
2021年10月23日開催 BAGS / JEWELLERY＆WATCHES・西洋美術オークション落札結果

Bags/Jewellery&Watches 落札率　63.35% 計　¥32,170,000

西洋美術 落札率　89.17% 計　¥60,085,000

Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

1 ショルダートート BVLGARI ¥69,900

2 チェーンショルダー Stella McCartney ¥23,300

3 ハンドバッグ COMTESSE ¥81,550

4 ナイル Chloé ¥81,550

5 BBチェーンショルダー BALENCIAGA ¥93,200

6 ルコ LOUIS VUITTON ¥139,800

8 ビジネスバッグ dunhill ¥58,250

10 トラベルバッグ BOTTEGA VENETA ¥99,025

11 エブリンTPMアマゾン HERMÈS ¥279,600

12 エッフェル HERMÈS ¥302,900

13 ケリー28 HERMÈS ¥2,443,200

14 ヴァンドーム Cartier ¥174,750

16 ベニュワール Cartier ¥512,600

20 レディース BAUME＆MERCIER ¥174,750

23
ビッグバン スチールブルー ダイヤモン
ド

HUBLOT ¥2,097,000

25 トノーカーベックス FRANCK MULLER ¥699,000

28 ダイヤモンドアワーグラス DE BEERS ¥955,300

29
ピンクダイヤモンド ダイヤモンドペンダ
ントネックレス

¥110,675

30 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥99,025

31 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥104,850

32 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥128,150

33
パパラチアサファイア ダイヤモンドネッ
クレス

¥75,725

34 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥99,025

35 ダイヤモンドピアス ¥139,800

36 ダイヤモンドピアス ¥233,000

37 ルビーダイヤモンドピアス ¥104,850

38 ターコイズ ダイヤモンドイヤリング ¥221,350

39 エメラルド ダイヤモンドイヤリング ¥267,950

40 タンザナイト ダイヤモンドピアス ¥419,400

41 ダイヤモンドピアス ¥104,850

42 ダイヤモンドピアス ¥267,950

43 オパール ダイヤモンドタイタック ¥69,900

44 ダイヤモンドネックレス ¥244,650

45 ダイヤモンドネックレス ¥466,000

46
パール ダイヤモンドイヤリング・ペンダ
ントトップセット

¥34,950

47
マルチストーン ブローチ兼ペンダント
トップ・イヤリングセット

¥267,950

48
マルチストーンブローチ兼ペンダント
トップ・ネックレス・チャーム・ブレスレッ
トセット

¥512,600

49 ダイヤモンドリング ¥163,100

51 ダイヤモンドリング ¥87,375

52 ピンクダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥116,500

53 ピンクダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥209,700

54 ピンクダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥256,300

55 アクアマリン ダイヤモンドリング ¥139,800

56 ダイヤモンドリング ¥116,500
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Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

57 ダイヤモンドリング ¥442,700

58 ダイヤモンドリング ¥116,500

60 ダイヤモンドリング ¥186,400

61 パール3連ネックレス ¥34,950

62 パールネックレス・イヤリングセット ¥163,100

63 パール5連ネックレス ¥93,200

64 パールネックレス ¥116,500

67 パールネックレス(オーロラ ピーコック) ¥267,950

69 ダイヤモンドブローチ ¥87,375

70 ダイヤモンドペンダントトップ ¥116,500

73 ダイヤモンドリング ¥209,700

75 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥116,500

76 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥116,500

77 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥151,450

78 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥81,550

79 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥174,750

80 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥139,800

81 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥174,750

83 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥174,750

86 ダイヤモンドブレスレット ¥466,000

87 エメラルド ダイヤモンドリング ¥81,550

88
エメラルド ダイヤモンドリング(ノンオイ
ル)

