any mistake in the Lot he has 
received, or for any damage or soiling thereof after the 
time of delivery except in the case of intentional 
misconduct or gross negligence by the Company. This 
provision shall not prevent the Company from requiring 
the return of any object that the Company has mistakenly 
delivered.

⑤The successful bidder shall, upon receipt of the Lot, deliver 
to the Company the lot exchange slip. When the Company 
receives the lot exchange slip, the Company shall be 
relieved of any liability even if a party other than the 
successful bidder receives the Lot (except in the case of 
intentional misconduct or gross negligence by the 
Company).

⑥ When Article 8 or 10 of the Consumer Contract Law takes 
precedence over this Article of The Terms and Conditions, 
the Company shall apply the appropriate provisions of the 
Consumer Contract Law in accordance with Article 27 of 
these Terms and Conditions.

(Risk of Loss and Transfer of Ownership)
Article 15. The successful bidder shall bear any risk of loss of the Lot 

after the conclusion of sale (when the auctioneer hammers 
the Lot down to the highest bidder), which means that the 
successful bidder shall bear any loss, destruction, theft, 
damage, or soiling of the Lot not attributable to impropriety 
by the Company.
②Ownership of the Lot shall not be transferred to the 
successful bidder until he pays the total amount due in full 
and the Company delivers the Lot to him. Ownership shall 
be transferred to the successful bidder at the time of the 
delivery of the Lot after the total amount due has been 
paid in full.

(Miscellaneous Expenses)
Article 16. The successful bidder shall not be required to pay any 

storage or insurance charges for the duration of the 
payment period (or if the Company delivers the Lot before 
the expiration of the payment period, until the time of the 
delivery).

②If the successful bidder is unable to receive the Lot within 
the payment period, he shall pay all storage and insurance 
charges from the expiration of the payment period until 
the time the bidder receives the Lot. In any such case, the 
Company shall not be required to take out insurance.
③The storage and insurance charges to be borne by the 
successful bidder shall be referred to as "miscellaneous 
expenses."

(Stolen and Lost Property)
Article 17. If, before the delivery of the Lot, a third party claims that 

the Lot is lost or stolen property of which he is the rightful 
owner and demands its restoration, or if it is discovered 
that the Lot is of a type whose sale or possession is 
prohibited by law, the Company may rescind the sale 
without notice. In any such case, if the Company has 
received payment of the purchase price, it shall refund the 
purchase price without interest, and the successful bidder 
shall not make any further claims against the Company, 
including any claim for damages.

②If the Superintendent General of the Metropolitan Police 
Department, the Chief of Prefectural Police Headquarters 
or the Chief of Police Station directs the Company to keep 
the Lot in its custody for a set period in accordance with 
Article 21 of the Antique Dealings Act, the Company shall 
not deliver the Lot until the expiration of that period. In 
any such case, the phrase "within ten days after the day of 
the auction" in Article 13 shall be replaced by the phrase 
"within three days after the expiration of the period of 
custody set by the Superintendent General of the 
Metropolitan Police Department, the Chief of Prefectural 
Police Headquarters or the Chief of Police Station." The 
replacement phrase shall apply in defi ning "the payment 
period" as it appears in Article 14, 16 and 18. Furthermore, 
the Company shall in no way be held responsible for the 
consequences which may result from any delay in the 
release of the Lot.

(Default of successful bidder)
Article 18. If the successful bidder fails to pay the total amount due 

within the payment period, the following sub-Paragraphs 
shall apply:
(1) The successful bidder shall pay damages for delay at an 
annual rate of 18%, (in cases in which the Consumer 
Contract Law is applicable, at an annual rate of 14.6%)on 
the unpaid amount of the purchase price (excluding the 
consumption tax thereon) from the day following the 
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expiration of the payment period until the total amount 
due (including all miscellaneous expenses) is paid in full 
(or, if the contract is terminated in accordance with sub-
Paragraph (3) hereof, until the day of termination).

(2) The Company shall at its discretion take custody of the 
Lot in whatever manner it deems appropriate after the 
expiration of the payment period. The Company shall in 
no way be liable for destruction, loss, theft, damage or 
soiling of the Lot for any reason whatsoever prior to the 
receipt by the bidder of the Lot, nor shall the bidder be 
relieved of any obligation to pay the total amount due 
except in the case of intentional misconduct or gross 
negligence by the Company. The Company shall not be 
required to insure the Lot for such period.

(3) The Company may terminate the sales contract if the 
successful bidder fails to pay the total amount due upon 
receipt of a demand notice from the Company. Not 
withstanding the above, provided the Company has sent 
a demand notice to the address of the successful bidder 
registered with the Company or of which the Company 
has been notifi ed by the bidder, in the case where the 
demand notice remains undelivered because the 
addressee is absent or unknown or where the successful 
bidder refuses receipt thereof, the Company may still 
terminate the sales contract. In such a case, the sales 
contract shall be deemed terminated as of the time the 
Company sends a notice of termination to the address of 
the successful bidder agreed to in advance.

(4) If the sales contract is terminated in accordance with 
the preceding sub-Paragraph (3), the Company may sell 
the Lot to a third party either by auction or a privately 
negotiated contract, in which case no reserve price shall 
be placed. In such a case, should the aggregate sum of 
the sales price by auction or sale contract, the buyer's 
premium defined in Article 12 herein, and the 
consumption tax thereon be less than the original 
purchase price, the defaulting bidder shall pay the 
Company the diff erence, and the damages for delay, at 
an annual rate of 18% (in cases in which the Consumer 
Contract Law is applicable, at an annual rate of 14.6%) 
from the day of that auction or conclusion of the sales 
contract until the amount is paid in full. On the other 
hand, if the price is higher than the original purchase 
price, the defaulting bidder shall not make any claim 
whatsoever on the diff erence.

(5) If the sales contract is terminated in accordance with 
the preceding subparagraph (3), the Company may 
return the Lot to the consignor at the request of the 
consignor. In such a case, the defaulting bidder shall pay 
the Company the buyer's premium which the defaulting 
bidder had to pay for the Lot defi ned in Article 12 
herein, and the consumption tax thereon, and the 
damages for delay, at an annual rate of 18% (in cases in 
which the Consumer Contract Law is applicable, at an 
annual rate of 14.6%) from the day of the auction until 
the amount is paid in full.

②When Article 8 or 10 of the Consumer Contract Law takes 
precedence over this Article of The Terms and Conditions, 
the Company shall apply the appropriate provisions of the 
Consumer Contract Law in accordance with Article 27 of 
The Terms and Conditions.

Section Ⅳ CONSIGNMENT

(Consignment)
Article 19. Any person who intends to consign a Lot to the Company 

for sale by auction in the Company's name shall apply for 

sale by consignment subject to The Terms and Conditions 
as well as to the Agreement on Sale for "Modern Art 
PartⅡAuction" by Consignment as separately specifi ed by 
the Company.

②The consignor shall guarantee to the Company that he has 
either complete ownership of the Lot to be consigned or 
the legal right to consign the Lot for sale based on 
complete ownership.

(Reserve Price)
Article 20. The Consignee may sell the Consigned Lot without setting 

a reserve price (minimum selling price. excluding the 
buyer's premium and consumption tax thereon ).

②In spite of the preceding Paragraph, The consignee may 
place a reserve price in accordance with the following sub-
Paragraphs.
(1) The reserve price shall be designated in Japanese yen.
(2) The reserve price shall be agreed upon in writing 
between the Company and the Seller. The reserve price 
may not exceed the ceiling price of the appraised value.

(3) If a reserve price is placed, the Company shall not sell 
the Lot at a price less than the reserve price, except as 
specifi ed in Paragraph1(4) of Article 18.
(4) The reserve price, if placed, may be changed or 
cancelled upon agreement in writing between the 
Company and the Seller.

(Withholding of Name)
Article 21. The Company shall not divulge the name of the consignor 

either at the auction or in the catalogue without the 
consent of the consignor.

SectionⅤ MISCELLANEOUS

(Changes to Terms and Conditions)
Article 22. The Company may change any of The Terms and 

Conditions. Any such changes shall be announced orally by 
the auctioneer on the day of the auction immediately 
before bidding begins for the fi rst Lot and shall take eff ect 
forthwith.

(Prohibition of Transfer of Rights)
Article 23. No right or position in regards to the Company under The 

Terms and Conditions shall be transferred or be provided 
as security.

(Limitation of Liability)
Article 24. The Company shall not be liable for any damages for any 

reason in the case that The Terms and Conditions provide 
for non-liability of the Company.

②The Company shall in no way be liable for any damage in 
the case that such damages are caused by fi re, natural 
disaster, war, disturbance, nuclear fuels, or labor disputes.

③If the Company is obliged to take custody of the Lot for 
the successful bidder and if the Lot is destroyed, lost, 
stolen, damaged, or soiled by negligence by the Company 
that does not fall under any of the previous Paragraphs, 
the Company shall, in relation to the successful bidder, be 
subject to the following:
(1) If the Lot is destroyed, lost, stolen, or seriously damaged 
or soiled, the sales contract between the Company and 
the successful bidder shall automatically be terminated, 
and the successful bidder shall be relieved of any 
obligation to pay the purchase price. If the Company has 
already received the purchase price, the Company shall 
return the purchase price without interest. The 
successful bidder may not claim any damages 
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(Delivery)
Article 14. The Company shall deliver the Lot to the successful bidder 

after the purchase price has been paid in full. Provided, 
however, that if the successful bidder owes any debts to 
the Company that have fallen due (including miscellaneous 
expenses defined in Paragraph 3 of Article 16), the 
Company shall not deliver the Lot until the purchase price 
and all such debts have been fulfi lled. The purchase price 
and all other debts owing to the Company that have fallen 
due shall be hereinafter called as "the total amount due."
②The successful bidder shall receive the Lot within the 
payment period after having paid in full the total amount 
due.
③The place of the delivery of the Lot shall be at the 
premises of the Company, and any expenses for receipt of 
the Lot shall be borne by the successful bidder. The 
Company shall in no way be liable for any accidents to the 
Lot (including destruction, loss, theft, damage, or soiling) 
after the time of delivery (which shall mean the time at 
which the Company delivers the Lot to the successful 
bidder, to his agent or messenger, or to a carrier at the 
Company) except in the case of intentional misconduct or 
gross negligence by the Company. If the Company 
arranges a carrier upon request of the successful bidder, 
such arrangement is made solely as a courtesy, and the 
successful bidder shall take out appropriate insurance. The 
Company shall in no way be liable for any accidents 
(including destruction, loss, theft, damage, or soiling) after 
the time of delivery or for its selection of carrier except in 
the case of intentional misconduct or gross negligence by 
the Company. The successful bidder shall-at his own 
judgment, responsibility, and expense-make such packaging 
as he shall deem proper. The Company may, before 
delivering the Lot, pack the Lot in a manner it deems 
appropriate, but this is intended solely as a courtesy, and 
the Company shall in no way be liable for such packaging 
except in the case of intentional misconduct or gross 
negligence by the Company.

