




子供地球基金とは

Kids Helping Kids

～子どもたちの絵で地球を塗り替えよう～

1988 年創立以来、私たち子供地球基金は想像力豊かな子どもたちを育てるため、世界

中の子どもたちと絵を描くワークショップを行い、それを通じて表現することの大切さ

を伝えています。また病気や戦争、災害などで心に傷を負った世界中の子どもたちへ画

材や必要な物資の寄付を続けており、アートを通じた心のケアを目的として活動を続け

ています。

海外では 9.11 テロ後のニューヨーク、アフガニスタン、インド洋大津波の被災地、地

震後のネパール、大規模な山火事が起こったロサンゼルスやオーストラリアなど 47か

国で、国内では小児病棟、虐待を受けた子どもたちが暮らす児童養護施設、犯罪を犯し

た子どもたちが暮らす自立支援施設などで絵を描くワークショップを行っています。 子

どもたちのアートは各国で高い評価を受け、フランス・ポンピドーセンター、ロシア・プー

シキンミュージアム、国立新美術館などで 3000 回を超え絵画展を開催しました。また、

子どもたちの集まれる場所、心の拠り所となるような場所として、日本を含む世界各国

12か所に、キッズアースホームを設立してきました。

子どもたちの作品は企業のカレンダーやカードなど様々なデザインに使われ基金とな

り、世界中の子どもたちに還元されています。

子供地球基金

＊　本オークションの売上の一部は以下の団体に寄付されます　＊
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オークション規約 Auction Rules

手数料は落札者　11％（税込）となります。
例）1,000,000 万円で落札された場合、請求
額は手数料 110,000 円を落札価格に加えた
1,110,000 円となります。

落札者には Shinwa ARTEX から請求書を発行
します。

お支払いは、オークション終了から 10営業日
以内に指定口座にお支払いください。

お支払いは、日本円で銀行振込にてお願いしま
す。

落札後のキャンセルはできません。

オークションにご参加いただくために、受付で
免許証をご提示ください。内容を控えさせてい
ただきますが、本オークション終了時に破棄い
たします。

The handling fee is 11% (tax included) for the 
winning bidder.
（Ex) If  you make a successful bid for 
10,000,000 yen, the billing amount will be 
1,110,000 yen, which is the winning bid plus 
a handling fee of 110,000 yen.

Shinwa ARTEX will issue an invoice to the 
winning bidder.

Please pay to the designated account within 
10 business days from the end of the auction.

Please pay by bank transfer in Japanese Yen.

Cancellation is not possible after it makes a 
successful bid.

Please present your driver's license at the 
reception to participate in the auction. We 
will make a copy, but it will be destroyed at 
the end of this auction.

1. 1.

2.

2.
3.

3.
4.

4.
5.

5.
6.

6.

ライブビッドでのご参加をご希望の方は、事
前登録 12月 4日午後３時までに Shinwa 
ARTEX の info@shinwa-artex.com へご連絡く
ださい。それ以降はライブビッドでのご参加
ができなくなりますので、ご注意ください。

パスワード設定用のパドル番号とメッセージ
を発行します。

自分でパスワードを設定する必要があります。
その後、入札をお楽しみください。

If you would like to participate in the live bid, 
please contact Shinwa ARTEX info@shinwa-
artex.com By 3:00 pm on December 4th, pre-
registration. Please note that you will not be 
able to participate in the live bid after that.

Issue a paddle number and message for 
password setting.

You need to set the password yourself. Then 
enjoy the bid.

ライブビッドの申し込み方法 How to apply for Live Bid

1. 1.

2. 2.

3. 3.
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バッグ
BAGS

1897 年に誕生したイギリスブランドであり英国王室御用達、
様々な有名ブランドや映画「007」とのコラボレーションでも知
られる「グローブトロッター（GLOBE TROTTER）」のカバンに
バンクシーアートを吹き付けた貴重なコレクション。  

世界中の壁にステンシルで落書きをしてきたバンクシー。グ
ローブトロッターにバンクシーの落書きを施した I 氏のコレク
ション。このカバンには、I 氏コレクションの痕跡としてのシリ
アル番号と Shinwa Art NFT が付与されています。





