
 2022年9月17日開催　

近代陶芸／近代美術／PartⅡ／Contemporary Art オークション落札結果

落札率　97.45％ 計　¥153,630,000

Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

1 鈴木 三成
青瓷酒盃 三/青瓷 盃と盃台/青瓷
徳利

¥81,550

2 鈴木 三成 青瓷汲出茶碗/青瓷茶盌 ¥52,425
3 青木 龍山 ぐい呑/天目ぐい呑/天目花紋酒器 ¥23,300

4
玉置 保夫 / 奥磯 栄麓 / 加藤 十
右衛門

鼡志野茶盌/志野茶碗/志野細水
指

¥93,200

5 十二代 坂倉 新兵衛 / 泥華窯 萩茶盌/萩喰籠 ¥23,300
6 加藤 委 青白磁丸皿/青白磁面取花入 ¥64,075
7 加藤 委 Freeze Flame/青白磁花入 ¥128,150
8 小川 待子 盃 ¥93,200
9 前田 昭博 白瓷ひさご酒器 ¥93,200
10 前田 昭博 白瓷面取酒器 ¥64,075
11 鈴木 治 影青手徳利 ¥40,775
12 十三代 柿右衛門窯 錦牡丹文菓子器/錦葡萄文菓子器 ¥46,600

13
初代 徳田 八十吉 / 三代 徳田 八
十吉

絵変交盃 弐客/ぐい呑 ¥64,075

14 近藤 悠三
柘榴染附盃/柘榴呉須赤絵徳利 
双/山染附煎茶器

¥93,200

15 初代 徳田 八十吉
絵変交盃 五客/山水絵瓢形徳利 
壱對

¥186,400

16 藤原 雄 備前酒杯/備前緋襷瓢徳利 ¥69,900
17 森 陶岳 / 伊勢崎 満 とっくり/備前芋徳利 ¥40,775
18 中里 重利 唐津三島馬上杯/唐津三島茶盌 ¥58,250
19 田村 耕一 釉流茶盌/白磁とくり ¥163,100
20 田村 耕一 ぐい呑 ¥93,200
21 田村 耕一 竹文徳利 ¥46,600
22 田村 耕一 とくり ¥40,775
23 藤本 能道 赤絵徳利 ¥81,550
24 田村 耕一 ほたるぶくろ ゆのみ/ほたるぶくろ とくり ¥87,375
25 小山 冨士夫 酒觴 花 ¥40,775
26 三浦 小平二 青磁ぐい呑 ¥69,900
27 富本 憲吉 色絵盃 ¥104,850
28 濱田 庄司 湯呑 ¥23,300
29 三代 山田 常山 梨皮朱泥茶注 ¥93,200
30 加守田 章二 湯呑 ¥209,700

31
十二代 中里 太郎右衛門 / 中里 
重利

唐津茶入/朝鮮唐津花入 ¥46,600

32 十代 三輪 休雪 萩茶入 ¥40,775
33 番浦 史郎 萩ノ図水指/波文蓋鉢/楓文蓋鉢 ¥29,125
34 伊藤 東彦 布目椿文花瓶 ¥34,950
35 加藤 卓男 紅白梅四方皿/着彩草花文花瓶 ¥104,850
36 前田 正博 色絵銀彩梟紋皿 ¥40,775
37 河合 誓徳 釉裏紅葉牡丹 ¥17,475
38 藤原 啓 備前四方花入 ¥99,025
39 金城 次郎 壷屋焼 海老魚文花瓶 ¥52,425
40 十三代 中里 太郎右衛門 唐津磁吹墨鰈文陶額 ¥64,075
41 古谷 道生 信楽花入 ¥17,475
42 加藤 重髙 伊賀花生 ¥23,300
43 十三代 中里 太郎右衛門 朝鮮唐津耳付花生 ¥34,950
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44 楠部 彌弌 梅花文一輪生 ¥29,125
45 清水 卯一 柿釉花瓶 ¥34,950
46 藤本 能道 鉄描赤絵花瓶 ¥116,500
47 田村 耕一 ほたるぶくろ花入 ¥64,075
48 田村 耕一 漁夫陶板 ¥209,700
49 濱田 庄司 / 島岡 達三 鐵繪鉢/象嵌方壷 ¥69,900
50 島岡 達三 地釉象嵌草花文壷 ¥23,300
51 河井 寛次郎 練上鉢 ¥151,450
52 濱田 庄司 掛合釉花瓶 ¥58,250
53 岩田 藤七 望郷 ¥34,950
54 川瀬 忍 青磁花入 ¥151,450
55 藤田 喬平 手吹 流光 ¥58,250
56 若尾 利貞 富士 ¥40,775
57 加藤 孝造 西安二テ 待人達 ¥29,125
58 岡 宏峰 紫匂 志野茶盌/飴釉茶盌 ¥52,425

