
 2023年3月11日開催

近代陶芸／近代陶芸 PartⅡ オークション落札結果

落札率　91.67％ 計　¥62,280,000
※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 岸 映子
彩石象嵌酒器/彩石象嵌金彩 ぐい
呑 徳利

¥58,250

2 藤平 伸 花の壷 ¥34,950
3 岸 映子 彩石象嵌壷 ¥87,375
4 小峰 尚 覚醒は始まった ¥932,000
6 小川 待子 赤い器 ¥466,000
7 小川 待子 碗 ¥233,000
9 滝口 和男 無 ¥58,250
10 滝口 和男 無題 ¥64,075
11 高内 秀剛 黒織部手付鉢 ¥58,250
12 高内 秀剛 打釉流水文俎皿 ¥116,500
13 高内 秀剛 黒織部手桶 ¥104,850
14 高内 秀剛 象嵌唐草文面取壷 ¥110,675
15 高内 秀剛 黒釉鉄絵皿 ¥116,500
16 高内 秀剛 流文鉄打大鉢 ¥93,200
17 高内 秀剛 象嵌唐草文面取壷 ¥116,500
18 高内 秀剛 象嵌唐草叩壷 ¥163,100
19 高内 秀剛 流文金加彩大鉢 ¥104,850
20 高内 秀剛 流文金彩大鉢 ¥87,375
21 高内 秀剛 象嵌唐草文面取壷 ¥174,750
22 高内 秀剛 象嵌龍焔文壷 ¥314,550
23 高内 秀剛 鉄絵織部大鉢 ¥99,025
24 高内 秀剛 志野大鉢 ¥116,500

25 高内 秀剛
織部土瓶/織部窯変水指/柿釉赤
絵水注

¥69,900

26 高内 秀剛
織部四方手付鉢/織部扇面鉢/織
部長方皿/織部盆栽鉢

¥93,200

27 浅蔵 五十吉
萌薫釉松林に遊ぶ飾壷/彩磁彩桐
花飾瓶/萌黄彩松林に遊ぶ飾瓶

¥58,250

28 浅蔵 五十吉
色繪花鳥飾瓶/彩釉瑞果之譜飾壷
/色繪小紋手花鳥飾壷

¥58,250

29 濱田 庄司 黒釉灰皿/飴釉面取花瓶 ¥46,600
30 島岡 達三 白釉象嵌縄文番茶器 ¥52,425
31 田村 耕一 ゆのみ/とくり 二/鉢 ¥29,125
32 田村 耕一 ぐい呑 二/とくり ¥99,025
33 浅蔵 五十吉 鉄介仙人像置物/獅子置物 ¥46,600
34 高内 秀剛 織部香炉/象嵌焼〆香炉 ¥69,900
35 濱田 庄司 刷毛目鉢/地飴流描鉢 ¥87,375
36 島岡 達三 象嵌赤繪酒器 ¥64,075
37 宮之原 謙 窯変鶴首花生 ¥23,300
38 諏訪 蘇山 青瓷浮牡丹花入 ¥40,775
39 宮之原 謙 錦茶釉花彫花瓶 ¥23,300
40 宮之原 謙 青磁杵形花瓶 ¥34,950
41 宮之原 謙 彩磁彫木蓮文花瓶 ¥58,250
42 金重 晃介 備前水指 ¥29,125
43 三輪 龍作 花皿 ¥23,300
44 加藤 孝造 黄瀬戸花入 ¥128,150
45 金城 次郎 海老魚紋嘉瓶/海老紋魚紋花瓶 ¥87,375
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46 田村 耕一 青磁柿文筒花入 ¥40,775
47 濱田 庄司 鐡繪紋打花瓶 ¥151,450
48 金城 次郎 魚紋抱瓶 ¥46,600
49 濱田 庄司 海鼡釉黒流片口 ¥64,075
50 濱田 庄司 扁壷 ¥349,500
51 濱田 庄司 鐡繪片口 ¥99,025
52 濱田 庄司 赤繪鉢 ¥139,800
53 濱田 庄司 柿釉窓繪角鉢 ¥151,450
54 濱田 庄司 灰釉茶盌 ¥64,075

55 濱田 庄司 飴釉彫絵茶盌 ¥87,375

56 濱田 庄司 灰釉彫絵茶盌 ¥64,075

57 濱田 庄司 飴釉胴紐茶盌 ¥116,500
58 濱田 庄司 縁黒茶盌 ¥64,075
59 濱田 庄司 飴釉紋打茶盌 ¥110,675
60 濱田 庄司 繪刷毛目花瓶 ¥174,750
61 濱田 庄司 流掛盌 ¥372,800
62 濱田 庄司 灰釉筒描茶盌 ¥372,800
63 井上 萬二 白磁緑釉牡丹彫文香爐 ¥151,450
64 十三代 今泉 今右衛門 色鍋島薄墨山吹文花瓶 ¥58,250
65 加藤 土師萌 印花瓢形花入 ¥186,400
66 利茶土 ミルグリム KONKO-YU CHAWAN ¥64,075
67 西岡 小十 黒唐津茶碗 ¥40,775

