
 2022年7月9日開催

近代美術／PartⅡ／コンテンポラリーアート／MANGAオークション落札結果

落札率　81.04% 計　¥586,555,000

Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

4 それいけ!アンパンマン ¥99,025

5 それいけ!アンパンマン ¥34,950

6 ドラゴンボール(4点組) ¥58,250

10 ドラえもん ¥128,150

11 ドラえもん ¥87,375

12 クレヨンしんちゃん(2点組) ¥116,500

13 クレヨンしんちゃん(4点組) ¥128,150

14 ポケットモンスター(5点組) ¥139,800

15 ポケットモンスター(4点組) ¥151,450

16 ポケットモンスター(3点組) ¥151,450

17 ポケットモンスター(3点組) ¥186,400

18 ポケットモンスター(2点組) ¥349,500

19 ポケットモンスター ¥302,900

20 ポケットモンスター ¥291,250

23 新世紀エヴァンゲリオン ¥81,550

25 新世紀エヴァンゲリオン(2点組) ¥110,675

26 新世紀エヴァンゲリオン ¥139,800

27 新世紀エヴァンゲリオン劇場版 ¥151,450

29 新世紀エヴァンゲリオン劇場版 ¥174,750

30 ブラックジャック(6点組) ¥58,250

31 ブラックジャック(5点組) ¥58,250

33 ジャングル大帝(6点組) ¥58,250

34 ジャングル大帝(6点組) ¥58,250

35 ジャングル大帝(6点組) ¥58,250

38 リボンの騎士 ¥81,550

39 鉄腕アトム ¥46,600

40 リボンの騎士 ¥69,900

41 リボンの騎士 ¥93,200

42 若草物語 ナンとジョー先生(4点組) ¥23,300

43 ファンタジア ¥46,600

44 松本 零士 銀河伝説 ¥128,150

45 未来少年コナン ¥128,150

46 紅の豚 ¥81,550

47 天空の城ラピュタ ¥244,650

48 もののけ姫 ¥233,000

49 風の谷のナウシカ ¥372,800

51 となりのトトロ ¥559,200

52 赤塚 不二夫 ニャロメ、ケムンパス ¥58,250

53 赤塚 不二夫 アッコちゃん ¥34,950

54 赤塚 不二夫 ダヨーン、ベシ、ケムンパス ¥34,950

55 赤塚 不二夫 レレレのおじさん ¥34,950

56 赤塚 不二夫 チビ太 ¥34,950

57 赤塚 不二夫 バカボンのパパ ¥64,075

58 赤塚 不二夫 ウナギイヌ ¥58,250

59 赤塚 不二夫 ニャロメ、ケムンパス ¥58,250

62 ちば てつや 矢吹丈 ¥291,250

64 水森 亜土 少女 ¥40,775

68 天野 喜孝 4点組 ¥81,550

73 髙井 研一郎 直筆原稿 ¥34,950

74 はらたいら 直筆原稿 ¥58,250
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75 江口 寿史 直筆イラスト ¥52,425

80 未来少年コナンラフ原画(10点組) ¥34,950

81 未来少年コナンラフ原画(16点組) ¥81,550

82
ルパン三世劇場版 「カリオストロの城」
ラフ原画(31点組)

¥349,500

90 ちば てつや 矢吹丈 ¥419,400

92
天空の城ラピュタ原画Cut.A-0389A(30
点組)