59
加藤 重髙 / 十三代 中里 太郎右
衛門

唐津茶盌/絵唐津茶盌 丑 ¥34,950

60 清水 卯一 白釉茶盌/柿釉茶盌 ¥110,675
61 岸本 謙仁 青瓷窯変茶盌 ¥34,950
62 青木 龍山 天目器 ¥46,600
63 五代 三浦 竹泉 御題干支寅水絵茶碗 ¥64,075
64 加藤 卓男 瀬戸黒茶盌 ¥99,025
65 清水 卯一 柿天目茶盌 ¥29,125
66 中里 逢庵 唐津花三島牡丹文茶盌 ¥52,425
67 十四代 沈 壽官 薩摩茶盌 ¥139,800
68 永楽 即全 紅安南冩 茶碗 ¥128,150
69 永楽 即全 乾山冩 雪松茶碗 ¥64,075
70 海田 曲巷 茶杓 太郎冠者/茶杓 老骨 ¥58,250
71 井波 喜六斎 錦帯花蒔絵棗 ¥34,950
72 川端 近左 海松貝蒔繪内銀波大棗 ¥174,750
73 川北 良造 楓造茶托 ¥52,425
74 川北 良造 水目桜雪月花椀 ¥64,075

75 慶塚
しだれ桜蒔絵吸物椀 五客/春秋蒔
絵㐂三郎糸目小吸物椀 五客

¥163,100

76 黒田 泰蔵 白磁花生 ¥466,000
77 黒田 泰蔵 白磁花入 ¥372,800
78 黒田 泰蔵 白磁花入 ¥372,800
79 井上 萬二 白磁花器 ¥256,300
80 塚本 快示 青白磁輪花蕾花文小碗 ¥87,375
81 塚本 快示 青白磁華彫水盤 ¥209,700
82 富本 憲吉 染附菓子皿 二 ¥174,750
83 中島 宏 翡青磁線彫文壷 ¥302,900
85 富本 憲吉 鉄描銅彩竹林月夜皿 ¥116,500
86 バーナード・リーチ 呉須鐵絵砂糖入 ¥186,400
87 河井 寛次郎 草花香爐 ¥302,900
88 福島 武山 赤繪瑞鳥文九谷佐野窯花瓶 ¥209,700
89 吉田 美統 釉裏金彩芙蓉文花瓶 ¥221,350
90 加藤 卓男 ラスター彩山羊冠水禽文香爐 ¥174,750
91 加藤 卓男 正倉院復元三彩鉢「緑映」 ¥209,700
92 三代 徳田 八十吉 燿彩香炉 ¥198,050
93 三代 徳田 八十吉 燿彩香炉 ¥233,000
94 三代 徳田 八十吉 燿彩壷 ¥174,750
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95 三代 徳田 八十吉 耀彩壷 碧空 ¥174,750
96 三代 徳田 八十吉 燿彩壷 ¥221,350
97 三代 徳田 八十吉 碧明燿彩壷 ¥279,600
98 藤田 喬平 手吹ヴェニスジョッキ 六 ¥372,800
99 藤田 喬平 手吹飾筥 龍田 ¥512,600
100 十三代 今泉 今右衛門 色鍋島吹墨蕪文額皿 ¥174,750
101 十三代 今泉 今右衛門 色絵薄墨柘榴文香炉 ¥151,450
102 十三代 今泉 今右衛門 色絵吹墨草花更紗文額皿 ¥174,750
103 十四代 酒井田 柿右衛門 濁手柘榴文花瓶 ¥419,400
105 濱田 庄司 赤繪盃 ¥209,700
106 加守田 章二 茶盌 ¥349,500
107 加守田 章二 灰釉花瓶 ¥524,250
108 清水 卯一 蓬萊燿盃 ¥244,650
109 三浦 小平二 青磁豆彩トルコ少女ぐい呑 ¥396,100
110 三浦 小平二 青磁アフガンの風物文ぐい呑 ¥163,100
111 三浦 小平二 青磁茶入 ¥186,400
112 濱田 庄司 酒器 壱組 ¥104,850

