
 2021年12月4日開催　近代陶芸／古美術／近代陶芸PartⅡオークション落札結果

落札率　85.44% 計　¥203,795,000

Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

1 高内 秀剛 織部鉄絵瓢鉢 揃/赤絵ぐい呑 五 46,600

2 高内 秀剛
織部ぐい呑/織部とくり/赤絵酒器 貝の
番外

64,075

3 高内 秀剛
織部鉄絵四方鉢 揃/髙萩志野長方皿
揃/黄瀬戸四方鉢

46,600

4 高内 秀剛 織部足付皿/黒織部砧花入 29,125

5 高内 秀剛 鉄絵織部四方皿/象嵌被灰横瓶 52,425

6 高内 秀剛 織部壷/織部花筒 75,725

7 河本 五郎 灰釉陶鳥 23,300

8 加守田窯 湯呑 三 81,550

9 鯉江 良二／加守田 太郎 盤/黒釉長壷 58,250

10 浅蔵 五十吉 白陽三友之譜香爐 二 52,425

11 浅蔵 五十吉
釉彩花に遊ぶ飾壷/萌黄釉桜花に遊
ぶ飾壷/釉彩桜花に遊ぶ飾壷

198,050

12 浅蔵 五十吉
白陽丸紋香爐/白陽果実之譜香爐/色
絵瑞鳥卓上飾

93,200

13 金城 次郎 ぐい呑/魚紋湯呑/海老魚紋徳利 64,075

14 金城 次郎 湯呑/海老魚紋土瓶 52,425

15 金城 次郎 ぐい呑/海老魚文徳利/魚紋蓋物 58,250

16 金城 次郎 魚海老紋皿/海老魚文花瓶 46,600

17 金城 次郎
海老魚文花瓶/アメ釉指カキ花生/竹
鳥文花瓶

75,725

18 金城 次郎 海老魚文花瓶/海老魚紋つる首花瓶 116,500

19 金城 次郎 刷毛目指カキ茶盌/アメ釉指カキ茶盌 69,900

20 金城 次郎 刷毛目魚紋茶盌 34,950

21 金城 次郎 魚紋茶碗 46,600

22 金城 次郎 壷屋焼 花瓶/抱瓶 116,500

23 金城 次郎 魚文マカイ 52,425

24 金城 次郎 壷屋焼 海老魚文抱瓶 58,250

25 金城 次郎 海老魚文扁壷 116,500

26 金城 次郎 人物魚文扁壷 128,150

27 金城 次郎 扁型花瓶 87,375

28 金城 次郎 壷屋焼 海老魚文花瓶 104,850

29 金城 次郎 海老魚文鬼手 151,450

30 浅蔵 与成 白陽秋ノ実り飾壷 75,725

31 浅蔵 五十吉 色絵花映花器 46,600

32 浅蔵 五十吉 刻家禽群遊飾瓶 99,025

33 浅蔵 五十吉 彩磁彩光彩飾壷 58,250

34 浅蔵 五十吉 色繪三友譜水指 302,900

35 浅蔵 五十吉 白陽松林に憩う飾瓶 81,550

36 浅蔵 五十吉 白陽彩三友之譜飾壷 233,000

37 浅蔵 五十吉 白陽彩瑞鳥之譜 87,375

38 高内 秀剛 織部土瓶 46,600

39 加藤 孝造 志野水指 69,900

40 加藤 孝造 志野花入 64,075

41 林 正太郎 志野香炉 58,250

42 林 正太郎 絵志野花器 81,550

43 林 正太郎 赤志野耳付花生 64,075

44 高内 秀剛 志野屋形香爐 11,650

45 高内 秀剛 鉄絵茶碗 46,600

46 高内 秀剛 黒織部茶碗 58,250

47 高内 秀剛 志野茶碗 52,425
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Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