¥5,273,200

93 上村 松園 3点組 ¥93,200

94 上村 松園 序の舞 ¥87,375

95 吉田 博 2点組 ¥372,800

96 吉田 博 熱海温泉 ¥116,500

97 平山 郁夫 ブッダガヤの大塔 ¥29,125

98 加山 又造 横になる裸婦Ⅱ-⑥ ¥23,300

99 平松 礼二 3点組 ¥116,500

100 中島 千波 秋櫻 ¥34,950

101 東山 魁夷 朝濤 ¥139,800

102 平山 郁夫 朝陽法隆寺 ¥104,850

103 千住 博 2点組 ¥233,000

104 片岡 球子 むすめ ¥93,200

105 東山 魁夷 東山魁夷石版画「夢の詩」(12点組) ¥314,550

106 千住 博 滝 崖の木 ¥233,000

107 千住 博 ウォーターフォール オンリトグラフ #Ⅲ ¥955,300

108 千住 博 フォーリングカラー(ORANGE) ¥652,400

109 加山 又造 熱帯魚1988 ¥116,500

110 加山 又造 夜桜 ¥279,600

111 加山 又造 猫 ¥862,100

112 山下 清 エスタンプ(3点組) ¥104,850

113 山下 清 エスタンプ(3点組) ¥116,500

114 山下 清 エスタンプ(3点組) ¥116,500

115 山下 清 エスタンプ(3点組) ¥116,500

116 レオナール・フジタ エスタンプ(3点組) ¥139,800

117 熊谷 守一 のりうつぎ ¥186,400

118 斎藤 三郎 2点組 ¥29,125

119 猪熊 弦一郎 カチナドール ¥40,775

120 金子 國義 エシドーナ ¥23,300

121 絹谷 幸二 絵皿 ¥23,300

123 荻須 高徳 ア・ラ・グリーユ ¥81,550

124 荻須 高徳 中庭に続くロケット通り ¥174,750

125 ポール・アイズピリ ブルーバックの花 ¥29,125

126 ポール・アイズピリ 3点組 ¥198,050

127 ジャン・ジャンセン 2点組 ¥52,425

128 ベルナール・ビュッフェ 「女の遊び」より ¥58,250

129 ジャン=ピエール・カシニョール
赤い肘掛け椅子「カシニョール リトグラ
フ」より

¥23,300

130 マルク・シャガール セーヌの両河岸 ¥1,922,250

132 ギィ・デサップ ニューヨーク・セントラルパーク 秋の湖 ¥279,600

134 コスチャ・テレスコヴィッチ 婦人像 ¥209,700

135 アレッサンドロ・ミレーシ 鳩と女性 ¥652,400

136 ナルシス・ディアズ・ド・ラ・ペーニャ 誘惑 ¥1,922,250

137 8点組 ¥58,250

138 色絵婦人文陶板 ¥110,675

139 K.P.M 色絵婦人文陶板 ¥99,025

140 K.P.M 色絵「波間のキス」陶板 ¥174,750
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141 K.P.M 色絵婦人文陶板 ¥186,400

142 K.P.M 色絵「エコー」陶板 ¥302,900

143 スポード 金彩色絵魚文飾皿(3点組) ¥75,725

144 マイセン 金彩色絵花尽くしカップ&ソーサー ¥128,150

145 ヴィエナスタイル 金彩色絵婦人文飾皿 ¥75,725

146 マイセン リンゴの木の下のダンス ¥349,500

148 文政小判金 ¥163,100

149 文政小判金 ¥174,750

150 文政小判金 ¥174,750

151 元文小判金 ¥209,700

152 天保小判金 / 二朱金 ¥209,700

153 横山 大観 霊峰不二(複製画) ¥99,025

154 将棋盤・将棋駒セット ¥128,150

155 碁盤・碁石セット ¥372,800

156 象牙彫刻「芭蕉」 ¥186,400

157 象牙彫刻「七福神」 ¥81,550

158 澤田 政廣 矢乃根 ¥302,900

159 穐月 明 2点組 ¥17,475

160 五十川 昇乗 静物 ¥11,650

161 山田 申吾 溪 ¥23,300

162 三輪 晁勢 翔鶴 ¥17,475

163 天野 大虹 醍醐の桜 ¥5,825

164 三輪 晁勢 紅富士 ¥17,475

165 曲子 光男 懸瀑 ¥17,475

166 齋藤 典彦 Water Land-31 ¥17,475

167 石川 義 芽 ¥11,650

168 山岸 純 爽気 ¥40,775

