
オンラインオークション

参加についてのご案内

クリスティーズは1766年に創業した世界で最も長い歴

史を誇る美術品オークションハウスです。現在はロン

ドン、ニューヨーク、香港を中心に、世界各地で年間

約350回のオークションを開催、美術品をはじめ、宝

石、時計、家具など80種類以上に及ぶ分野を取り

扱っております。

オークションで培った深い専門知識と豊富な経験、

世界46ヵ国にオフィスを構える国際ネットワークを

活かして、お客様からのご要望にお応えした多様な

サービスを提供いたします。

ご自宅や携帯端末から、２４時間いつでもオンライン

オークションで、簡単にお気に入りの作品をご入札、

ご落札頂けます。このガイドは、オンラインオークショ

ンでのご入札・ご落札方法について詳しく説明してい

ます。本日からchristies.com/onlineonlyにてオーク

ションにご参加いただけます。

CHRISTIE’S Online Auction

http://www.christies.com/onlineonly


オークションスケジュールの確認

CHRISTIE'S

1. 各オンラインオークションの開催

スケジュールはアプリ又は弊社

ウェブサイトより御確認ください。

2. 「Browse」ボタンより出品作品の

写真と基本情報、エスティメート

（落札予想価格）などの掲載

ページをご覧ください。

http://www.christies.com/onlineonly


オークションに参加する前に

既にMy Christie’sに登録いただいているお客様

My Christie’sにログイン後、「Register to bid（入札登録

をする）」をクリックしてからアカウントの選択してください。

住所やお支払いの際にご使用いただくクレジットカード

詳細をご確認頂き、「Continue（続行）」をクリック下さい。

CHRISTIE'S

初めてMy Christie’sに登録されるお客様

事前に競売条件をご確認の上、アカウントの開設をお

願いいたします。次のページにお進みください。詳細を

ご確認ください。

アカウント開設には顔写真付きの身分証（運転免許証、

マイナンバーカード、外国人登録証等）とクレジットカー

ド情報が必要です。事前にご準備ください。
注）クリスティーズのアカウントをお持ちであっても、

My Christie’sのアカウントがない場合もございます。 そ

の際は My Christie’sより新規にアカウントを作成 いた

だき、既にお持ちのクリスティーズのアカウント 番号

をご入力下さい。



My Christie’s アカウント作成

CHRISTIE'S

①弊社ホームページの右上、「LOGIN」をクリックしていただき、

②ポップアップ画面より「Create New Account」へお進みください。

①

②



敬称

ご芳名（名）

メールアドレス

パスワード

ご芳名（氏）

アカウント作成

CHRISTIE'S

※ のちほどご登録のメールアドレスに登録完了を御知らせするメールをお送りします。

【ご名義】

こちらでご登録いただいた名義宛に

ご請求書お送りいたします。

マネーロンダリング（犯罪などに

係わる不正資金の洗浄）防止の為、

請求書名義の変更や第三者口座

からの送金は受領しておりません。

あらかじめ、ご了承ください

以下より情報をご入力ください。

【パスワード】

8文字以上で大文字、小文字、

数字を組合わせてください。



アカウント作成

CHRISTIE'S

弊社からのメルマガ（DM）をご希望の
場合はYes、不要の場合はNoを選択
してください。

個人情報保護に関する法律及び上
記の規約にご同意いただけるようでし
たら「Submit」をクリックして次にお進
みください。



【国番号】
「Japan」を選択していただくと、国番（＋81）が自動的に
表示されますので、続けて番号をご入力ください。

個人情報の入力

CHRISTIE'S

以下より情報をご入力ください。

【住所】
該当しない箇所は空欄のままお進みください。

「Submit」をクリックすると次に進みます。
後ほど入力される場合は「Complete Later」をクリック、
最初の画面に戻ります。

電話番号

携帯電話の場合はチェックしてください

国

ご住所

市区町村

都道府県

郵便番号

建物名

丁目、番、番号

市区町村以下



身分証のアップロードなど

CHRISTIE'S

【身分証】

「Click here to upload」から身分証をアップロードを

お願い致します。

身分証は顔写真とご住所の確認できる書類が必要です。

• 運転免許証（運転経歴証明書）

• マイナンバーカード

• 外国人登録証明書など

※ パスポートの場合には保険証など住所の確認できる

書類を併用ください。

【セキュリティ質問】