48 高内 秀剛 黒織部茶碗 87,375

49 高内 秀剛 志野茶碗 64,075

50 林 正太郎 赤志野銘々皿 46,600

51 林 正太郎 赤志野ぐい呑/赤志野湯呑 75,725

52 林 正太郎 赤志野汲出碗 128,150

53 加藤 卓男 秋草文花入/鼡志野花生 69,900

54 加藤 孝造 志野湯呑 186,400

55 近藤 悠三 山金彩湯呑 40,775

56 鈴木 蔵 志埜湯呑 69,900

57 近藤 悠三 梅金彩湯呑 58,250

58 鈴木 蔵 志埜湯呑 75,725

59 和太 守卑良 其風文酒盃 186,400

60 富本 憲吉 色繪湯呑 128,150

61 河井 寛次郎 湯呑 104,850

62 島岡 達三 傘寿ぐい呑/象嵌ぐい呑 64,075

63 林 正太郎 万葉赤志野割高台ぐい呑 75,725

64 鈴木 蔵 志埜くい呑 87,375

65 鈴木 蔵 志野くい呑 139,800

66 藤本 能道 色絵椿ぐい呑 116,500

67 鈴木 蔵 志野くい呑 104,850

68 三輪 龍作 白萩文鎮 天・龍 23,300

69 十二代 坂倉 新兵衛 萩壷花入 11,650

70 十一代 三輪 休雪/三輪 栄造 萩平皿/萩壷 40,775

71 山本 陶秀 備前鉢/備前三方花入 29,125

72 森 陶岳 小擂鉢/ひさご かけ花入 46,600

73 藤原 雄 備前擂座水指/備前窯変花入 58,250

74 藤原 啓 備前徳利 三 128,150

75 藤原 啓 備前酒杯 110,675

76 藤原 啓 備前徳利 110,675

77 藤原 啓 備前窯変徳利 163,100

78 山本 陶秀 備前酒呑/備前湯呑 29,125

79 藤原 啓 備前徳利 104,850

80 藤原 啓 備前窯変片口 87,375

81 藤原 雄 備前板皿 99,025

82 藤原 啓 備前片口形水指 58,250

83 藤原 啓 備前筒花入 64,075

84 藤原 啓 備前花入 58,250

85 金重 陶陽 備前皿 64,075

86 藤原 啓 備前花入 29,125

87 藤原 啓 備前棗形壷 40,775

88 藤原 啓 備前徳利形壷 11,650

89 藤原 啓 備前水指 87,375

90 藤原 啓 備前壷 64,075

91 藤原 啓 備前擂座水指 23,300

92 藤原 啓 備前水指 46,600

93 藤原 雄 備前大壺 58,250

94 森 陶岳 耳付花入 128,150

95 森 陶岳 矢筈水指 116,500

96 藤原 啓 備前透徳利形壺 23,300

97 藤原 啓 備前水指 46,600

98 藤原 啓 黄瀬戸茶盌 69,900

99 山本 陶秀 備前茶盌 29,125

100 藤原 啓 備前茶盌 34,950

101 山本 陶秀 備前茶盌 52,425
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102 島岡 達三 地釉象嵌縄文盌 52,425