④The successful bidder may inspect the Lot at the time he 
receives the Lot. Regardless of whether the successful 
bidder actually inspects the Lot, when the Company 
delivers the Lot to the successful bidder (or to his agent or 
messenger, or to a carrier), the successful bidder shall 
neither make any claim against the Company nor terminate 
the sales contract for any mistake in the Lot he has 
received, or for any damage or soiling thereof after the 
time of delivery except in the case of intentional 
misconduct or gross negligence by the Company. This 
provision shall not prevent the Company from requiring 
the return of any object that the Company has mistakenly 
delivered.

⑤The successful bidder shall, upon receipt of the Lot, deliver 
to the Company the lot exchange slip. When the Company 
receives the lot exchange slip, the Company shall be 
relieved of any liability even if a party other than the 
successful bidder receives the Lot (except in the case of 
intentional misconduct or gross negligence by the 
Company).

⑥ When Article 8 or 10 of the Consumer Contract Law takes 
precedence over this Article of The Terms and Conditions, 
the Company shall apply the appropriate provisions of the 
Consumer Contract Law in accordance with Article 27 of 
these Terms and Conditions.

(Risk of Loss and Transfer of Ownership)
Article 15. The successful bidder shall bear any risk of loss of the Lot 

after the conclusion of sale (when the auctioneer hammers 
the Lot down to the highest bidder), which means that the 
successful bidder shall bear any loss, destruction, theft, 
damage, or soiling of the Lot not attributable to impropriety 
by the Company.
②Ownership of the Lot shall not be transferred to the 
successful bidder until he pays the total amount due in full 
and the Company delivers the Lot to him. Ownership shall 
be transferred to the successful bidder at the time of the 
delivery of the Lot after the total amount due has been 
paid in full.

(Miscellaneous Expenses)
Article 16. The successful bidder shall not be required to pay any 

storage or insurance charges for the duration of the 
payment period (or if the Company delivers the Lot before 
the expiration of the payment period, until the time of the 
delivery).
②If the successful bidder is unable to receive the Lot within 
the payment period, he shall pay all storage and insurance 
charges from the expiration of the payment period until 
the time the bidder receives the Lot. In any such case, the 
Company shall not be required to take out insurance.
③The storage and insurance charges to be borne by the 
successful bidder shall be referred to as "miscellaneous 
expenses."

(Stolen and Lost Property)
Article 17. If, before the delivery of the Lot, a third party claims that 

the Lot is lost or stolen property of which he is the rightful 
owner and demands its restoration, or if it is discovered 
that the Lot is of a type whose sale or possession is 
prohibited by law, the Company may rescind the sale 
without notice. In any such case, if the Company has 
received payment of the purchase price, it shall refund the 
purchase price without interest, and the successful bidder 
shall not make any further claims against the Company, 
including any claim for damages.
②If the Superintendent General of the Metropolitan Police 
Department, the Chief of Prefectural Police Headquarters 
or the Chief of Police Station directs the Company to keep 
the Lot in its custody for a set period in accordance with 
Article 21 of the Antique Dealings Act, the Company shall 
not deliver the Lot until the expiration of that period. In 
any such case, the phrase "within ten days after the day of 
the auction" in Article 13 shall be replaced by the phrase 
"within three days after the expiration of the period of 
custody set by the Superintendent General of the 
Metropolitan Police Department, the Chief of Prefectural 
Police Headquarters or the Chief of Police Station." The 
replacement phrase shall apply in defi ning "the payment 
period" as it appears in Article 14, 16 and 18. Furthermore, 
the Company shall in no way be held responsible for the 
consequences which may result from any delay in the 
release of the Lot.

(Default of successful bidder)
Article 18. If the successful bidder fails to pay the total amount due 

within the payment period, the following sub-Paragraphs 
shall apply:
(1) The successful bidder shall pay damages for delay at an 
annual rate of 18%, (in cases in which the Consumer 
Contract Law is applicable, at an annual rate of 14.6%)on 
the unpaid amount of the purchase price (excluding the 
consumption tax thereon) from the day following the 
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whatsoever.
(2) If the damage to or soiling of the Lot is not serious, the 
Company shall reduce the purchase price in proportion 
to the degree of such damage or soil. The successful 
bidder may not claim any damages whatsoever beyond 
the reduction.

(3) The burden of proof of damage or soiling shall be on the 
successful bidder.

(4) The Company shall in no way be liable for its custody of 
frames, glass, mounting and case, and shall not be liable 
for any destruction, loss, theft, damage, or soiling thereto 
except in the case of intentional misconduct or gross 
negligence by the Company.
(5) The amount of damages to be paid by the Company 
under this Paragraph shall be appropriated by insurance 
money to be received by the Company based on the 
damage insurance contract concluded between the 
Company and the insurance company.

④Except as otherwise provided in the preceding Paragraphs, 
the Company shall in no way be liable for any damages 
except in the case of intentional misconduct or gross 
negligence on the part of the Company. If the Company is 
to be liable for its intentional misconduct or gross 
negligence, the range of compensation for the loss shall be 
limited to the extent of the damages reasonably foreseeable 
to the Company at the point in time when the intentional 
misconduct or gross negligence occurred.

(Qualifi cation restriction)
Article 25. The Company will not cooperate or do business with any 

person or entity of the type described in any of the 
following sub-Paragraphs.
(1) A person or entity that engages in or has the intent of 
engaging in any activity such as money laundering; or 
that engages in or has the intent of engaging in raising 
funds making use of illegal or improper methods, 
inappropriate pressure, or violence; or within the past 
fi ve years has engaged in or has the intent of engaging 
in any conduct of an anti-social group or member 
(hereinafter referred to as an anti-social group or 
member).Such groups or members include, but are not 
limited to: an organized crime group, a member or 
associate member of an organized crime group, a 
corporation related to an organized crime group, a group 
that engages in criminal activities under the pretext of 
conducting social campaigns or political activities, and a 
special intelligence organized crime group.
(2) A person or entity that participates in an auction 
accompanied by an anti-social group or member, or that 
intends to let an anti-social group or member participate 
in an auction by introduction.

(3) A corporation in which a director or auditor belongs to 
an anti-social group.

(4) A person or entity that uses threatening behavior or 
violence with regard to business with the Company.

(5) A person or entity that damages the Company's trust 
by spreading a false rumor; or uses trickery, deception, 
or inappropriate pressure; or interferes with the 
Company's activities in any way.
(6) A person or entity that does not adhere to the 
Company's Terms and Conditions or its rules.

②The Company shall cancel business with any person or 
entity that, in the Company's sole judgment, meets any of 
the descriptions in the sub-Paragraphs above and shall 
refuse to do business with any such person or entity now 
and in the future.

Additional contract conditions for payment of 
Purchase Price in Bitcoin

①A successful bidder may pay the purchase price defi ned in Article 12 
in Bitcoin instead of Japanese Yen. 

②A successful bidder who intends to pay the purchase price in Bitcoin 
(hereinafter referred to as a “Bitcoin Payer”) shall notify the 
Company of payments to be made in Bitcoin at least one working day 
before the day the Bitcoin Payer intends to make payment (hereinafter 
referred to as the “Payment Day”).
③The Company shall notify a Bitcoin Payer of the purchase price 
designated in Bitcoin and the currency conversion rate on the 
Payment Day. The Company shall set the currency conversion rate 
by reference to the rate of the Bitcoin marketplace on the Payment 
Day.

④The validity of the currency conversion rate is limited to the time on 
the Payment Day designated by the Company (hereinafter referred to 
as the “Designated Time”). Payments shall be made in Bitcoin by 
remittance to the Company’s accounts (in which case the remittance 
must reach the designated account by the Designated Time), and a 
Bitcoin Payer shall send remittance data of the payment to the 
Company by e-mail.

⑤If a Bitcoin Payer fails to pay the total amount due by the Designated 
Time, the Company shall invalidate the currency conversion rate of 
which it had notifi ed the Bitcoin Payer. If the Bitcoin Payer still 
intends to pay the purchase price in Bitcoin, it shall inform the 
Company. In such an instance, the Company will notify the Bitcoin 
Payer of the new currency conversion rate and the new purchase 
price designated in Bitcoin.

Additional contract condition for Live Bidding 
System

①A bid may be placed in writing by facsimile, by the internet system 
(order bid), telephone bid or live bidding system designated by the 
Company.

②Any person who wish to make a bid for a Lot using the live bidding 
system at an Auction, must comply with these Terms and Conditions 
of Auction and Live Bidding System Terms and Conditions of Use 
published on our website.

(Applicable Law)
Article 26. The Terms and Conditions shall be governed by and 

interpreted under the laws of Japan, and any matters not 
provided for herein shall be subject to the laws of Japan.

(The Consumer Contract Law)
Article 27. Where applicable, the Consumer Contract Law takes 

precedence over The Terms and Conditions. In addition, 
The Terms and Conditions shall be read and applied in 
accordance with other civil laws of Japan.

(Jurisdiction)
Article 28. Any lawsuit arising under this agreement shall be brought 

exclusively in the Tokyo District Court of Japan.

Article 29. This English translation of the original document in 
Japanese is provided for the convenience of customers; 
however, in the case of any discrepancy between the 
English and Japanese versions or any question of 
interpretation, the Japanese document shall control.

