
 2022年4月16日開催

西洋美術・BAGS / JEWELLERY＆WATCHES オークション落札結果

西洋美術　落札率　99.22% 計　¥30,150,000

BAGS / JEWELLERY＆WATCHES落
札率　69.85%

計　¥76,405,000

総合計　¥106,555,000

Lot 作品・商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

1 GEORG JENSEN シルバーカトラリー 2点 ¥23,300

2 クリストフル
シルバープレートカトラリー
「Vendome」 27点

¥81,550

3 クリスタルガラスデキャンタ 3点 ¥58,250
4 バカラ オブジェ「フクロウ」 ¥93,200

5 バカラ
Franklin Mint Bicentennial
Powderhorn

¥29,125

6 バカラ クリスタルガラス花器 ¥75,725
7 バカラ タンブラー「HARMONIE」5客 ¥81,550
8 バカラ シャンパングラス「PICCADILLY」6客 ¥69,900
9 バカラ ワイングラス「SEVIGNE」8客 ¥69,900
10 バカラ 「CONDE」6点 ¥128,150
11 バカラ ワイングラス「CHARTRES」12客 ¥93,200
12 バカラ ワイングラス「PICCADILLY」14客 ¥174,750
13 ティファニー スターリングシルバーボウル ¥75,725
14 ロイヤルコペンハーゲン フローラダニカ飾皿 6枚 ¥396,100
15 リヤドロ 天使の花占い ¥87,375
16 リヤドロ 馬上の二人 ¥81,550
17 セーブルスタイル 金彩色絵花文飾皿 ¥139,800
18 デルフト 「エレーヌ・フールマン」陶板 ¥23,300

19 ヴィエナ
金彩色絵「アルカディアへの船路」陶
板

¥163,100

20 ミントン 金彩色絵花文飾壷 ¥99,025
21 セーブルスタイル 金彩色絵鍍金ブロンズ飾壷 一対 ¥128,150
22 金彩色絵神話文飾壷 ¥7,990,000
23 マイセン 色絵陶板 ¥46,600
24 マイセン 金彩色絵陶板 ¥116,500
25 マイセン 金彩色絵幾何学文陶板 ¥838,800
27 ラリック 花器「ANGELOTS」 ¥75,725
28 ラリック オブジェ「DEUX POISSONS」 ¥128,150
29 R.ラリック ワイングラス 2客 ¥52,425
30 R.ラリック リキュールグラス「ENFANTS」6客 ¥244,650
31 R.ラリック トレー「FAUVETTES」 ¥40,775
32 R.ラリック 蓋物「DUNCAN」 ¥87,375

33 R.ラリック
オブジェ「CROIX DE BERCEAU,
AUX ANGES」

¥58,250

34 R.ラリック
オブジェ「VIERGE A L'ENFANT
AGENOUILLÉE」

¥99,025

35 ラリック 香水瓶「FLEURETTES」 ¥52,425
36 R.ラリック 香水瓶「ROSE」 ¥198,050
37 R.ラリック 香水瓶「CHYPRE」 ¥99,025
38 R.ラリック 香水瓶「CACTUS」 ¥151,450
39 R.ラリック 香水瓶「DAHLIA」no.4 ¥93,200
40 R.ラリック 香水瓶「DAHLIA」no.3 ¥99,025
41 R.ラリック 香水瓶「DAHLIA」no.2 ¥110,675
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Lot 作品・商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