パスワード保護の為、セキュリティー質問の設定を行い

ます。左の枠から質問事項を選択し、右側にご自身の

回答をご入力下さい。

本人確認書類の提出をお願い致します



オンラインオークションでの注意事項

CHRISTIE'S

• ご入札いただいたビッドのキャンセルは出来ません。

• クリスティーズではあらかじめ決められた上がり幅に従い、入札金額が上がります。

詳しくは弊社ホームページより御確認ください。

• オークション終了間際2分以内にご入札いただいた場合、該当ロットのみ終了までの時間が2分間

延長されます。他のロットの終了時間への影響はございません。

• 「Set Max Bid」（入札希望最高額を設定）を設定いただくと、ご希望の金額まで自動的に入札を

行うことが可能です。また、応札がない場合には、設定金額以下で落札される場合もございます。

• 複数のお客様より同等の金額でご入札いただいた場合には先着順となります。



オークションへの参加登録 ①

• オークションスケジュールよりご希望のオークションを

選択、「Register to bid 」（入札登録）に進みます。

CHRISTIE'S

• 「Select Account」より入札される口座を選択すると、

• ご登録いただいた住所、電話番号などが表示され

ます。今一度ご確認ください。

住所（請求書送付先）

住所 （作品送付先）

• 変更をご希望の場合には「Edit this address」から、

• 新しいご住所のご登録をご希望の場合には「Add 

new address」よりご指示ください。

電話番号



オークションへの参加登録 ②

CHRISTIE'S

• 情報を保存する場合には「Remember 
these details」にチェックを入れてください。

お支払いの際にご使用いただくクレジットカードの情報をご入力ください。

• 規約をご確認いただき、「Continue」より次に
お進みください。

クレジットカード

種類

カード番号

カード名義

有効期限

セキュリティ番号



作品に入札する前に（お役立ちツール）

CHRISTIE'S

①

②

① 「Condition report」 コンディションレポート

担当スペシャリストが検品時に気づいた詳細を

掲載するレポートです。

② 「Cost calculator」

手数料、輸送費などを含めた合計金額を計算

するツールです。

※ 輸送費・税金などは見積もりとなりますので、

実際の支払額と異なる場合もございます。

作品の画像・概要、落札までの残り時間の他、以下のツールも併せてご利用ください。



作品に入札する前に

CHRISTIE'S

①コンディションレポート ② コスト計算機

作品代金、買手手数料、輸送料・輸送保険料の

お見積り、そのほか現地税金等を含めた金額が

確認できます（※日本へ輸入する際の輸入消費税

等は表示されません。ご了承下さい。）

スペシャリストの検品をもとに作成された作品に

ついての詳細を記載したレポートです。



作品に入札する

• 「Place Bid」（入札する）

ロットの詳細説明ページの「Place Bid」より入札します。

ボタンをクリックすると入札額の入力画面が表示されます。

• 「Set Max Bid」（入札希望最高額の設定）

入札希望最高額をご入力された場合には、その設定額

に達するまでビッドの更新を自動的に行います。

※入札いただくと、入札状況を確認するメッセージが画面に

表示されます。

CHRISTIE'S

入札が完了すると確認のメールが届きます。

また、お客様の入札を上回る応札が入った場合にも、お知らせのメッセージが届きます。

入札する



入札状況の確認

CHRISTIE'S

参加・入札状況は、画面右上「My Account」の「My buying & bidding」欄からご確認いただけます。



落札結果のご案内

CHRISTIE'S

ビッドする

オークション終了後に落札結果をメールにて御報告いたします。また、ホームページ上の

「My Account」内の「Ready for checkout」（お支払いページ）からも同じ内容をご確認頂けます。

ご落札ロットの詳細を確認の上「Checkout」ボタンより
「お支払い」＆「発送の手配」を お願いいたします。



作品の受渡方法と合計金額について

【作品のお受渡しについて】

「Checkout」をクリックいただくと、画面右に

作品の受渡し方法のオプションが表示されます。

① 落札代金のみのお支払い

② 現地で直接作品を引き取る

③ ご登録いただいている住所への輸送

④ お客様ご自身で輸送を手配する場合

⑤ ワイン倉庫へ送る（ワインをご購入の場合）

ご希望のオプションをご選択いただきますと、

合計金額が表示されます。

①
②
③
④
⑤

CHRISTIE'S



合計金額について （①～③）

Order Total（合計金額）に輸送代金、