206



207



ワインオークション規約
 （令和元年10月改正）

Shinwa Auction株式会社（以下「当社」という。）がワインオークション
の名称で行う酒類の競売（オークション）は本規約に従い行われる。競売で
の売却換価のために当社との間で売買契約を締結する者または売買契約を締
結した者、当社に買い受けの申出（ビッド）をする者及び競売により売買契
約が成立した者その他関係者はこの規約を承認し、本規約に従わなければな
らない。但し、当社との間で別途の合意をした場合は当社とその合意をした
者との間ではその合意が優先する。

第一章　　商品（競売対象酒類）

（競売対象酒類等）
第１条 　当社は、ワインをはじめとする酒類、グラス等（これらを総称し

て以下「商品」という｡）を競売の方法により売却する。

（状態）
第２条 　商品は、現状有姿のまま、販売されるものであり、当社は第19条

に定める以外に商品の品質、容器のシミ、キズその他の瑕疵、欠陥
について責任を負わない。

 　なお、古いワインについてはワインの漏損等の状態やケース、ラ
ベル、コルク等の自然変化は当然あるものとの前提で売買されるも
のとする。

（下見会）
第３条 　当社は、競売の前に下見会を催し、商品を買い受け希望者に対し

展覧に供する。
②　買い受けを希望する者は下見会において商品を見分、調査（必要
があり、当社が承認する場合以外商品に触れることはできない。以
下同じ。）することができるのであり、買い受けの申出をする者は、
商品の状態（瑕疵、欠陥を含む。）については自己の判断、責任に
おいて買い受けの申出をしなければならない。

③　当社は、下見会に入場を希望する者に対し、氏名その他身分を明
らかにすることを求めることができ、身分証明書等の呈示を求める
ことがある。当社は、当社の裁量により、理由を告げることなく、
下見会への入場を拒否する事ができる。

（カタログ）
第４条 　当社は、商品について、買い受け希望者の参考に供するため、カ

タログを作製し、有料頒布する。
②　カタログに記載された解説、説明（銘柄名、醸造者、原産地、年
代、サイズ、状態等）は、あくまでも買い受け希望者の参考に供す
るために記載されるものである。当社は第19条に定める場合を除き、
この記載の正確性、商品の瑕疵、欠陥についての記載の誤りについ
て一切の責任を負わない。

③　カタログの図版は、イメージであり、商品の色調、形状などを正
確にあらわすものではなく、状態、品質を示すものでもないのであ
り、カタログの図版が実物を正確にあらわさないことについて当社
は一切その責任を負わない。

④　当社はカタログに商品の評価額を記載することがある。評価額は
日本円で上限及び下限の2つを記載する（この評価額は当社の手数
料及び手数料に対する消費税は含まれない。）が、この評価額は、
商品の現下の市況その他に基づき当社が適切と考える価格を買い受
け希望者の参考のため記載するものであり、競売により実際に売買
される価格は、競売の性格上当然のことであるが、この評価額に一
切とらわれるものではなく、評価額の上限を超えることもあり、下
限を下回ることもある。但し、第20条に規定する最低売却価格（公
表されず、また、評価額の下限以下とは限らない。）を下回る価格
では販売されない。

（カタログ記載の変更）
第５条 　カタログ記載の解説、説明は、予告なく変更されることがある。

この変更は、競売の会場における書面による掲示により、または、
競売人が当該商品の競売に着手する直前に口頭によりなされる。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

なす。

第二章　競売

（登録）
第６条 　競売の会場に入場し、買い受けの申出をすることができる者にな

ることを希望する者は、予め、当社に対し、住所及び氏名（法人と
して買い受けの申出を希望する者は、法人名及び代表者名。代理人
または使者（法人のために買い受けの申出をする者を含む。以下同
じ。）が入場する場合は本人の住所、氏名及び代理人、使者の住所、
氏名）を登録し、代理人または使者の場合は本人の委任状を提出し
なければならない（但し、代理人または使者の場合は第８条第５項
の定めるところによる。）。登録は、予め当社に対してなされるもの
とする。

②　当社は、登録希望者に対し、身分証明書の呈示等を求めることが
ある。

③　当社は、当社の裁量により、理由を述べることなく、登録希望者
の登録を拒否し、または、登録済の者でも競売の会場への入場を拒
否することができる。

④　予め登録した者は競売の当日受付にて確認を受けなければならな
い。

（パドル）
第７条 　当社は登録した者に対し、競売の日の当日、競売の会場の受付に

おいて、パドル（番号を記載した札）を交付する。
②　パドルの番号は、競売人が買い受けの申出をした者を特定するた
めに用いられるものであり、競売人が買い受けの申出をした者に対
し、パドルを掲げて見やすくするよう求めたときは直ちにその指示
に従わなければならない。

③　買い受けの申出をする者は、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らない。

④　パドルの交付を受けた者は、パドルを紛失したときは直ちに競売
の会場の当社係員に通知しなければならず、また、競売終了時また
は途中退場時にはパドルを当社に返還しなければならない。

（競売の方法）
第８条 　競売は、当社が指定する競売人の主宰の下で、次項以下に定める

ところにより、買い受けの申出の額を競り上げさせることにより行
う。なお、競売における買い受けの申出の額は、当社の手数料及び
手数料に対する消費税を含まない価額で行われるものとし、買い受
けの申出をする者は、売買成立の際は第12条の定めるところにより
当社に対する手数料及び手数料に対する消費税をあわせ支払うべき
ことを予め承認する。

②　当社は、第20条の規定により最低売却価格の設定がある場合、最
低売却価格を公表しない。

③　競売は、カタログに記載した商品の番号（ロット番号）の順に行
われるが、当社は予めの通知なく、予定した商品（ロット）の競売
を撤回することがあり、または、同一の番号の複数の商品を分割し
て競売に付したり、複数の番号の商品を一括して競売に付すことが
ある。

④　競売は競売人の裁量の下に行われるものとし、競りの第一声（オー
プニングビッド。発句）は競売人がその裁量により行い、競り上げ
の値巾も競売人がその裁量により決定する。（第20条に規定する最
低売却価格の設定がある場合、競りの第一声はこれに拘束されず、
最低売却価格を下回る額である場合もあり、上回る額である場合も
ある。）

⑤　買い受けの申出をする者は、予め当社に対し別の者の代理人また
は使者として買い受けの申出をする旨通知し当社がその旨を承認し
た場合を除き、本人として買い受けの申出をしたものとみなす。な
お、複数の者が共同の名義により一の買い受けの申出をすることは
できない。

⑥　買い受けの申出は、パドルを掲げること、ジェスチャー（身振り、
手振り、顔つき等）等により行なわれる。買い受けの申出をした者
は、自らの買い受けの申出が競売人に認識されていないと判断した
ときは直ちに競売人の注意をひくべき行動をしなければならない。

⑦　買い受けの申出は、買い受けの申出人が競売の会場において直接
行う他、書面等により行うことができる。書面等による買い受けの

申出は第10条の規定に従い行われるものとする。
⑧　当社は、第20条に規定する最低売却価格を守るため、最低売却価
格を超えるまで、買い受けの申出をするものとし、この買い受けの
申出の方法は競売人を通して行う方法その他当社の裁量による方法
により行われる。

⑨　競売人はあらゆる買い受けの申出に対し、理由を告げず、これを
拒否する自由を有する。

⑩　買い受けの申出をした者は、より高額の買い受けの申出（第８項
の当社の買い受けの申出を含む。）があるまで、申出の額に拘束され、
そのより高額の買い受けの申出があったとき当該買い受けの申出は
失効する。但し、そのより高額の買い受けの申出が競売人に拒否さ
れる等して無効な場合は当該買い受けの申出は失効せず、申出の額
の拘束は維持される。

⑪　買い受けの申出は、前項に規定する場合のほか、競売人がこれを
拒否したとき、最低売却価格に達せず競売が終了したときまたは競
売人が再競売に付したときは効力を失う。

⑫　競売人は、買い受けの申出の額のうち、競売人が認識し得た最高
額のものを２回以上呼び上げた後ハンマーを打ち、ハンマーを打っ
た時点でその最高額の買い受けの申出をした者を買い受け人として、
当社との間で当該価額を売買代金とする売買契約が成立する。以下、
以上により買い受け人と決定した者を「落札者」といい、当該価額
を「落札価額」という。

⑬　最高額の買い受けの申出をした者が、競売人がハンマーを打つ以
前にその申出を翻した（撤回した）場合、競売人は、それにもかか
わらず当該最高額の買い受けの申出をした者を買い受け人（落札者）
として決定することができ、または、競売人の裁量により、次順位
の買い受けの申出をした者を買い受け人(落札者)として決定するこ
とができる。

⑭　競売に関する紛争、紛議は競売人がその裁量により裁定するもの
とし、関係者は全て競売人の裁定に従わなければならない。競売人
は、紛争、紛議がある場合、その裁量により、買い受けの申出を拒
否し、最高額買い受け人を決定し、競売を続行して新たな買い受け
の申出を受け、または、当該商品に係る従前の買い受けの申出の全
てを無効とし再競売に付すことができる。

⑮　落札者が決定し、競売人が次の商品の競売に着手した後は何人も
競売について異議を述べることができない。

（落札確認書）
第９条 　落札者は、売買成立後直ちに、競売の会場において、当社の求め

に応じ、商品番号、落札価額を記載した落札確認書に商品番号、落
札価額を確認のうえ、署名または記名押印しなければならない。落
札者が法人の場合は法人名を記載した上、代理人または使者が署名
または記名押印をしなければならない。但し、売買は競売人がハン
マーを打った時点で成立しており、落札確認書は記録のためのもの
である。

②　落札者が前項の署名または記名押印を直ちにしないときは、競売
人は、その裁量により、その場で売買契約を解除し、当該商品を再
競売に付すことができる。第18条第１項第４号の規定はこの場合に
準用する。

③　当社は落札者が落札確認書に署名または記名押印した後、商品引
取書を落札者に交付する。落札者は商品引取りの際、当該商品引取
書を当社に交付しなければならない。なお、商品引取書は免責証券
にすぎず、それ以上の意味を持つものではない。以下、第10条にお
ける商品取引書も同様である。

（書面等による買い受けの申出（オーダービッド））
第10条 　買い受けの申出は、予め書面、ファックスまたは当社所定のイン

ターネットシステム（以下「書面等」という。）により行うことが
できる。

②　書面等による買い受けの申出は、競売の日の２営業日より前に、
当社宛、住所、氏名（法人の場合は法人名、代表者名）、商品番号、
買い受けの申出の最高限度額（当社の手数料及び手数料に対する消
費税を含まない額。以下同じ。）を明記し、かつ、署名または記名
押印したうえ申し出るものとする。なお、買い受けの申出の最高限
度額の記載のない申出は当然に無効とする。

③　当社は、書面等による買い受けの申出人のため、買い受けの申出
をするものとし、その方法は、競売人を通して行う他当社の裁量に

よる方法により行われる。
④　書面等による買い受けの申出をした者は、その買い受けの申出の
最高限度額が他の買い受けの申出の額の最高のもの及び最低売却価
格の双方より高い場合に、他の買い受けの申出の額の最高のものま
たは最低売却価格のいずれか高いものに競売人が適当と判断する値
巾の金額を加えた価額を落札価額として、落札者となることができ
る。この場合、落札者の決定は、競売の会場における買い受けの申
出の場合と同様に、競売の会場において競売人が最高額買い受け人
と定めハンマーを打つことにより売買契約が成立する。

