
442回夏メインセール開催
マチス「JAZZ」出品決定

20世紀の天才の一人、色彩の魔術師とも称されたアンリ・マティス
（1869-1954年）の晩年の傑作「JAZZ」の挿画本フルセットがついに 
国内オークションで出品される。20枚のカラーポショワールとマチス 
の手書きのテキストを複製したモノクロページからなる挿画本は、 
国内外の複数の美術館で所蔵されるミュージアムピース。それがオリ
ジナルケースを含めてきわめて良好なコンディションで競売にかけれ
られるのは、非常に珍しい。

1903年に野獣派（フォービズム）の一人として注目されて以降、 
鮮やかな色彩と優美なフォルムで美しい作品世界を表現し続けた画
家が晩年に辿り着いた、切り絵による色彩へのアプローチを存分に 
堪能できる作品である。同時代に活躍したピカソの評価もますます 
高まるなか、マチスの代表作が日本の市場でどこまで競られるか注目
される。
他の注目出品作品として、ウォーホルのキャンバス作品、坂本繁二郎、
具体作家では白髪一雄、鷲見康夫など注目作品も多数出品。
皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。

オークション日時 ：
7月5日（土） 午後2時開始

プレビュー予定 ：
7月3日（木） 午前10時～午後6時
7月4日（金） 午前10時～午後6時
7月5日（土） 午前10時～午後0時30分

開催日程

マチス「JAZZ」
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優品を求める動き活発に
秋・冬に連続開催されたメインセールは、2開催共

に好結果を残すことのできた2013年。そして2014

年。今年の市場を占う上で大きな期待のかかるメイン

セールが3月15日東京・有明で開催された。

根強い人気を維持する棟方志功を皮切りに、松園・

玉堂・華岳と順当に落札され、中でも小倉遊亀の一対

作品「菖蒲」は、予想を大きく超え480万円で落札。加

山又造の「静物（苺）」6号は520万円。千住博「ウォー

ターフォール」は500万円での落札。応挙の双幅は下

値の2倍を超える460万円で決着。やや低調感のあっ

た日本画ではあるが、逸品を求める動きは昨年以上に

顕著であった。

長谷川潔のマニエル・ノワール作品13点もその殆

どが落札。新たにコレクションする楽しみを感じてもら

う好結果。

中盤のセールを彩ったのは、有元利夫の12号「回

想」1,150万円。その独特の世界観は、来年没後30

年を迎える今日においてもしっかり息づいている証と

なった。パリの一角を切り取った荻須高徳の作品は、 

楽しみながらキャンバスに色を置いたであろうと感じ

させる「キオスク」を筆頭に人気を集めた。

江戸に生まれ昭和にかけ日本洋画激動の時代を独

自の画風で貫いた川村清雄の180cmを超える大作

は、会場と電話の競り合いの末270万円で落札。

セール後半には、事前から国内外の評判を集めてい

た具体の雄 白髪一雄のグアッシュ作品・油彩10号そ

して30号が登場。グアッシュ作品は予想落札価格70

万円の8倍近い540万円で落札。予想落札価格700

万円の10号は、3,900万円。そして会場の期待の高

まる中30号は、お互い譲らぬ応報の末7,000万円で

落札され会場を大いに沸かせた。興奮が冷めやらぬ

まま迎えた海外版画では、アメリカンポップアートのア

イコンともいえるウォーホル「マリリン（ブラック）」が

出品。海外との競り合いの末1,800万円で決着。続く

シャガール、マチス、ルオーの挿画本も200万円、300

万円を超える落札となり海外市場の好調を裏付けた。

そして終盤には、日本にも馴染みの深いユトリロ、

白の時代を含む作品が出品。1,000万円、2,000万

円を越す落札が続き出品作その殆どが落札。他にも

ビュッフェ、シャガールそしてシスレーの7,000万円。 

ベルギー作家ペトルス・ファン・シェンデルは、日本で

の市場性は低いと思われていたが、下値50万円の15

倍超の780万円で落札。会場から驚きの声と拍手が

上がり、日本に眠る良質な海外作家作品の需要の高さ

を見せ付ける好結果となった。

アフターセールを含む落札総額6億8千万円。海外

も見据えた新たな作品需要の高まり、そしてジャンル

を問わずよりよい逸品を求める市場動向を確信する

セールとなった。

絵画・版画・彫刻

2014年メインセール
好調なスタートで飾る

シェンデル=ペトルス・ファン「野菜売り」
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2月は日本古陶磁の高額落札が多数
今年最初のセール（429回／2014年2月開催）は、

