
 2022年12月3日開催

近代陶芸／古美術／近代陶芸PartⅡ オークション落札結果

落札率　79.33％ 計　¥182,970,000
※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 鈴木 三成 青瓷鉢(五客2組・四客1組) ¥40,775
2 三代・四代 諏訪 蘇山 青瓷鯉耳花入/青瓷瓶 ¥29,125

3 浦口 雅行/峯岸 勢晃/島田 文雄
青瓷茶盌/米色瓷鎬手茶碗/彩磁
桔梗文香炉

¥198,050

4 浦口 雅行 青瓷茶盌/青瓷花生 ¥52,425
5 川瀬 忍 白磁杯/茶器 外焔青磁筒 ¥174,750
6 辻 清明 信楽魚紋皿 ¥69,900
7 須田 菁華 魚ニ鳥図花瓶 ¥17,475
8 今井 政之 象嵌彩柿花壷 ¥104,850
9 佐伯 守美 象嵌釉彩樹林文花瓶 ¥99,025
10 今井 政之 象嵌彩塩窯黄水仙花壺 ¥128,150
11 小野 珀子 釉裏金彩花瓶 ¥46,600
12 西岡 小十 朝鮮唐津徳利花入 ¥40,775
13 十四代 沈 壽官 薩摩花瓶 ¥46,600
14 藤田 喬平 手吹手附三彩鉢 ¥40,775
15 井上 萬二 白磁壷 ¥81,550
16 十二代 酒井田 柿右衛門 染錦初代画額皿 ¥64,075
17 十四代 辻 常陸 染付窓絵水禽文高足香炉 ¥58,250
18 十四代 酒井田 柿右衛門 濁手藪手毬文珈琲碗 ¥99,025
19 楠部 彌弌 瑞華文白磁香炉 ¥209,700
20 十三代 酒井田 柿右衛門 濁手菊牡丹文香合 ¥104,850
21 十四代 酒井田 柿右衛門 濁手菊文香合 ¥93,200
22 十四代 酒井田 柿右衛門 濁手桜文ぐい呑 ¥93,200
23 須田 菁華 古九谷花鳥図平鉢 ¥64,075
24 初代 徳田 八十吉 古九谷意菓子鉢 ¥87,375
25 島田 文雄 青白彩磁草文大壷 ¥69,900
26 中田 一於 釉裏銀彩切箔鉢 ¥186,400
27 鈴木 爽司 色繪金銀彩翡翠之図八角飾皿 ¥186,400
28 藤原 雄 備前徳利 ¥34,950
29 細川 護熙 信楽徳利 ¥69,900
30 加藤 孝造 黄瀬戸茶盌 ¥99,025
31 金重 陶陽 備前徳利 ¥372,800
32 藤原 雄 備前窯変花生 ¥52,425
33 加藤 孝造 黄瀬戸花入 ¥34,950
34 藤原 雄 備前擂座長首花器 ¥99,025
35 藤本 能道 鉄赤絵かわせみ図花瓶 ¥151,450
36 藤本 能道 色絵葡萄小禽圖花壷 ¥186,400
37 河井 寛次郎 海鼠釉角壷 ¥64,075
38 今井 政之 象嵌 鯰 ¥52,425
39 十三代 中里 太郎右衛門 唐津翡翠掻落し染付魚文陶額 ¥104,850
40 十二世 坂 高麗左衛門 萩焼陶彩景秋草図長方皿 ¥104,850
41 加守田 章二 盃/湯呑 ¥209,700
42 濱田 庄司/宮之原 謙 香爐/窯変釉冨久良壷 ¥64,075
43 黒田 泰蔵 花器 ¥163,100
44 黒田 泰蔵 鉢/花器 ¥337,850
45 ゲルト・クナッパー Kezuri Guinomi/Tokkuli ¥75,725
48 一后 一兆 柴舟棗/武蔵野棗 ¥93,200

49 永楽 即全
乾山写 初笑茶碗/仁清写 雲波茶
盌

¥186,400
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Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

50 永楽 即全
乾山写 秋草平茶碗/仁清写 三玉
茶碗

¥58,250

51 音丸 耕堂 高麗盆 ¥75,725
52 磯井 正美 蒟醤菊菓子器 ¥87,375
53 塩多 政喜 沈金硯箱「吉々」 ¥75,725
54 本漆上盛飾台 団らん 二 ¥99,025