⑤　同一の商品に対し、同一の額を買い受けの申出の最高限度額とす
る複数の書面等による買い受けの申出があった場合は、先に当社に
到着したものが優先する。なお、同時に到着した場合で前項により
落札者となることができる場合は、後日抽選により決定する。

⑥　当社は、書面等による買い受けの申出に対し、理由を告げずこれ
を拒否することができる。当社の拒否の意思表示が書面等による買
い受けの申出人に到達しなかった場合、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そのことによる責任は一切負わ
ない。

⑦　手違いその他の理由を問わず、書面等による買い受けの申出が競
売において執行されなかった場合（第８条第３項の場合であって当
社が当該書面等による買い受けの申出を執行しなかったときを含
む。）、当社は、当社の重大な過失によるものである場合以外そのこ
とに関し一切の責任を負わない。

⑧　第５条に規定するカタログ記載の解説、説明が変更された場合、
書面等による買い受けの申出は変更された解説、説明に従って行わ
れたものとみなす。当社はできるだけ当該変更を通知する努力をす
るが、当該変更が予め書面等による買い受けの申出をした者に伝達
されなかった場合そのことについて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。

⑨　書面等による買い受けの申出人が落札者となった場合、当社は速
やかにその旨同人に通知し、落札者は、その通知があった後直ちに、
商品番号、落札価額、住所、氏名（法人の場合は法人名、代表者名）
を明記した落札確認書を、商品番号、落札価額を確認したうえ、署
名または記名押印して当社に交付しなければならない。但し、売買
は競売人がハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書は記
録のためのものである。その後、当社は商品引取書を交付する。落
札者は商品引取りの際、商品引取書を当社に交付しなければならな
い。

⑩　本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第26条に従い適
用するものとする。

（電話による買い受けの申出）
第11条 　買い受けの申出は、会場に架設した電話を通して行うことができ

る。
②　電話による買い受けの申出をしようとする者は、予め当社に申し
込み、当社の指示に従わなければならない。この場合第10条第６項
を準用する。

③　電話による買い受けの申出をしたい旨の申し込みがあり、当社が
承諾した場合でも、電話の取り次ぎの手違いその他の理由により、
電話による買い受けの申出が競売において執行されなかった場合、
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その
ことによる責任は一切負わない。

④　電話による買い受けの申出人が落札者となったときは、落札者は
直ちに、商品番号、落札価額、住所、氏名（法人の場合は法人名、
代表者名）を明記した落札確認書を、商品番号、落札価額を確認し
たうえ、署名または記名押印して当社に交付しなければならない。
但し、売買はハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書は
その記録のためのものである。その後、当社は落札者に対し、作品
引取書を交付する。落札者は商品引取りの際、作品引取書を当社に
交付しなければならない。

⑤　本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第26条に従い適
用するものとする。
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ワインオークション規約
 （令和元年10月改正）

Shinwa Auction株式会社（以下「当社」という。）がワインオークション
の名称で行う酒類の競売（オークション）は本規約に従い行われる。競売で
の売却換価のために当社との間で売買契約を締結する者または売買契約を締
結した者、当社に買い受けの申出（ビッド）をする者及び競売により売買契
約が成立した者その他関係者はこの規約を承認し、本規約に従わなければな
らない。但し、当社との間で別途の合意をした場合は当社とその合意をした
者との間ではその合意が優先する。

第一章　　商品（競売対象酒類）

（競売対象酒類等）
第１条 　当社は、ワインをはじめとする酒類、グラス等（これらを総称し

て以下「商品」という｡）を競売の方法により売却する。

（状態）
第２条 　商品は、現状有姿のまま、販売されるものであり、当社は第19条

に定める以外に商品の品質、容器のシミ、キズその他の瑕疵、欠陥
について責任を負わない。

 　なお、古いワインについてはワインの漏損等の状態やケース、ラ
ベル、コルク等の自然変化は当然あるものとの前提で売買されるも
のとする。

（下見会）
第３条 　当社は、競売の前に下見会を催し、商品を買い受け希望者に対し

展覧に供する。
②　買い受けを希望する者は下見会において商品を見分、調査（必要
があり、当社が承認する場合以外商品に触れることはできない。以
下同じ。）することができるのであり、買い受けの申出をする者は、
商品の状態（瑕疵、欠陥を含む。）については自己の判断、責任に
おいて買い受けの申出をしなければならない。

③　当社は、下見会に入場を希望する者に対し、氏名その他身分を明
らかにすることを求めることができ、身分証明書等の呈示を求める
ことがある。当社は、当社の裁量により、理由を告げることなく、
下見会への入場を拒否する事ができる。

（カタログ）
第４条 　当社は、商品について、買い受け希望者の参考に供するため、カ

タログを作製し、有料頒布する。
②　カタログに記載された解説、説明（銘柄名、醸造者、原産地、年
代、サイズ、状態等）は、あくまでも買い受け希望者の参考に供す
るために記載されるものである。当社は第19条に定める場合を除き、
この記載の正確性、商品の瑕疵、欠陥についての記載の誤りについ
て一切の責任を負わない。

③　カタログの図版は、イメージであり、商品の色調、形状などを正
確にあらわすものではなく、状態、品質を示すものでもないのであ
り、カタログの図版が実物を正確にあらわさないことについて当社
は一切その責任を負わない。

④　当社はカタログに商品の評価額を記載することがある。評価額は
日本円で上限及び下限の2つを記載する（この評価額は当社の手数
料及び手数料に対する消費税は含まれない。）が、この評価額は、
商品の現下の市況その他に基づき当社が適切と考える価格を買い受
け希望者の参考のため記載するものであり、競売により実際に売買
される価格は、競売の性格上当然のことであるが、この評価額に一
切とらわれるものではなく、評価額の上限を超えることもあり、下
限を下回ることもある。但し、第20条に規定する最低売却価格（公
表されず、また、評価額の下限以下とは限らない。）を下回る価格
では販売されない。

（カタログ記載の変更）
第５条 　カタログ記載の解説、説明は、予告なく変更されることがある。

この変更は、競売の会場における書面による掲示により、または、
競売人が当該商品の競売に着手する直前に口頭によりなされる。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

なす。

第二章　競売

（登録）
第６条 　競売の会場に入場し、買い受けの申出をすることができる者にな

ることを希望する者は、予め、当社に対し、住所及び氏名（法人と
して買い受けの申出を希望する者は、法人名及び代表者名。代理人
または使者（法人のために買い受けの申出をする者を含む。以下同
じ。）が入場する場合は本人の住所、氏名及び代理人、使者の住所、
氏名）を登録し、代理人または使者の場合は本人の委任状を提出し
なければならない（但し、代理人または使者の場合は第８条第５項
の定めるところによる。）。登録は、予め当社に対してなされるもの
とする。

②　当社は、登録希望者に対し、身分証明書の呈示等を求めることが
ある。

③　当社は、当社の裁量により、理由を述べることなく、登録希望者
の登録を拒否し、または、登録済の者でも競売の会場への入場を拒
否することができる。

④　予め登録した者は競売の当日受付にて確認を受けなければならな
い。

（パドル）
第７条 　当社は登録した者に対し、競売の日の当日、競売の会場の受付に

おいて、パドル（番号を記載した札）を交付する。
②　パドルの番号は、競売人が買い受けの申出をした者を特定するた
めに用いられるものであり、競売人が買い受けの申出をした者に対
し、パドルを掲げて見やすくするよう求めたときは直ちにその指示
に従わなければならない。

③　買い受けの申出をする者は、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らない。

④　パドルの交付を受けた者は、パドルを紛失したときは直ちに競売
の会場の当社係員に通知しなければならず、また、競売終了時また
は途中退場時にはパドルを当社に返還しなければならない。

（競売の方法）
第８条 　競売は、当社が指定する競売人の主宰の下で、次項以下に定める

ところにより、買い受けの申出の額を競り上げさせることにより行
う。なお、競売における買い受けの申出の額は、当社の手数料及び
手数料に対する消費税を含まない価額で行われるものとし、買い受
けの申出をする者は、売買成立の際は第12条の定めるところにより
当社に対する手数料及び手数料に対する消費税をあわせ支払うべき
ことを予め承認する。

②　当社は、第20条の規定により最低売却価格の設定がある場合、最
低売却価格を公表しない。

③　競売は、カタログに記載した商品の番号（ロット番号）の順に行
われるが、当社は予めの通知なく、予定した商品（ロット）の競売
を撤回することがあり、または、同一の番号の複数の商品を分割し
て競売に付したり、複数の番号の商品を一括して競売に付すことが
ある。

④　競売は競売人の裁量の下に行われるものとし、競りの第一声（オー
プニングビッド。発句）は競売人がその裁量により行い、競り上げ
の値巾も競売人がその裁量により決定する。（第20条に規定する最
低売却価格の設定がある場合、競りの第一声はこれに拘束されず、
最低売却価格を下回る額である場合もあり、上回る額である場合も
ある。）

⑤　買い受けの申出をする者は、予め当社に対し別の者の代理人また
は使者として買い受けの申出をする旨通知し当社がその旨を承認し
た場合を除き、本人として買い受けの申出をしたものとみなす。な
お、複数の者が共同の名義により一の買い受けの申出をすることは
できない。

⑥　買い受けの申出は、パドルを掲げること、ジェスチャー（身振り、
手振り、顔つき等）等により行なわれる。買い受けの申出をした者
は、自らの買い受けの申出が競売人に認識されていないと判断した
ときは直ちに競売人の注意をひくべき行動をしなければならない。

⑦　買い受けの申出は、買い受けの申出人が競売の会場において直接
行う他、書面等により行うことができる。書面等による買い受けの

申出は第10条の規定に従い行われるものとする。
⑧　当社は、第20条に規定する最低売却価格を守るため、最低売却価
格を超えるまで、買い受けの申出をするものとし、この買い受けの
申出の方法は競売人を通して行う方法その他当社の裁量による方法
により行われる。

⑨　競売人はあらゆる買い受けの申出に対し、理由を告げず、これを
拒否する自由を有する。

⑩　買い受けの申出をした者は、より高額の買い受けの申出（第８項
の当社の買い受けの申出を含む。）があるまで、申出の額に拘束され、
そのより高額の買い受けの申出があったとき当該買い受けの申出は
失効する。但し、そのより高額の買い受けの申出が競売人に拒否さ
れる等して無効な場合は当該買い受けの申出は失効せず、申出の額
の拘束は維持される。

⑪　買い受けの申出は、前項に規定する場合のほか、競売人がこれを
拒否したとき、最低売却価格に達せず競売が終了したときまたは競
売人が再競売に付したときは効力を失う。