ロマネコンティグラス

ブルゴーニュに君臨するロマネコンティを飲むためのグラス。
ロマネコンティグラスは、普通のワイングラスよりはるかに巨大
な風船のようなワイングラスです。 
 
一個一個手吹きで作られた唯一無二の球体に、ステムと言われ

るワイングラスの持ち手は、370 年の時の流れに培われた九谷色
絵の鏑木商店によってバンクシー柄が施されています。 
 
バンクシー・デザインの BRANDALISED の許諾を得て、ステム

デザインも全て一つ一つにバンクシー柄が手書きで描かれていま
す。 
 
顔を出さないアーティストとして、世界中の壁にステンシルで

落書きをしながら、様々な話題の中で世界中を驚かせてきたバン
クシーに夢馳せ、九谷色絵の美と技のグラスを傾けながら、ロマ
ネコンティを味合う豊かな時間をお楽しみください。



￥500,000. ～￥800,000.

ロンドンスクエア
BRANDALISED コラボ
～ Banksy's Graffiti
 “Balloon Girl” ～

約 32× 23× 22cm 
Lemon Yellow
Shinwa Art NFT 付き
Ed. 30 

2  　

￥600,000. ～￥1,000,000.

キャリーオン 
BRANDALISED コラボ 
～ Banksy's Graffiti 
“Love rat” ～

約 58× 42× 18cm 
Black
Shinwa Art NFT 付き
Ed. 30 

1
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￥750,000. ～￥1,200,000.

キャリーオン
BRANDALISED コラボ
～ Banksy's Graffiti 
“Heart pander” ～

約 58× 42× 18cm 
Black
Shinwa Art NFT 付き
Ed. 30 

3

￥800,000. ～￥1,200,000.

キャリーオン
BRANDALISED コラボ 
～ Banksy's Graffiti 
“NO Parking VECTOR” ～

約 58× 42× 18cm 
Natural
Shinwa Art NFT 付き
Ed. 30 

4
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￥1,000,000. ～￥1,500,000.

ミディアムチェックイン 
BRANDALISED コラボ 
～ Banksy's Graffiti 
“Flower bomber” ～
約 82× 48× 26cm 
Bordeaux
Shinwa Art NFT 付き
Ed. 30 

5
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￥170,000. ～￥250,000.

6   鏑木ロマネコンティグラス
     高聡文・画
     ロンドンウォール 赤金
     BRANDALISED コラボ
     ～ Banksy’s Graffiti ”Panda  Gun” ～　

       高さ 300mm× 口径 98mm
      木箱付き、脈理・ピンホールあり

7   鏑木ロマネコンティグラス
     高聡文・画
     シーフラワー
     BRANDALISED コラボ
     ～ Banksy’s Graffiti ”Deep Sea Diver” ～

      高さ 29.4mm× 口径 101mm
      木箱付き、脈理・ピンホールあり　

￥200,000. ～￥300,000.
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8   鏑木ロマネコンティグラス
     太田恵利香・画
     赤金マンダラ　華
     BRANDALISED コラボ
     ～ Banksy’s Graffiti ”No Parking Vector” ～

       高さ 282mm× 口径 100mm　
       木箱付き、脈理・ピンホールあり

￥200,000. ～￥300,000.

￥250,000. ～￥350,000.

9　鏑木ロマネコンティグラス
      仲田錦玉・画　
      白金盛葡萄図白粒
      BRANDALISED コラボ
      ～ Banksy’s Graffiti ”Keep It Real Monkey” ～

        高さ 293mm× 口径 98mm　
        木箱付き、脈理・ピンホールあり
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￥600,000. ～￥1,000,000.

キャリーオン
BRANDALISED コラボ
～ Banksy's Graffiti 
“Love rat” ～

約 58× 42× 18cm 
Navy
Shinwa Art NFT 付き
Ed. 30 

10

￥900,000. ～￥1,500,000.

ラージスーツケース
BRANDALISED コラボ
～ Banksy's Graffiti
 “Heart pander” ～

約 89× 53× 28cm 
Natural
Shinwa Art NFT 付き
Ed. 30 

11
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￥750,000. ～￥1,200,000.

ラージスーツケース
BRANDALISED コラ ボ
～ Banksy's Graffiti
 “Deep sea diver” ～

約 89× 53× 28cm 
Royal Blue
Shinwa Art NFT 付き
Ed. 30 

12　

￥700,000. ～￥1,000,000.

