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ヤフオク!とBH AUCTION、希少価値の高い名車に特化した 

「コレクションカーオークション」の第4回を、8月30日より開催 
 

～「フェラーリ 599 HGTE」「アストンマーティン ヴァンテージ V550」「ヤマハ TZ500・

TZ350」などバイクを含む名車 14 台のほか、シューマッハのレーシングスーツが登場！希少な

フェラーリグッズは 1 円スタートも！～ 

https://auctions.yahoo.co.jp/topic/promo/car_collection/item4/ 
 

ヤフー株式会社（以下、Yahoo! JAPAN）と株式会社 BH AUCTION（以下、BH AUCTION）は、

Yahoo! JAPAN が運営する日本最大級のネットオークションサービス「ヤフオク!」で、2021 年 8

月 30 日（月）より、希少価値の高い名車に特化した「コレクションカーオークション」の第 4 回

を開催します。 

 
 

本オークションは、希少価値の高い車に特化したオークションハウスである BH AUCTION とネ

ットオークションサービス「ヤフオク!」が協力して今年 6 月より開催している、入札者の本人確

認を必須とした安全性と透明性の高い「コレクションカーオークション」です。8 月初旬に開催し

た第 3回では、世界で限定 500台のみ生産された「1990年 メルセデス・ベンツ 190E 2.5-16 Evolution 

II」（正規輸入車）が 2,550 万 1,100 円で落札（※1）されるなど、好評のうちに終了しました。 

 ※1：第 3 回「乗って楽しむコレクション」 https://auctions.yahoo.co.jp/topic/promo/car_collection/item3/ 
 

第 4 回となる今回のオークションは、軽井沢在住のコレクターの貴重な車両を集めた「軽井沢

コレクション」と、フェラーリのエンジンや F1 のボディパーツなど希少な品々をそろえた「IG コ

レクション」（※2）の 2 つのテーマを中心に開催します。 



 

「軽井沢コレクション」では、軽井沢在住のオーナーが長い年月をかけて世界中から集めた貴

重な名⾞が計 7 台出品されます。日本にフェラーリを広めたといわれる世界屈指のフェラーリ・

コレクターが所有していた「2011 フェラーリ 599 HGTE」や、239 台のみが生産された「1996 ア

ストンマーティン ヴァンテージ V550」など往年のスーパーカーから、名 SUV の「1991 レンジ

ローバー 3.9 4door」やトヨタビスタとモデリスタのタイアップカー「2001 TMI VM180 ザガート」

まで、圧巻のラインアップがそろいます。 

 ※2：出品者の名前にちなんだコレクションの名称 

 

また、「軽井沢コレクション」のほかにも、「フェラーリ 308 GTB」や国産旧⾞の代表格「1968 

マツダ コスモスポーツ」や、近年人気上昇中の「1995 トヨタ スープラ SZ」が登場します。さ

らに、モーターバイク史に名を残す名車「1980 ヤマハ TZ500」と「1978 ヤマハ TZ350」の 2 台

のロードレーサーが、未⾛⾏の極上コンディションで出品予定です。 

 

希少なフェラーリ関連商品を集めた「IG コレクション」では、全 28 点の商品のうち、8 点の商

品を 1 円スタートで出品します。F1 マシンのホイールやスケールモデル（模型）から、限定品の

スキー板、便座まで、⼊⼿困難なフェラーリグッズが 1 円から登場します。その他同コレクショ

ンでは、フェラーリ F40 用をはじめとしたエンジン 4 点に加え、ミハエル・シューマッハが実際

に着用したレーシングスーツや、フェラーリ F1 マシンのボディパーツ、珍しいオブジェも出品

されます。 

 

今回も、オンラインの特性を活かし、車の情報、保管・整備状況に加え、個々の車の持つスト

ーリーやオーナーの思いを、映像を含む豊富なコンテンツで紹介します。また、貴重な名車がユ

ーザーの手に届くまで、安全安心でスムーズに取引できるよう入札時の本人確認を導入していま

す。入札を希望するユーザーは、事前に Yahoo! JAPAN に本人確認書類を提出し、Yahoo! JAPAN

の審査を経て入札が可能になります。また、取引が完了した後も、BH AUCTION による自動車に

対する万全のサポート体制が整っています。 

 
 