⑫　競売人は、買い受けの申出の額のうち、競売人が認識し得た最高
額のものを２回以上呼び上げた後ハンマーを打ち、ハンマーを打っ
た時点でその最高額の買い受けの申出をした者を買い受け人として、
当社との間で当該価額を売買代金とする売買契約が成立する。以下、
以上により買い受け人と決定した者を「落札者」といい、当該価額
を「落札価額」という。

⑬　最高額の買い受けの申出をした者が、競売人がハンマーを打つ以
前にその申出を翻した（撤回した）場合、競売人は、それにもかか
わらず当該最高額の買い受けの申出をした者を買い受け人（落札者）
として決定することができ、または、競売人の裁量により、次順位
の買い受けの申出をした者を買い受け人(落札者)として決定するこ
とができる。

⑭　競売に関する紛争、紛議は競売人がその裁量により裁定するもの
とし、関係者は全て競売人の裁定に従わなければならない。競売人
は、紛争、紛議がある場合、その裁量により、買い受けの申出を拒
否し、最高額買い受け人を決定し、競売を続行して新たな買い受け
の申出を受け、または、当該商品に係る従前の買い受けの申出の全
てを無効とし再競売に付すことができる。

⑮　落札者が決定し、競売人が次の商品の競売に着手した後は何人も
競売について異議を述べることができない。

（落札確認書）
第９条 　落札者は、売買成立後直ちに、競売の会場において、当社の求め

に応じ、商品番号、落札価額を記載した落札確認書に商品番号、落
札価額を確認のうえ、署名または記名押印しなければならない。落
札者が法人の場合は法人名を記載した上、代理人または使者が署名
または記名押印をしなければならない。但し、売買は競売人がハン
マーを打った時点で成立しており、落札確認書は記録のためのもの
である。

②　落札者が前項の署名または記名押印を直ちにしないときは、競売
人は、その裁量により、その場で売買契約を解除し、当該商品を再
競売に付すことができる。第18条第１項第４号の規定はこの場合に
準用する。

③　当社は落札者が落札確認書に署名または記名押印した後、商品引
取書を落札者に交付する。落札者は商品引取りの際、当該商品引取
書を当社に交付しなければならない。なお、商品引取書は免責証券
にすぎず、それ以上の意味を持つものではない。以下、第10条にお
ける商品取引書も同様である。

（書面等による買い受けの申出（オーダービッド））
第10条 　買い受けの申出は、予め書面、ファックスまたは当社所定のイン

ターネットシステム（以下「書面等」という。）により行うことが
できる。

②　書面等による買い受けの申出は、競売の日の２営業日より前に、
当社宛、住所、氏名（法人の場合は法人名、代表者名）、商品番号、
買い受けの申出の最高限度額（当社の手数料及び手数料に対する消
費税を含まない額。以下同じ。）を明記し、かつ、署名または記名
押印したうえ申し出るものとする。なお、買い受けの申出の最高限
度額の記載のない申出は当然に無効とする。

③　当社は、書面等による買い受けの申出人のため、買い受けの申出
をするものとし、その方法は、競売人を通して行う他当社の裁量に

よる方法により行われる。
④　書面等による買い受けの申出をした者は、その買い受けの申出の
最高限度額が他の買い受けの申出の額の最高のもの及び最低売却価
格の双方より高い場合に、他の買い受けの申出の額の最高のものま
たは最低売却価格のいずれか高いものに競売人が適当と判断する値
巾の金額を加えた価額を落札価額として、落札者となることができ
る。この場合、落札者の決定は、競売の会場における買い受けの申
出の場合と同様に、競売の会場において競売人が最高額買い受け人
と定めハンマーを打つことにより売買契約が成立する。

⑤　同一の商品に対し、同一の額を買い受けの申出の最高限度額とす
る複数の書面等による買い受けの申出があった場合は、先に当社に
到着したものが優先する。なお、同時に到着した場合で前項により
落札者となることができる場合は、後日抽選により決定する。

⑥　当社は、書面等による買い受けの申出に対し、理由を告げずこれ
を拒否することができる。当社の拒否の意思表示が書面等による買
い受けの申出人に到達しなかった場合、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そのことによる責任は一切負わ
ない。

⑦　手違いその他の理由を問わず、書面等による買い受けの申出が競
売において執行されなかった場合（第８条第３項の場合であって当
社が当該書面等による買い受けの申出を執行しなかったときを含
む。）、当社は、当社の重大な過失によるものである場合以外そのこ
とに関し一切の責任を負わない。

⑧　第５条に規定するカタログ記載の解説、説明が変更された場合、
書面等による買い受けの申出は変更された解説、説明に従って行わ
れたものとみなす。当社はできるだけ当該変更を通知する努力をす
るが、当該変更が予め書面等による買い受けの申出をした者に伝達
されなかった場合そのことについて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。

⑨　書面等による買い受けの申出人が落札者となった場合、当社は速
やかにその旨同人に通知し、落札者は、その通知があった後直ちに、
商品番号、落札価額、住所、氏名（法人の場合は法人名、代表者名）
を明記した落札確認書を、商品番号、落札価額を確認したうえ、署
名または記名押印して当社に交付しなければならない。但し、売買
は競売人がハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書は記
録のためのものである。その後、当社は商品引取書を交付する。落
札者は商品引取りの際、商品引取書を当社に交付しなければならな
い。

⑩　本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第26条に従い適
用するものとする。

（電話による買い受けの申出）
第11条 　買い受けの申出は、会場に架設した電話を通して行うことができ

る。
②　電話による買い受けの申出をしようとする者は、予め当社に申し
込み、当社の指示に従わなければならない。この場合第10条第６項
を準用する。

③　電話による買い受けの申出をしたい旨の申し込みがあり、当社が
承諾した場合でも、電話の取り次ぎの手違いその他の理由により、
電話による買い受けの申出が競売において執行されなかった場合、
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その
ことによる責任は一切負わない。

④　電話による買い受けの申出人が落札者となったときは、落札者は
直ちに、商品番号、落札価額、住所、氏名（法人の場合は法人名、
代表者名）を明記した落札確認書を、商品番号、落札価額を確認し
たうえ、署名または記名押印して当社に交付しなければならない。
但し、売買はハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書は
その記録のためのものである。その後、当社は落札者に対し、作品
引取書を交付する。落札者は商品引取りの際、作品引取書を当社に
交付しなければならない。

⑤　本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第26条に従い適
用するものとする。
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第三章　落札者

（購入代金）
第12条 　落札者は、当社に対し、売買代金（落札価額）のほかに、これに

加えて、次の各号の定めに従い計算された金額の合計額を当社の手
数料として、この当社の手数料に対する消費税をあわせて支払わな
ければならない。以下、売買代金（落札価額）ならびに当社の手数
料及び当社の手数料に対する消費税を「購入代金」という。
⑴　落札価額の200万円までの部分に対する16.5パーセント相当額
（消費税を含む）
⑵　落札価額の200万円を超え、5000万円までの部分に対する13.2
パーセント相当額（消費税を含む）

⑶　落札価額の5000万円を超える部分に対する11.0パーセント相当
額（消費税を含む）

（購入代金の支払期限）
第13条 　落札者は、当社に対し、購入代金全額を競売の日から10日以内（但

し、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を
除く。以下この期間を「支払期間」という。なお、この期間内の各
日は、当社の営業時間内に限る。以下同じ。）に、日本円により、
銀行小切手または下記銀行口座に対する振込送金により（支払期間
内に送金が到達することを要する。）支払わなければならない。

記
口座名　　Shinwa Auction株式会社

みずほ銀行 銀座通支店 普通預金 No.2483416
三菱UFJ銀行 京 橋 支 店 普通預金 No.0658207
三井住友銀行 銀 座 支 店 普通預金 No.8440268
りそな銀行 新 橋 支 店 普通預金 No.1961341

（引渡し）
第14条 　当社は、落札者が購入代金の支払いを完了した後、商品を落札者

に引渡す。但し、落札者が購入代金の他に、当社に対し履行期に達
している他の債務（第16条第３項に規定する諸費用を含む。）を負
担している場合は、購入代金及びその債務の全てを履行するまで、
当社は商品の引渡しをしない。以下、購入代金及び履行期に達して
いる当社に対する全ての債務を「購入代金等」という。

②　落札者は購入代金等を完済した後、当社の指定する商品引取日ま
でに商品を引き取らなければならない。

③　商品の引渡しの場所は当社が定める保管場所とする。落札者は、
引取りに当たり、商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、当社が商品を落札者（代理人、使者、運送業
者を含む。）に引渡した時点（当社が定める保管場所において、当
社が、落札者、その代理人もしくは使者または第６項により運送業
者に引渡した時点をいう。以下同じ。）以降は、第18条に定める場
合及び当社の故意または重大な過失によるものである場合を除き、
落札者は、商品違い及び引渡時点以前の商品の毀損、不足、損量、
漏損その他の瑕疵、欠陥の主張ならびに商品違い、瑕疵を原因とす
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ない。
但し、当社が誤って別の商品を引渡した場合、その返還を求めるこ
とを妨げるものではない。

④　落札者は商品の引取りにあたり、当社に対し商品引取書を交付し
なければならない。当社が商品引取書の交付を受けた場合は、万一
落札者以外の者が商品を引取るなどの事故があっても当社は当社の
故意または重大な過失によるものである場合以外一切その責任を負
わない。

⑤　商品の引取費用は落札者の負担とし、当社は、引渡し時点以降の
事故（滅失、毀損、漏損を含むがこれに限定するものではない）に
ついては、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。

⑥　当社は、落札者の求めにより、商品配送のための運送会社を斡旋
することがある。当社が運送業者を斡旋した場合、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するべきも
のとし、当社は引渡し時点以降の事故（滅失、紛失、盗難、毀損、
汚損、漏損）については運送業者選定の当非も含め当社の故意また

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。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らない。当社は引渡しの際梱包をすることが
あるが、当社が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その責任を負わない。

⑦　本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第26条に従い適
用するものとする。

（危険負担及び所有権の移転）
第15条 　落札者は売買成立の時（競売人が最高額買い受け人としてハン

マーを打った時点）以降、商品の危険を負担する（当社の責に帰す
べからざる事由による滅失、紛失、盗難、毀損、汚損、漏損は落札
者の負担とする。）。

②　落札者が購入代金等の支払いを完了し、かつ、当社が商品を落札
者に引渡すまでは商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、当社が商品を落札者に引渡した時点で当該商
品の所有権は落札者に移転する。

（諸費用）
第16条 　落札者は当社の指定する商品引取日まで（当社の指定する商品引

取日以前に当社が引渡しをしたときは引渡しの時までに限る。）は、
保管及び保険に要する費用を支払うことを要しないものとする。

②　落札者が当社の指定する商品引取日までに商品の引取りができな
いときは、当社の指定する商品引取日以降引取りの時までの保管及
び保険に要する費用を支払わなければならない。但し、保険を付す
ことは当社の義務ではない。