68
十四代 沈 壽官/十二代 髙取 八
山

薩摩茶盌/髙取茶碗 ¥40,775

69 永楽 即全/永楽 正全 乾山写 柳香合/模 仁清鉢 ¥93,200
70 永楽 即全 椿茶碗 銘 残雪 ¥110,675
71 永楽 妙全 黄交趾鉢/黄交趾花生 ¥75,725
72 上田 直方 他 信楽やき水指/瀬戸桶皮水指 ¥58,250
73 初瀬川 柳菴 即中斎好 七宝アミ茶器 ¥64,075
74 益田 鈍翁/大野 鈍阿 豆短冊/赤茶碗 ¥99,025
75 小椋 左近/川瀬 表完 黒大棗/鶴繪大棗 ¥58,250
76 五代 川端 近左/岡田 華渓 髙臺寺蒔繪平棗/茶碗 ¥58,250
77 即中斎 自作茶杓 瀧 ¥99,025
78 角谷 與斎 鵬雲斎好 鶴雲釜 ¥69,900
79 一后 一兆 海松貝炉縁 ¥58,250
80 八代 中村 宗哲 葛桶水指 ¥256,300
81 虫明焼 玄々斎好 三島写水指 ¥151,450
82 田能村 直入 梅繪水指 ¥116,500
83 萩茶碗 行雲流水 ¥99,025
84 一閑小棗 ¥139,800
85 樂 左入 黒茶碗 壽色 ¥372,800
86 不見斎 横物 白雲二字 ¥267,950
88 初代 魚住 為楽 砂張鉦 ¥675,700
91 河井 寛次郎 煙草具 ¥302,900
92 富本 憲吉 白磁蘭花模様湯呑 ¥151,450
93 富本 憲吉 鉄釉彩銘々皿 五客 ¥174,750
94 三代 徳田 八十吉 碧明燿彩水指 ¥372,800
95 井上 萬二 黄緑釉牡丹彫文壷 ¥291,250
96 富本 憲吉 染付蓼模様壷 ¥291,250
98 濱田 庄司 赤繪角皿 ¥244,650
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99 濱田 庄司 鐡釉赤絵花瓶 ¥442,700
100 河井 寛次郎 碗 夢ヲ追ヒヌル ¥535,900
101 島岡 達三 塩釉象嵌縄文壷 ¥244,650
102 三浦 小平二 蕎麦釉茶盌 ¥93,200
103 加守田 章二 灰釉小壷 ¥244,650
104 三輪 龍作 窯変深雪梅盌 ¥186,400
105 岡部 嶺男 青織部花生 ¥267,950
106 十一代 三輪 休雪 萩白茶碗 ¥442,700
107 濱田 庄司 柿釉丸紋赤繪花瓶 ¥559,200
108 河井 寛次郎 鐡釉筒描花手文陶板 ¥582,500
109 河井 寛次郎 鐡藥辰砂 花鉢 ¥745,600
110 葉山 有樹 金彩緑鳳凰唐草文壷 ¥279,600
111 十三代 今泉 今右衛門 色鍋島薄墨草花更紗文花瓶 ¥291,250
114 十三代 酒井田 柿右衛門 濁手月見草文花瓶 ¥652,400
115 富本 憲吉 色繪角瓶 ¥768,900
118 藤田 喬平 手吹飾筥 竹取物語 ¥815,500
119 三代 徳田 八十吉 創生 ¥1,281,500
120 三代 徳田 八十吉 燿彩鉢 輪華 ¥932,000
121 富本 憲吉 色繪菱文大皿 ¥3,029,000
122 鈴木 蔵 志埜 ¥582,500
124 岡部 嶺男 黄瀬戸輪花鉢 ¥489,300
125 岡部 嶺男 鼠志野茶碗 銘 小袖 ¥1,747,500
127 加藤 唐九郎 志野茶盌 ¥1,805,750
128 北大路 魯山人 志野さけのみ ¥1,071,800
129 北大路 魯山人 黄瀬戸フタモノ 五客入 ¥1,339,750
130 北大路 魯山人 九谷風徳里 二 ¥1,281,500
131 板谷 波山 蛋殻磁香爐 ¥2,679,500
132 板谷 波山 青磁香爐 ¥2,679,500
133 加守田 章二 彩陶壷 ¥33,785,000
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