
 2022年11月12日開催

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

落札率　92.80％ 計　¥1,214,800,000
※落札手数料を含まない

Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

1 サザエさん ¥34,950
2 ドラえもん ¥34,950
3 銀河鉄道999(2点組) ¥58,250
4 未来少年コナン ¥34,950
6 リボンの騎士 ¥81,550
7 リボンの騎士 ¥34,950
8 リボンの騎士(4点組) ¥23,300
9 ジャングル大帝(5点組) ¥58,250
10 ジャングル大帝(6点組) ¥58,250
11 ジャングル大帝(6点組) ¥58,250
12 ジャングル大帝(6点組) ¥58,250
13 ジャングル大帝(6点組) ¥58,250
14 ブラックジャック(6点組) ¥139,800
15 ブラックジャック(5点組) ¥58,250
17 ポケットモンスター(3点組) ¥233,000
18 ポケットモンスター(3点組) ¥372,800
19 ポケットモンスター(2点組) ¥291,250
20 ポケットモンスター ¥256,300
21 ポケットモンスター ¥372,800

22 ポケモンカードゲーム
強化拡張パック イーブイヒーローズ
イーブイズセット

¥81,550

23 ポケモンカードゲーム ルチア ¥139,800
24 ポケモンカードゲーム ポンチョを着たピカチュウ ¥174,750
25 ポケモンカードゲーム アセロラ ¥291,250
28 小田部 羊一 アルプスの少女ハイジ ¥23,300
29 ドラゴンボール(複製原画) ¥46,600
31 手塚 治虫 火の鳥 ¥93,200
32 手塚 治虫 アトムとレオ ¥93,200
34 田河 水泡 のらくろ(2点組) ¥46,600
36 赤塚 不二夫 バカボンのパパ、ケムンパス ¥58,250

38 赤塚 不二夫
バカボンのパパ、ニャロメ、イヤミ、ケム
ンパス、ベシ、ウナギイヌ

¥326,200

39 水木 しげる ゲゲゲの鬼太郎 ¥93,200
42 佐藤 好春 キキ、ジジ ¥93,200
44 手塚 治虫 イラスト・サイン入り法被 ¥209,700
47 手塚 治虫 写楽保介、ブラックジャック ¥582,500
48 手塚 治虫 鉄腕アトム ¥1,071,800
49 手塚 治虫 アトム、ウラン ¥815,500

51
天空の城ラピュタ原画 Cut.D-
1544(12点組)

¥6,058,000

52 トレンツ・リャド エクスべランチ ¥87,375
53 トーマス・マックナイト ホワイトハウス レッドルーム ¥151,450
54 トレンツ・リャド スタット公園の庭 ¥186,400
55 パウル・ヴンダーリッヒ 版画集「Twilight」(8点組) ¥116,500
56 ルイ・イカール リリー ¥87,375
57 ルイ・イカール 狩猟Ⅲ ¥104,850
58 ルイ・イカール 狩猟Ⅱ ¥128,150
59 ルイ・イカール スピードⅡ ¥116,500
60 ジャン=ピエール・カシニョール チューリップとリラ ¥52,425
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Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