③　落札者が負担すべき保管及び保険に要する費用を「諸費用」とい
う。

（盗品、遺失物）
第17条 　当社が落札者に商品の引渡しをする以前に、商品について、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、当社は無催告で売買契約を解除することがで
きる。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
害賠償その他の請求をすることができない。

②　警察本部長等が古物営業法第21条の規定により当社に対し保管を
命じ、その保管の期間の終了日が競売の日の翌日から10日目を越え
るときは、その保管の期間の終了まで当社は商品の引渡しをせず、
第13条の適用に当たっては、第13条の「競売の日から10日以内」と
あるのは「警察本部長等が保管を命じた期間の終了日から３日以内」
と読み替えて適用するものとし、第14条及び第16条の適用に当たっ
ては、同２条の「当社の指定する商品引取日」を以上により読み替
えた期間として適用するものとし、第18条の適用に当たっては、同
条の「支払期間」を以上により読み替えた期間として適用する。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わない。

（落札者の債務不履行）
第18条 　落札者が支払期間内に購入代金等の全額を支払わないときは、次

の各号の定めに従う。
⑴　落札者は、支払期間終了日の翌日から購入代金等（諸費用を含
む。）の支払済みに至るまで（第３号により契約が解除された場
合は解除の日まで）、購入代金（消費税分を除く。）の未払残金に
ついて年18パーセント（消費者契約法が適用される場合には、年
14.6パーセント）の割合による遅延損害金を支払わなければなら
ない。

⑵　支払期間終了後の商品の保管は、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商品
が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損、漏損した場合、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、一切その責任
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
ない。当社は、この間、当該商品に保険を付す義務を負わない。

⑶　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る。但し、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状が受取人不在、
不明で返送された場合、または、落札者が催告状の受取りを拒否
した場合は、催告状が落札者に到達しなくても解除することがで
き、この場合、当社が当社に登録または通知のあった落札者の住
所に解除通知を発送した時点で売買契約は解除されたものとみな
すものとし、落札者は予めこれを承認する。

⑷　売買契約が前号により解除された場合、落札者は、当社に対し、
この競売により落札者が当社に支払うべき第12条に定める当社の
手数料相当額及び当社の手数料相当額に対する、この競売の日か
ら支払い済に至るまで年18パーセント（消費者契約法が適用され
る場合には、年14.6パーセント）の割合による遅延損害金を支払
わなければならない。

⑸　売買契約が第３号により解除された場合、前号に定めるほか、
当社は商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る。この場合、この競売ま
たは随意契約による売買代金ならびに第12条に定める当社の手数
料及び当社の手数料に対する消費税相当額の合計額が購入代金を
下回る場合は落札者は当社に対しその差額及びその差額に対する、
この競売または随意契約の日から支払い済に至るまで年18パーセ
ント（消費者契約法が適用される場合には、年14.6パーセント）
の割合による遅延損害金を支払わなければならない。逆に上回っ
た場合は、その差額について落札者には一切請求する権利はない。

②　本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第26条に従い適
用するものとする。

（ワインに関する品質等の不保証）
第19条 　当社は、如何なる商品についても原産地、醸造者、年代等の記述、

説明の正確性、商品の瑕疵、欠陥の説明だけでなく、商品自体の瑕
疵、欠陥について当社の故意または重大な過失によるものである場
合以外責任を負わない。

②　第14条第６項に基づき、落札者の求めにより配送業者を斡旋した
場合における商品到達時の不足、漏損については、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落札者との売買
契約を解約し、当社は購入代金の払い戻しをする。但し、この場合
であっても、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、直接的、間接的損害に対する賠償等の支払
いはしない。
⑴　落札者が、商品引渡し後５日以内に競売日、商品番号、落札価
額を明記した書面により当社に対し請求すること。但し、この請
求をすることができる者は落札者（落札者の一般承継人及び特定
承継人を除く。）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ない。

⑵　瑕疵がカタログに言及されていないこと。
⑶　落札者が商品の完全な所有権を有しており、当社に商品の完全
な所有権を移転し、かつ、商品を競売当時の状態で当社に引き渡
すことができること。

（最低売却価格）
第20条 　当社は最低売却価格（リザーヴ）を設定することができる。但し、

この価格は日本円によるものとする。
②　当社は、最低売却価格を設定した場合は、最低売却価格を下回る
価額で商品を売却しない。

第四章　雑則

（規約の変更）
第21条 　当社は本規約を変更することができるものとし、この変更は、競

売人が競売の日における最初の商品の競売に着手する直前に口頭で
述べることによって行い、その変更はその時から効力を発する。

（債権の譲渡等の禁止）
第22条 　本規約に基づく当社に対する権利、地位は、譲渡することができ

ず、及び担保に供することはできない。

（責任の範囲）
第23条 　当社は、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わない。
②　当社は、損害が天災、地変、戦争、変乱、核燃料物質、争議行為
に起因する場合は、一切の損害賠償の義務を負わない。

③　当社が落札者に対し商品の保管の義務を負う場合であって前各項
に規定する場合以外の場合に、当社の軽微な過失により、商品が滅
失、紛失、盗難、毀損、汚損、漏損した場合は落札者との関係にお
いては次の規定に従う。
⑴　商品が滅失、紛失、盗難及び重大な毀損、汚損、漏損をした場
合は、商品の売買契約は当然に解除され、落札者は購入代金の支
払を免れ、当社は購入代金を既に受領している場合はこれを無利
息で返還する。

⑵　毀損、汚損、漏損については、落札者が立証責任を負う。
⑶　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をもってこ
れに充てる。

④　当社は、前各項に規定する場合以外の場合については、故意また
は重大な過失がある場合以外は、一切損害賠償の責に任ぜず、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。

（資格制限）
第24条 　当社は、以下の事由に該当する者に対して一切の取引に応じない

ものとし、また、以下の事由に該当する者であると判明した時点以
降は、一切の取引を行わない。
⑴　暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった日
から５年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標榜ゴロ及び政治活動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団等、その
他これらに準ずる者、マネーロンダリング等の行為を目的とする
者、違法・不当な方法、暴力的威力、詐欺的手法を駆使して資金
獲得活動を行う者及び勢力またはその関係者（以下、これらを「反
社会的勢力等」という。）

⑵　反社会的勢力等を同伴してオークションに参加する者または紹
介により反社会的勢力等をオークションに参加させようとする者

⑶　役員のうちに反社会的勢力等に属する者がいる法人
⑷　当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる
者

⑸　風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀
損し、または当社の業務を妨害する行為等をする者

⑹　オークション規約等当社の定める規定に従わない者
②　当社は、前項各号に掲げる他これらに類するやむを得ない事由が
あると判断した場合には、当該事由に該当する者との取引を中止す
ることができ、以後の取引を拒否することができる。

（準拠法）
第25条 　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、本規約に定めがないことについては日本法によるものとする。

（消費者契約法）
第26条 　本規約と消費者契約法の間では、消費者契約法が優先する。本規

約の運用上、消費者契約法の適用が認められる場合には、当社は、
民法その他の法令に従い本規約を読み替えて適用するものとする。

（合意管轄）
第27条 　本規約に関する紛争は全て、日本国の東京地方裁判所及び東京簡

易裁判所を専属の合意管轄裁判所とする。

210



第三章　落札者

（購入代金）
第12条 　落札者は、当社に対し、売買代金（落札価額）のほかに、これに

加えて、次の各号の定めに従い計算された金額の合計額を当社の手
数料として、この当社の手数料に対する消費税をあわせて支払わな
ければならない。以下、売買代金（落札価額）ならびに当社の手数
料及び当社の手数料に対する消費税を「購入代金」という。
⑴　落札価額の200万円までの部分に対する16.5パーセント相当額
（消費税を含む）
⑵　落札価額の200万円を超え、5000万円までの部分に対する13.2
パーセント相当額（消費税を含む）

⑶　落札価額の5000万円を超える部分に対する11.0パーセント相当
額（消費税を含む）

（購入代金の支払期限）
第13条 　落札者は、当社に対し、購入代金全額を競売の日から10日以内（但

し、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を
除く。以下この期間を「支払期間」という。なお、この期間内の各
日は、当社の営業時間内に限る。以下同じ。）に、日本円により、
銀行小切手または下記銀行口座に対する振込送金により（支払期間
内に送金が到達することを要する。）支払わなければならない。

記
口座名　　Shinwa Auction株式会社

みずほ銀行 銀座通支店 普通預金 No.2483416
三菱UFJ銀行 京 橋 支 店 普通預金 No.0658207
三井住友銀行 銀 座 支 店 普通預金 No.8440268
りそな銀行 新 橋 支 店 普通預金 No.1961341

（引渡し）
第14条 　当社は、落札者が購入代金の支払いを完了した後、商品を落札者

に引渡す。但し、落札者が購入代金の他に、当社に対し履行期に達
している他の債務（第16条第３項に規定する諸費用を含む。）を負
担している場合は、購入代金及びその債務の全てを履行するまで、
当社は商品の引渡しをしない。以下、購入代金及び履行期に達して
いる当社に対する全ての債務を「購入代金等」という。

②　落札者は購入代金等を完済した後、当社の指定する商品引取日ま
でに商品を引き取らなければならない。

③　商品の引渡しの場所は当社が定める保管場所とする。落札者は、
引取りに当たり、商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、当社が商品を落札者（代理人、使者、運送業
者を含む。）に引渡した時点（当社が定める保管場所において、当
社が、落札者、その代理人もしくは使者または第６項により運送業
者に引渡した時点をいう。以下同じ。）以降は、第18条に定める場
合及び当社の故意または重大な過失によるものである場合を除き、
落札者は、商品違い及び引渡時点以前の商品の毀損、不足、損量、
漏損その他の瑕疵、欠陥の主張ならびに商品違い、瑕疵を原因とす
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ない。
但し、当社が誤って別の商品を引渡した場合、その返還を求めるこ
とを妨げるものではない。

④　落札者は商品の引取りにあたり、当社に対し商品引取書を交付し
なければならない。当社が商品引取書の交付を受けた場合は、万一
落札者以外の者が商品を引取るなどの事故があっても当社は当社の
故意または重大な過失によるものである場合以外一切その責任を負
わない。

⑤　商品の引取費用は落札者の負担とし、当社は、引渡し時点以降の
事故（滅失、毀損、漏損を含むがこれに限定するものではない）に
ついては、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。