キャリーオン
BRANDALISED コラボ
～ Banksy's Graffiti 
  "Balloon Girl" ～

約 62× 42× 28cm       
Natural
Shinwa Art NFT 付き
Ed. 30

13　
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￥900,000. ～￥1,500,000.

14　ラージスーツケース　
BRANDALISED コラボ 
～ Banksy's Graffiti “Balloon Girl” ～

約 89× 53× 28cm　
Lemon Yellow
Shinwa Art NFT 付き
Ed. 30 
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バンクシー・アート
BANKSY  ART
POW





BANKSY
Flying copper（2004）（POW）

エディション：　600
サ    イ    ズ：　100 × 70cm
PestControl 証明書・額装付き

15

¥10,000,000 ～ 15,000,000
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￥10,000,000. ～￥15,000,000.

BANKSY
Flag（Silver）（2006）（POW）

エディション：　1000
サ    イ    ズ：　49.8 × 70cm
額装・証明書付き

16
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～ Banksy Night 出演者～

1973 年 1月 11 日東京生まれ。三代続くテーラー息子として生まれ、BEAMS で販売
経験後、20 歳から編集者に。『MA-1 』『モノ・マガジン』『エスクァィア日本版』な
どの編集者を務めた後、『LEON』『OCEANS 』など数々の人気男性誌を創刊。37歳で
独立し、株式会社スタイルクリニックを設立。2013 年、船旅を愛する男女誌『Sette 
Mari』編集長に。現在は、上質なライフスタイルを YouTube で提案するWEB マガジ
ン『FORZA STYLE』編集長として活動。新聞、テレビ、雑誌、ラジオ、トークショー、
イベント、YouTube など、その活動はメディアの枠を越えて多岐に及ぶ。またWH、
K-3B、30/70、MOVB など、様々なブランドのクリエイティブディレクターを務めた
り、別注アイテムのヒットアイテムも多数。ファッションやウォッチ＆ジュエリー等、
ラグジュアリーブランドのアンバサダーとしても活躍している。

2001 年より Electrical LOVERS として音楽活動をスタートさせる。セカンドシングル
「二重螺旋」は FATBOY SLIM の「Live On Brighton beach-BIG BEACH BOUTIQUE」（DVD
作品）やMixmaster Morris の MIXCD「Ambient meditations 4 God bless the chilled」
に使用されるなど、内外から高い評価を得る。またキューピーマヨネーズのラジオ CM
や中島美嘉、SUGIZO など人気アーティストの Remix、エストネーション、ユニクロな
どの店内 BGMをプロデュース、水族館、ホテル、美術館の空間音楽を手がける。また、
TOKYO2020 オリンピックのオフィシャルDJ として、武道館の音楽演出を任され柔道、
空手のメダルラッシュを演出した。

DJ としても、Tiff any, Cartier, HERMES, Dior, Louis Vuitton, といったハイブランドの
パーティーからアンダーグラウンドパーティー、UMFといった大型フェスまで、ワー
ルドワイドな活躍を見せている。近年はイタリアの Natura Viva、スペイン Hontas、
ロンドン fl ower power、ドイツ Amselcom など積極的に海外レーベルからのリリース
を重ねながら、瞑想家ニーマル・ラージ・ギャワリ師に師事。日本瞑想協会の認定コー
チ資格を取得し、432Hz にチューニングされたクリスタルボウルを使ったサウンド・
バスや、リトリート施設、メディテーションのための音楽を制作している。　

1965 年生まれ、1987 年東京大学経済学部卒。子どもの頃からアートが好きで、大学
時代は美術サークルに所属。外資系金融機関を経て、投資顧問会社創業。1998 年、金
融危機の際に金融担当大臣秘書官として日本の金融システム再生に参画。2001 年より
アートに専念。日本のアートオークション会社初で株式上場を主導し、現在に至る。アー
トコレクター。ワインコレクター。2020 年「日本のアートマーケットが１兆円になる
日」を出版。低迷する日本美術市場再生プロジェクトを提唱。 現在、高額品市場シェ
ア５割超で、高額美術品の公開オークションであるシンワオークション代表取締役会
長。親会社 Shinwa Wise Holdings 株式会社代表取締役社長。