61 ジャン=ピエール・カシニョール
秋の色「カシニョール モノグラフィー」よ
り

¥40,775

62 マルク・シャガール ロミオとジュリエット(ポスター) ¥233,000
63 ベルナール・ビュッフェ 女装したピエロ「サーカス」より ¥40,775
64 ベルナール・ビュッフェ 大女「サーカス」より ¥40,775
65 ベルナール・ビュッフェ リリ「サーカス」より ¥139,800
66 ベルナール・ビュッフェ カルメン ¥349,500
67 笹倉 鉄平 コリチェッラ-虹のたつ港 ¥99,025
68 鴨居 玲 道化師 ¥396,100
69 清宮 質文 山上の湖 ¥675,700
70 有元 利夫 赤い部屋 ¥699,000
71 伊東 深水 3点組 ¥13,397,500
72 加山 又造 3点組 ¥104,850
73 加山 又造 3点組 ¥256,300
74 加山 又造 3点組 ¥104,850
75 加山 又造 2点組 ¥116,500
76 加山 又造 妖 ¥69,900
77 加山 又造 3点組 ¥186,400
78 加山 又造 2点組 ¥52,425
79 加山 又造 苺 ¥34,950
80 加山 又造 闇の幻想 ¥40,775
81 加山 又造 映 ¥52,425
82 加山 又造 長城 ¥186,400
83 加山 又造 メタモルフォーシス ¥151,450
84 加山 又造 翡翠 ¥198,050
85 加山 又造 熱帯魚 ¥93,200
86 加山 又造 蛾 ¥52,425
87 加山 又造 寂 ¥104,850
88 加山 又造 冬 ¥75,725
89 加山 又造 熱帯魚1988 ¥110,675
90 加山 又造 蝶 ¥93,200
91 加山 又造 飛翔 ¥87,375
92 加山 又造 KAKI ¥302,900
93 加山 又造 千鳥とほね貝1989 ¥221,350
94 加山 又造 赫 ¥221,350
95 杉山 寧 暘 ¥110,675
96 片岡 球子 青木ヶ原の富士 ¥104,850
97 片岡 球子 秋「富士四題」より ¥128,150
98 片岡 球子 湖畔の富士 ¥151,450
99 東山 魁夷 木枯らし舞う(新復刻画) ¥116,500
100 東山 魁夷 春愁 ¥174,750
101 東山 魁夷 青い谷(新復刻画) ¥128,150
102 東山 魁夷 曙(新復刻画) ¥110,675
103 東山 魁夷 残照(新復刻画) ¥163,100
104 東山 魁夷 木枯らし舞う(新復刻画) ¥151,450
105 東山 魁夷 山嶺湧雲 ¥291,250
106 東山 魁夷 白馬の森(新復刻画) ¥466,000
107 千住 博 フォーリングカラー(BLUE) ¥908,700
108 芹沢 銈介 2点組 ¥209,700
109 芹沢 銈介 型染 法然上人 ¥163,100
110 芹沢 銈介 2点組 ¥233,000
111 芹沢 銈介 型染 天の字 ¥128,150
112 芹沢 銈介 2点組 ¥326,200
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113 平山 郁夫 パルミラ遺跡を行く・朝(巧藝画) ¥104,850

114 平山 郁夫
シルクロードを行くキャラバン 東・太陽
(巧藝画)

¥116,500

115 平山 郁夫
絲綢の路 パミール高原を行く(巧藝
画)

