
11月7日有明にて秋のメインセールを開催させていただきます。

今回の注目作品は、弊社オークション出品作品の中でも最大級となる7mを越すビュッフェの油彩や、赤い画面と

独自の世界感を持つ有元利夫。瑞々しい緑と透き通るような青が清廉な印象を与える東山魁夷。研ぎ澄まされた

線によって観るものを引き込むピカソ「貧しき食卓」。市場が活発化している具体をはじめとした現代美術も取り 

揃え、幅広いお客様に楽しんでいただける出品を予定しております。

出品作品の詳細は、10月下旬に発行の弊社カタログおよびホームページの掲載を楽しみにお待ち下さい。 

カタログのご依頼およびオークションの開催・下見会につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

皆様のご来場をスタッフ一同心よりお待ちいたしております。

第486回 秋のメインセール開催決定

多作家作品 「具体美術の七人（7枚1組）」
予想落札価格　600～800（万円）
白髪一雄、嶋本昭三、村上三郎、元永定正、吉田稔郎、吉原通雄、吉原治良の作品集。
今話題の具体作家たちのオリジナル作品がケースに入って出品されます。注目の作品です。

開催日程
オークション日時：
11月7日（土） 午後2時開始予定 

下見会：
11月5日（木） 午前10時～午後6時
11月6日（金） 午前10時～午後6時
11月7日（土） 午前10時～午後1時
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セール動向と分析
7月に開催されたMA475回メインセールでは、海外