輸送保険料は含まれません。作品の

受渡し方法が確定後にポストセール

サービスにご指示ください。 CHRISTIE'S

② Collect in person 
現地での受渡し

① Pay for property only
代金のみのお支払い

オークション開催地で税金が発生する

場合。（NY州税・VAT税等）合計金額

に反映されます。

ご登録の住所までの輸送見積もりが

表示されます。

オンラインセールでは、輸送保険料を

免除することはできませんので、何卒

ご了承ください。

③ Ship to your address 
登録先の住所への発送

①
②
③
④
⑤

①
②
③
④
⑤

①

②
③
④
⑤



CHRISTIE'S

合計金額について （その他）

その他の輸送方法については直接ポストセールもしくは

クリスティーズジャパンオフィスまでご連絡下さい。

4. お客様ご自身で輸送を手配する場合

5. ワイン倉庫へ送る（ワインを落札いただいた場合のみ）



CHRISTIE'S

お支払い内容を確認する

「Review Order」をクリックすると右のページが表示

されます。お支払い内容に間違いが無いかご確認く

ださい。

クレジットカード又は銀行送金にて御支払いいただ

けます。但し、クレジットカードでの御支払いには上

限がございますので、あらかじめご了承ください。

【クレジットカード支払い上限】

GDP 100,000 

USD 100,000

HKD 1,000,000 



CHRISTIE'S

お支払い方法の選択

お支払いの確認ページで「Continue to Payment（お支払いを続行）」をクリック

いただくと、お支払い方法を選択いただくページに移動します。



CHRISTIE'S

お支払い方法: クレジット／デビットカード

ご使用いただくクレジットもしくはデビットカードの情報をご入力ください。



CHRISTIE'S

お支払い方法: 海外送金

• 「Offline Bank Transfer（海外送金）」をご選択いた

だいた場合、一度「Confirm & Print Instruction

（確定し送金指示を表示する）」をクリックすると、

その他の選択は出来ませんのでご注意下さい。

• それぞれのセール会場ごとに送金先の口座番号

等の情報が表示されます。



CHRISTIE'S

お支払い完了

お支払いが完了すると、お支払いの確認画面が表示されます。
ご登録いただいているメールにも確認メールが送られます。



Q & As
Q. 一度もクリスティーズのオークションに参加したことがない為、ウェブサイトで使われている用語がよく分かりません。

A. 以下にオークション用語をご紹介いたします。

Estimate （ｴｽﾃｨﾒｰﾄ） ：弊社スペシャリストが算出した作品の査定価格です。

Hammer Price （ﾊﾝﾏｰﾌﾟﾗｲｽ） ： 落札価格です。この金額に買手手数料が加算され合計金額となります。

Buyer’s premium （ﾊﾞｲﾔｰｽﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ） ：買手が支払う手数料で、料率は金額によって変動します。

詳しくはCost Calculatorをご参照ください。

With you ： お客様が最高額で入札頂いております。

Against you ： 他の入札者がより高い金額で応札しています。

Q. どのようにしてクリスティーズの携帯アプリからオークションに参加できますか？

A. Apple StoreからダウンロードできるChristie’s Mobile Appでは、作品をご覧頂いたり、オンラインオークションやライブ

オークションへご参加が可能です。また、特定のロット番号を追跡したり、フォローしているオークションやすでに入札

しているロット番号の情報をプッシュアップ通知にて受け取って頂けます。

CHRISTIE'S



お問い合わせ

ロンドン: +44 (0)20 7839 9060

OnlineUK@Christies.com

香港: +852 2760 1766

InfoAsia@Christies.com

ﾆｭｰﾖｰｸ: +1 212 636 2000

OnlineUS@Christies.com

営業時間 （月-金）8:00 – 18:00（現地時間）

ご不明な点等ございましたら、下記のカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

CHRISTIE’S Online Auction

mailto:OnlineUK@Christies.com
mailto:InfoAsia@Christies.com
mailto:OnlineUS@Christies.com
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