103 楠部 彌弌 鉄釉茶盌 29,125

104 林 正太郎 鼡志野茶盌 64,075

105 加藤 孝造 志野茶盌 104,850

106 加藤 孝造 志野水指 58,250

107 濱田 庄司 縁黒茶盌 186,400

108 九代 大樋 長左衛門 茶盌 81,550

109 十代 三輪 休雪 萩馬たらひ茶盌 せゝらぎ 128,150

110 島岡 達三 象嵌赤繪流水文角皿 75,725

111 濱田 庄司 塩釉藍彫繪香炉 128,150

112 加守田 章二 花入 128,150

113 楠部 彌弌 釉彩梅花文菓子鉢/寿猿置物 58,250

114 楠部 彌弌 三彩馬置物 58,250

115 楠部 彌弌 澱彩釉鉢 17,475

116 徳田 正彦 碧明釉壷 40,775

117 井上 萬二 白磁青海波文水指 52,425

118 井上 萬二 青白磁彫文壷 128,150

119 井上 萬二 青白磁彫文皿 75,725

120 島田 文雄 青白彩磁釣鐘草文大皿 29,125

121 富本 憲吉 染付蓋付芍薬飾壷 40,775

122 富本 憲吉 染附菓子皿 81,550

123 加藤 土師萌 乳白釉鉢 23,300

124 濱田 庄司 リーチ窯 鐡絵花瓶 279,600

125 北大路 魯山人 刷毛目小鉢 二 汲出碗にも 326,200

126 石井 康治 手吹き硝子花生 彩流 69,900

127 香取 正彦 経筒 81,550

128 平松 宏春 瑞雲鋳銅花瓶/鋳銅花瓶 34,950

129 慶塚
南天蒔絵茶托 ・銘々皿・点心盆 各五
客

128,150

130 十七代 永楽 善五郎 交趾玉茶碗 46,600

131 永楽 即全 仁清寫 扇流茶碗 / 交趾鶴首花入 52,425

132 十代 中村 宗哲・永楽 妙全/寸作
惺斎好 梅蒔繪朱盃寿ノ字自筆 交趾
写若松ノ繪臺添/即中斎好 金城棗

58,250

133 茶杓 神楽歌 46,600

134 淡々斎 自作茶杓 千代の栄 221,350

135 玄々斎 茶杓 玄中玄 419,400

136 坪島 土平 村祭 69,900

137 藤原 啓 案山子の絵と歌 40,775

138 十一代 三輪 休雪 自筆 福寿/自筆 和敬 93,200

139 古萩獅子置物 652,400

140 古備前巌上乃猿置物 128,150

141 神坂 雪佳 読書之図 349,500

144 柴田 是真 水潜り梅 466,000

145 益田 鈍翁 一行 初祖菩提達磨大師 466,000

146 池 大雅 竹林七賢図屏風 582,500

147 田能村 竹田 奇石嬌蝶圖 349,500

149 柴田 是真 中旭日 左外宮 右内宮 三幅対 605,800

150 狩野 常信 中維摩 左右破墨山水 三幅対 349,500

151 狩野 寿信 花鳥図屏風 349,500

152 狩野 安信 躑躅鶏 792,200

153 狩野 探幽 雑絵巻 699,000

155 谷 文晁　画/酒井 抱一　賛 水火仙客 双幅 4,028,000
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156 烏丸 光廣 懐紙 水無月の 349,500

159 徳川 秀忠(台徳院) 和歌色紙 466,000

160 清巌 宗渭 一行 七花八裂 1,223,250

161 徳川家康・徳川秀忠・徳川家光
家康公切・秀忠公歌・家光公花之一字
三幅

2,213,500

162 利休 吉野行文 1,631,000

163 酒井 抱一 圓光大師一枚起請文 932,000

164 松花堂 昭乗 飲中八仙巻物 349,500

165 藤原 定家 記録巻物 605,800

166 白隠 白衣大士 2,213,500

170 国宝・彦根屏風写風俗図屏風 349,500

172 百人一首貼交屏風 349,500

174 ギヤマン切子器物 466,000

175 ギヤマン切子器物 1,514,500

176 金馬菓子盆 349,500

178 埋忠 金唐草象嵌火箸 466,000

180 古染付朱買臣火入 466,000

182 萩焼茶碗 ナタ打 442,700

183 セト唐津平水指 銘 日本海 582,500

184 萩茶碗 582,500

185 黄セト筒茶碗 雪吹 1,071,800

188 光悦 赤茶碗 松島 1,631,000

189 田中 宗味 黒茶碗 羽衣 1,048,500

190 樂 長入 長次郎七種 2,443,200

191 古薩摩砧形花入 932,000

192 高取耳付水指 銘 おくら山 3,009,200

193 志野香合 582,500

196 古備前伊部手烏帽子箱水指 2,330,000

200 小堀 遠州（宗甫） 茶杓 しののめ 1,980,500

201 蒔絵韃靼人図硯箱 1,456,250

202 蘆手志賀唐崎蒔繪硯箱 699,000

203 宇治橋蒔絵硯箱 見返蛍 1,398,000

204 染付芙蓉手向付 五人 582,500

206 青磁印花花弁文鉢 815,500

209 瀬戸丸壺茶入 銘 澱川 932,000

210 春慶瓢箪茶入 なには 1,514,500

211 古瀬戸茶入 櫻木 1,747,500

212 利休在判瀬戸芋ノ子茶入 5,952,400

215 奥高麗茶碗 1,980,500

219 俵屋 宗達　画・近衛 信尹　賛 唐崎松の図 1,398,000

220 宮本 武蔵 東坡騎驢 荷亭賛 1,631,000

223
伝 西行 後撰集巻第四断簡(白河
切)(五月なかあめのころ)

4,594,000

225 光琳 団扇 13,084,000

226 光琳 水墨白牡丹 5,726,000

227 仁清 御室茶わん 14,216,000

228 樂 常慶 黒茶碗 11,952,000

229 長次郎 黒茶碗 15,914,000

231 円空 聖観音菩薩像 8,216,400

232 金城 次郎 線彫魚紋大皿 244,650

233 濱田 庄司 掛合釉火鉢 198,050

234 田村 耕一 椿陶板 233,000

235 濱田 庄司 流掛角盛皿 302,900
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236 加守田 章二 失透釉花瓶 221,350