作家の人気の高まりを改めて実感するオークションと

なりました。オーギュスト・ロダンの代表モチーフの

一つ「永遠の春」は、海外でのセールの相場をも越え

る7,200万円で落札。ビュッフェ「赤い背景の黒い

帽子を被ったピエロ」M25号はその強烈な個性でコ

レクターの心を鷲掴みにし、5,400万円での落札。

ビュッフェは、他の出品作品でも予想落札価格を超え

る結果を残し、好調さをアピールしていました。オー

ルド・マスターの作品では、日本にも早くから紹介さ

れたバルビゾンの代表的作家カミーユ・コローによ

る、働く者を静かな眼差しで描いた作品「ソンム湾」が

1,200万円の落札。バルビゾンの画家達と縁のある

ギュスタフ・クールベ「ブレーメンの小川」は図らずも

同額の1,200万円。

ポップアートの寵児ロイ・リキテンシュタインのシル

クスクリーン作品は、1,100万円、アンディ・ウォーホ

ル「理由なき反抗」は850万円と、アメリカンコンテン

ポラリーも変わらぬ人気ぶりです。戦後を生き抜いた

日本人作家も負けてはおらず、具体を代表する画家・

吉原治良の漆黒に朱の丸が描かれた12号の作品は、

5,800万円。オークショ

ン出品が非常に稀な黒

田清輝「裸婦」1,800

万円。色紙サイズから

60号の作品まで大小

揃えた元永定正の作品

群は、海外からビッドを

得られその全てが予想

を超えての落札となり、

総額は3,400万円を超

える結果です。

日本画では、ビュッフェにも劣らないインパクトを

残した片岡球子の「面構十三人衆内 国芳」が900万

円。書家・井上有一の一字「塔」も多数の電話ビット

を得て680万円での落札。そのほかにも300万円、

400万円を越えて競り合う作品が多数あり、会場を大

いに盛り上げることとなりました。

そして国内外から注目を集めた、オーギュスト・ルノ

アール「縫い物をするガブリエル」（1908年、油彩15

号）は、お互い譲らぬ応報の末、予想落札価格を大幅

に超える2億3,500万円で決着。会場はため息と大

きな拍手に包まれました。

物故作家 洋協特別セールでは
9月には、海外作家や現代美術の市場が活発化す

る中、独自の発展を見せた日本人の描く洋画にスポッ

トを当てるべく、銀座洋協ホールにて物故作家特別

セールが開催されました。古さを感じさせない熊谷

守一「ひなげし」、「高原の秋」はともに1,000万円の

大台を超え、1,700万円、1,300万円での落札。表紙

を飾った愛らしい香月泰男「赤星瓢虫」3号の作品は、

こちらも予想を大きく超えて500万円での決着。岡

鹿之助の2号という小さな画面に作家の筆遣いが凝

縮された作品「栗」は400万円での落札。斎藤与里が

大胆な構図で描いた25号の「裸婦」130万円。愛媛

県出身の明治から大正にかけて洋画の芸術運動で活

躍した中川八郎「海」も130万円と予想を超える結果

を得ました。時代は下り、日本では高度成長期、中国

では文化大革命が行われていた1960年代の今井俊

満1m大型作品「銀河」は、電話と会場の競り合いとな

り、1,000万円で決着。また新たな動きを予感させる

結果を残しています。

海外作家の人気高まる

絵
画
・
版
画
・
彫
刻

オーギュスト・ルノアール
「縫い物をするガブリエル」
235,000,000円
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好調な結果、優品は復調の兆し
景気の上向き傾向から、ここ数回の落札結

果は好調と言っていい結果でした。前号のMA

レポートでも当ジャンル好調の旨を掲載しております

が、世界的な景気の不安定さが取り沙汰されるにも

関わらず、良品・優品の数々の高額落札には目を見張

るものがあります。

6月開催のMA474回では、鍋島の尺皿の優品「鍋

島染付牡丹文皿」に550万

円の値が付いたのを筆頭

に、唐九郎や魯山人、河井

寛次郎など人気作家の高

額落札が続き、また茶道具

や刀剣類にも100万円を

超える落札が生まれてい

ます。8月開催のMA479

回は、目立つ商品こそ少な

かったものの、このところ

不調が続いた楽茶碗の落

札も多くあり、茶道具への

買い手のお客様からの興

味・意欲が増してきたよう

にも感じられました。

このように、MA474・

479回いずれの直近の2開催でも、オークションでの

売り・買い双方からの参加意欲は着実に回復してお

り、その実感は現実に数字として現れている現況で

す。来年の弊社カタログの紙面を賑わすのは皆様が

お持ちの逸品かもしれません。名作・優品・逸品の出

品をスタッフ一同心よりお待ちしております。

2015年は10月と12月の2開催
2015年も終盤を迎え、年内の日本陶芸・古美術・

茶道具のオークションも残すところ2開催となりまし

た。来る10月23、24日開催のMA485回オークショ

ンは、1400ロット以上の作品が一堂に会したバラ

エティに溢れる内容で、特に今回は古美術の優品が

目立ちます。中でも注目は、「青手九谷樹木図平鉢」 

（予想落札価格：1,000～1,500万円、下写真。）でしょう。

本作品は石川県九谷焼美

術館の開館10周年記念特

別展にも紹介されている

名品。是非下見会に足を

お運びになり、現品をご覧

頂きたい作品です。その

他では、古薩摩の壷「瑞祥

神獣図壷」はその大きさか

ら堂々とした姿でかつ煌び

やかな秀作、「染付菊萬寿

字文面取瓶」は李朝コレク

ターに是非お薦めしたい逸

品として挙げられます。ま

た、刀剣にも注目作品が登

場。国宝で銘がある当回出

品の刀は、重要刀剣にも指

定される姿も美しい名刀です。

古美術以外としては新作工芸の出品も充実。加守

田章二「一九八十 壷」、魯山人「信楽口かけ花入」な

どの人気作家の作品をはじめ、様々な作家の作品を

豊富に揃えております。近日人気を博する着物の分

野では、数も内容もバラエティ豊富になり、参加者も

増加傾向にあります。今後の開催日程は、12月11、

12日開催予定のMA490回、年始は2月の開催を予

定しております。

10月開催は古美術の優品に注目

日
本
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術

古九谷の名品「青手九谷樹木図平鉢」。
MA485回で出品されるが、注目の 
一品となるか。
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好調な結果を残した2開催
7月開催のオークションでは高額落札が相次ぎ、落