169 工藤 甲人 光を求むる蝶 ¥69,900

170 工藤 甲人 春の水 ¥64,075

171 鶴田 煕 赤富士 ¥69,900

172 野々内 良樹 憩(鳥名 日雀) ¥52,425

173 浜田 観 瓶花 ¥34,950

174 五十嵐 晴徳 游鯉 ¥58,250

175 宮下 柚葵 羯鼓 ¥40,775

176 平川 敏夫 濤風松韻 ¥64,075

177 大矢 十四彦 雪月花 ¥81,550

178 三井 淳生 牡丹 ¥87,375

179 高橋 秀年 虹の丘 ¥52,425

180 大山 忠作 鮎 ¥64,075

181 後藤 順一 4点組 ¥314,550

183 野村 義照 ノートルダム ¥75,725

184 穐月 明 鉢中の天 ¥64,075

185 穐月 明 鉢中の天 ¥116,500

187 西山 英雄 富士紅梅 ¥58,250

188 加藤 東一 修二会 ¥244,650

189 平川 敏夫 日出石門 ¥116,500

190 吉原 慎介 桜咲く林 ¥116,500

191 福王寺 法林 朝富士 ¥256,300

192 堅山 南風 明石潟 椿の花 ¥302,900

193 清水 達三 舞妓 ¥244,650

194 中尾 淳 涼風 ¥116,500

196 牧 進 美麗 ¥349,500

197 小山 硬 駿河富士 ¥233,000
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198 秋野 不矩 平安神宮 ¥1,001,900

200 牧 進 新綠 ¥489,300

201 小川 芋銭 海日 ¥46,600

202 松林 桂月 鳥図 ¥58,250

203 青木 大乗 銀富士 ¥69,900

204 松林 桂月 葡萄小蟲 ¥104,850

205 麻田 辨自 鯉 ¥58,250

206 堂本 印象 隻鶴 ¥87,375

207 菊池 契月 新秋 ¥58,250

208 堂本 印象 窓雪孤想 ¥58,250

209 平櫛 田中 七字一行 ¥198,050

210 庭山 耕園 柿烏圖 ¥29,125

211 森田 恒友 水明 ¥75,725

212 堂本 印象 双鶴 ¥52,425

214 中村 岳陵 雪の雑木林 ¥174,750

215 森 緑翠 清夏 ¥128,150

216 酒井 三良 松林閑子 ¥93,200

217 小杉 放菴 山のはつなつ ¥198,050

218 児玉 希望 湖上過雨 ¥151,450

220 鏑木 清方 美女白梅 ¥174,750

222 伊東 深水 俑 ¥174,750

223 棟方 志功 湧然妃の柵 ¥396,100

224 棟方 志功 宗像女妃神の柵 ¥605,800

226 織田 広喜 少女 ¥52,425

227 織田 広喜 モレの風景 ¥52,425

228 鈴木 マサハル VENEZIA ¥58,250

229 鷹山 宇一 霽れる ¥69,900

230 栗原 喜依子 チュニジアの少女 ¥116,500

231 鷹山 宇一 夜明けの花 ¥75,725

232 萩谷 巌 花 ¥17,475

233 松田 環 林檎 ¥11,650

234 森本 秀樹 裏山の道 ¥46,600

235 古沢 岩美 アンダルシア風景 ¥46,600

236 武本 春根 信濃名残り雪 ¥58,250

237 佐藤 泰生 アンセリウムと薔薇 ¥29,125

238 武本 春根 教会の見える通り ¥81,550

239 青山 義雄 スペイン風景 ¥87,375

240 葛西 四雄 風景 ¥69,900

241 五味 悌四郎 薔薇 ¥116,500

242 小杉 小二郎 花と果物 ¥186,400

243 岩田 専太郎 3点組 ¥69,900

244 岩田 専太郎 春宵 ¥52,425

247 浮田 克躬 早春 ¥58,250

248 里見 勝蔵 海辺 ¥64,075

252 猪熊 弦一郎 作品 ¥116,500

253 栗原 一郎 青い時 ¥116,500

254 柏本 龍太 風の色 ¥326,200

255 大槻 透 Little girl ¥81,550

258 鈴木 政輝 船だまり ¥186,400

259 山中 雅彦 3点組 ¥174,750

260 大津 英敏 旅情・柳川 ¥116,500

261 鈴木 政輝 アルプスの空の下 ¥233,000

263 増田 誠 リュー・リヤンクール(巴里) ¥302,900
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264 田崎 広助 静物 ¥93,200