113 濱田 庄司
塩釉藍差櫛目茶盌/塩釉湯呑/藍
塩釉櫛目盃

¥302,900

114 濱田 庄司 塩釉刷毛目色差茶盌 ¥279,600
115 濱田 庄司 琉球窯 赤繪丸紋茶盌 ¥582,500
117 河井 寛次郎 草花圖扁壷 ¥442,700
118 河井 寛次郎 呉洲花扁壷 ¥792,200
121 藤本 能道 色絵木蓮文ねじり徳利 ¥116,500
122 藤本 能道 色絵芦之図瓢形花瓶 ¥116,500
123 藤本 能道 色絵茄子捻り徳利 ¥163,100
124 藤本 能道 色絵かわせみ図陶額 ¥221,350
125 藤本 能道 色絵童女文組皿 五枚 ¥163,100
126 藤本 能道 色絵花鳥春秋文水指 ¥302,900
127 藤本 能道 色絵八角大皿 雀と落栗 ¥396,100
128 富本 憲吉 色繪湯呑 五客 ¥291,250
129 富本 憲吉 色繪風景角皿 ¥419,400
130 板谷 波山 葆光小香爐 ¥1,456,250
131 富本 憲吉 色繪角瓶 ¥792,200
132 富本 憲吉 白磁壷 ¥3,495,000
133 富本 憲吉 銀彩色繪大鉢 ¥4,660,000
134 荒川 豊蔵 志野香合 ¥233,000
135 鈴木 蔵 志野 ¥442,700
136 十一代 三輪 休雪 萩茶盌 ¥128,150
137 十一代 三輪 休雪 萩茶盌 ¥302,900
138 三輪 休和 萩茶盌 ¥233,000
139 中里 無庵 斑皮鯨茶盌 ¥279,600
140 九代 大樋 長左衛門 黒茶盌 ¥186,400
141 樂 覚入 赤 朝明 ¥302,900
142 十五代 樂 吉左衛門 Loubignac ¥3,728,000
143 加守田 章二 陶板 ¥1,398,000
144 加守田 章二 彩色壷 ¥2,446,500
145 上村 松園 / 上村 松篁 2点組 ¥58,250
146 上村 松園 / 上村 淳之 2点組 ¥23,300
147 横山 大観 朝暉(巧藝版) ¥69,900
148 東山 魁夷 宵山 ¥69,900
149 小野 竹喬 2点組 ¥46,600
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150 菅井 汲 4点組 ¥81,550

151 有元 利夫
有元利夫銅版画集「雲の誕生」(全
28枚の内25枚)

¥442,700

152 コスチャ・テレスコヴィッチ リトポスター「Menton」 ¥34,950
153 ジャン=ピエール・カシニョール カンヌ ¥34,950

154 マルク・シャガール
ダン族「エルサレムのための12枚のステ
ンドグラスの下絵」より(ソルリエ版)