⑥　当社は、落札者の求めにより、商品配送のための運送会社を斡旋
することがある。当社が運送業者を斡旋した場合、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するべきも
のとし、当社は引渡し時点以降の事故（滅失、紛失、盗難、毀損、
汚損、漏損）については運送業者選定の当非も含め当社の故意また

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。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らない。当社は引渡しの際梱包をすることが
あるが、当社が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その責任を負わない。

⑦　本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第26条に従い適
用するものとする。

（危険負担及び所有権の移転）
第15条 　落札者は売買成立の時（競売人が最高額買い受け人としてハン

マーを打った時点）以降、商品の危険を負担する（当社の責に帰す
べからざる事由による滅失、紛失、盗難、毀損、汚損、漏損は落札
者の負担とする。）。

②　落札者が購入代金等の支払いを完了し、かつ、当社が商品を落札
者に引渡すまでは商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、当社が商品を落札者に引渡した時点で当該商
品の所有権は落札者に移転する。

（諸費用）
第16条 　落札者は当社の指定する商品引取日まで（当社の指定する商品引

取日以前に当社が引渡しをしたときは引渡しの時までに限る。）は、
保管及び保険に要する費用を支払うことを要しないものとする。

②　落札者が当社の指定する商品引取日までに商品の引取りができな
いときは、当社の指定する商品引取日以降引取りの時までの保管及
び保険に要する費用を支払わなければならない。但し、保険を付す
ことは当社の義務ではない。

③　落札者が負担すべき保管及び保険に要する費用を「諸費用」とい
う。

（盗品、遺失物）
第17条 　当社が落札者に商品の引渡しをする以前に、商品について、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、当社は無催告で売買契約を解除することがで
きる。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
害賠償その他の請求をすることができない。

②　警察本部長等が古物営業法第21条の規定により当社に対し保管を
命じ、その保管の期間の終了日が競売の日の翌日から10日目を越え
るときは、その保管の期間の終了まで当社は商品の引渡しをせず、
第13条の適用に当たっては、第13条の「競売の日から10日以内」と
あるのは「警察本部長等が保管を命じた期間の終了日から３日以内」
と読み替えて適用するものとし、第14条及び第16条の適用に当たっ
ては、同２条の「当社の指定する商品引取日」を以上により読み替
えた期間として適用するものとし、第18条の適用に当たっては、同
条の「支払期間」を以上により読み替えた期間として適用する。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わない。

（落札者の債務不履行）
第18条 　落札者が支払期間内に購入代金等の全額を支払わないときは、次

の各号の定めに従う。
⑴　落札者は、支払期間終了日の翌日から購入代金等（諸費用を含
む。）の支払済みに至るまで（第３号により契約が解除された場
合は解除の日まで）、購入代金（消費税分を除く。）の未払残金に
ついて年18パーセント（消費者契約法が適用される場合には、年
14.6パーセント）の割合による遅延損害金を支払わなければなら
ない。

⑵　支払期間終了後の商品の保管は、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商品
が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損、漏損した場合、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、一切その責任
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
ない。当社は、この間、当該商品に保険を付す義務を負わない。

⑶　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る。但し、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状が受取人不在、
不明で返送された場合、または、落札者が催告状の受取りを拒否
した場合は、催告状が落札者に到達しなくても解除することがで
き、この場合、当社が当社に登録または通知のあった落札者の住
所に解除通知を発送した時点で売買契約は解除されたものとみな
すものとし、落札者は予めこれを承認する。

⑷　売買契約が前号により解除された場合、落札者は、当社に対し、
この競売により落札者が当社に支払うべき第12条に定める当社の
手数料相当額及び当社の手数料相当額に対する、この競売の日か
ら支払い済に至るまで年18パーセント（消費者契約法が適用され
る場合には、年14.6パーセント）の割合による遅延損害金を支払
わなければならない。

⑸　売買契約が第３号により解除された場合、前号に定めるほか、
当社は商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る。この場合、この競売ま
たは随意契約による売買代金ならびに第12条に定める当社の手数
料及び当社の手数料に対する消費税相当額の合計額が購入代金を
下回る場合は落札者は当社に対しその差額及びその差額に対する、
この競売または随意契約の日から支払い済に至るまで年18パーセ
ント（消費者契約法が適用される場合には、年14.6パーセント）
の割合による遅延損害金を支払わなければならない。逆に上回っ
た場合は、その差額について落札者には一切請求する権利はない。

②　本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第26条に従い適
用するものとする。

（ワインに関する品質等の不保証）
第19条 　当社は、如何なる商品についても原産地、醸造者、年代等の記述、

説明の正確性、商品の瑕疵、欠陥の説明だけでなく、商品自体の瑕
疵、欠陥について当社の故意または重大な過失によるものである場
合以外責任を負わない。

②　第14条第６項に基づき、落札者の求めにより配送業者を斡旋した
場合における商品到達時の不足、漏損については、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落札者との売買
契約を解約し、当社は購入代金の払い戻しをする。但し、この場合
であっても、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、直接的、間接的損害に対する賠償等の支払
いはしない。
⑴　落札者が、商品引渡し後５日以内に競売日、商品番号、落札価
額を明記した書面により当社に対し請求すること。但し、この請
求をすることができる者は落札者（落札者の一般承継人及び特定
承継人を除く。）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ない。

⑵　瑕疵がカタログに言及されていないこと。
⑶　落札者が商品の完全な所有権を有しており、当社に商品の完全
な所有権を移転し、かつ、商品を競売当時の状態で当社に引き渡
すことができること。

（最低売却価格）
第20条 　当社は最低売却価格（リザーヴ）を設定することができる。但し、

この価格は日本円によるものとする。
②　当社は、最低売却価格を設定した場合は、最低売却価格を下回る
価額で商品を売却しない。

第四章　雑則

（規約の変更）
第21条 　当社は本規約を変更することができるものとし、この変更は、競

売人が競売の日における最初の商品の競売に着手する直前に口頭で
述べることによって行い、その変更はその時から効力を発する。

（債権の譲渡等の禁止）
第22条 　本規約に基づく当社に対する権利、地位は、譲渡することができ

ず、及び担保に供することはできない。

（責任の範囲）
第23条 　当社は、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わない。
②　当社は、損害が天災、地変、戦争、変乱、核燃料物質、争議行為
に起因する場合は、一切の損害賠償の義務を負わない。

③　当社が落札者に対し商品の保管の義務を負う場合であって前各項
に規定する場合以外の場合に、当社の軽微な過失により、商品が滅
失、紛失、盗難、毀損、汚損、漏損した場合は落札者との関係にお
いては次の規定に従う。
⑴　商品が滅失、紛失、盗難及び重大な毀損、汚損、漏損をした場
合は、商品の売買契約は当然に解除され、落札者は購入代金の支
払を免れ、当社は購入代金を既に受領している場合はこれを無利
息で返還する。

⑵　毀損、汚損、漏損については、落札者が立証責任を負う。
⑶　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をもってこ
れに充てる。

④　当社は、前各項に規定する場合以外の場合については、故意また
は重大な過失がある場合以外は、一切損害賠償の責に任ぜず、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。

（資格制限）
第24条 　当社は、以下の事由に該当する者に対して一切の取引に応じない

ものとし、また、以下の事由に該当する者であると判明した時点以
降は、一切の取引を行わない。
⑴　暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった日
から５年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標榜ゴロ及び政治活動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団等、その
他これらに準ずる者、マネーロンダリング等の行為を目的とする
者、違法・不当な方法、暴力的威力、詐欺的手法を駆使して資金
獲得活動を行う者及び勢力またはその関係者（以下、これらを「反
社会的勢力等」という。）

⑵　反社会的勢力等を同伴してオークションに参加する者または紹
介により反社会的勢力等をオークションに参加させようとする者

⑶　役員のうちに反社会的勢力等に属する者がいる法人
⑷　当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる
者

⑸　風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀
損し、または当社の業務を妨害する行為等をする者

⑹　オークション規約等当社の定める規定に従わない者
②　当社は、前項各号に掲げる他これらに類するやむを得ない事由が
あると判断した場合には、当該事由に該当する者との取引を中止す
ることができ、以後の取引を拒否することができる。

（準拠法）
第25条 　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、本規約に定めがないことについては日本法によるものとする。

（消費者契約法）
第26条 　本規約と消費者契約法の間では、消費者契約法が優先する。本規

約の運用上、消費者契約法の適用が認められる場合には、当社は、
民法その他の法令に従い本規約を読み替えて適用するものとする。

（合意管轄）
第27条 　本規約に関する紛争は全て、日本国の東京地方裁判所及び東京簡

易裁判所を専属の合意管轄裁判所とする。
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購入代金の支払いに関する特約

①　落札者は、第11条の定めに従い、当社に対し購入代金を支払う際の支払
通貨を、日本円に替えてビットコインとすることができる。
②　ビットコインにより購入代金の支払いを希望する落札者は、支払希望日
の前日までに当社に対し、購入代金をビットコインにより支払うことを希
望する旨を通知しなければならない。以下、当社に対し、ビットコインに
よる購入代金の支払いを希望する旨当社に通知した者を「ビットコイン支
払希望者」という。
③　当社は、ビットコイン支払希望者に対し、購入代金支払希望日の当日、
日本円からビットコインへの換算レート（以下「換算レート」という。）
及び購入代金総額を通知する。この場合、換算レートは、購入代金支払希
望日当日の仮想通貨取引所の換算レートをもとに当社が決定するものとす
る。
④　換算レートの有効期限は購入代金支払希望日当日の当社が指定した時間
までとし、ビットコイン支払希望者は、当社に対し、予め当社が指定する
当社口座宛の送金により（当日中の当社が指定した時間までに送金が到達
することを要する。）支払い、且つ、送金記録を当社に送らなければなら
ない。
⑤　購入代金支払希望日当日の当社が指定した時間までに、ビットコイン支
払希望者から購入代金が支払われない場合、当社がビットコイン支払希望
者に通知した換算レートは無効とし、引き続き落札者が、ビットコインに
より購入代金の支払いを希望する場合には、改めて当社に通知し、換算レー
ト及び購入代金総額の通知を受けなければならない。
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E-mail：

〒104-0061  東京都中央区銀座7-4-12 銀座メディカルビル 2階
TEL: 03-3569-0030 / FAX: 03-3569-0023 / URL: www.shinwa-auction.com

Shinwa Auction株式会社

Shinwa Auction 2021年9月23日開催オークション 書面買受申出書

FAX：03-3569-0023
※裏面もご記入をお願いいたします

■ ご登録手続きがお済みでないお客様は、「登録申込書」へのご記入、およびご本人様を証明する書類のご提出が必要です。
 カタログのご購入のみでは、ご登録手続きは完了しておりませんのでご注意ください。