265 中村 清治 バラ色の服 ¥139,800

266 絹谷 幸二 自画像 ¥1,398,000

267 田崎 広助 朱富士 ¥221,350

268 彼末 宏 花 ¥372,800

269 福井 良之助 石垣の家 ¥291,250

270 高畠 達四郎 伊豆稲取港 ¥151,450

271 福井 良之助 雪景 ¥326,200

272 石川 滋彦 山湖 綠 ¥302,900

274 鈴木 信太郎 人形 ¥186,400

275 脇田 和 鳩と魚 ¥233,000

276 中村 清治 赤い布の静物 ¥419,400

277 斎藤 三郎 娘テレサ ¥233,000

278 宮本 三郎 かれい ¥163,100

279 佐竹 徳 オリーブ樹 ¥1,223,250

281 三岸 節子 風景 ¥419,400

282 古吉 弘 CURTIS ¥1,001,900

283 智内 兄助 作品 ¥419,400

285 中山 忠彦 花の帽子 ¥489,300

286 大藪 雅孝 白菜 ¥582,500

287 彼末 宏 静物 ¥466,000

288 大津 英敏 快晴江の島富士 ¥279,600

289 絹谷 幸二 雲海富士 ¥1,001,900

290 宮永 岳彦 爛 ¥291,250

291 児玉 幸雄 パリ―街景 ¥932,000

292 宮永 岳彦 翔 ¥466,000

293 三栖 右嗣 野の花 ¥419,400

294 田崎 広助 朱富士 ¥675,700

295 福井 良之助 雪の舟屋 ¥466,000

296 森田 茂 牡丹 ¥629,100

297 田崎 広助 箱根の朱富士 ¥768,900

299 森田 茂 花 ¥407,750

300 斎藤 真一 稽古を終えて お春瞽女物語 ¥466,000

302 福岡 通男 不思議な夜 ¥1,398,000

303 絹谷 幸二 ジャンカルロ氏の肖像 ¥9,801,200

305 浮田 克躬 岩山と海の街 ¥2,782,800

306 浮田 克躬 城砦の村(スペイン・アヴィラ) ¥2,330,000

307 佐藤 忠良 花 ¥838,800

308 海老原 喜之助 騎馬 ¥233,000

309 鳥海 青児 花図 ¥396,100

310 里見 勝蔵 風景 ¥722,300

312 熊谷 守一 花 ¥302,900

313 熊谷 守一 龍 ¥652,400

314 中川 一政 秋果 ¥745,600

315 中川 一政 薔薇 ¥1,572,750

316 安井 曽太郎 早春 ¥372,800

318 寺内 萬治郎 裸婦 ¥629,100

319 曽宮 一念 浅間秋色 ¥1,805,750

320 清水 登之 地下のレストラン ¥605,800

321 北川 民次 名護蘭 ¥349,500

322 児島 善三郎 アネモネ ¥2,155,250

323 梅原 龍三郎 薔薇とコプトの面 ¥2,330,000

324 梅原 龍三郎 窓邊裸婦図 ¥2,896,000
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325 中川 一政 薔薇 ¥2,443,200