42 R.ラリック 香水瓶「ENFANTS」 ¥128,150
43 R.ラリック 香水瓶「CLAIREFONTAINE」 ¥256,300
44 R.ラリック 香水瓶「HABANITO」 ¥314,550

45 R.ラリック 香水瓶「BOUQUET DE FAUNES」 ¥209,700

46 R.ラリック オブジェ「PERDRIX COUCHÉE」 ¥34,950
47 R.ラリック ペーパーウェイト「COQ NAIN」 ¥244,650
48 R.ラリック アイスペール「ÉPERNAY」 ¥174,750
49 R.ラリック 花器「AVALLON」 ¥326,200
50 R.ラリック 花器「DANAÏDES」 ¥932,000
51 色硝子2灯式ブラケット ¥81,550
52 デュゲ アール・デコ吊灯 ¥29,125
53 Richard 蝶と松笠文吊灯 ¥69,900
54 Lorrain 色硝子4灯式吊灯 ¥151,450
55 色硝子4灯式吊灯 ¥128,150
56 ミューラー 色硝子4灯式吊灯 ¥151,450
57 ミューラー 湖水風景文4灯式吊灯 ¥466,000
58 ドーム 金彩鉢 8点 ¥174,750
59 ドーム 色硝子ランプシェード ¥29,125
60 ガレ アザミ文花器 ¥52,425
61 ガレ ホクシャ文花器 ¥116,500
62 ガレ ケマンソウ文花器 ¥139,800
63 ガレ ポピー文花器 ¥58,250
64 ガレ 風景文花器 ¥198,050
65 ガレ 桜文花器 ¥128,150
66 ガレ シクラメン文花器 ¥209,700
67 ガレ シネラリア文ランプベース ¥151,450
69 ドーム スグリ文花器 ¥372,800
70 ガレ 花と昆虫文花器 ¥442,700
71 ガレ ヒヤシンス文花器 ¥466,000
72 大理石彫刻少女胸像 ¥81,550
73 大理石彫刻「CAPTIF」 ¥466,000
74 硝子絵「マルスの勝利」 ¥116,500
75 Elkington & Co. シルバープレート神話文盾 ¥186,400
76 大理石彫刻「ヴィーナス・イタ―リカ」 ¥267,950
77 Jef Lambeaux ブロンズ彫刻「ニンフ」胸像 ¥81,550
78 Georges Van der Straeten ブロンズ彫刻婦人胸像 ¥46,600

79 F. Barbedienne
鍍金ブロンズ彫刻キャンドルスタンド
一対

¥110,675

80 Georges Van der Straeten ブロンズ彫刻「テレザ」胸像 ¥64,075
81 婦人文シルバーネックレス ¥75,725
82 婦人文ゴールドブローチ ¥163,100
83 Łopieński ブロンズ彫刻薔薇文トレー ¥64,075
84 ルイ・イカール Spring (Apples) ¥52,425
85 マジョリカ 染付人物文アルバレロ ¥11,650
86 スペイン 彩文手付壷 ¥40,775
87 スペイン 茶釉三方手注口付大壷 ¥17,475
88 ドイツ 塩釉髭徳利 ¥34,950
89 ブロンズ彫刻「黒豹」 ¥116,500
90 大理石彫刻台 ¥244,650
91 フローレンスモザイク 置時計 ¥221,350
92 庭園人物文ゴブラン織 ¥34,950
93 ルイ調鍍金ブロンズ飾付ショーケース ¥267,950