¥198,050

90 ルビー ダイヤモンドリング ¥93,200

91 ルビー ダイヤモンドリング ¥174,750

93 ダイヤモンドリング ¥1,281,500

94 ダイヤモンドリング ¥466,000

95 ダイヤモンドリング ¥279,600

97 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥372,800

99 パール ブローチ兼帯留め ¥174,750

103 ゴールデンパールネックレス ¥75,725

105
パライバトルマリン ダイヤモンド ペン
ダントネックレス

¥256,300

106
パライバトルマリン ダイヤモンドペンダ
ントネックレス

¥326,200

107
パライバトルマリン ダイヤモンドペンダ
ントネックレス

¥209,700

108
パパラチアサファイア ダイヤモンドペン
ダントネックレス

¥302,900

109
マルチストーン ダイヤモンドペンダント
ネックレス

¥174,750

110
ルビー ダイヤモンドペンダントネックレ
ス

¥209,700

111
ピンクダイヤモンド ダイヤモンドペンダ
ントネックレス

¥116,500

112
ピンクダイヤモンド ダイヤモンドネック
レス

¥233,000

113
アウィナイト ダイヤモンドペンダント
ネックレス

¥87,375

114 アメシスト ダイヤモンドリング ¥69,900

115 ツァボライト ダイヤモンドリング ¥139,800

116 ピンクトルマリン ダイヤモンドリング ¥302,900

118 エメラルド ダイヤモンドリング ¥151,450

119 エメラルド ダイヤモンドリング ¥81,550

122 パライバトルマリン ダイヤモンドリング ¥198,050

126 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥233,000
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Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

127 ダイヤモンドリング ¥535,900

128 ダイヤモンドリング ¥209,700

130 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥256,300

132 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥279,600

133 ダイヤモンドリング ¥582,500

135 ピンクサファイア ダイヤモンドリング ¥174,750

136 ルビー ダイヤモンドリング ¥139,800

139 アクアマリン ダイヤモンドリング ¥209,700

140
イエローサファイア ダイヤモンドリング
(加熱の痕跡を認めず)

¥256,300

141
ピンクサファイア ダイヤモンドリング(加
熱の痕跡を認めず)

¥279,600

142
ゴールデンサファイア ダイヤモンドリン
グ

¥174,750

145 ヒスイ ダイヤモンドリング ¥186,400

148 サンゴ ダイヤモンドリング ¥75,725

156 パールネックレス(by TASAKI) ¥244,650

157 ネックレス(by BVLGARI) ¥128,150

158
ダイヤモンドリング(by Van Cleef &
Arpels)

¥87,375

159
アクアマリン ダイヤモンドリング(by
Ponte Vecchio)

¥93,200

160 リング(by Cartier) ¥52,425

162 ダイヤモンドリング(by CHAUMET) ¥1,514,500

163
ダイヤモンドブローチ(by
TIFFANY&Co.)

¥722,300

164 ダイヤモンドリング(by BOUCHERON) ¥1,281,500

165 ブラックオパール ダイヤモンドリング ¥186,400

167 オパール ダイヤモンドリング ¥419,400

172
タンザナイト ダイヤモンドペンダント
ネックレス

¥699,000

173 タンザナイト ダイヤモンドリング ¥582,500

178 シェル ダイヤモンドブローチ ¥244,650

179 ダイヤモンドネックレス ¥582,500

180 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥652,400

187 ルビー ダイヤモンドリング ¥1,398,000

189 アレキサンドライト ダイヤモンドリング ¥815,500

191 ブルーダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥1,339,750

192 金彩色絵花鳥文ワイングラス5客 ムラーノグラス ¥87,375

193 金彩タンブラー「Virginia」6客 サン・ルイ ¥87,375

194 金彩ワイングラス「Virginia」6客 サン・ルイ ¥87,375

195 ワイングラス「BUCKINGHAM」10客 バカラ ¥93,200

196 ワイングラス「BUCKINGHAM」10客 バカラ ¥93,200

197 シャンパングラス「RICHELIEU」9客 バカラ ¥99,025

198 ワイングラス「MANON」9客 バカラ ¥93,200

199 ワイングラス「VAL DE LOIRE」11客 バカラ ¥69,900

200 金彩花文リキュールセット ¥75,725

201
ジャスパーウェアキャンドルスタンド2
点

ウェッジウッド ¥128,150

202 アール・デコ幾何学文花器 ボッホフレール ¥23,300

203 アール・デコ花文花器 ボッホフレール ¥75,725

204
キャンドルスタンド「楽器を奏でる子供
達」一対

ジッツェンドルフ ¥34,950

205 金彩色絵キューピッド文ミラー ドレスデン ¥23,300

206 金彩色絵「シンデレラ」レリーフ マイセン ¥64,075
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Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

