
 2022年3月5日開催

近代陶芸／PartⅡ オークション落札結果

落札率　93.93% 計　¥74,680,000

Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

1 畦元 紀秀 茶碗/雉子香合/絵皿 二 23,300

2 吉川 水城
鉄絵金彩茶碗/鉄絵金彩水指/鉄絵金
彩草文陶筥/鉄絵金彩瓶 二

64,075

3 吉川 水城
黒釉月下の海文陶筥/黒釉芒文壷/鉄
絵金彩枯野文皿

75,725

4 五味 謙二 ガラス釉碗 三 58,250

5 五味 謙二 ガラス釉碗/「ふた、モノ。」 64,075

6 熊野 九郎右ヱ門 笠地蔵 87,375

7 岸 映子 彩石象嵌器 233,000

8 岸 映子 時刻の館 94 512,600

9 五味 謙二 彩土器 151,450

10 小川 待子 ぐい呑 二 116,500

11 七代 清水 六兵衛 席花陶 六 104,850

12 高内 秀剛 織部鉄絵瓢鉢 揃/赤絵ぐい呑 五 81,550

13 濱田 晋作
盒子/鐵砂赤絵扁壷/青釉盒子/鐵絵
盃/鐵絵茶器

52,425

14 田村 耕一 / 加守田窯 鉄釉花器/湯呑 52,425

15 坪島 土平 黒織部茶碗/烟寺暮色 58,250

16 檜垣 青子 色替り水指 40,775

17 楠部 彌弌 / 六代 清水 六兵衛 白釉花瓶/陶額 128,150

18 舘林 源右衛門 緑彩唐草小茶器 40,775

19 十四代 柿右衛門窯 錦葡萄リス文一輪生/錦花鳥文花瓶 64,075

20 十二代・十三代・十四代柿右衛門窯
染錦岩牡丹画酒器/錦菊鳥文湯呑/錦
花実文湯呑

110,675

21 十四代 柿右衛門窯
錦梅鳥文酒器/錦桜散し文瓢型箸置/
染錦瓢文飯碗

40,775

22 近藤 悠三 山染附盃/山染附皿 64,075

23 十四代 辻 常陸
波涛雲龍文鶴首瓶/有職鳳凰文鶴首
瓶

64,075

24 中里 隆 / 中里 太亀 唐津南蛮壷 二 99,025

25 藤原 恭助(敬介) 備前志野耳付大壺 11,650

26 十三代 中里 太郎右衛門 叩き白絵唐津耳付瓶 69,900

27 森 陶岳 びせん扁壷 128,150

28 森 陶岳 條文壷 256,300

29 山本 陶秀 備前花入 52,425

30 島岡 達三 地釉象嵌草花紋角皿 69,900

31 島岡 達三 地釉象嵌縄文ピッチャー 40,775

32 北大路 魯山人(星岡窯) 織部釉櫛目文長方皿 209,700

33 小山 冨士夫 種子島 75,725

34 小山 冨士夫 信楽水指 64,075

35 八木 一夫 鉄釉皿 93,200

36 西岡 小十 唐津 (左馬)湯呑茶碗 75,725

37 森 陶岳 ゆのミ 二 58,250

38 西岡 小十 繪唐津湯呑茶碗 64,075

39 藤原 啓 備前酒杯/備前徳利 87,375

40 林 正太郎 赤志野汲出碗 139,800

41 河井 寛次郎 呉洲湯呑 139,800

42 細川 護熙 粉引ぐい呑 64,075

43 小山 冨士夫 酒觴 58,250

44 藤本 能道 赤絵ぐい呑み/赤絵ぐい呑 110,675

45 加守田 章二 壷 198,050
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46 加藤 孝造 黄瀬戸扁壷 81,550