左：1980 ヤマハ TZ500  

右：1978 ヤマハ TZ350 



 

左：2011 フェラーリ 599 HGTE   

右：フェラーリ F40 用 Tipo F120A 型エンジン 

 

左：ミハエル・シューマッハ着用 2005 F1 ハンガリーGP レーシングスーツ 

右：フェラーリ F40 用 Tipo F120A 型エンジン 

 

＜オークション概要＞ 

■コレクションカーオークション特設ページ： 

https://auctions.yahoo.co.jp/topic/promo/car_collection/item4/ 
 

■オークション期間 

2021 年 8 月 30 日（月）11:00頃～9 月 5 日（日）20:00頃 

 

■出品アイテム 

「軽井沢コレクション」 

・2011 フェラーリ 599 HGTE 

・1996 アストンマーティン ヴァンテージ V550 

・1976 パンサー J72 

・1991 レンジローバー 3.9 4door 

・2001 BMW Z3 M Coupe 

・2001 TMI VM180 ZAGATO 

・2003 オペル スピードスター 



 

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

・1977 フェラーリ 308 GTB 

・1968 マツダ コスモスポーツ（L10A） 

・1995 トヨタ スープラ SZ 

・2006 マセラティ グランスポーツ 

・1991 メルセデス・ベンツ 560SEL 

・1980 ヤマハ TZ500 

・1978 ヤマハ TZ350 

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

「IG コレクション」- 1 円スタート -   

・1999 フェラーリ F399 アマルガム製 1/8 スケールモデル 

・ミハエル・シューマッハ 2006 F1 Brazil GP引退記念 1/18 スケールモデル （Hot Wheelsミニカ

ー） 

・フェラーリ 限定モデル スキー板（専用キャリーケースつき） 

・フェラーリ Elista & Heinzl 社製 便座 

・F1 マクラーレン・メルセデス装着 エンケイホイール＆ブリヂストンタイヤ 

・F2000 ハヤシレーシング マグネシウムホイール＆ダンロップ スリックタイヤ 

・フェラーリ C-Teck バッテリー充電器 

・Sabelt製 4 点式 レーシングハーネス 

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

「IG コレクション」 

・フェラーリ F40 用 Tipo F120A 型エンジン 

・フェラーリ 250 用 Tipo 0124D 型エンジン 
・フェラーリ 512BB 用 Tipo F102B D 型エンジン 

・フェラーリ 365GTB/4 用エンジンの木製オブジェ 

・フェラーリ 312T2「1977 F1 ボディカウル」（ボディバーツ） 

・ミハエル・シューマッハ着用 2005 F1 ハンガリーGP レーシングスーツ 

・フェラーリ 126C4「1984 F1 フロントウィング」（ボディパーツ） 

・フェラーリ F40 カーボン製シート （社外製/未使用）（ボディパーツ） 

・フェラーリ 312 momo「F1 ステアリング」（ボディパーツ） 

・F-104 G Starfighter "フェラーリ" （L）（フェラーリのエアプレーンモデル） 

・F-104 G Starfighter "フェラーリ" （S）（フェラーリのエアプレーンモデル） 

・フェラーリ 250 ステアリング（ボディパーツ） 

・フェラーリ F1 サイドポンツーン（ボディパーツ） 

・フェラーリ ネオンサイン 

・フェラーリ F310 1996 F1 エアインテーク（ボディパーツ） 

・フェラーリ 126C2 F1 ノーズ（ボディパーツ） 

・「Ferrari in Motion」（Clive Ellis作、オブジェ） 



 

・「Rivals」デラックスエディション（Chris Nixon著、洋書） 

・Benetton B193 用前後ホイール（ボディパーツ） 

・「Evoluzione 50」（Franco Reggiani作、オブジェ） 

 

なお、BH AUCTION は、車の価値を一台一台、一人一人に対して、丁寧に繋いでいくことをテー

マとし、希少車、絶版車の出品の募集を随時行っています。 

https://bhauction.com/sell/ 

 

Yahoo! JAPAN と BH AUCTION は今後も、両社の強みを活かし、価値ある車や関連商品が集まり、

透明性と質の高い取引ができる場を進化させてまいります。 

 
以上 

 
 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社 BH AUCTION 

八重田（やえだ）、石井 

電話： 03-5511-2777 

メールアドレス：info@bhauction.com 

 

 