237 加守田 章二 灰釉鉢 233,000

239 加守田 章二 湯呑 256,300

240 濱田 庄司 柿釉鐡繪扁壷 349,500

241 濱田 庄司 掛合釉鐡繪花瓶 302,900

242 濱田 庄司 塩釉繪刷毛目方壷 559,200

244 福島 武山 赤絵恵比壽文九谷佐野窯香爐 163,100

245 初代 徳田 八十吉 古九谷欽慕角香爐 174,750

247 十三代 今泉 今右衛門 色絵薄墨珱珞文香爐 174,750

248 十四代 酒井田 柿右衛門 濁手撫子文六角香合 99,025

249 十二代 酒井田 柿右衛門 濁手草花文様丸形菓子鉢 151,450

250 十三代 酒井田 柿右衛門 濁手芙蓉文水注 151,450

251 十三代 今泉 今右衛門 色鍋島薄墨薄墨草花更紗文花瓶 174,750

252 十四代 酒井田 柿右衛門 濁手苺文香炉 314,550

253 十四代 酒井田 柿右衛門 濁手梅花文香炉 419,400

254 十三代 酒井田 柿右衛門 濁手芥子文花瓶 233,000

257 藤本 能道 色絵ばら文花壷 198,050

259 前田 昭博 白瓷面取壷 466,000

261 秋山　陽 UNTITLED T-971 302,900

262 三輪 龍作 萩花器 黒の風景 466,000

263 若尾 利貞 鼡志野俎皿 163,100

264 鈴木 蔵 志野蓋物 139,800

265 鈴木 蔵 志埜丸皿 221,350

266 鈴木 蔵 志埜湯呑(二客二組) 209,700

268 鈴木 蔵 志野 419,400

269 加藤 卓男 黄瀬戸茶盌 銘 早春 244,650

270 藤田 喬平 手吹硬質金・白金彩茶盌 163,100

271 和太 守卑良 杉文茶碗 256,300

272 和太 守卑良 赤彩茶碗 314,550

273 濱田 庄司 塩掛合釉面取茶盌 163,100

274 濱田 庄司 藍塩釉茶盌 186,400

276 荒川 豊蔵(水月窯) 紅白梅茶垸 442,700

277 近藤 悠三 山赤地金彩茶碗 174,750

278 三輪 龍作 白萩水指 87,375

279 十一代 三輪 休雪 白萩茶盌 233,000

280 十一代 三輪 休雪 白萩水指 314,550

281 鈴木 蔵 志野 792,200

283 棟方 志功 絵付茶碗 萬里水雲 349,500

284 河井 寛次郎 白地花繪扁壷 314,550

285 川喜田 半泥子 茶盌 1,805,750

286 十一代 三輪 休雪 鬼萩わり高台茶碗 2,155,250

287 加藤 唐九郎 志野茶碗 2,097,000

288 加藤 唐九郎 絵志野茶盌 2,896,000

291 岡部 嶺男 青織部小鉢 419,400

293 岡部 嶺男 青織部壷 5,726,000

294 加守田 章二 灰釉鉢 349,500

295 加守田 章二 並白釉花瓶 372,800

297 加守田 章二 彫文炻壷 2,556,400

298 加守田 章二 壷 2,556,400

299 加守田 章二 壷 8,216,400

300 加守田 章二 壷 2,896,000

301 島岡 達三 地釉象嵌縄文皿 535,900

302 濱田 庄司 柿釉丸紋鐡繪大鉢 2,330,000

303 棟方 志功 鯉魚図皿 582,500
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Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

304 棟方 志功 大鉢繪付 牡丹繪 1,118,400

305 楠部 彌弌 彩埏爽風香爐 2,330,000

306 初代 徳田 八十吉 深厚釉七寶摸様華瓶 1,747,500

308 北大路 魯山人 菖蒲図色紙 372,800

309 北大路 魯山人 織部スミ折鉢 1,048,500

310 北大路 魯山人 有平ゆのみ 六 1,281,500

311 北大路 魯山人 銀彩鳥平鉢 1,223,250

312 北大路 魯山人 赤呉須鳥平鉢 1,864,000

313 北大路 魯山人 志埜遍むこ 1,165,000

314 北大路 魯山人 木の葉模様沙羅 五人 1,165,000

315 北大路 魯山人 伊賀釉破レ壷 2,669,600

316 北大路 魯山人 伊賀釉檜垣文花生 3,688,400

317 北大路 魯山人 そめつけ花鳥花入 5,273,200

318 北大路 魯山人 呉須花入 17,046,000
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