
毎日オークションは2014年末もやります
冬のはじまりを告げる2014年11月から年末の慌ただしさが増す

12月まで毎日オークション（以下、MA）では、合計7回のオークション

を予定しており、メインセールも含めすべてのジャンルのオークション

を執り行います（右、記載）。

年末のお忙しい中ではありますが、様々な作品の出品が多数ありま

すのでご参加いただければ、きっとお目当ての作品にめぐりあえるは

ずです。今回、このレポートでは年末開催のオークションの出品作品も

一部ご紹介します（詳細については、中身をご参照）。2014年中に逸品

を手に入れ、新たな気持ちで2015年を迎えられますよう、ぜひ、この

機会にMAへお越しください。

また、同時にカタログ購読会員も募集しております。カタログが完成

しだい、一番早く自動的にご登録の住所に発送される便利なカタログ

購読会員もぜひご利用下さい。

今年は、以前からご要望があったWeb会員を新設するなど、MAは

お客様の声に耳を傾け、お客様第一のオークションをつくるべく邁進

して参りました。もちろんオークション参加は入札・落札だけではあり

ません。出品のご相談も随時、承っております。ご所有の作品でオーク

ションへの出品に関心があれば、何でもお問い合わせ下さい。ご連絡、

ご来場お待ちしております。

絵画・版画・彫刻
オークション開催予定 ：

11月 8日（土）
11月29日（土）
12月 6日（土）

日本陶芸・茶道具・古美術
オークション開催予定 ：

12月19日（金）

西洋装飾美術
オークション開催予定 ：

11月22日（土）

ジュエリー & ウォッチ
オークション開催予定 ：

11月 1日（土）
12月13日（土）

2014年11、12月
開催オークション
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いっそう高まる市場の需要
絵画のジャンルでは高まる市場の需要を反映し、

2014年最後の2ヶ月間に、2回のメインセールと1回

の通常セールを開催する。11月8日（土）東京本社・有

明オークションハウスでのセールと11月29日（土）銀

座・洋協ホールでの月2回のメインセール開催は、昨

年まで低迷していた市場の復活と、切実な需要の高

まりに応えるかたちとなった。

有明セールでの見所
11月8日有明での開催セールのハイライトは、世

界的にも好調なアメリカンポップアートの巨匠アン

ディ・ウォーホルの作品群である。日本でも人気のあ

る「神話」（1981年）のシリーズより、「スーパーマン」

（予想落札価格：700～1,000万円）とキャンバスに

アクリルの「サンタクロース」（同：5,000～7,000万

円）の出品は国内外からのBIDが期待される。そのほ

か、アンソニー・カロの紙彫刻など日本国内では珍し

い海外作家作品が出品予定。

また、今年6月から11月ヴェルサイユ宮殿での特

別展でふたたび世界の注目を集めた、「もの派」の雄、

リー・ウーハンの「from point」50号（1979年、同：

4,000～5,000万円）は、深い青味の清冽な画面で

作家の特徴を強くたたえた秀作。さらにはこの数ヶ月

の国内アートマーケットで俄然存在感を増した菅木志

雄は、来年初頭の東京都現代美術館での展覧会に向

けてますます注目が高まる。メインセールでの出品は

4点のオブジェ（各20～30万円）、洋協ホールでは、

三木富雄の70cm超の大型オブジェ（80～120万

円）や、嶋本昭三のアクリル作品（50～70万円）など、

市場をにぎわす旬の作家作品の出品が決定している。

MA史上初「パリの屋根」二種、 
同時出品
もうひとつの注目は、駒井哲郎、長谷川潔、浜口陽

三、清宮質文らの版画作品。繊細な世界観をそれぞ

れ独自の表現でストイックに描きだした4人の版画家

たちの良品が集うのも圧巻である。中でも、浜口陽三

のカラーメゾチントの代表作「パリの屋根」が2種類同

時に出品されるのは、MA史上初めてのことである。

版画にも良品の多い有元利夫のリトグラフも要注目。

その他、人気の高い伊藤若冲、曾我蕭白、応挙ら

の古軸から、東山魁夷、千住博、草間彌生、奈良美智

まで、2014年のアートマーケットを総括するおよそ

300Lotの作品が集うメインセールは11月8日（土）

開催。カタログは10月下旬に発送予定。Webサイト

では2週間前より出品作品の閲覧が可能。

11月には
2回のメインセールを開催
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10月の開催も秀作が続々登場
10月24、25日（金・土）に開催される、日本陶芸・茶