¥349,500

116 川瀬 巴水 芝増上寺「東京二十景」より ¥1,805,750
117 川瀬 巴水 日光中禅寺湖 ¥256,300
118 月岡 芳年 藤原保昌月下弄笛図 ¥2,563,000
119 国府 克 穂高 ¥34,950
120 中野 嘉之 衣笠山 ¥17,475
121 杉原 元人 涛 ¥29,125
122 後藤 順一 長閑 ¥99,025
123 村松 乙彦 黄菊 ¥11,650
124 清水 達三 舞妓 ¥58,250
125 川島 睦郎 牡丹 ¥326,200
126 平松 礼二 魚影 ¥128,150
127 山本 倉丘 椿 ¥151,450
128 北野 治男 原野にて ¥64,075
129 北野 治男 トウサムポロ原野 ¥34,950
130 北野 治男 双 ¥17,475
131 西藤 哲夫 富慈 ¥139,800
132 加倉井 和夫 好日 ¥151,450
133 柳沢 正人 MADO ¥104,850
135 鈴木 竹柏 春待つ塔 ¥104,850
137 浜田 泰介 曙 ¥279,600
138 岩澤 重夫 緑韻 ¥699,000
139 金島 桂華 冬圃 ¥139,800
140 伊東 深水 薄紅梅 ¥512,600
141 宇田 荻邨 富士 ¥198,050
143 富岡 鉄斎 松陰清話圖 ¥1,572,750
144 川合 玉堂 松浦遠峰 ¥349,500
145 パブロ・ピカソ 騎士と馬 ¥722,300
146 Jan Monchablon 風景 ¥244,650
147 トレンツ・リャド グラナダのヘネラリフェ、糸杉 ¥4,077,500
148 徳田 宏行 3点組 ¥75,725
149 田中 保 裸婦 ¥104,850
150 田中 保 裸婦 ¥174,750
151 舟越 保武 婦人像 ¥99,025
152 清原 啓一 古伊万里壷の薔薇 ¥64,075
153 伊藤 悌三 裸婦 ¥58,250
154 古沢 岩美 けし畑 ¥11,650
155 石川 滋彦 香港 ¥75,725
156 西村 正次 ミコノスの風車 ¥52,425
157 桐野江 節雄 裸婦 ¥29,125
158 芝田 米三 赤とんぼと少女 ¥46,600
159 菅沼 金六 裸婦 ¥99,025
160 江成 一郎 返り花 ¥46,600
161 葛西 四雄 風景 ¥75,725
162 楢原 健三 磐梯山 ¥75,725
163 荻 太郎 バレリーナ ¥233,000
164 葛西 四雄 風景 ¥29,125
165 井上 覚造 路傍の犬 ¥40,775
166 須田 剋太 文楽 景清 ¥58,250
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167 東郷 青児 婦人像 ¥64,075
168 小松崎 邦雄 舞妓 ¥244,650
169 有島 生馬 春がすみ 江島 ¥52,425
170 山本 鼎 静物 ¥69,900
171 山本 彪一 バラ ¥104,850
172 奥 龍之介 調弦 ¥116,500
174 野間 仁根 薔薇 ¥233,000
175 田崎 広助 朱富士 ¥209,700
177 西村 龍介 麗日 ¥279,600
178 高田 誠 窓辺の花 ¥314,550
179 吉井 淳二 花籠コスモス ¥116,500
180 高塚 省吾 イヤリング ¥652,400
181 国吉 康雄 エデンの園のイヴ ¥792,200
182 3点組 ¥87,375
183 3点組 ¥128,150
184 刷毛目鹿文皿 ¥40,775
185 中川 一政 2点組 ¥52,425
186 中川 一政 3点組 ¥198,050
187 中川 一政 黒茶碗 ¥174,750
188 中川 一政 2点組 ¥104,850
189 中川 一政 黒茶碗 ¥186,400
190 中川 一政 板皿 ¥151,450
191 中川 一政 3点組 ¥209,700
192 中川 一政 黒茶碗 ¥209,700
193 中川 一政 織部黒面取茶碗 ¥233,000
194 中川 一政 黒茶碗 ¥256,300
195 中川 一政 黒茶碗 ¥302,900
196 中川 一政 茶碗 たらちね ¥233,000
197 中川 一政 茶碗 野川 ¥442,700
198 中川 一政 織部盃 ¥99,025
199 中川 一政 唐津徳利 ¥186,400
200 中川 一政 平水指 南山寿 ¥314,550
201 中川 一政 花入 ¥244,650
202 中川 一政 粉引花入 ¥198,050