207 白磁「ナポリの少年漁師」 ¥23,300

208 金彩ブドウ文透かし飾皿 マイセン ¥17,475

209 金彩ブドウ文透かし飾皿 マイセン ¥17,475

210 金彩色絵花文透かし飾皿 マイセン ¥29,125

211 金彩色絵花文飾皿 マイセン ¥87,375

212 色絵「ポピーと白い花」陶板 マイセン ¥58,250

213 金彩色絵シノワズリー文陶板 マイセン ¥23,300

214 金彩色絵花文飾皿 マイセン ¥81,550

215 金彩色絵花文飾皿 マイセン ¥151,450

217 恋人達 マイセン ¥139,800

218 楽器を弾く恋人達 マイセン ¥174,750

220 テイラー マイセン ¥302,900

226 ハートをノックするキューピッド マイセン ¥174,750

228 恥じらうキューピッド マイセン ¥174,750

230 鍛冶屋のキューピッド マイセン ¥174,750

233 五感シリーズ「味覚」 マイセン ¥174,750

234 五感シリーズ「嗅覚」 マイセン ¥174,750

235 五感シリーズ「聴覚」 マイセン ¥198,050

236 五感シリーズ「視覚」 マイセン ¥174,750

237 五感シリーズ「触覚」 マイセン ¥174,750

238 金彩色絵花尽くしポプリポット ドレスデン ¥186,400

239 金彩色絵花尽くしポプリポット マイセン ¥699,000

240 金彩色絵花尽くしポプリポット マイセン ¥675,700

241
色絵「横笛を習う恋人達」陶板入キャビ
ネット

K.P.M ¥4,254,400

242 ルイ調色絵陶板入デスク一対 セーブルスタイル ¥1,864,000

243 色絵「ソフィー・ポトッカ」陶板 ¥23,300

244 色絵神話文陶板 ¥23,300

245 金彩色絵婦人文飾皿 ヴィエナ ¥29,125

246 金彩色絵「ヒターナ」飾皿 ヴィエナ ¥17,475

247 瑠璃金彩色絵婦人文飾皿 ヴィエナ ¥34,950

248
瑠璃金彩色絵「アンヌ・ドートリッシュ」
飾皿

セーブル ¥11,650

249 瑠璃金彩色絵婦人文飾皿 セーブルスタイル ¥17,475

250 瑠璃金彩色絵「マリア・テレジア」飾皿 セーブルスタイル ¥23,300

251 瑠璃金彩色絵「メディチ婦人」飾皿 セーブルスタイル ¥58,250

252 金彩色絵婦人文飾皿 ヴィエナスタイル ¥58,250

253 瑠璃金彩色絵婦人文飾皿 ヴィエナ ¥93,200

254 瑠璃金彩色絵「プシュケ」飾皿 ヴィエナ ¥116,500

255 金彩色絵キューピッド文飾皿 ヴィエナ ¥34,950

256 金彩色絵キューピッド文飾皿 ヴィエナ ¥29,125

257 色絵「懐中時計を持つ婦人」陶板 ¥58,250

258
瑠璃金彩色絵「ジュピターとカリスト」飾
皿

ヴィエナ ¥40,775

259 金彩色絵人物文陶板 ヴィエナスタイル ¥209,700

260 金彩色絵神話文陶板 ¥75,725

261 金彩リーフ文透かし皿6点 K.P.M ¥87,375

262 色絵「マリー・アントワネット」陶板2点 K.P.M ¥34,950

263 色絵「ベアトリーチェ・チェンチ」陶板 K.P.M ¥34,950

264 金彩色絵「ルース」陶板 K.P.M ¥34,950

265 金彩色絵神話文陶板 K.P.M ¥46,600

266 色絵「ファン・ダイク」陶板 K.P.M ¥116,500

267 色絵「プシュケ」陶板 ヴィエナスタイル ¥110,675

269 色絵「婦人とクジャク」陶板 K.P.M ¥349,500
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270 金彩色絵人物文飾壷一対 K.P.M ¥908,700