326 梅原 龍三郎 薔薇図 ¥2,443,200

327 レオナール・フジタ レ・ゼイジーの踏切 ¥1,805,750

328 レオナール・フジタ たき火 ¥6,858,000

329 梅原 龍三郎 富士山図 ¥8,669,200

330 梅原 龍三郎 薔薇図 ¥7,084,400

331 レオナール・フジタ 母子像 ¥9,122,000

332 岡 鹿之助 三色スミレ ¥8,216,400

333 荻須 高徳 プロヴァンの君主の塔 ¥5,499,600

334 梅原 龍三郎 薔薇図 ¥4,594,000

335 坂本 繁二郎 繋馬 ¥14,216,000

336 坂本 繁二郎 瓶 ¥6,858,000

338 ジャン・ジャンセン 褐色の髪の女 ¥326,200

340 マリー・ローランサン Portrait d'amie ¥1,514,500

341 ポール・アイズピリ 赤いバックの花 ¥2,155,250

342 ベルナール・ビュッフェ 水玉帽子のピエロ ¥11,952,000

344 ベルナール・ビュッフェ Cornouailles, Angleterre ¥11,952,000

345 ジャン=ピエール・カシニョール Au théâtre ¥4,820,400

346 モーリス・ド・ヴラマンク 積みわらのある風景 ¥7,990,000

347 カミーユ・コロー / アシル・ウディノ ダンテとウェルギリウス ¥5,726,000

349 中島 千波 富貴花 ¥1,398,000

350 中島 千波 不二 ¥978,600

351 平松 礼二 路・春の海 ¥675,700

352 岡崎 忠雄 鶏頭華 ¥722,300

353 那波多目 功一 朝 ¥722,300

354 岩澤 重夫 嵐峡静韻 ¥1,223,250

355 清水 規 朝富士 ¥372,800

356 上村 淳之 千鳥 ¥291,250

357 上村 淳之 雪の日 ¥582,500

358 上村 淳之 雪野 ¥908,700

361 大山 忠作 游鯉 ¥372,800

362 松尾 敏男 冬牡丹 ¥652,400

364 千住 博 大和 初春 ¥6,178,800

365 棟方 志功 花深処の記 ¥1,223,250

366 棟方 志功 花は花の柵 ¥699,000

368 棟方 志功 薔薇図 ¥1,631,000

370 髙山 辰雄 朝の月 ¥1,339,750

371 杉山 寧 叢(月にカマキリ) ¥768,900

372 杉山 寧 啓(フキノトウ) ¥722,300

374 平山 郁夫 薬師寺夕映 ¥6,292,000

375 小倉 遊亀 寒椿 ¥4,254,400

376 上村 松篁 春鴦 ¥699,000

377 上村 松篁 野竹 ¥1,689,250

378 山本 丘人 川上の夕月 ¥699,000

379 横山 操 富士 ¥1,980,500

381 堂本 印象 花薫る部屋 ¥582,500

384 小野 竹喬 春光 ¥442,700

385 土田 麦僊 金?と美人草 ¥699,000

386 小杉 放菴 寒山拾得 ¥582,500

387 安田 靫彦 不動明王像 ¥396,100

388 前田 青邨 兎 ¥932,000

389 奥村 土牛 菖蒲 ¥699,000

390 榊原 紫峰 紅梅小禽 ¥908,700
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391 鏑木 清方 紅葉の秋 ¥466,000

393 竹内 栖鳳 松魚 ¥407,750

395 下村 観山 虹 ¥838,800

396 横山 大観 霖雨 ¥1,025,200

397 横山 大観 霊峰 ¥3,462,000

399 川合 玉堂 花咲久水車場 ¥3,122,400

400 菱田 春草 松に烏 ¥1,398,000

401 横山 大観 霊峰不二 ¥7,990,000

403 福田 平八郎 筍 ¥10,027,600

404 小林 古径 月夜 ¥9,122,000

405 横山 大観 霊峰不二 ¥11,952,000

406 横山 大観 春夏秋冬 ¥9,122,000

407 横山 大観 神洲乃正氣 ¥29,498,000

408 上村 松園 初雪 ¥15,348,000

409 平山 郁夫
王の広場(メイダン・シャー イスファハ
ン・イラン)