■ 記入にあたって、必ずカタログに印刷されているロット番号の順番に記入し、かつ、必ず最高限度額を正確にご記入ください。
 （最高限度額の記載のない書面による買い受けの申出は、当然に無効とします。）

■ 追加1ビッド・追加電話ビッドを希望される場合には◯印をご記入ください。希望されない場合、同額で他のお客様に落札される
 場合があります。

■ 同一の商品に対し、同額の買い受けの申出があった場合、先に到着したものを優先します。

■ 最高限度額には手数料、及び手数料に対する消費税は含まれません。

追加電話ビッド追加1ビッドロット番号 作家名・作品名 最高限度額

私は、近代美術PartⅡオークション規約第10条（LOT.1～117に適用）を了承の上、下記の通り書面による買い受けの申出をします。なお、
買い受けの申出をするにあたり、私は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係
企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者に該当せず、また本買い受けの申出がマ
ネーロンダリング等の行為を目的としないものであることをここに誓約し、貴社は、指定された買い受け申出の最高限度額を上回らない価額で、
私の為、オークションにおいて買い受けの申出をするものとします。
落札に成功した場合、私は売買代金（ハンマープライス。落札価額）の他に1ロットごとの落札価額200万円までに対し、その16.5％相
当額（税込）を、200万円を超え5,000万円までの部分に対し、その13.2％相当額（税込）を、5,000万円を超える部分に対し、その
11.0％相当額（税込）を落札手数料として、2021年10月7日（木）までに、貴社に支払うものとします。

2021.9
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落札作品引取り指示書

ご署名 印

9 月 24 日 （金） 以降、Shinwa Auction へ来社して受け取る
（作品引取書を必ずご持参ください）

ご本人が来社

代理人が来社※

配送を依頼する※

《 配送先 》

書面買受申出書（表面）に記載の住所

代理人として下記運送業者が Shinwa Auction へ作品の引き取りに来社するので、同運送会社
にて配送を希望する

電話番号運送業者名

その他 下記指定住所

電話番号氏名

住所

上記記載に相違ございません。オークション規約または近代美術PartⅡオークション規約に基づき、上記記載の作品引取り
に関する一切の責任、及び危険は全て当方で負担いたします。

落札いただいた場合の作品のお受け取り方法を下記よりご選択ください。
ご希望のお引取り方法に　 を入れてください。

【注意事項】
※ 尚、すべての作品のお引き渡しはご入金確認後となります。
※ 配送希望の場合は、ご入金確認後、10日間程度でお手元に届きます。
※ 代理人への引き渡しの際には、事前に作品引取書をご本人様に持参いただくか、郵送またはFAXが必要です。
　 合わせて、受け取り時に、代理人の方の身分証明書のご提示をお願いしております。
※ 書類に不備がある場合、引き渡しをお断りすることがあります。何とぞご了承ください。

※ 配送をご希望の場合、送料及び保険料はすべてお客様のご負担となります。

※ご記入の上必ずご提出ください
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〒104-0061  東京都中央区銀座7-4-12 銀座メディカルビル 2階
TEL: 03-3569-0030 / FAX: 03-3569-0023 / URL: www.shinwa-auction.com

Shinwa Auction株式会社

Shinwa Auction 2021年9月23日開催オークション 書面買受申出書

FAX：03-3569-0023
※裏面もご記入をお願いいたします

■ ご登録手続きがお済みでないお客様は、「登録申込書」へのご記入、およびご本人様を証明する書類のご提出が必要です。
 カタログのご購入のみでは、ご登録手続きは完了しておりませんのでご注意ください。

■ 記入にあたって、必ずカタログに印刷されているロット番号の順番に記入し、かつ、必ず最高限度額を正確にご記入ください。
 （最高限度額の記載のない書面による買い受けの申出は、当然に無効とします。）

■ 追加1ビッド・追加電話ビッドを希望される場合には◯印をご記入ください。希望されない場合、同額で他のお客様に落札される
 場合があります。

■ 同一の商品に対し、同額の買い受けの申出があった場合、先に到着したものを優先します。

■ 最高限度額には手数料、及び手数料に対する消費税は含まれません。

追加電話ビッド追加1ビッドロット番号 作家名・作品名 最高限度額

当社は、近代美術PartⅡオークション規約第10条（LOT.1～117適用）を了承の上、下記の通り書面による買い受けの申出をします。なお、
買い受けの申出をするにあたり、当社及び当社の役職員は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力
団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者に該当せず、
また本買い受けの申出がマネーロンダリング等の行為を目的としないものであることをここに誓約し、貴社は、指定された買い受け申出の
最高限度額を上回らない価額で、当社の為、オークションにおいて買い受けの申出をするものとします。
落札に成功した場合、当社は売買代金（ハンマープライス。落札価額）の他に1ロットごとの落札価額200万円までに対し、その16.5％相
当額（税込）を、200万円を超え5,000万円までの部分に対し、その13.2％相当額（税込）を、5,000万円を超える部分に対し、その
11.0％相当額（税込）を落札手数料として、2021年10月7日（木）までに、貴社に支払うものとします。

E-mail：

2021.9
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落札作品引取り指示書

ご署名 印

9 月 24 日 （金） 以降、Shinwa Auction へ来社して受け取る
（作品引取書を必ずご持参ください）

ご本人が来社

代理人が来社※

配送を依頼する※

《 配送先 》

書面買受申出書（表面）に記載の住所

代理人として下記運送業者が Shinwa Auction へ作品の引き取りに来社するので、同運送会社
にて配送を希望する

電話番号運送業者名

その他 下記指定住所

電話番号氏名

住所

上記記載に相違ございません。オークション規約または近代美術PartⅡオークション規約に基づき、上記記載の作品引取り
に関する一切の責任、及び危険は全て当方で負担いたします。

落札いただいた場合の作品のお受け取り方法を下記よりご選択ください。
ご希望のお引取り方法に　 を入れてください。

【注意事項】
※ 尚、すべての作品のお引き渡しはご入金確認後となります。
※ 配送希望の場合は、ご入金確認後、10日間程度でお手元に届きます。
※ 代理人への引き渡しの際には、事前に作品引取書をご本人様に持参いただくか、郵送またはFAXが必要です。
　 合わせて、受け取り時に、代理人の方の身分証明書のご提示をお願いしております。
※ 書類に不備がある場合、引き渡しをお断りすることがあります。何とぞご了承ください。

※ 配送をご希望の場合、送料及び保険料はすべてお客様のご負担となります。

※ご記入の上必ずご提出ください
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2F, Ginza Medical Bldg., 7-4-12, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN 
TEL: +81-(0)3-3569-0030 / FAX: +81-(0)3-3569-0023 / email: info@shinwa-auction.com
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TEL: +81-(0)3-3569-0030 / FAX: +81-(0)3-3569-0023 / email: info@shinwa-auction.com
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SHINWA AUCTION CO.,LTD. 
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SHINWA AUCTION

SHINWA AUCTION

SHINWA AUCTION

SHINWA AUCTION.

SHINWA AUCTION

16.5%
13.2%

11.0%

Sale Date: 23 September, 2021

FAX：+81-（0）3-3569-0023

2021.9219



MEMO

220



落札に成功した場合、私は売買代金（ハンマープライス。落札価額）の他に１ロットごとの落札価額200万円までに対し、その16.5％相
当額（税込）を、200万円を超えて5,000万円までの部分に対し、その13.2％相当額（税込）を、5,000万円を超える部分に対し、その
11.0％相当額（税込）を落札手数料として、2021年10月7日（木）までに、貴社に支払うものとします。

2021.9221



落札商品配送指示書

ご署名 印

書面買受申出書（表面）に記載の住所

その他 下記指定住所

電話番号氏名

住所

上記記載に相違ございません。ワインオークション規約に基づき、上記記載の商品配送に関する一切の責任、及び危険は
全て当方で負担いたします。

落札いただいた場合の商品のお送り先をご指示ください。
ご希望のお送り先に　 を入れてください。

【注意事項】
※ 尚、すべての商品の配送はご入金確認後となります。
※ ご入金確認後、5日間程度でお手元に届きます。
※ 書類に不備がある場合、配送をお断りすることがあります。何とぞご了承ください。

※ご記入の上必ずご提出ください
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落札に成功した場合、当社は売買代金（ハンマープライス。落札価額）の他に１ロットごとの落札価額200万円までに対し、その16.5％
相当額（税込）を、200万円を超えて5,000万円までの部分に対し、その13.2％相当額（税込）を、5,000万円を超える部分に対し、その
11.0％相当額（税込）を落札手数料として、2021年10月7日（木）までに、貴社に支払うものとします。

2021.9
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落札商品配送指示書

ご署名 印

書面買受申出書（表面）に記載の住所

その他 下記指定住所

電話番号氏名

住所

上記記載に相違ございません。ワインオークション規約に基づき、上記記載の商品配送に関する一切の責任、及び危険は
全て当方で負担いたします。

落札いただいた場合の商品のお送り先をご指示ください。
ご希望のお送り先に　 を入れてください。

【注意事項】
※ 尚、すべての商品の配送はご入金確認後となります。
※ ご入金確認後、5日間程度でお手元に届きます。
※ 書類に不備がある場合、配送をお断りすることがあります。何とぞご了承ください。

※ご記入の上必ずご提出ください
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編集・発行：Shinwa Auction株式会社
制　　　作：株式会社サン・ブレーン
印　　　刷：株式会社サンエー印刷
Ⓒ SHINWA AUCTION CO., LTD. 2021
Printed in Japan
落丁本・乱丁本はお取り替えいたします。
本誌掲載の写真等の無断複写（コピー）・複製・
転載及び、インターネットでの無断使用を禁じます。 

酒 類 販 売 管 理 者 標 識

販 売 場 の 名 称 及 び 所 在 地 Shinwa Auction
中央区銀座7-4-12

酒 類 販 売 管 理 者 の 氏 名 岡崎　奈美子

酒類販売管理研修受講年月日 令和3年2月9日

次 回 研 修 の 受 講 期 限 令和6年2月8日

研 修 実 施 団 体 名 一般社団法人
日本ボランタリーチェーン協会
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23 SEP. 2021

CARD / FIGURE
SNEAKERS
Wine / Liquor

23 SEP. 2021

WINE / LIQUOR
Card / Figure / Sneakers

23 SEP. 2021

三校

↓※開催日はセクションマーカーに入力。
　※月は省略して頭３文字で表記（JAN. 等）。略しているので後に "." ピリオドを入れる。５月（MAY）だけ "." ピリオド不要。