271 金彩色絵「ロミオとジュリエット」飾皿 ヴィエナ ¥559,200

273 金彩色絵「マリー・ルイーズ」飾皿 ヴィエナスタイル ¥582,500

274 ラスター釉婦人文花器 ロイヤルサックス ¥34,950

275 鍍金ブロンズ飾付色絵草花文飾壷 ¥11,650

276 瑠璃金彩色絵人物文コンポート2点 ヴィエナ ¥58,250

277 瑠璃金彩色絵人物文コンポート2点 ヴィエナ ¥58,250

278 瑠璃金彩色絵花文飾皿 セーブルスタイル ¥29,125

279 瑠璃金彩色絵神話文飾壷 ミントン ¥75,725

280 瑠璃金彩色絵人物文コンポート6点 ヴィエナスタイル ¥64,075

281
瑠璃金彩色絵「ルイ16世とマリー・アン
トワネット」花器一対

セーブル ¥116,500

282 金彩色絵神話文飾皿6点 ヴィエナスタイル ¥99,025

283 金彩色絵恋人文飾皿2点 セーブル ¥52,425

284 金彩色絵庭園風景文コーヒーセット セーブルスタイル ¥489,300

285
金彩色絵婦人文飾皿6点/コンポート2
点

セーブル ¥326,200

286 金彩色絵庭園風景文コーヒーセット セーブルスタイル ¥1,514,500

287 金彩色絵神話文飾壷一対 ヴィエナスタイル ¥40,775

288 瑠璃金彩色絵男女文飾壷 セーブルスタイル ¥29,125

291 瑠璃金彩色絵神話文飾壷一対 セーブルスタイル ¥372,800

292 瑠璃金彩色絵庭園風景文飾壷 セーブル ¥198,050

293 瑠璃金彩色絵庭園風景文飾壷 セーブル ¥233,000

294 金彩色絵神話文ポプリポット ヴィエナ ¥955,300

296 瑠璃金彩色絵人物文飾壷 セーブルスタイル ¥652,400

299 色絵神話文双手付飾壷一対 ミントン ¥139,800

300 パテ・シュール・パテ果実文飾壷一対 ミントン ¥559,200

301 パテ・シュール・パテ神話文飾壷 ミントン ¥5,273,200

302
エナメル七宝シルバーカトラリーセット
15点

¥87,375

303 シルバーキャンドルスタンド2点 GEORG JENSEN ¥128,150

304 シルバー置時計 GEORG JENSEN ¥244,650

305 シルバーカトラリーセット135点 Asprey ¥908,700

306 シルバー香水瓶2点 ティファニー ¥110,675

307 テーブルランプ ティファニー ¥151,450

308 シルバーマウントシェル型花器2点 ティファニー ¥186,400

309 6灯式テーブルランプ ¥722,300

310 蜻蛉文テーブルランプ ティファニースタイル ¥605,800

311 エナメル七宝「手紙」 リモージュ ¥64,075

312 エナメル七宝「裸婦と白鳥」 ¥87,375

313 婦人像硝子絵 ¥11,650

314 油彩画「泉のほとり」 作者不詳 ¥23,300

315 鳥 フローレンスモザイク ¥40,775

316 花と小鳥 フローレンスモザイク ¥466,000

317 フローレンスモザイク丸テーブル ¥349,500

318 香水瓶「DEUX FLEURS」 ラリック ¥40,775

319
花器「DAMPIERRE」/グラス
「ENFANTS」3客/置時計「IRIS」

ラリック ¥64,075

320 ラジエーターキャップ「CHRYSIS」 ラリック ¥93,200

321 オブジェ「LUXEMBOURG」 ラリック ¥46,600

322
パネル「FIGURINE ET RAISINS, BRAS
LEVÉS」/「JOUEUR DE PIPEAU」

ラリック ¥559,200

323 トレー「RAPACE」 R.ラリック ¥58,250

324 トレー「DEUX COLOMBES」 R.ラリック ¥58,250

325 カシェ「NAÏADE」 R.ラリック ¥69,900
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326 ペーパーウェイト「DAIM」 R.ラリック ¥93,200