¥28,366,000

410 佐藤 玄々 大慈大悲救世観世音菩薩 ¥128,816,000

411 Banksy (After) Girl with Balloon(RED)/Gangsta Rat ¥116,500

412 Banksy (After)
Nola(PINK/YELLOW RAIN)/Jack &
Jill(Pink)

¥81,550

413 Banksy (After)
Love is in the Air/Soup Can
(BLUE/WHITE)

¥116,500

414 Banksy (After) Very Little Helps/HMV ¥104,850

415 Banksy (After)
Love is in the Air(GOLD)/Happy
Chopper

¥128,150

416 Banksy (After) Grannies/Laugh Now ¥128,150

417 Banksy (After) Girl with Balloon(RED)/Love Rat ¥110,675

418 Banksy (After) Christ with Shopping Bags/Toxic Mary ¥104,850

419 Banksy (After) Girl with Balloon(RED)/Bomb Hugger ¥151,450

420 Banksy (After) Girl with Balloon(GOLD)/Keep it Real ¥116,500

421 Banksy (After)
Love Rat/Get Out While You
Can/Gangsta Rat

¥128,150

422 Banksy (After)
Choose your
Weapon(OLIVE)/Festival(Destroy
Capitalism)

¥116,500

423 Banksy (After) Bomb Hugger/Love Rat ¥104,850

424 Banksy (After) Sale Ends / Laugh Now ¥87,375

425 Banksy (After)
Girl with Balloon(RED)/Soup Can
(YELLOW/RED)

¥110,675

426 Banksy (After) Girl with Balloon(GOLD)/Sale Ends ¥99,025

427 Banksy (After) Grin Reaper / Love is in the Air ¥128,150

428 Banksy (After) Pulp Fiction/Jack & Jill ¥186,400

429 Banksy (After) Girl with Balloon(RED)/Laugh Now ¥99,025

430 Banksy (After) Rude Copper/Grin Reaper ¥99,025

431 Banksy (After)
Girl with Balloon(RED)/Love is in the
Air

¥151,450

432 Banksy (After)
Soup Can (BLUE)/ Soup Can
(YELLOW)/Girl with Balloon(GOLD)

¥110,675

433 Banksy (After) Love is in the Air/Laugh Now ¥110,675

434 Banksy (After)
Girl with Balloon(RED, PURPLE,
GOLD)

¥163,100

435 Banksy (After) Visit Historic Palestine ¥52,425

436 Banksy (After) The Walled Off Hotel Box Set ¥99,025

437 Banksy (After) Tesco Value Tomato Soup Can ¥186,400

438 Damien Hirst (After) Fruitful ¥209,700
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439 Daniel Arsham (After) Eroded Porsche 911 Turbo(930) ¥174,750

442 ロッカクアヤコ（アフター） 大きいバンダナ ¥40,775

443 奈良 美智（アフター） ポスター3点組 ¥69,900

444 奈良 美智（アフター） ポスター3点組 ¥34,950

445 奈良 美智（アフター） ポスター2点組 ¥75,725

446 大山 エンリコ イサム FFIGURATI #50 ¥23,300

447 下田 ひかり Virtual Worship ¥34,950

448 高松 和樹
過去の私にありがとう。今日の私にこ
んにちは。

¥267,950

449 高松 和樹 祝福 ¥163,100

452 小松 美羽 干支神獣 子 ¥862,100

453 小松 美羽 干支神獣 酉 ¥862,100

455 KYNE Untitled : H ¥908,700

456 KYNE Untitled : L ¥722,300

457 KYNE Untitled : C ¥768,900

458 村上 隆 × KYNE Untitled : R ¥2,097,000

460 永山 裕子 月は水銀 ¥11,650

461 Mr.HEAD® a.k.a 山口 真人 Spring Starburst ¥372,800

462 金澤 翔子 花鳥風月 ¥559,200

463 会田 誠 「みんなといっしょ」シリーズより ¥955,300

465 関根 伸夫 G3-342 あるProject 15 ¥233,000

466 関根 伸夫 G6-258 幽夢 ¥419,400

470 関根 伸夫 G6-170 星座 ¥419,400

471 関根 伸夫 G10-58 空の住居 ¥722,300

475 山田 正亮 Work C.24 ¥2,782,800

476 Mr Doodle Pop Heart, Robot Kiss ¥582,500

479 Andy Warhol
Pine Barrens Tree Frog from
Endangered Species

¥21,574,000

480 Andy Warhol
San Francisco Silverspot from
Endangered Species

¥18,178,000

481 Andy Warhol Orangutan from Endangered Species ¥26,102,000

482 Andy Warhol Bald Eagle from Endangered Species ¥30,630,000

483 草間 彌生 とかげ ¥4,254,400

484 草間 彌生 かたつむり ¥3,688,400

485 草間 彌生 蝶 ¥31,762,000
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