203 中川 一政 唐津花入 ¥302,900
204 中川 一政 白磁汲出茶碗 ¥291,250
205 中川 一政 唐津蛙絵陶板 ¥768,900
206 中川 一政 渡り蟹 陶板 ¥291,250
207 中川 一政 絵皿 ¥419,400
208 中川 一政 絵皿 ¥512,600
209 中川 一政 額皿 徒手空拳 ¥489,300
210 中川 一政 4点組 ¥186,400
211 中川 一政 3点組 ¥198,050
212 中川 一政 3点組 ¥198,050
213 中川 一政 3点組 ¥163,100
214 中川 一政 3点組 ¥267,950
215 中川 一政 2点組 ¥163,100
216 中川 一政 書 ¥151,450
217 中川 一政 誠の道は 二宮尊徳 ¥186,400
218 中川 一政 唐詩 出門何所見 ¥116,500
219 中川 一政 寒山詩 閑遊華頂上 ¥163,100
220 中川 一政 八月邊風髙 李白 ¥174,750
221 中川 一政 李白詩 ¥186,400
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222 中川 一政 唐詩 客心 ¥174,750
223 中川 一政 今更に何をか ¥186,400
224 中川 一政 一夫當關萬夫莫開 ¥209,700
225 中川 一政 萬葉集 大船香取 ¥104,850
226 中川 一政 今更に ¥93,200
227 中川 一政 大燈國師遺偈 ¥233,000
228 中川 一政 千里志 ¥326,200
229 中川 一政 書 ¥314,550
230 中川 一政 日ねもす ¥291,250
231 中川 一政 一夫當關 ¥139,800
232 中川 一政 あはしまに ¥81,550
233 中川 一政 2点組 ¥186,400
234 中川 一政 われはでくなり ¥372,800
235 中川 一政 岩傳ふ ¥302,900
236 中川 一政 中原還逐鹿 ¥221,350
237 中川 一政 版画6点組 ¥233,000
238 中川 一政 版画2点組 ¥69,900
239 中川 一政 版画5点組 ¥81,550
240 中川 一政 版画2点組 ¥81,550
241 中川 一政 版画2点組 ¥128,150
242 中川 一政 版画2点組 ¥87,375
243 中川 一政 版画2点組 ¥128,150
244 中川 一政 版画2点組 ¥52,425
245 中川 一政 百合 ¥3,611,500
246 中川 一政 椿 ¥722,300
248 中川 一政 靜物 ¥1,456,250
249 中川 一政 薔薇 ¥1,631,000
250 中川 一政 薔薇 ¥4,893,000
251 中川 一政 薔薇 ¥3,262,000
252 中川 一政 薔薇 ¥2,679,500
253 中川 一政 向日葵 ¥4,543,500
254 中川 一政 薔薇 ¥4,427,000
255 中川 一政 薔薇 ¥3,145,500
256 中川 一政 薔薇 ¥3,145,500
257 中川 一政 向日葵 ¥11,650,000
258 中川 一政 靜物 ¥3,728,000
259 児玉 幸雄 ルー・ド・ セーヌ ¥1,223,250
260 絹谷 幸二 日月湖上富嶽 ¥3,611,500
261 森田 茂 牡丹 ¥1,339,750
262 絹谷 幸二 失しなわれた愛 ¥1,398,000
263 東郷 青児 二つの尖塔 ¥1,631,000
264 田崎 広助 櫻島 ¥605,800
265 浮田 克躬 シャルトルの水邊 ¥699,000
266 浮田 克躬 シャルトルの水辺 ¥1,922,250
267 浮田 克躬 ふるい石壁の街 ¥815,500
268 浮田 克躬 波止場と赤い屋根 ¥3,029,000
269 小山 敬三 静物 ¥815,500
270 彼末 宏 花 ¥349,500
271 和田 英作 三保の夏雲 ¥466,000
272 三岸 好太郎 風景 ¥2,330,000
273 梅原 龍三郎 果物 ¥722,300
274 山口 薫 箱に乗った髙麗キジ ¥768,900
275 香月 泰男 瀧 ¥3,029,000
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277 鴨居 玲 オランダの男 ¥3,145,500
278 三岸 節子 花(大磯にて) ¥3,378,500