327 オブジェ「FLORÉAL」 R.ラリック ¥69,900

328 ペーパーウェイト「CHOUETTE」 R.ラリック ¥69,900

329 リキュールグラス「ALGER」6客 R.ラリック ¥163,100

330 ワイングラス「ALGER」6客 R.ラリック ¥174,750

331 トレー「GAO」 R.ラリック ¥17,475

332 トレー「IRÈNE」2点 R.ラリック ¥40,775

334 蓋物「ENFANTS」 R.ラリック ¥151,450

335 花器「ROYAT」 R.ラリック ¥244,650

336 花器「GUI」 R.ラリック ¥267,950

337 花器「DEAUVILLE」 R.ラリック ¥163,100

339 ペーパーウェイト「PERCHE」 R.ラリック ¥81,550

340 ラジエーターキャップ「TÊTE D'AIGLE」 R.ラリック ¥466,000

341 花器「CEYLAN」 R.ラリック ¥652,400

342 花器「DANAÏDES」 R.ラリック ¥699,000

343 花器「SAINT-ÉMILION」 R.ラリック ¥1,281,500

344 花器「TERPSICHORE」 R.ラリック ¥1,514,500

345 オブジェ「CHAT ASSIS」 R.ラリック ¥768,900

346 オブジェ「CHAT COUCHÉ」 R.ラリック ¥745,600

347 花文花器/ 湖水風景文花器 デュゲ他 ¥17,475

348 アール・デコ色硝子花器 シュナイダー ¥46,600

349 色硝子ブラケット2点 ¥46,600

350 色硝子4灯式吊灯 ¥58,250

351 色硝子4灯式吊灯 シュナイダー ¥104,850

352 色硝子5灯式吊灯 ミューラー ¥221,350

353 バラ文花器 ガレ ¥396,100

354 藤文花器 ガレ ¥244,650

355 ザクロ文花器 ガレ ¥396,100

356 風景文花器 ガレ ¥209,700

357 楓文花器 ガレ ¥349,500

358 アザミ文花器 ガレ ¥582,500

359 ケイトウ文花器 ドーム ¥256,300

360 グミ文花器 ドーム ¥629,100

361
金彩エナメル家紋入リキュールグラス6
客

ガレ ¥209,700

365
金彩エナメル家紋入ワイングラス8客/
デキャンタ

ガレ ¥466,000

367 エナメル彩蜉蝣と蝉文花器 ガレ ¥7,990,000

368 ステンドグラス ¥11,650

369 ステンドグラス ¥11,650

370 ステンドグラス ¥29,125

371 ステンドグラス ¥11,650

372 ステンドグラス ¥11,650

373 ステンドグラス ¥69,900

374 ステンドグラス ¥52,425

375 ステンドグラス ¥17,475

376 ステンドグラス2点 ¥99,025

377 ステンドグラス「種をまく人」 ¥17,475

378 ステンドグラス一対 ¥58,250

380 ステンドグラス ¥64,075

381
ステンドグラス「ガリラヤ湖畔で教えを
説くキリスト」2点組

¥81,550

386 クム産 ペルシャ絨毯 ¥605,800

387 クム産 シール工房 ペルシャ絨毯 ¥699,000
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388 クム産 ムサヴィ工房 ペルシャ絨毯 ¥815,500