伊万里・鍋島・九谷などの日本の古陶磁の優品を揃え

たオークションを開催した。

これまで1冊のカタログにすべての作品を掲載して

きたが、日本古美術の優品を別冊カタログにまとめる

新しい試みで臨んだ本セールは、今までの参加客に加

え、古美術のファンや、老舗骨董商の方々など、新しい

お客様の来場もあり注目を浴びたセールとなった。

その中で、鍋島の優品「色絵水葵文中皿」や、柿右衛

門手の「色絵葡萄栗鼠文瓢箪形銚子」など、高額落札

が複数生まれ、内容も充実した見ごたえのあるセール

だったと言ってよいだろう。今後の日本古美術特集の

セールも現在計画中である。

4月は中国美術強化のセールを開催
2014年4月（435回）には、中国美術に注力した

オークションが実現した。会場には中国からのお客様

や、国内の中国人バイヤーの方々などが多く来場し、

普段とは少し雰囲気の違う中のセールとなったが、

1,000万円の落札

となった「砧青磁耳

付花入」をはじめ、

掛け軸や青銅器な

どにも複数の参加

者で大いに盛り上

がる場面があった。

2月の日本古陶磁

のセールと共に、今

後のセールへ新た

な展開が期待でき

るセールとなった。

多彩なジャンルで高額落札が相次ぐ
2月は日本の古陶磁の他に、加藤唐九郎の茶碗の

優品「紫匂茶盌 銘 萱野」が、1,100万円の落札。その

他、河井寛次郎、三代徳田八十吉など、新作工芸の高

額落札が相次いだ。その他にも刀剣や象牙細工、浮世

絵などにも高額落札が生まれている。

また、4月の開催でも河井寛次郎の大型の扁壷（「鐵

薬辰砂花扁壷」）の400万円を筆頭に、金工作家・山

口一照の花瓶、柿右衛門・今右衛門の大型作品、川喜

田半泥子の茶碗などに200万円以上の値がついた。 

また珍しいところでは、国内のオークション市場では 

あまりお目にかかれない、20世紀イギリスの陶芸界の

巨匠ハンス・コパーの作品が登場し人気を博した。

今後も注目作品の出品が続く
日本陶芸・古美術・茶道具のオークションは、今後 

6月、8月と予定されている。中でも6月20、21日開

催のセールでは、象牙彫刻の大作「象牙置物 文成公

主入蔵」（est.5,000～7,000万円）の出品が予定さ

れており、注目を集めるだろう。

日本陶芸・茶道具・古美術

好景気を追い風に新たな試みへ

象牙置物 文成公主入蔵
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生活を彩る美術工芸品の取扱品目を増やし、幅広い

価格帯を取り揃えてゆく中で、それぞれに高額落札品が

出てきている。以下の金額はすべてハンマープライス。

クリストフルやマッピン&ウェッブなどの銀器、陶磁

器ではマイセンの「アラビアンナイト」、ロイヤルコペン

ハーゲンの「フローラダニカ」が高額で取引されている。

またKPMベルリンの陶板画

は絵が精緻なものほどエスティ

メーションを飛び越え、高額で

落札されている。

ノルディックファニチャーも出品が定着化し、落札価

格を上げ始めている。

ガレ、ドーム、ラリック、などのアールヌーヴォー、

アールデコのガラスは堅調。

絨毯も成り行きの再開ではあるが、100万円を越え

るものも出ており、ビスクドール

も根強い人気を誇る。

来る7月には新たな試み

として、現代ガラス工芸が

出品される。

第433回セール
2014年7月19日（土）開催

西洋装飾美術

マイセン アラビアンナイト
175万円

KPMベルリン
ダンスレッスン

440万円

KPMベルリン
水の精

44万円

ロイヤルコペンハーゲン 
フローラダニカ
115万円

フリッツハンセン
ラウンジチェア 25万円

カッシーナ
レッド&ブルーチェア

7月出品
マイケルウッド・スチュアート
CRATER 7月出品

ライティング
ビューロー
30万円

クム産ペルシャ絨毯 150万円
ブリュ・ジュン

360万円

ドーム
湖水風景文花瓶
H35cm 180万円

ドーム
蜂、蘭と蜘蛛の巣文花瓶
H34.6cm 7月出品

ティファニー
花瓶：
Aquamariine water lilies
H19.6cm 320万円

ガレ
蛙とカマキリ文花瓶 
H47.2cm 360万円

ラリック
シャンデリア：
ALGER Ⅱ

340万円
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ピンクサファイア
ダイア リング

260万円

VAN CLEEF & ARPELS
マルチカラーストーン リング：
BRODERIE 210万円

バイオレット サファイア ダイア ネックレス 230万円

3月・4月セールにおいても好調に推移
3月開催の第430回オークションでは事前での委託

入札を多く頂き、色石の動きが好調。その動向は4月開

催オークションにおいても継続し、高額で落札される。

人気のあるジェイダイトや珊瑚につぎ、新たな勢い

でクリソベリルやアレキサンドライト・アクアマリン、 

またトルマリンなどの半貴石で大きな石の動きも出て

きた。希少性の高い大きく、カラー・クラリティー共に

よいダイアモンドのルースが2,100万で落札される

など、高額作品の落札も目立った。

ブランドジュエリーにおいても好調に推移しており、

現在では入手困難な一点物の作品等が人気を博し、

活発な競りとなっている。

参加者の趣味が多種多様化される中、さまざまな

ジュエリー作品に注目が集まっている。

高級時計に人気集中
3大ブランドの中で、特にPATEK PHILIPPEに 

人気が集まり、複雑時計以外にもシンプルな2針時計

も高額にて落札された。また全面にダイアが施された

装飾時計に人気が集中している。

ここ近年、腕時計は市場全体的に品薄の状態が 

続き、コレクターの間において人気の作品は手に入れ

る機会も減っている。より希少価値の高い作品を求

める傾向から、高額で落札される機会が今まで以上に 

増えてきた。

出品手数料特別キャンペーン
現在、ジュエリー&ウォッチのセールにご出品いただいた 
場合、1LOTにつき落札価格100万円超の作品に対して、 
ご出品者の方の売却手数料のキャンペーンを行っております。

通常：10.8% ➡ 一律5%
この機会にオークションへのご出品及び、査定のご相談・連絡等、
どうぞお気軽に弊社までお申し付けください。

第446回 8月30日（土）開催

TIFFANY & CO.
ダイア 腕時計：
COCKTAIL ART DECO

260万円

ジュエリー & ウォッチ

パライバトルマリン
ダイア リング

280万円

HARRY WINSTON ダイア ネックレス 1,500万円

カシミールサファイア
ダイア リング
（加熱の痕跡を認めず） 

1,000万円

クリソベリルキャッツアイ
ダイア リング

460万円

ブラックオパール
ダイア リング

350万円