2



 2022年4月16日開催

西洋美術・BAGS / JEWELLERY＆WATCHES オークション落札結果

Lot 作品・商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

94 テラコッタ女性像 ¥11,650
95 エジプト カルトゥーシュ文双手付小壷 ¥34,950
96 青釉古陶片 ¥29,125
97 エジプト テラコッタ型 2点 ¥11,650
98 エジプト 陶製双手付小壷 ¥11,650
99 エジプト アラバスター杯 ¥23,300
100 エジプト 青釉双手付小壷 ¥34,950
101 エジプト 緑釉獅子文アミュレット ¥58,250
102 イタリア 黒陶花文双手付小壷 2点 ¥23,300
103 エジプト アラバスター双耳付壷 ¥93,200
104 イラン 金製装飾金具 ¥46,600
105 エジプト 金製蛇型装飾金具 ¥58,250
106 エジプト サンドコアガラス羽文香油瓶 ¥34,950
107 エジプト サンドコアガラス羽文香油瓶 ¥244,650
108 エジプト 緑釉小壷 ¥11,650
109 エジプト 青釉黒文カバ像 ¥40,775
110 エジプト 青銅製神像 ¥17,475
111 エジプト トート文アミュレット ¥75,725
112 エジプト 陶製王・王妃座像 ¥64,075
113 エジプト 青銅製ファラオ像 ¥81,550
114 赤色研磨手付壷 他2点 ¥17,475
115 キュプロス 釘彫文小壷 3点 ¥34,950
116 赤色研磨土器 2点 ¥17,475
117 キュプロス 赤色研磨釘彫文土器 ¥29,125
118 キュプロス 赤色研磨釘彫文手付壷 ¥23,300
119 キュプロス 赤色研磨手付壷 ¥29,125
120 キュプロス小壷 他2点 ¥46,600
121 キュプロス テラコッタ土偶 ¥17,475
122 キュプロス 彩文オイノコエ ¥29,125
123 キュプロス 彩文オイノコエ ¥34,950
124 キュプロス 彩色円心文双手付鉢 他1点 ¥11,650
125 キュプロス 彩色円心文双手付平鉢 ¥17,475
126 赤色研磨土器 ¥11,650
127 テラコッタ 4点 ¥11,650
128 ギリシャ テラコッタ土偶 2点 ¥40,775
129 テラコッタ土偶 3点 ¥17,475
130 ギリシャ テラコッタ彩文土偶 ¥17,475
131 テラコッタ 2点 ¥11,650
132 ギリシャ テラコッタ頭部像 2点 ¥34,950
133 シリア 緑釉銀化平鉢 ¥58,250
134 シリア 緑釉双手付壷 ¥34,950
135 キュプロス 三彩釘彫文鉢 ¥46,600
136 キュプロス 三彩釘彫文鉢 ¥52,425
137 ペルシャ 銀化硝子小瓶 3点 ¥52,425
138 ペルシャ 銀化硝子小瓶 3点 ¥58,250
139 ペルシャ 銀化硝子小瓶 3点 ¥64,075
140 ペルシャ 銀化硝子小瓶 3点 ¥29,125
141 ペルシャ 銀化硝子小瓶 3点 ¥52,425
142 ペルシャ 銀化硝子小瓶 3点 ¥17,475
143 ペルシャ 銀化硝子小瓶 2点 ¥58,250
144 ペルシャ 銀化硝子小瓶 2点 ¥34,950
145 シリア サンドコアガラス羽文香油瓶 ¥34,950
146 ペルシャ 銀化硝子小壷 ¥40,775
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147 シリア 銀化硝子手付瓶 ¥87,375
148 シリア 銀化硝子瓶 ¥81,550
149 古代ギリシャ・ローマ テラコッタ頭部像 7点 ¥87,375
150 古代ギリシャ・ローマ テラコッタ小像 7点 ¥17,475
151 ローマ 人物文レリーフ小壷 ¥23,300
152 イタリア テラコッタ男性頭部像 ¥93,200
153 ローマ テラコッタ猪像 ¥34,950
154 ローマ テラコッタ彩色婦人像 ¥11,650
155 南イタリア／ローマ 黒陶小鉢/オイルランプ2点 ¥11,650
156 ローマ オイルランプ 3点 ¥17,475
157 ローマ キューピッド文オイルランプ ¥17,475
158 ローマ 黒陶人面文大型オイルランプ ¥93,200
159 彩文土器 2点 ¥17,475
160 ローマ 彩文土器 ¥34,950
161 ローマ テラシッジラータ杯 ¥11,650
162 キュプロス 彩文壷 ¥17,475
163 ローマ 赤色研磨浮彫杯 ¥46,600
164 ローマ 赤色研磨浮彫杯 ¥198,050
165 ローマ 銀化人面文硝子片 ¥11,650
166 テラコッタ彩色母子像 ¥40,775
167 南イタリア 黒色スキフォス ¥11,650
168 黒色スキフォス 他2点 ¥23,300
169 ローマ 陶製浮彫神話文アスコス ¥104,850