MC 干場義雅

Auctionner 倉田 陽一郎

DJ  AMIGA
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※裏面もご記入をお願いいたします。 

                          FFAAXX::  0033--33557755--55005566  

個個人人用用 Banksy Night  2021 年 12 月 5 日開催オークション 書面買受申出書 
私は、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 年を通過しない者、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に対し、その 11％（税込）を

落札手数料として 22002211 年年 1122 月月 1177 日日（（金金））までに貴社に支払うものとします。 

フリガナ                   

 

氏名                 電話番号             FAX               
 
〒    -     
住所                            Email                   

記入日  令和   年   月    日     署名                   ○印  

連絡先番号  同上 ・ その他 (                   )  
※日中に確認のご連絡をさせていただく場合がございますので、必ずご記入ください。 

■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。 

■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、最高限度額を正確にご記入ください。 

■追加 1 ビッド・追加電話ビッドを希望される場合には、〇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。 

 
本書面はオークション開催前々日までに当社に到着するよう、郵送または FAX にてお送りください。 

SShhiinnwwaa  AARRTTEEXX 株株式式会会社社  
〒104-0061 東京都中央区銀座 7-4-12 銀座メディカルビル 3 階 

TEL: 03-3575-5190 / FAX: 03-3575-5056 / URL: https://www.shinwa-artex.com/ 

ロット番号 作品名 最高限度額 追加1ビッド
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落札作品引取り指示書 ※ご記入の上必ずご提出ください。 

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。 
 

□12 月 6 日（月）以降、Shinwa ARTEX 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※ お名前              

 

□配送を依頼する ※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。 

 ≪配送先≫ 
□ 書面買取申出書（表面）に記載の住所 
□ その他 下記指定住所 

〒    -         
 
住所                            電話番号               
 
お名前                          

□代理人として下記運送業者が Shinwa ARTEX 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 
  
運送業者名                    電話番号                  
 
【【注注意意事事項項】】  
※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にご持参いただくか、郵送または FAX でのご連絡が必要です。 

 併せて、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ございます。何卒ご了承ください。 

 
上記記載に相違ございません。上記記載の作品引取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。 
 

ご署名               ○印  
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※裏面もご記入をお願いいたします。 

                          FFAAXX::  0033--33557755--55005566  

法法人人用用 Banksy Night  2021 年 12 月 5 日開催オークション 書面買受申出書 
当社は、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 年を通過しない者、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、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に対し、その 11％（税込）

を落札手数料として 22002211 年年 1122 月月 1177 日日（（金金））までに貴社に支払うものとします。 

〒    -     
住所                            Email                  
 
フリガナ                       フリガナ                     

法人名                 代表者名               
電話番号                   FAX                      

記入日  令和   年   月    日     署名                   ○印  

連絡先番号  同上 ・ その他 (                   )  
※日中に確認のご連絡をさせていただく場合がございますので、必ずご記入ください。 

■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。 

■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、最高限度額を正確にご記入ください。 

■追加 1 ビッド・追加電話ビッドを希望される場合には、〇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。 

 
本書面はオークション開催前々日までに当社に到着するよう、郵送または FAX にてお送りください。 

SShhiinnwwaa  AARRTTEEXX 株株式式会会社社  
〒104-0061 東京都中央区銀座 7-4-12 銀座メディカルビル 3 階 

TEL: 03-3575-5190 / FAX: 03-3575-5056 / URL: https://www.shinwa-artex.com/ 

ロット番号 作品名 最高限度額 追加1ビッド
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落札作品引取り指示書 ※ご記入の上必ずご提出ください。 

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。 
 

□12 月 6 日（月）以降、Shinwa ARTEX 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※ お名前              

 

□配送を依頼する ※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。 

 ≪配送先≫ 
□ 書面買取申出書（表面）に記載の住所 
□ その他 下記指定住所 

〒    -         
 
住所                            電話番号               
 
お名前                          

□代理人として下記運送業者が Shinwa ARTEX 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 
  
運送業者名                    電話番号                  
 
【【注注意意事事項項】】  
※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にご持参いただくか、郵送または FAX でのご連絡が必要です。 

 併せて、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ございます。何卒ご了承ください。 

 
上記記載に相違ございません。上記記載の作品引取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。 
 

ご署名               ○印  
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