55
輪島塗屠蘇器/輪島塗四段重・輪
島塗重台

¥256,300

56 古坂 邦夫/東 恒博
輪島塗雅松沈金吸物椀/輪島塗寿
松沈金屠蘇器・おもてなしセット

¥198,050

60 唐銅擂座文字入花生 ¥838,800
61 唐物朱蘆葉達磨香合 ¥1,223,250
62 堆朱布袋 ¥1,223,250
66 御本松竹梅茶碗 蓬莱山 ¥349,500
67 古萩茶盌 ¥419,400
68 黄伊羅保茶盌 ¥466,000
69 備前手桶水指 ¥722,300
70 朝鮮唐津四方耳付水指 ¥722,300
73 慈円 円山切 きみかよは ¥349,500
74 馬遠 普化 ¥1,514,500
76 周文 眞山水 建仁寺 月泉讃 ¥932,000
78 乾山 桔梗之図 ¥629,100
81 松花堂 昭乗・狩野 探幽 竹菊 遠州蔵帳 ¥699,000
84 小堀 遠州（宗甫） 雪中富士畫賛 ¥582,500
85 渡邉 崋山 梅花雙雀図扇面 ¥629,100
86 柴田 是真 御所人形貝合書割繪表装 双幅 ¥582,500
87 酒井 抱一 紫陽花南天 双幅 ¥3,029,000
88 酒井 抱一 中寿老 左右百鶴百鹿 三幅対 ¥3,495,000
89 板谷 桂舟 源氏物語図屏風 ¥349,500
90 洛中洛外図屏風 ¥582,500
94 貼交図屏風 ¥722,300
95 伊万里色絵小鳥香合 ¥466,000
96 染付芋頭山水水指 ¥932,000
97 瀬戸肩衝 禾 池の心 ¥582,500
98 膳所肩衝茶入 歌銘 瀧川 ¥1,118,400
99 仁清 金銀筋茶入 ¥1,001,900
100 乾山 菊繪四方火入 ¥1,223,250
101 高臺寺蒔画棗 ¥582,500
103 古田 織部 茶杓 ¥955,300
104 蒲生 氏郷 茶杓 ¥1,165,000
106 一休 宗純 画讃 ¥3,728,000
108 雪舟 倣夏珪山水小軸巻 ¥4,427,000
109 藤四郎茶入 春雨 ¥3,145,500
110 瀬戸凡茶入 ¥1,747,500
112 古瀬戸柿茶入 ¥4,893,000
115 樂 道入/樂 了入 黒茶碗 宝舟 了入写添 ¥12,232,500
116 樂 道入 赤茶碗 銘 クスヤ ¥8,155,000
119 利休 消息 ¥12,232,500

121 山本 一洋
白寿プラチナ彩 波動/白寿プラチナ
彩 波香/白寿プラチナ彩 松原

¥198,050

122 山本 一洋 白寿プラチナ彩 孔雀紋様 ¥151,450
123 葉山 有樹 金彩朱菊花文香爐 ¥163,100
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Lot 作家名 作品名 落札価格（円・落札手数料込）

124 山本 一洋 白寿プラチナ彩 曙 ¥489,300
126 黒木 国昭 飾皿 日本の自然「富士」 ¥116,500
127 黒木 国昭 銘 金彩象嵌「光琳」 ¥116,500
128 黒木 国昭 銘 金彩象嵌「光琳」 ¥302,900
129 藤田 喬平 手吹ヴェニス ワイン・グラス 二 ¥116,500
131 藤田 喬平 手吹香合 ¥116,500