170 ルリスタン 青銅製シトゥラ ¥17,475
171 エトルリア 青銅製オイノコエ ¥46,600
172 ローマ 青銅製鏡 ¥23,300
173 ローマ 青銅製鏡 ¥29,125
174 ローマ 青銅製鉢 ¥17,475
175 ローマ 青銅製手付鏡 ¥23,300
176 ローマ 青銅製ヴィーナス像 ¥87,375
177 ローマ 青銅製アポロン像 ¥104,850
178 エジプト 青銅製牛像 ¥186,400
179 南イタリア 赤絵手オイノコエ ¥326,200
180 南イタリア 赤絵手ヴォルトクラテル ¥419,400
181 ギリシャ テラコッタ土偶 ¥29,125
182 メソポタミア テラコッタ男女像レリーフ ¥17,475
183 シリア テラコッタ手付壷 ¥34,950
184 シリア 双手付壷 ¥23,300
185 釘彫文フィルター付水注 ¥29,125
186 シリア 緑釉四方手付壷 ¥29,125
187 シリア テラコッタ土偶 ¥29,125
188 シリア テラコッタ土偶 ¥23,300
189 シリア テラコッタ土偶 ¥46,600
190 シリア 銀化硝子腕輪 ¥11,650
191 シリア 双手付小壷/釘彫文壷 ¥17,475
192 シリア 黒陶壷 ¥23,300
193 シリア 銀化硝子鉢 ¥17,475
194 シリア 銀化硝子人面文小壷 ¥104,850
195 シリア サンドコアガラス羽文香油瓶 ¥128,150
196 シリア 二彩山形飾有環硝子盃 ¥151,450
197 漢 緑釉壷 ¥58,250
198 漢 緑釉壷 ¥69,900
199 漢 緑釉壷 ¥81,550
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200 漢 緑釉壷 ¥81,550
201 漢 緑釉壷 ¥52,425
202 漢 緑釉壷 ¥87,375
203 南米人面型レリーフ ¥11,650
204 南米土偶 3点 ¥52,425
205 テラコッタ土偶 ¥11,650
206 南米頭部像 11点 ¥17,475
207 魚型土器/古代物 3点 ¥17,475
208 アンダーソン彩文双手付壷 ¥58,250
209 金彩飾付鞘 ¥34,950
210 トルコ イズニック 色絵孔雀文鉢 ¥163,100
211 ペルシャ 青釉オイルランプ 3点 ¥11,650
212 ペルシャ 青釉オイルランプ 3点 ¥17,475
213 ペルシャ 青釉オイルランプ 3点 ¥17,475
214 ギリシャ テラコッタ女性頭部像 2点 ¥17,475
215 ペルシャ 色絵人物文タイル ¥29,125
216 ペルシャ 色絵人物文陶板 ¥81,550
217 青銅製鳥型装飾/指輪 2点 ¥11,650
218 ローマ 青銅製鉢 ¥17,475
219 ペルシャ 幾何学文様陶製蓋 ¥75,725
220 ペルシャ ブロンズ製魚文透かしテーブル天板 ¥198,050
221 シリア テラコッタ土偶 ¥75,725
222 ペルシャ 石灰石動物文箱 ¥52,425
223 ペルシャ 切子装飾硝子皿 ¥87,375
224 ペルシャ 銀化硝子手付瓶 ¥58,250
225 ペルシャ 銀化硝子瓶 ¥81,550
226 ペルシャ 銀化硝子斑点文杯 ¥128,150
227 エナメル彩クーフィック文モスクランプ ¥186,400
228 ペルシャ 青銅製取手付ケトル ¥64,075
229 ペルシャ 銀製壷 ¥128,150
230 ペルシャ 銀製鹿型手付杯 ¥151,450
231 ペルシャ 赤色研磨馬像 ¥23,300
232 ペルシャ 黒陶嘴型注口土器 ¥23,300
233 ペルシャ 赤色研磨馬型水注 ¥52,425
234 牛頭型土器 ¥174,750
235 シリア 青銅製牛像 ¥40,775
236 ルリスタン 青銅製羊頭髪飾 / 双頭動物像 ¥58,250
237 アムラッシュ他 青銅製装身具 30点 ¥52,425
238 ルリスタン 青銅製山羊像 ¥372,800
239 ペルシャ 銀製舟型杯 ¥34,950
240 ペルシャ 銀製舟型杯 ¥58,250
241 ペルシャ 青銅製鉢 ¥69,900
242 ペルシャ 銀製舟型杯 ¥629,100
243 ペルシャ 彩文鉢 ¥29,125
244 ペルシャ 三彩小鉢 ¥34,950
245 ペルシャ 彩文鉢 ¥34,950
246 ペルシャ 銀化白磁釘彫文鉢 ¥58,250
247 ペルシャ 青釉黒彩手付壷 ¥40,775
248 ペルシャ 青釉銀化手付壷 ¥52,425
249 ペルシャ 青釉手付水注 ¥40,775
250 ペルシャ 青釉黒彩手付壷 ¥29,125
251 ペルシャ 青釉銀化鳥型水注 ¥99,025
252 ペルシャ 青釉嘴型注口水注 ¥69,900
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253 ペルシャ 緑釉双手付壷 ¥29,125