389 タブリーズ産 ピルジアン工房 ペルシャ絨毯 ¥815,500

390 タブリーズ産 ペルシャ絨毯 ¥1,514,500

391 クム産 エラミ工房 ペルシャ絨毯 ¥1,165,000

392 クム産 イマニ工房 ペルシャ絨毯 ¥2,330,000

394 青釉黒紋鉢 ペルシャ ¥58,250

395 花文鉢 ペルシャ ¥11,650

396 青釉手付壷 ペルシャ ¥75,725

397 緑釉銀化二十三連皿 ペルシャ ¥34,950

398 青釉龍文耳付大壷 ¥17,475

399 鳥 ビザンチンモザイク ¥139,800

400 ブロンズ製母子文すり鉢 ¥23,300

401 黒絵手文アンフォーラ ギリシャ ¥442,700

402 黒絵手人物文レキトス ¥466,000

403 黒絵手人物文レキトス ギリシャ ¥372,800

404 人物文クラテール エトルスク ¥209,700

405 柿右衛門写飾皿 チェルシー ¥17,475

406 染付ジャポニズム文鉢 ウースター ¥64,075

407 色絵紋章文飾皿 ¥5,825

408 象牙神話文ジョッキ ¥75,725

409 イコン ¥58,250

410 金彩色絵キリスト文フンペン ¥34,950

411 塩釉葡萄文ジャグ ¥23,300

412 塩釉紋章文徳利 ドイツ古窯 ¥11,650

413 ピルグリムボトル イギリス古窯 ¥11,650

414 茶釉手付瓶 ¥29,125

415 染付人物風景文花器 デルフト ¥17,475

416 色絵草花文花器 デルフト ¥23,300

417 染付神話文花器 デルフト ¥81,550

418 染付冬景色文陶板 デルフト ¥11,650

419 色絵草花文手付鉢 デルフト ¥23,300

421 染付唐草文蓋付飾壷 デルフト ¥291,250

422 色絵男女文飾皿一対 マジョリカ ¥11,650

423 白釉色絵鳥文皿 ¥11,650

424 ジャグ2点 ¥11,650

425 色絵キューピッド像ブラケット マジョリカ ¥81,550

426 紋章文アルバレロ マジョリカ ¥87,375

427 色絵人物文壷 マジョリカ ¥99,025

428 色絵人物文アルバレロ マジョリカ ¥69,900

429 色絵人物文壷 マジョリカ ¥69,900

430 色絵男女像一対 マジョリカ ¥291,250

431 色絵メディチ家紋章文グリフォン像 マジョリカ ¥221,350

432 色絵人物文双手付飾壷 マジョリカ ¥582,500

433 色絵神話文飾台 マジョリカ ¥2,330,000

434 ユニコーン文ブロンズレリーフ ¥5,825

435 ブロンズ彫刻「潮騒」他 ¥29,125

436 ブロンズ彫刻「猪」 Fratin ¥58,250

437 ブロンズ彫刻「猪」 ¥17,475

438 猪文ブロンズレリーフ ¥11,650

439 ブロンズ彫刻「フクロウ」 ¥116,500

440 ブロンズ彫刻「カラス」 Lecourtier ¥34,950

441 アラバスター彫刻「トゲを抜く少年」 ¥5,825

442 大理石彫刻「蝶を捕らえる子供」 ¥11,650

443 大理石彫刻「横たわる子供」 ¥17,475
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444 大理石彫刻裸婦像 ¥349,500

445 大理石・ブロンズ彫刻婦人胸像 ¥58,250

446 大理石彫刻婦人胸像 ¥233,000

447 大理石彫刻「バッカス」胸像 ¥209,700

448 鍍金ブロンズ彫刻胸像「春」 Jean-Baptiste Carpeaux ¥489,300

449 鍍金ブロンズ3灯式吊灯 ¥11,650

450 鍍金ブロンズ4灯式吊灯 ¥34,950

451 鍍金ブロンズ16灯式吊灯 ¥23,300

452 エジプシャンスタイルチェアー ¥11,650

453 庭園人物文ゴブラン織 ¥69,900

454 木製コンソールデスク ¥75,725

455 ルイ16世スタイルソファー ¥69,900

456 木彫草花文レリーフ ¥17,475

457 木彫梁先「猪」 ¥11,650

458 木彫カードスタンド ¥40,775

459 木彫ムーア人像花台一対 ¥46,600

460 ブロンズ飾付ディスプレイキャビネット ¥116,500

461 マルケットリーディスプレイキャビネット ¥209,700

462 木彫人物像花台 ¥69,900

463 大理石天板木製彫刻台 ¥279,600

464 アラバスター彫刻台 ¥64,075

465 大理石彫刻台 ¥17,475

466 オニクス彫刻台 ¥104,850

467 ブロンズ飾付オニクス彫刻台 ¥58,250

468 蛇文大理石彫刻台 ¥69,900

469 大理石彫刻台 ¥40,775
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