道具・古美術のオークション（第451回）は、1600点

を超える作品が一堂に会する（※451回は1日目を

新作工芸中心、2日目が古美術・茶道具を中心とした

競りとなります）。

注目作品は、李朝初期の名品、「李朝白磁壷」（予

想落札価格 ：600～800万円）と、明治七宝を代表す

る作家・並河靖之の晩年の作、「並河銘七宝瀧図花生」

（同：250～350万円）。いずれもオークションではな

かなか出品のない作品。是非ご来場頂き、ご自身の目

でお確かめいただきたい。その他、伊万里、九谷、鍋

島の秀作を含む古美術作品や、板谷波山、加守田章

二などの新作工芸の優品、楽当代の茶碗を筆頭にし

た茶道具。さらには、今回は着物や刀装具の出品が充

実している。人間国宝・野口園生、堀柳女をはじめとし

た人形作家の出品などもあり、出品のヴァリエーショ

ンは近回随一と言っていいだろう。

日本陶芸・茶道具・古美術のセールは、年内は12月

にも開催を予定している。

夏季開催オークション結果報告
日本工芸・古美術・茶道具のオークションは、夏季は

6月、8月と開催された。

6月開催のオークション（第440回）で特筆すべき

は、古美術の優品が高額で落札されたことである。特

に、李朝後期の大壷「李朝白磁花生」は500万円の落

札。志野の菓子皿は前評判も高く、低いエスティメー

トから駆け上がり、340万円の落札となった。

また、8月開催の第445回オークションにおいては、

八木一夫の逸品、「信楽大壷」の高額落札が目を引い

た。その他も高額落札が続き、夏の暑い最中ではあっ

たが今年一番の集客を記録した。

秀作古美術の出品を強化中
ここ近回、古美術の高額落札が続き注目を集めて

いる。好景気の波に乗ってか、新作工芸の高額落札も

目立つところではあるが、それ以上に明治期の工芸

の優品や、日本・中国・朝鮮の古美術、古書画の高額落

札には目を見張るものがある。

ご出品を検討されている方は、是非

お気軽に相談いただきたい。皆様のお

持ちの逸品が、次のコレクターへ、より

よい条件で引き継がれるよう、弊社は

美術品の架け橋としてお役に立ちたい

と考えている。

［第451回出品予定作品］
李朝白磁壷  H29.3×W34.4cm

予想落札価格
6,000,000～8,000,000円

古美術の優品の出品が続く。
思いもかけぬ高額落札も。
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[第451回出品予定作品]
並河銘七宝瀧図花生  H24.7×W8.4cm

予想落札価格 2,500,000～3,500,000円
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7月開催のオークションでは88.5％と高い落札率

となり、ガレ・ドームは、予想落札価格の下値から倍以

上にも跳ね上る作品も見受けられた。王朝様式の家

具は国内外から問い合わせを頂き、予想を遥かに超

える結果となった。9月開催のオークションでは、ドー

ム作品の中でも人気の高いスミレのシリーズが揃っ

た。デザイナーズ・ファーニチャーは有名デザイナー

作品の出品が徐々に増えてきている。

今後もバラエティ豊かな作品が 
出品予定
次回開催の第454回オークションでは、マイセンの

四大元素「地」「水」「風」「火」すべてが出揃う。

ガラス作品では、ガレ・ドームはもちろんのこと、ラ

リック・バカラの出品が相次ぐ。中でもラリックの置時

計は優品であるので、ぜひ下見会会場でご覧いただ

きたい。

今回は王朝様式の家具が目白押しとなっており、 

ガレ・マジョレルの家具も出品される。ガレのキャビ

ネットは、繊細なマルケットリーで美しい風景を表現し

ている。

マイセン　四大元素 ガレ　マルケットリーキャビネット

ドーム
エンジェルトランペット
文花瓶

ラリック
置時計：DEUX FIGURINES

第454回 
2014年11月22日（土）開催
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ジュエリーオークション堅調に推移
6月開催の第441回と8月開催の第446回オーク

ションでは共に色石の動きが好調で、人気のある作品

においてはエスティメートの上値を大きく上回る結果

となった。

特にブルースターサファイアやパパラチアサファ 

イア、ここ最近人気のあるクリソベリルキャッツアイに

おいては競りが活況に行われ高額にて落札された。

また、アンティークジュエリーも事前の問い合わせ

が多く、特にティアラに関しては出品の珍しさもあり

人気を博した。ブランドジュエリーにおいても好調に

推移しており、今では手に入りにくい作品等の中に

は、当時の店頭価格に近い価格で

の落札となる作品もあった。

さまざまなジュエリー作品が出品

される中、特に珍しい作品に対して

は落札者の興味が集中している。

高級宝飾時計が高額落札
シンプルな2針時計で全面にダイアが施された装

飾時計に人気が集中。

特に6月開催のセールに出品された、ケースの全面

にダイアが施されたCARTIER SANTOS 100や、

ベルトまで全体にダイアがセッティングされている

AUDEMARS PIGUETなど男性用の装飾時計が高

額で落札された。

市場全体的に品薄の状態が続いていることもあ

り、高額作品であっても希少価値の高い作品におい

ては、高額で落札される機会が増している。

パパラチアサファイア 
ダイア リング

2,400,000円

クリソベリル 
キャッツアイ
ダイアブローチ
 3,500,000円

エメラルド  
ダイア リング

2,600,000円
※金額は全て落札価格

ブルーサファイア  
ダイア リング

2,350,000万

ブルースターサファイア
ダイア リング

4,500,000円

ダイア リング
8,800,000円

ジェイダイト  
ダイア リング

3,000,000円

PATEK 
PHILIPPE
腕時計
1,630,000円

AUDEMARS PIGUET
ダイアサファイア 腕時計：
ROYAL OAK 3,900,000円

AUDEMARS PIGUET
ダイアサファイア 腕時計： 
JULES AUDEMARS
 4,000,000円

AUDEMARS  
PIGUET
ダイア 腕時計： 
LADY ROYAL OAK 2,900,000円

希少なカラーストーンに人気が集中
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PIAGET
ルビー ダイア  

腕時計
1,650,000円

VAN CLEEF 
& ARPELS
ダイア 腕時計：
LADY ARPELS

2,000,000円