254 ペルシャ 青釉銀化四方手付壷 ¥302,900
255 ペルシャ 青釉銀化四方手付壷 ¥128,150
256 ペルシャ ミナイ手人物文小鉢 ¥128,150
257 ペルシャ ミナイ手騎馬人物文鉢 ¥489,300
258 ペルシャ 彩釉動物文牛型水注 ¥2,556,400
260 GUCCI バンブーリュック ¥46,600
261 GUCCI バンブーリュック ¥58,250
262 Cartier マストショルダーバッグ ¥99,025
263 Cartier ヴァニティケース ¥99,025
264 Salvatore Ferragamo チェーンバッグ ¥40,775
265 Salvatore Ferragamo ガンチーニ ¥64,075
266 LOUIS VUITTON ペオニア ¥46,600
268 CHANEL マトラッセ ¥64,075
269 CHANEL バゲットチェーンバッグ ¥69,900
270 CHANEL カンボンラインショルダーバッグ ¥87,375
271 CHANEL チェーントート ¥99,025
272 CHANEL マトラッセ ¥372,800
273 CHANEL マトラッセ ¥372,800
274 CHANEL マトラッセ ¥419,400
275 CHANEL チェーンショルダー ¥233,000
276 FENDI ミニキャナイ ¥75,725
277 Dior レディーディオール ¥244,650
278 MONTBLANC ブリーフケース ¥58,250
279 MONTBLANC ブリーフケース ¥52,425
281 BOTTEGA VENETA パルメラートBVアングル ¥75,725
282 BOTTEGA VENETA ワンショルダー ¥87,375
283 BOTTEGA VENETA ラージトート ¥87,375
284 LOUIS VUITTON ミュゼットサルサロング ¥64,075
286 LOUIS VUITTON ランドネPM ¥69,900
287 LOUIS VUITTON キーポル バンドリエール60 ¥99,025
288 LOUIS VUITTON コトヴィル40 ¥244,650
289 LOUIS VUITTON アルゼール70 ¥244,650
290 LOUIS VUITTON アルゼール75 ¥244,650
291 ブランドスカーフ4枚セット ¥128,150
292 HERMÈS スカーフ5枚セット ¥139,800
293 HERMÈS スカーフ4枚セット ¥186,400
294 HERMÈS スカーフ4枚セット ¥186,400
295 HERMÈS ショルダーバッグ ¥151,450
296 HERMÈS サックアデペッシュ ¥244,650
297 HERMÈS クラッチバッグ ¥64,075
298 HERMÈS トロカオリゾンタルMM ¥75,725
299 HERMÈS ガーデンパーティPM ¥186,400
301 HERMÈS ケリー28 ¥932,000
302 HERMÈS ケリースポーツMM ¥419,400
303 HERMÈS バーキン35 ¥908,700
304 HERMÈS ケリー32 ¥838,800
305 HERMÈS バーキン30 ¥2,669,600
307 dunhill ミレニアム ¥69,900
308 ROLEX チェリーニ ¥256,300
309 ROLEX センチュリークラブ ¥489,300
310 OMEGA デヴィル コーアクシャル GMT ¥209,700
311 Chopard ハッピーダイヤモンドハート ¥349,500
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312 Van Cleef & Arpels ラ コレクションズ ¥291,250
313 Cartier レディース ¥221,350
314 Cartier トーチュ ¥372,800
315 CORUM コインウォッチ1893 ¥466,000
317 AUDEMARS PIGUET メンズ ¥419,400
318 AUDEMARS PIGUET メンズ ¥372,800
319 Jaeger-LeCoultre レベルソ デュオ ¥605,800
320 Jaeger-LeCoultre マスター トゥールビヨン デュアルタイム ¥3,122,400
321 Patek Philippe レディース ¥419,400
323 Patek Philippe カラトラバ ¥489,300
324 Patek Philippe プチ コンプリケーション ¥2,213,500
325 Patek Philippe トラベルタイム ¥1,922,250
326 Patek Philippe アニュアルカレンダー ¥3,575,200
327 Patek Philippe ワールドタイム ¥4,820,400