133 初代 徳田 八十吉
絵変交盃 五客/古九谷写意徳利
壹對

¥116,500

135 鈴木 蔵 志埜向付 ¥349,500
136 鈴木 蔵 志野壷 ¥233,000
138 河井 寛次郎 呉洲筒描扁壷 ¥291,250
139 北大路 魯山人 大吉祥刷毛目鉢 ¥221,350
141 三代 徳田 八十吉 燿彩壷 ¥116,500
142 吉田 美統 釉裏金彩泰山木文花瓶 ¥116,500
143 三代 徳田 八十吉 碧明釉壷 ¥174,750
144 三代 徳田 八十吉 碧明燿彩飾壷 ¥198,050
145 三代 徳田 八十吉 耀彩線文壷 ¥442,700
147 今井 政之 象嵌彩窯変アマゾン鯰子耳大壺 ¥256,300
148 五代 伊藤 赤水 無名異練上壺 ¥559,200
149 加守田 章二 灰釉皿 ¥221,350
150 加守田 章二 灰釉壷 ¥1,001,900
151 加守田 章二 灰釉茶碗 ¥349,500
152 加守田 章二 徳利 ¥640,750
153 三輪 龍作 香炉 新世紀 ¥174,750
155 加藤 卓男 ラスター彩人物文茶盌 ¥291,250
156 清水 卯一 蓬萊燿茶盌 ¥419,400
157 島岡 達三 象嵌赤繪草花文繪変組皿 ¥372,800
158 濱田 庄司 赤繪角皿 ¥489,300
159 濱田 庄司 赤繪丸紋酒器 ¥291,250
160 島岡 達三 鐡砂釉象嵌縄文皿 ¥372,800
161 濱田 庄司 塩釉刷毛目茶盌 ¥186,400
162 濱田 庄司 塩釉櫛目色差茶盌 ¥233,000
163 加藤 孝造 瀬戸黒茶盌 ¥314,550
165 十一代 三輪 休雪 萩茶盌 ¥116,500
167 十一代 三輪 休雪 白萩水指 ¥256,300
169 三輪 休和 萩茶入 ¥81,550
170 九代 大樋 長左衛門 光悦うつし七種茶碗 ¥699,000
171 音丸 耕堂 堆漆雛鶴香合 ¥396,100
172 音丸 耕堂 堆漆望月茶入 ¥372,800
173 音丸 耕堂 彫漆四葉茶入 ¥838,800
174 河井 寛次郎 碗 ¥256,300
175 河井 寛次郎 鐡釉花手文陶板 ¥186,400
176 河井 寛次郎 黄釉筒描彩釉花文扁壷 ¥675,700
179 十四代 酒井田 柿右衛門 濁手山吹文香炉 ¥291,250
180 藤本 能道 草白釉色絵翡翠図八角皿 ¥291,250
181 楠部 彌弌 彩埏飛翔香爐 ¥1,747,500
182 藤本 能道 草白釉色絵尾長図八角大皿 ¥1,747,500
183 富本 憲吉 色絵羊歯文大皿 ¥1,689,250
184 濱田 庄司 柿釉丸紋大鉢 ¥955,300
185 濱田 庄司 白釉黒流掛大鉢 ¥3,262,000
186 黒田 泰蔵 白磁花入 ¥372,800
187 八木 一夫 牛 ¥489,300
188 栗木 達介 花器 ¥932,000
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189 栗木 達介 銀緑彩文花器 ¥1,398,000
190 栗木 達介 黒釉銀彩文扁壷 ¥4,077,500
191 加守田 章二 壷 ¥1,572,750
192 加守田 章二 壷 ¥4,427,000
193 加守田 章二 茶盌 ¥1,689,250
195 八木 一夫 ページ ¥10,019,000
196 十五代 樂 吉左衛門 Loubignac 花入 ¥2,796,000
197 岡部 嶺男 青織部花生 ¥1,572,750
199 岡部 嶺男 絵志野盃 ¥1,864,000
200 岡部 嶺男 繪志野茶碗 ¥1,165,000
201 岡部 嶺男 窯変米色瓷盌 ¥2,155,250
202 加藤 唐九郎 黄瀬戸茶盌 ¥3,029,000
204 加藤 唐九郎 瀬戸黒茶盌 銘 夕霧 ¥6,990,000
205 板谷 波山 窯変磁鶴首花瓶 ¥2,912,500
207 板谷 波山 葆光彩磁梅枝模様花瓶 ¥4,194,000
208 加守田 章二 壷 ¥24,465,000
209 加守田 章二 象嵌壷 ¥7,456,000
210 加守田 章二 壷 ¥20,970,000
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