47 徳田 正彦 彩釉香炉 81,550

48 初代 徳田 八十吉 絵変酒盃 58,250

49 藤本 能道 色絵ぐい呑 99,025

50 藤本 能道 色絵椿ぐい呑 110,675

51 藤本 能道 色絵柘榴ぐい呑 116,500

52 藤本 能道 色絵木蓮ぐい呑 二 163,100

53 三浦 小平二 木版画「曼荼羅」 64,075

54 藤本 能道 逃げた小鳥陶額 75,725

55 葉山 有樹 金彩美瑠菊花文香爐 233,000

56 葉山 有樹 鹿鳴図 139,800

57 葉山 有樹 万花彩 Ornamental Vase 186,400

58 十四代 沈 壽官 薩摩茶心壷 99,025

59 井上 萬二 白磁笹彫文花器 81,550

60 井上 萬二 白磁染麦彫文壷 221,350

61 井上 萬二 白磁緑釉牡丹彫文香爐 186,400

62 十三代 酒井田 柿右衛門 濁手梅文茶碗 139,800

63 十三代 今泉 今右衛門 色鍋島緑地草花文花瓶 87,375

64 高内 秀剛 黒織部茶碗 87,375

65 杉本 貞光 渋紙手茶盌 瓜坊 34,950

66 島岡 達三 刷毛目指掻文盌 40,775

67 楠部 彌弌 焼〆茶盌 69,900

68 加藤 卓男 志野茶盌 116,500

69 山田 和 志野茶盌 銘 風たちぬ 116,500

70 西岡 小十 繪唐津茶碗 64,075

71 加藤 孝造 志野茶盌 69,900

72 九代 大樋 長左衛門 黒茶盌 赤平茶盌 128,150

73 十五代 坂倉 新兵衛 萩茶盌 46,600

74 濱田 庄司 鐵繪茶盌 128,150

75 小森 松菴 志賀らき茶碗 銘 龍笛一声 104,850

76 矢口 永壽 茶盌/水指/祥瑞一閑人反鉢 40,775

77 永楽 即全 / 三浦 竹泉
鵬雲斎好 金襴手宝盡花入/色絵祥瑞
南蛮船絵水指

198,050

78 永楽 即全 乾山写 菊茶碗/仁清冩 源氏車茶碗 116,500

79 永楽 即全 交趾耳付花入 69,900

80 永楽 即全 乾山写 秋草茶碗 93,200

81 永田 友祐 他 高台寺蒔画中棗/尾戸アンコウ茶入 58,250

82 岡本漆専堂 即中斎好 菊花大棗 23,300

83 一孝斎 唐松マキエ溜大棗 64,075

84 陽炎園 天下一丸壷寫茶入/尻張茶入 40,775

85 辻 石斎 他 髙臺寺蒔繪茶器/唐松蒔画平棗 52,425

86 初瀬川 柳菴 花のし中棗 23,300

87 一瓢斎 遠山蒔画大棗 69,900

88 福島 一恵 扇秋草蒔絵平棗 40,775

89 川端 近左 即中斎好 瑞雲棗 104,850

90 駒沢 利斎 雪花蒔絵折タメ棗 69,900

91 駒沢 利斎 松ノ木雪吹 菊桐蒔繪 99,025

92 川端 近左 鱗鶴蒔繪大棗 99,025

93 黒田 正玄 竹茶器 116,500

94 飛来 一閑 惺斎好 一葉桐雪吹 十五ノ内 52,425

95 黒田 正玄 桐蒔画竹平棗 151,450

96 樂 旦入 金溜松毬香合 110,675

97 即中斎 自作茶杓 拂子 93,200
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98 八代 中村 宗哲 松ノ木溜中棗 186,400

