
 2022年10月21日開催

BAGS / JEWELLERY ＆WATCHES オークション落札結果

落札率　86.43％ 計　¥189,580,000

Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

1 COMTESSE 2WAYハンド ¥23,300
2 Salvatore Ferragamo トート ¥40,775
3 LOEWE ショルダートート ¥58,250
4 LOEWE ハンモックスモール ¥198,050
5 LOEWE ゲートトップハンドルスモール ¥209,700
6 CELINE ラージナノショッパー ¥163,100
8 GUCCI ソーホー ¥69,900
10 GUCCI バックパック ¥116,500
12 BOTTEGA VENETA ビーク ¥186,400
14 LOUIS VUITTON ペオニア ¥34,950
16 LOUIS VUITTON メッセンジャーボスフォールPM ¥58,250
17 LOUIS VUITTON バティニョールヴェルティカル ¥93,200
18 LOUIS VUITTON モンソー26 ¥139,800
19 LOUIS VUITTON ポルトドキュマンペガス ¥151,450
20 LOUIS VUITTON トランク ¥466,000
21 LOUIS VUITTON ダヌーブスリム ¥128,150
22 LOUIS VUITTON シティスティーマーEW ¥244,650
23 CHANEL ショルダー ¥99,025
24 CHANEL 2WAYショルダー ¥337,850
25 CHANEL マトラッセ ¥466,000
26 HERMÈS スカーフ3枚セット ¥93,200
27 HERMÈS スカーフ3枚セット ¥99,025
29 HERMÈS カンヌGM ¥52,425
30 HERMÈS ドゴン ¥372,800
31 HERMÈS エスパスPM ¥221,350
32 HERMÈS エールライト ¥209,700
33 HERMÈS トランク ¥349,500
34 HERMÈS オータクロア50 ¥699,000
35 OMEGA シーマスターアクアテラ ¥163,100
36 OMEGA デヴィル コーアクシャルGMT ¥198,050
38 Vacheron Constatin メンズ ¥291,250
39 CORUM メンズ ¥267,950
40 DELANEAU レディース ¥396,100
41 Chopard ハッピーダイヤモンド ¥722,300
42 PIAGET レディース ¥605,800
44 AUDEMARS PIGUET メンズ ¥174,750
45 AUDEMARS PIGUET ミレネリー ¥582,500
46 BREITLING モンブリランダトラ ¥267,950
47 Breguet タイプXX アエロナバル ¥652,400
48 Blancpain レマン ムーンフェイズ ¥535,900
49 Daniel Roth クロノグラフ ¥699,000
50 Patek Philippe メンズ ¥489,300
51 Patek Philippe カラトラバ ¥1,118,400
52 ROLEX デイトジャスト ¥1,071,800
53 ROLEX シードゥエラー4000 ¥1,572,750
54 ROLEX デイデイト36 ¥1,398,000
55 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥87,375
56 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥52,425

57
ブラウンダイヤモンド ダイヤモンドペンダ
ントネックレス

¥244,650
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BAGS / JEWELLERY ＆WATCHES オークション落札結果

Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

58 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥81,550
59 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥163,100

60
イエローダイヤモンド ダイヤモンドペンダ
ントネックレス

¥99,025

61
パパラチアサファイア ダイヤモンドペンダ
ントネックレス

¥128,150

62
イエローダイヤモンド ダイヤモンドペンダ
ントネックレス

¥128,150

63 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥174,750

64
イエローダイヤモンド ダイヤモンドペンダ
ントネックレス

¥198,050

66
イエローダイヤモンド ダイヤモンドペンダ
ントネックレス

¥279,600

67 イエローダイヤモンド ダイヤモンドピアス ¥419,400

68 ダイヤモンドピアス ¥139,800
69 ルビー ダイヤモンドピアス ¥69,900
70 ダイヤモンドピアス ¥151,450
71 ダイヤモンドピアス ¥768,900
72 ダイヤモンドピアス ¥792,200
73 ダイヤモンドピアス ¥93,200
74 ダイヤモンドピアス ¥139,800
75 ダイヤモンドピアス ¥93,200
76 ダイヤモンドピアス ¥81,550
77 ダイヤモンドピアス ¥81,550
78 ダイヤモンドピアス ¥198,050
79 パール ダイヤモンドピアス ¥198,050
80 パール ダイヤモンドイヤリング ¥104,850
81 パール ダイヤモンドイヤリング ¥139,800

82
パール ダイヤモンドリング・イヤリング
セット

¥58,250

83 パールネックレス ¥139,800
84 ゴールデンパールネックレス ¥186,400
85 パールネックレス ¥139,800
87 パールネックレス ¥209,700
88 パール ダイヤモンドネックレス ¥128,150
89 パールネックレス ¥116,500
91 パールネックレス ¥163,100
92 パール ダイヤモンドネックレス ¥244,650
93 ピンクダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥151,450
94 ピンクダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥163,100