328 Patek Philippe
グランド コンプリケーション パーペチュ
アルカレンダー

¥3,235,600

329
ルビー ダイヤモンドペンダントネックレス
兼ブローチ

¥221,350

330 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥186,400
331 ダイヤモンドリング ¥52,425
333 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥139,800
334 ダイヤモンドリング ¥116,500
335 ダイヤモンドピアス ¥69,900
336 ダイヤモンドピアス ¥81,550
337 ダイヤモンドピアス2点セット ¥139,800
339 ダイヤモンドイヤリング ¥116,500

340
パール ダイヤモンドピアス・イヤリング
セット

¥93,200

341 ダイヤモンドピアス ¥256,300
342 ダイヤモンドピアス ¥93,200

343 ブラックダイヤモンド ダイヤモンドピアス ¥81,550

344 ダイヤモンドピアス ¥99,025
345 ダイヤモンドピアス ¥75,725
346 ダイヤモンドピアス ¥87,375
347 ダイヤモンドピアス2点セット ¥69,900
348 ダイヤモンドピアス ¥99,025
349 ダイヤモンドピアス ¥116,500
350 ダイヤモンドピアス ¥81,550
351 ダイヤモンドイヤリング ¥139,800
352 ダイヤモンドピアス ¥151,450
353 サファイア ダイヤモンドリング ¥40,775
354 サファイア ダイヤモンドリング ¥69,900
356 サファイア ダイヤモンドリング ¥34,950
358 アクアマリン ダイヤモンドリング ¥233,000

360
エメラルド ダイヤモンドペンダントネック
レス

¥233,000

362 エメラルド ダイヤモンドリング ¥58,250

364
エメラルド ダイヤモンドペンダントネック
レス

¥75,725

365 エメラルド ダイヤモンドリング ¥40,775

366 ルビー ダイヤモンドペンダントネックレス ¥174,750
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西洋美術・BAGS / JEWELLERY＆WATCHES オークション落札結果
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368 ルビー ダイヤモンドリング ¥151,450

370 ルビー ダイヤモンドペンダントネックレス ¥110,675

371
ルビー ダイヤモンドリング(加熱の痕跡
を認めず)〈ピジョン ブラッド〉

¥81,550

372
ファイヤーオパール ダイヤモンドペンダン
トネックレス

¥87,375

375
パール ダイヤモンドネックレス・ピアス
セット

¥69,900

376
パール ダイヤモンドブローチ(by
TASAKI)

¥93,200

377 パールネックレス ¥69,900
378 パールネックレス ¥93,200
379 パールネックレス・イヤリングセット ¥58,250
380 パールネックレス ¥151,450
381 パールネックレス ¥87,375
382 パールネックレス ¥46,600
383 パール5点セット ¥46,600
384 パールネックレス ¥151,450
387 サファイア ダイヤモンドブレスレット ¥512,600

388
アメシスト ダイヤモンドネックレス・イヤ
リングセット

¥151,450

389 ブレスレット ¥104,850
390 サンゴ ダイヤモンドネックレス ¥93,200
392 サンゴ ダイヤモンドリング ¥87,375
393 パライバトルマリン ダイヤモンドリング ¥209,700
394 アレキサンドライト ダイヤモンドリング ¥419,400