¥792,200

155 サルバドール・ダリ Dix recettes d'immortalité(全11点) ¥466,000

156
ケイマン諸島 1975年 100ドル金貨 
英国歴代女王

¥209,700

157 Len Tabner Sun Behind Clouds ¥93,200
158 M.Girard 霧の中の館 ¥34,950
159 Germain Théodore Ribot 花 ¥128,150
160 Richard Adams Flower Farm ¥17,475
161 Peter Kuhfeld Loggia dei Lanzi, Firenze ¥87,375
162 PJ Crook The Favourite ¥302,900
163 織田 広喜 モンマルトル風景 ¥52,425
164 織田 広喜 少女 ¥34,950
165 織田 広喜 モンパルナス ¥81,550
166 芝田 米三 草原の詩 ¥34,950
167 山中 雅彦 2点組 ¥69,900
168 島田 章三 少女と小鳥 ¥186,400
169 奥谷 博 黄華 ¥209,700
170 木村 忠太 クロサンピエール ¥314,550
171 大沢 昌助 よりそう ¥75,725
172 大沢 昌助 2点組 ¥110,675
173 大沢 昌助 春の海 ¥128,150
174 大沢 昌助 作品 ¥139,800
175 彦坂 尚嘉 P.W.P.190(無題II) ¥58,250
176 村井 正誠 顔 ¥233,000
177 小杉 小二郎 2点組 ¥139,800
178 小杉 小二郎 2点組 ¥302,900
179 山下 清 弘法麦 ¥139,800
180 熊谷 守一 臥の裸婦 ¥174,750
181 香月 泰男 ボストン美術館 ¥326,200
182 田染 幸雄 蓼科初冬 ¥110,675
183 野間 仁根 アマリリス ¥186,400
184 福井 良之助 花 ¥174,750
185 里見 勝蔵 風景 ¥139,800
186 田崎 広助 朱富士 ¥244,650
187 平野 遼 陸橋 ¥116,500
188 小林 和作 妙髙山中 ¥314,550
189 関口 雄揮 彩秋 ¥46,600
190 久保 嶺爾 爽丘 ¥52,425
191 小山 硬 駿河富士 ¥58,250
192 福王寺 法林 朝富士 ¥116,500
193 棟方 志功 玫瑰の柵 ¥267,950
194 富田 溪仙 傾崖梅林図 ¥81,550
195 橋本 関雪 琹高仙人図 ¥163,100
196 富田 溪仙 吉野之山図 ¥221,350
197 前田 青邨 桔梗 ¥349,500
198 那波多目 功一 富貴 ¥302,900
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199 池田 遙邨 雲津春嵐 ¥326,200

200 Banksy (After)
Girl with Balloon (RED) / Soup 
Can (BLUE/WHITE)

¥87,375

201 Banksy (After) Keep It Real / Monkey Queen ¥64,075
202 Banksy (After) Love Rat / Love is in the Air ¥93,200
203 Banksy (After) Pulp Fiction / Rude Copper ¥104,850
204 Banksy (After) Bomb Hugger / Love is in the Air ¥64,075