95 パープルダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥244,650

96 ピンクダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥139,800
97 ピンクダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥163,100
98 ピンクダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥209,700
99 ピンクダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥139,800
100 ピンクダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥139,800
101 ピンクダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥174,750
102 ダイヤモンドリング ¥69,900
103 ダイヤモンドリング ¥46,600
104 ダイヤモンドリング ¥104,850
105 ダイヤモンドリング ¥110,675
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Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

106 ダイヤモンドリング ¥198,050
107 ダイヤモンドリング ¥535,900

108
ピンクダイヤモンド ダイヤモンドペンダン
トネックレス

¥233,000

109 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥151,450

112
イエローダイヤモンド ペンダントネックレ
ス

¥186,400

113
イエローダイヤモンド ダイヤモンドペンダ
ントネックレス

¥349,500

114 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥291,250

115
パパラチアサファイア ダイヤモンドペンダ
ントネックレス

¥267,950

116
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

¥233,000

117 ルビー ダイヤモンドペンダントネックレス ¥337,850

118 イエローダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥722,300

119 ダイヤモンドリング ¥87,375

120 イエローダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥267,950

121 ダイヤモンドリング ¥174,750
122 ダイヤモンドリング ¥93,200
123 ダイヤモンドリング ¥139,800
124 ダイヤモンドリング ¥128,150
125 ダイヤモンドリング ¥93,200

126
サファイア ダイヤモンドペンダントネック
レス

¥116,500

127
ダイヤモンド ペンダントネックレス兼ブ
ローチ

¥267,950

129
モルガナイト ダイヤモンドペンダントネッ
クレス

¥198,050

130 ダイヤモンドブローチ兼ペンダントトップ ¥244,650

131 ダイヤモンドブローチ ¥198,050

132
マルチカラーストーン ダイヤモンドブ
ローチ兼ペンダントトップ兼リング

¥256,300

133
マルチカラーストーン パールダイヤモン
ドリング

¥407,750

134 マルチカラーストーン ダイヤモンドリング ¥104,850

135 オパール ダイヤモンドリング ¥46,600
136 パール ダイヤモンドリング ¥81,550
137 ブラックオパール ダイヤモンドリング ¥75,725
138 ダイヤモンドネックレス ¥372,800

140
アレキサンドライト ダイヤモンドブローチ
兼ペンダントトップ

¥163,100

141 ダイヤモンドバングル ¥326,200
142 ブレスレット ¥110,675
143 ダイヤモンドブレスレット ¥151,450
144 ダイヤモンドブレスレット ¥815,500
145 ルビー ダイヤモンドブレスレット ¥221,350
146 ダイヤモンドブレスレット ¥233,000
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BAGS / JEWELLERY ＆WATCHES オークション落札結果

Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

147 ダイヤモンドブレスレット ¥174,750
148 ルビー ダイヤモンドブレスレット ¥116,500
150 パール ダイヤモンドブローチ ¥198,050
151 パール ダイヤモンドブローチ ¥93,200

152
マルチカラーストーン パール ダイヤモン
ドブローチ兼ペンダントトップ

¥233,000

153 パールネックレス(by TASAKI) ¥163,100
154 パールネックレス(by TASAKI) ¥267,950

155
オーバルキー ダイヤモンドペンダント
ネックレス(by Tiffany & Co.)

¥244,650

156 ネックレス(by Dior ) ¥186,400
157 アムールブレスレット(by CHAUMET) ¥151,450

158
カラーストーンネックレス(by Tiffany & 
Co.)

¥174,750

159
パール ダイヤモンドリング(by 
MIKIMOTO)

¥128,150

161
パール ダイヤモンドイヤリング(by 
MIKIMOTO)

¥174,750

162 パール ネックレス(by TASAKI) ¥186,400

164
ブルートパーズリング(by CARRERA y 
CARRERA)

¥139,800

165
エメラルド ダイヤモンドリング(by 
TASAKI)

¥349,500

168 シェルカメオブローチ ¥110,675
169 べっ甲ブローチ ¥81,550
170 シェルカメオブローチ ¥99,025
171 シェルカメオブローチ・ピアスセット ¥209,700
172 ストーンカメオループタイ ¥93,200
173 エマイユループタイ ¥93,200
174 ストーンカメオループタイ ¥233,000
175 ストーンカメオブローチ ¥209,700

176
ストーンカメオブローチ兼ペンダントトッ
プ

¥163,100

177 ストーンカメオブローチ ¥174,750
178 エメラルド ダイヤモンドブローチ ¥198,050
179 ストーンカメオブローチ ¥326,200
180 エマイユブレスレット ¥559,200
181 エマイユブローチ兼ペンダントトップ ¥279,600
182 ストーンカメオブローチ ¥302,900
183 ダイヤモンドブローチ ¥1,922,250
184 水晶 ¥3,029,000
185 サンゴ ダイヤモンドリング ¥768,900
186 エメラルド ダイヤモンド リング ¥81,550
187 エメラルド ダイヤモンドリング ¥64,075
188 ラベンダーヒスイ ダイヤモンドリング ¥244,650
189 ヒスイ ダイヤモンドリング ¥151,450
191 ルビー ダイヤモンドネックレス ¥419,400

