
 2023年1月28日開催

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

落札率　88.24％ 計　¥182,340,000
※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 松林 桂月 牡丹 ¥81,550
2 富岡 鉄斎 幽渓漁隠圖 ¥489,300
3 堂本 印象 光碧き水辺 ¥337,850
4 山本 丘人 早春の浜 ¥326,200
5 奥田 元宋 召歌 御題「音」 ¥5,825
6 奥田 元宋 秋林 ¥198,050
7 中野 嘉之 椿と小禽 ¥128,150
8 西野 陽一 リスザル ¥40,775
9 後藤 順一 4点組 ¥396,100
10 牧 進 長春花 ¥198,050
11 牧 進 富貴花 ¥198,050
13 牧 進 爽気 ¥489,300
14 伊牟田 経正 富貴花 ¥11,650
15 三岸 黄太郎 もうすぐ春が ¥40,775
16 大沢 昌助 うつわ ¥64,075
17 脇田 和 水瓜 ¥81,550
18 高畠 達四郎 アルプス遠望 浅間温泉上より ¥128,150
19 宮永 岳彦 翔 ¥233,000
20 小杉 小二郎 三色すみれ ¥302,900
21 小杉 小二郎 三つの桃 ¥174,750
22 東郷 青児 人物 ¥244,650
23 木原 和敏 かなた ¥302,900

24 芹沢 銈介 新版「絵本どんきほうて全揃」(31枚) ¥955,300

25 横山 大観 霊峰(巧藝版) ¥87,375
26 佐藤 玄々 巣籠鶴 ¥349,500
27 山下 清 茶碗「花火」 ¥372,800
28 山下 清 茶碗「富士山」 ¥349,500
29 ベルナール・ビュッフェ トレブル、干潮の港(タペストリー) ¥256,300
30 アンドレ・ドラン 裸婦 ¥174,750
31 ジェームス・リジィ Are you ready for some football? ¥233,000
32 ジョルジュ・ブラック 「8月」より ¥151,450
33 ジョルジュ・ブラック 「もし私が死んだなら」より ¥151,450
34 マルク・シャガール ほおひげの男 ¥151,450
35 パブロ・ピカソ 男の胸像 ¥372,800

36 モーリス・ユトリロ
挿画本「霊感の村」ポショワール版画
12枚/その他複製図版12枚

¥722,300

38 平山 郁夫 楼蘭 ¥337,850
40 加山 又造 微風 ¥605,800
41 東山 魁夷 緑響く ¥1,747,500

42 加山 又造
加山又造素描集「裸婦二十姿」(オ
フセット20点組)

¥40,775

43 竹久 夢二 挿画本「露地の細道」(2点組) ¥302,900
44 香月 泰男 木版画集「タヒチ」(8点組) ¥139,800

45 レオナール・フジタ
挿画本「魅せられたる河」カラーエッチ
ング10点 モノクロエッチングに手彩色8
点 モノクロエッチング8点

¥6,990,000

46 空山 基 Sorayama Classic Robot SURF ¥302,900
47 Tom Sachs NASA Chair ¥116,500
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49 Baanai ARIGATOUGOZAIMASU ¥1,165,000
50 Baanai ARIGATOUGOZAIMASU ¥838,800
51 Baanai ARIGATOUGOZAIMASU ¥1,095,100
52 山口 長男 作品 ¥81,550
53 関根 伸夫 B3-38 幽夢 ¥174,750
54 関根 伸夫 B8-7 黒い月 ¥489,300
56 草間 彌生 愛はとこしえ ¥2,563,000
57 草間 彌生 かぼちゃの神様 ¥8,854,000

58 棟方 志功 鷲図 ¥1,456,250

59 棟方 志功 三妃図 ¥372,800

60 棟方 志功 ぼすとん飛天の柵 ¥1,165,000
61 棟方 志功 流離抄「獅子窟の柵」 ¥1,281,500
62 棟方 志功 羅睺羅の柵 ¥3,728,000
63 棟方 志功 梔子の柵 ¥3,145,500
64 平野 富山 破邪 ¥466,000
65 平櫛 田中 五柳先生 ¥3,145,500
66 平櫛 田中 仙桃-東方朔 ¥6,058,000
68 清水 規 富岳 ¥314,550
69 小野 竹喬 静寂 ¥466,000
70 大橋 翠石 寒林雙乕之図 ¥419,400
73 横山 操 新雪富士 ¥1,689,250
74 千住 博 デイフォール・ナイトフォール ¥8,621,000
75 千住 博 朝の瀧 ¥6,757,000
76 加山 又造 昆虫 ¥6,990,000
77 横山 大観 三保乃不二 ¥23,300,000
78 絹谷 幸二 旭日波上富嶽 ¥2,097,000
79 青木 敏郎 静物 ¥955,300
80 生島 浩 As Was ¥2,912,500
81 生島 浩 fissure ¥3,611,500
82 小絲 源太郎 三色菫 ¥419,400
83 宮本 三郎 花 ¥838,800
84 熊谷 守一 ひまわり ¥815,500
85 熊谷 守一 冨士 ¥1,048,500
87 レオナール・フジタ ル・グラン・ヴェフール ¥5,592,000
88 中川 一政 椿 ¥1,223,250
90 レオナール・フジタ 少女像 ¥8,854,000
91 中川 一政 鷲羽山 ¥1,864,000
92 中川 一政 薔薇 ¥3,495,000
93 林 武 薔薇 ¥5,359,000
94 梅原 龍三郎 薔薇図 ¥8,155,000
95 梅原 龍三郎 淺間山 ¥5,359,000
96 梅原 龍三郎 榛名湖 ¥10,019,000
97 荻須 高徳 ブーランジェリー通りの看板 ¥8,621,000
98 鴨居 玲 お化粧 ¥14,562,500
100 モーリス・ユトリロ 雪のラパン・アジル、モンマルトル ¥9,786,000

101 モーリス・ユトリロ
ロワン川河畔の裏門、モレ=シュル=ロ
ワン(セーヌ=エ=マルヌ)

¥12,815,000
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