279 中川 一政 向日葵 ¥10,252,000
280 梅原 龍三郎 カンヌの暮色 ¥2,563,000
281 中川 一政 駒ヶ岳(箱根) ¥9,553,000
282 梅原 龍三郎 薔薇図 ¥8,854,000
283 有元 利夫 手品 ¥11,650,000
284 森本 草介 春の夢 ¥22,135,000
286 レオナール・フジタ フライパンを持つ少女 ¥53,590,000
287 佐伯 祐三 村の一部 ¥58,250,000
288 ジャン=ピエール・カシニョール 青い紫陽花 ¥2,912,500
289 ベルナール・ビュッフェ ミルクポットの水仙 ¥6,990,000
290 ベルナール・ビュッフェ 七面鳥 ¥34,950,000
291 ベルナール・ビュッフェ ボート ¥26,795,000
292 モーリス・ド・ヴラマンク 花 ¥6,524,000
293 キスリング 花 ¥43,105,000
294 オディロン・ルドン 花瓶の花 ¥48,930,000
295 小泉 智英 秋つ葉 ¥489,300
296 清水 規 朝富士 ¥349,500
297 那波多目 功一 菖蒲 ¥559,200
298 那波多目 功一 雪中花 ¥582,500
299 木村 圭吾 篝火 祇園 ¥815,500
300 石踊 達哉 千羽鶴 ¥582,500
303 中島 千波 つばめ返し椿 ¥2,097,000
304 奥田 元宋 富嶽秋耀 ¥3,495,000
305 小倉 遊亀 山茶花 ¥396,100
306 小倉 遊亀 椿 ¥932,000
307 徳岡 神泉 桃花 ¥1,456,250
309 奥村 土牛 蘭 ¥605,800
310 鏑木 清方 梅見の客 ¥815,500
311 杉山 寧 弥勒像 雲崗 ¥1,398,000
312 棟方 志功 釈尊大弟子中「文珠菩薩」 ¥4,194,000
313 髙山 辰雄 春の月 ¥2,796,000
315 加山 又造 茜 ¥18,057,500
316 加山 又造 裸婦習作 ¥18,640,000
317 加山 又造 五色の汗を流す馬 ¥21,552,500
319 速水 御舟 木苺 ¥31,455,000
320 速水 御舟 春の山 ¥24,465,000
321 鏑木 清方 道成寺 鷺娘 ¥93,200,000
322 東山 魁夷 夕涼 ¥116,500,000
323 桑田 卓郎 青化粧黒円斑文茶垸 ¥221,350
324 岡﨑 乾二郎 おばけの足踏み(明け方にウトウト) ¥955,300
325 仮屋 美紀 きのことうさぎ Don't eat me! 3 ¥2,679,500
326 草間 彌生 幻の野に立ちて ¥3,495,000
327 草間 彌生 百合 ¥4,194,000
328 草間 彌生 街 ¥3,611,500
329 草間 彌生 蝶 ¥6,524,000
330 草間 彌生 南瓜 ¥10,252,000
331 草間 彌生 かぼちゃ(RY) ¥10,951,000
332 草間 彌生 蝶 ¥4,893,000
333 草間 彌生 宇宙から来た人形 ¥6,990,000
334 平賀 敬 作品 ¥605,800
335 平賀 敬 作品 ¥466,000
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336 平賀 敬 作品 ¥955,300
337 元永 定正 にじみとかたち ¥128,150
339 三木 富雄 Ear No.YJ 04-6 1972 ¥2,330,000
340 榎倉 康二 作品 ¥3,262,000
342 辰野 登恵子 Work78-P-12 ¥5,126,000
344 エルズワース・ケリー Moissac ¥372,800
345 Jeff Koons Balloon Rabbit (Violet) ¥932,000
346 Andy Warhol Electric Chairs ¥1,805,750

347 Andy Warhol
Siberian Tiger from Endangered
Species

¥34,950,000

348 ロッカクアヤコ 作品 ¥12,232,500
349 ロッカクアヤコ 作品 ¥44,270,000
350 草間 彌生 かぼちゃ ¥124,655,000
351 山口 長男 圧 ¥157,275,000
352 田中 敦子 三ツ玉のコンポーズ ¥128,150,000
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