192 ルビー ダイヤモンドペンダントネックレス ¥244,650

193 ルビー ダイヤモンドペンダントネックレス ¥535,900

194 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥489,300
195 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥442,700

4
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BAGS / JEWELLERY ＆WATCHES オークション落札結果

Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

196 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥233,000
197 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥349,500
199 ダイヤモンドペンダントネックレス ¥256,300
201 ダイヤモンドネックレス ¥139,800
202 ブラックダイヤモンドネックレス ¥93,200
203 ダイヤモンドネックレス ¥198,050
204 ダイヤモンドネックレス ¥652,400

205
イエローダイヤモンド ダイヤモンドペンダ
ントネックレス

¥466,000

206 ダイヤモンドピアス ¥87,375
207 ダイヤモンドピアス ¥198,050
208 ダイヤモンドピアス ¥99,025

209 イエローダイヤモンド ダイヤモンドピアス ¥372,800

210 ダイヤモンドイヤリング ¥198,050
211 ダイヤモンドピアス ¥75,725

212
ピンクダイヤモンド ダイヤモンドイヤリン
グ

¥174,750

213 ダイヤモンドピアス ¥87,375
214 ダイヤモンドピアス ¥139,800

215
パパラチアサファイア ダイヤモンドイヤリ
ング

¥93,200

216 ルビー ダイヤモンドピアス ¥163,100
217 エメラルド ダイヤモンドピアス ¥128,150
218 ルビー ダイヤモンドイヤリング ¥256,300
219 ガーネット ダイヤモンドピアス ¥75,725

220 パパラチアサファイア ダイヤモンドピアス ¥151,450

221 サンゴ3連ネックレス ¥75,725
222 サンゴネックレス ¥58,250
223 サンゴネックレス ¥104,850
224 ルビー パール ダイヤモンドネックレス ¥186,400
226 パールネックレス(花珠) ¥69,900
227 パールネックレス(花珠) ¥81,550
228 タンザナイト ダイヤモンドリング ¥128,150
229 サファイア ダイヤモンドリング ¥163,100
230 アウイナイト ダイヤモンドリング ¥372,800
233 サファイア エメラルドリング ¥349,500

234
デマントイドガーネット ダイヤモンドリン
グ

¥419,400

235
ルビー ダイヤモンドリング(加熱の痕跡
を認めず)

¥314,550

237 ルビー ダイヤモンドリング ¥256,300
238 ダイヤモンドリング ¥116,500

240
パパラチアサファイア ダイヤモンドペンダ
ントトップ

¥93,200

241 オパール ダイヤモンドペンダントトップ ¥58,250

243
マルチカラーストーン ダイヤモンドペン
ダントトップ

¥69,900

244 ダイヤモンドペンダントトップ ¥58,250
245 パール ダイヤモンドペンダントトップ ¥99,025
246 パール ダイヤモンドペンダントトップ ¥99,025
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BAGS / JEWELLERY ＆WATCHES オークション落札結果

Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

247 サファイア ダイヤモンドペンダントトップ ¥87,375

249 パール ダイヤモンドブローチ ¥81,550
250 パールブローチ兼ペンダントトップ ¥81,550
252 サンゴ ダイヤモンドブローチ ¥128,150

253
マルチカラーストーン ダイヤモンドブ
ローチ

¥75,725

254 エメラルド ダイヤモンド帯留め ¥908,700
256 パール ダイヤモンドブローチ兼帯留め ¥139,800

257
パライバトルマリン ダイヤモンドネックレ
ス

¥291,250

258
パライバトルマリン ダイヤモンドタイタッ
ク

¥116,500

259 パライバトルマリン ダイヤモンドリング ¥128,150
260 パライバトルマリン ダイヤモンドリング ¥302,900
261 パライバトルマリン ダイヤモンドリング ¥605,800
262 パライバトルマリン ダイヤモンドリング ¥442,700

264
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

¥1,165,000

267 ピンクパープルダイヤモンド ¥244,650
268 ピンクダイヤモンド ¥139,800
270 ダイヤモンドペンダントトップ ¥3,378,500

273 イエローダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥4,427,000

274 イエローダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥2,330,000

275
ピンクダイヤモンド ダイヤモンドペンダン
トネックレス

¥4,660,000

276 イエローダイヤモンドリング ¥5,825,000
277 ピンクダイヤモンド ダイヤモンドリング ¥5,359,000

278 エメラルド ダイヤモンドペンダントトップ ¥10,252,000

279 エメラルド ダイヤモンドリング ¥6,990,000

280
ブルーダイヤモンド ダイヤモンドリング
(by GRAFF)

¥116,500,000
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