395
クリソベリルキャッツアイ ダイヤモンドリン
グ

¥221,350

396
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

¥110,675

397 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥99,025

400 パパラチアサファイア ダイヤモンドリング ¥139,800

401 パパラチアサファイア ダイヤモンドリング ¥291,250

403
サファイア ダイヤモンドリング・ピアスセッ
ト

¥69,900

405 ルビー ダイヤモンドピアス ¥163,100

406
ルビー ダイヤモンドピアス(加熱の痕跡
を認めず)

¥326,200

407 パパラチアサファイア ダイヤモンドピアス ¥291,250

409 ダイヤモンドネックレス(by 石川暢子) ¥198,050

414
サファイア ダイヤモンドリング(by
Tiffany & Co)

¥93,200

415
サファイア ダイヤモンドリング(by Van
Cleef & Arpels)

¥466,000

416 パールネックレス(by MIKIMOTO) ¥81,550
419 パールネックレス(by MIKIMOTO) ¥244,650

421
パール サファイアネックレス(by
TASAKI)

¥302,900

422 ゴールデンパール ダイヤモンドリング ¥81,550
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424 パールネックレス(オーロラピーコック) ¥69,900
427 パールネックレス・イヤリングセット ¥64,075
428 パールネックレス ¥69,900

429
パール エメラルド5連ネックレス・ブレス
レットセット

¥116,500

430 パール ダイヤモンドリング ¥40,775

431
パール エメラルド ダイヤモンドネックレ
ス

¥221,350

432 パール ルビー ダイヤモンドネックレス ¥349,500
434 パールネックレス ¥116,500
436 ダイヤモンド ペンダントネックレス ¥151,450

437 イエローダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥233,000

438 ピンクダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥174,750
440 ダイヤモンドリング ¥186,400
442 ダイヤモンドリング ¥291,250
444 ダイヤモンドリング ¥466,000
445 ダイヤモンドリング ¥582,500
446 ダイヤモンドイヤリング ¥99,025
447 ダイヤモンドピアス ¥151,450
448 ダイヤモンドピアス ¥209,700
449 ダイヤモンドピアス ¥174,750
450 ダイヤモンドピアス ¥209,700
451 ダイヤモンドピアス ¥535,900
452 パライバトルマリン ダイヤモンドピアス ¥75,725
456 エメラルド ダイヤモンドイヤリング ¥291,250

458
サファイア ダイヤモンドペンダントネック
レス

¥64,075

459
デマントイドガーネット ダイヤモンドペン
ダントネックレス

¥151,450

461 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥209,700
463 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥349,500
466 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥279,600
467 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥174,750
468 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥186,400
470 ネックレス ¥87,375

471
ダイヤモンドペンダントネックレス・イヤリ
ングセット

¥81,550

474 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥174,750
475 ダイヤモンドリング ¥139,800
476 ダイヤモンドリング ¥151,450
477 ダイヤモンドリング ¥174,750
478 ダイヤモンドリング ¥93,200
479 ダイヤモンドリング ¥233,000
480 ダイヤモンドリング ¥466,000
481 ペリドット ダイヤモンドブローチ ¥186,400
482 ダイヤモンドタイタック ¥34,950

484
サファイア ガーネット ダイヤモンドペンダ
ントトップ

¥93,200

485 ダイヤモンドブローチ ¥110,675
486 ルビー ダイヤモンドブローチ ¥349,500
487 ダイヤモンドブローチ ¥93,200
489 ルビー ダイヤモンドブローチ ¥256,300
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492 トパーズ ダイヤモンドブローチ ¥116,500

495
ボルダーオパール ダイヤモンドブローチ
兼ペンダントトップ

¥139,800

501 ダイヤモンドリング ¥396,100
502 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥128,150
504 ダイヤモンドリング ¥885,400
505 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥291,250
506 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥349,500
508 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥582,500
516 サファイア ダイヤモンドリング ¥314,550
517 サファイア ダイヤモンドリング ¥466,000
524 ルビー ダイヤモンドリング ¥349,500
531 ダイヤモンドリング ¥2,669,600
532 ダイヤモンドリング ¥4,141,200

533
ダイヤモンド TYPE IIa (by DE
BEERS)

¥23,838,000
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