99 兼中斎/尋牛斎 自筆一行 紅葉云々/自筆一行 一口 40,775

100 即中斎 瓢自画サン色紙 林間 23,300

101 即中斎 自筆一行 山呼 104,850

102 即中斎 自筆一行 春水 99,025

103 而妙斎 自筆一行 百花 116,500

104 兼中斎 引舟風炉先屏風 58,250

105 一瀬 小兵衛 惺斎好 水玉透風炉先屏風 99,025

106 奥村 吉兵衛 即中斎好 金砂子切ハリ風炉先屏風 128,150

107 奥村 吉兵衛 名物裂腰フロ先屏風 163,100

108 奥村 吉兵衛 桐腰風炉先屏風 128,150

109 岡部 敬象 彫漆棗 58,250

110 川北 良造 桑造輪花菓子盆 151,450

111 川北 良造 欅造食籠 64,075

112 九代 中川 浄益 不及斎好 素銅平薬鑵 87,375

113 角谷 一圭 平蜘蛛釜 地紋橘 99,025

114 九代 中川 浄益 唐物摸七寶鉢 372,800

115 唐物 肩つき茶入 銘 陸羽 186,400

116 玄々斎在判 梅香合 233,000

117 信楽茶入 銘 寶生 419,400

119 西村 彦兵衛(象彦) 光琳蒔絵硯箱 582,500

120 大西 浄心 乙御前釜 291,250

121 中川 浄益 水次薬鑵 396,100

122 即中斎 自筆 懐紙開門 302,900

123 即中斎 紅唐紙金泥 自筆横物 紅葉 198,050

124 玄々斎 雪月花の歌 三幅対 722,300

125 一后 一兆 貝合平棗 116,500

126 大場 松魚 平文鳥平棗 372,800

127 黒田 辰秋 金溜大名縞茶器 1,572,750

128 平田 郷陽 夢 512,600

129 平田 郷陽 金時 鯉 372,800

130 福島 武山 兜型赤繪瑞鳥文九谷焼香爐 326,200

131 十三代 酒井田 柿右衛門 濁手木瓜文香爐 233,000

132 十四代 今泉 今右衛門 色絵雪花藍色墨はじき四季花文額皿 116,500

133 山本 一洋 純プラチナ彩冬の啄木鳥 396,100

134 福島 武山 赤繪双龍文九谷焼飾皿 314,550

135 福島 武山 赤繪華ひらく九谷焼飾皿 442,700

137 加守田 章二 灰釉湯呑 198,050

138 金重 陶陽 備前酒呑 174,750

139 瀬戸 毅己 曜変盃 233,000

140 黒田 泰蔵 白磁台鉢 489,300

141 八木 一夫 三島手掛花生 244,650

142 八木 一夫 焼〆細口壷 198,050

143 加守田 章二 焼き〆鉢 233,000

144 加守田 章二 陶の図 163,100

145 加守田 章二 陶の図 116,500

146 濱田 庄司 黒釉指描火鉢 372,800

147 濱田 庄司 柿釉青流掛火鉢 302,900

148 坂田 泥華 萩灰被下蕪花入 58,250

149
和太 守卑良 / 十五代 坂倉 新兵衛 /
金重 晃介

三翔茶盌 139,800

150 加藤 孝造 黄瀬戸茶盌 99,025

151 清水 卯一 油滴天目釉茶盌 151,450
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152 河井 寛次郎 櫛目茶盌 279,600

153 金重 陶陽 備前茶盌 銘 末広 314,550

155 河井 寛次郎 呉洲碗 256,300

156 河井 寛次郎 鉄薬彩碗 372,800

157 加守田 章二 灰釉碗 978,600

158 岡部 嶺男 伊賀筒茶碗 466,000

160 鈴木 蔵 志埜 838,800

161 川喜田 半泥子 茶盌 1,165,000

163 加藤 唐九郎 志野茶盌 1,398,000

168 吉田 美統 釉裏金彩芙蓉文花瓶 151,450

169 三代 徳田 八十吉 燿彩壷 163,100

170 三代 徳田 八十吉 碧明釉小紋壷 221,350

171 三代 徳田 八十吉 碧明燿彩花器 302,900

173 田村 耕一 鷺文花入 442,700

174 三代 徳田 八十吉 耀彩壷 535,900

176 井上 萬二 色絵花鳥文壷 233,000

177 井上 萬二 白磁緑釉椿彫文壷 372,800

178 十三代 中里 太郎右衛門 唐津三島掻落し染付辰砂黄彩魚文壷 512,600

179 藤田 喬平 手吹飾筥 花吹雪 442,700

180 十四代 今泉 今右衛門 色絵藍色墨はじき花丸紋花瓶 186,400

181 十四代 酒井田 柿右衛門 濁手梅花地文六角花瓶 419,400

182 十四代 今泉 今右衛門 色絵薄墨墨はじき草花更紗文花瓶 605,800

183 十三代 今泉 今右衛門 色鍋島薄墨菊花更紗文花瓶 337,850

184 岡部 嶺男 粉引徳利 174,750

185 岡部 嶺男 青織部八寸 349,500

187 岡部 嶺男 絵志野花生 291,250

188 岡部 嶺男 織部一輪差 466,000

189 金重 陶陽 備前糸目擂座花入 116,500

190 北大路 魯山人 織部釉切立形鉢 326,200

191 北大路 魯山人 於里遍鉢 419,400

192 濱田 庄司 柿釉青差扁壷 326,200

193 濱田 庄司 角鉢 372,800

194 バーナード・リーチ 壷 1,456,250

195 河井 寛次郎 草花圖扁壷 372,800

196 河井 寛次郎 草花圖扁壷 512,600

197 河井 寛次郎 辰砂筒描文扁壷 349,500

198 富本 憲吉 天目釉蝋抜模様壷 955,300

199 富本 憲吉 色絵風景曲り道陶板 419,400

200 棟方 志功 いろは文大皿 1,339,750

201 濱田 庄司 柿釉抜絵大皿 1,165,000

202 北大路 魯山人 金らむ手鉢 442,700

203 北大路 魯山人 於里遍十字平鉢 1,514,500

206 三浦 小平二 青磁豆彩インド文香爐 2,896,000

207 板谷 波山 葆光青磁雲鳳彫紋小花瓶 1,223,250

208 板谷 波山 瑞芝文茶盌 2,097,000

209 板谷 波山 青磁袴腰香爐 2,330,000

210 板谷 波山 裂紋青磁香爐 3,009,200

211 楠部 彌弌 彩埏飛翔花瓶 2,330,000

212 楠部 彌弌 彩埏椿花瓶 2,896,000

213 富本 憲吉 色絵銀彩丸文四弁花大鉢 1,223,250

214 富本 憲吉 色繪壷と花陶板 1,118,400

215 富本 憲吉 色繪赤地金銀彩大皿 22,140,000
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