205 Banksy (After)
Girl with Balloon (GOLD) / Laugh 
Now

¥87,375

206 Banksy (After)
Nola (PINK/YELLOW RAIN) / Pulp 
Fiction

¥64,075

207 Banksy (After) Girl with Balloon (RED) / Love Rat ¥87,375

208 Banksy (After)
Choose Your Weapon (OLIVE) / 
Jack & Jill

¥58,250

209 Banksy (After)
Monkey Queen / Girl with Balloon 
(RED)

¥81,550

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

¥64,075

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

¥87,375

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

¥58,250

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

¥151,450

214 Banksy (After)
Girl with Balloon (RED) / Laugh 
Now

¥69,900

216 Banksy (After)
Soup Can (BLUE/WHITE) / 
Choose Your Weapon (OLIVE)

¥64,075

217 Banksy (After)
Girl with Balloon (RED) / Happy 
Chopper

¥93,200

218 Banksy (After) CND Soldiers / Stop & Search ¥58,250
219 Banksy (After) Love Rat / Bomb Hugger ¥52,425

220 Banksy (After)
Soup Can (YELLOW/RED) / Soup 
Can (BLUE/WHITE)

¥52,425

221 Banksy (After)
Christ with Shopping Bags / Toxic 
Mary

¥46,600

222 Banksy (After)
Girl with Balloon (RED) / Girl with 
Balloon (GOLD)

¥128,150

223 ロッカクアヤコ（アフター） 大きいバンダナ ¥139,800
224 草間 彌生 デミタスカップ&ソーサ―(4点組) ¥535,900
225 草間 彌生（アフター） マグカップ「Infinity Net」(3点組) ¥128,150
226 草間 彌生（アフター） マグカップ「Infinity Net」(2点組) ¥64,075
227 草間 彌生 畑 ¥2,563,000
228 草間 彌生 春 ¥955,300
229 草間 彌生 レモンスカッシュ(2) ¥6,757,000
230 パブロ・ピカソ レンブラントの肖像 ¥7,689,000
231 中村 清治 室内の婦人 ¥652,400
232 中山 忠彦 羽根かざりの帽子 ¥722,300
233 田崎 広助 阿蘇山 ¥466,000
234 向井 潤吉 武蔵野立冬 ¥1,071,800
235 児玉 幸雄 サンリスの広場 ¥1,165,000
236 児島 善三郎 太平洋 ¥605,800
237 梅原 龍三郎 雉子 ¥605,800
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238 梅原 龍三郎 コプト面 ¥699,000
239 岡田 三郎助 舞妓 ¥1,001,900
240 岡田 三郎助 房州千倉海濱 ¥1,398,000
241 児島 善三郎 嚴冬 ¥1,747,500
243 荻須 高徳 モンマルトルの街角 ¥4,427,000
244 レオナール・フジタ 幼子イエス ¥955,300
245 有元 利夫 素描 ¥2,679,500
246 梅原 龍三郎 薔薇図 ¥8,854,000
248 岡 信孝 梅花壷 ¥314,550
249 松村 公嗣 春牡丹 ¥349,500
250 牧 進 夏日 ¥349,500
251 西田 俊英 秋柳 ¥815,500
252 大山 忠作 桜花富士/游鮎/月に桔梗/雪椿 ¥559,200
253 松尾 敏男 白き牡丹 ¥466,000
255 斎藤 清 柳津の全景 ¥11,650,000
256 棟方 志功 倚婦の柵 ¥699,000
257 棟方 志功 旭天妃の柵 ¥582,500
258 棟方 志功 善知鳥肩妃の柵 ¥815,500
259 棟方 志功 鷹持妃の柵 ¥838,800
260 棟方 志功 温泉茹卵の柵 ¥815,500
261 棟方 志功 彼岸會の柵 ¥1,071,800
262 棟方 志功 くちなし妃の柵 ¥2,446,500
263 棟方 志功 吉祥妃天守護の柵 ¥3,728,000
264 棟方 志功 御自肌図 陶大皿繪付 ¥2,446,500
265 棟方 志功 鯤龍昇図 ¥699,000
266 小野 竹喬 春の丘 ¥1,572,750
267 川合 玉堂 眞鶴 ¥244,650
268 川合 玉堂 浅春 ¥815,500
269 横山 大観/寺崎 広業 春の山/秋景山水 ¥2,330,000
270 横山 大観 風之跡 ¥2,912,500
271 鏑木 清方 月清む空 ¥4,077,500
272 小林 古径 狗子 ¥2,330,000
273 平山 郁夫 西域の少女 ¥2,330,000
274 東山 魁夷 春暁 ¥6,990,000
275 加山 又造 芍薬 ¥6,524,000
276 杉山 寧 𣻪 ¥24,465,000
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