札率91.1%と会場が何度も賑わう場面が見受けられ

ました。ガレ・ドームの優品が数多く出品され、それ以

外の分野でもマイセン、陶板画、絨毯、人形、ミュシャな

どバラエティに富んだ内容が重なり、全体的に盛り上

がりをみせていました。中でもドームのレセダとブリュ

イエール花瓶は900万円の落札となり、その他500

万円以上の落札が3点、200万～500万円までが8

点、100万～200万円までが31点と100万円以上の

落札が相次いでいます。

9月開催のMA482回

オークションでは、ガレ・

ドームや陶磁器、ミュシャ

や人形、デザイン家具など

豊富な品揃えでセールを

迎えました。

ガレ・ドームは前回に引

き続き良品が揃い、スフ

レの群像文花瓶をはじめ、

ドームのスミレなど人気を

博しています。ガラス作品

は目新しいものに人気が集

中する傾向にあり、今後も

その動きは続くと予想され

ます。

多数の来場者に支えられ落札率90%に

西
洋
装
飾
美
術

ヴィエナスタイル
ギルトウッドテーブル
「夢」
予想落札価格
700,000～900,000円

次回11月開催オークションも注目
アールヌーヴォーでは、

ドームの鉢：PRAIRIAL

（150～200万円）やシク

ラメン文花瓶（150～200

万円）、ガレのアンティリス

文花瓶（200～300万円）

などが勢揃い。KPMベ

ルリンの陶板画やギルト

ウッドテーブルなど珍しい

王朝主義の作品も出品さ

れ、注目のオークションと

なりそうです。

KPM ベルリン
陶板画 「システィーナの聖母」
予想落札価格
400,000～600,000円

ドーム　鉢：PRAIRIAL
予想落札価格
1,500,000～2,000,000円

ガレ　アンティリス文花瓶
予想落札価格
2,000,000～3,000,000円

ドーム
シクラメン文杯
予想落札価格

1,500,000～2,000,000円

天板
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希少ダイアモンドに人気が集中
6月開催のMA473回においては、36ct FANCY 

BROWNISH YELLOW ダイアモンドをはじめ、

14ctが1点、5ct以上が2点、2ct～5ctが7点と大

粒なダイアモンドが多数出品され、さらに8月開催の

MA478回には1ct FANCY BLUE ダイアモンドや

ピンクダイアなどカラーダイアモンドが多く出品され

ました。

両回共に海外の媒体に広告を掲載

した効果もあり、ダイアモンドの動きが

特に好調で、希少性の高いもの、大粒

のものへは海外のバイヤーや個人投

資家からもご参加いただき、高額にて

落札されています。

カルティエのラブバードやパ

ンテール、ヴァンクリフのローズ 

ド ノエルなどの、ブランドを象

徴するアイコニックな商品、そ

して高品質なダイアリングなど

の一点ものに関しても、高額落

札が続くセールとなりました。

また、MA478回に出品され

たSUWAに見られるような、普

遍的で洗練されたデザインに

良質なダイアをあしらったハイ

クオリティーな製品は、多くのコレクターを魅了して

会場を活況な競りへと導きました。このように、ここ最

近のセールでは、他に類を見ない作品や高品質な一

点もの、またブランドを象徴するデザインなど、身に

つけて美しいと思え、満足できる商品が求められる傾

向が強くなって来ていると考えられます。

入手困難な複雑時計が高額落札
国内外問わず人気のPATEK PHILIPPEは、生産

終了となっている物から現行品まで幅広く好まれ、

オークションでは出品されると高額にて落札されま

す。そんな中でも、MA478回出品のパーペチュアル

カレンダーは、プラチナ素材という珍しさもあり、稀に

見る高額落札となりました。他にもトラベルタイムや、

ワールドタイム、そしてパワーリザーブなどのプチコ

ンプリケーションも人気を集め、PATEK PHILIPPE

全体の相場は上がってきております。

ハイクオリティーな
ジュエリーが競りを活況へ

ジ
ュ
エ
リ
ー
&
ウ
ォ
ッ
チ

14ct
LIGHT YELLOW
ダイアモンド
21,000,000円

36ct
BROWNISH YELLOW
ダイアモンド
43,000,000円

SUWA
ダイア ネックレス

2,400,000円

1ct  BLUE
ダイアモンド
38,000,000円

PATEK  PHILIPPE
腕時計：
PERPETUAL CALENDAR
8,000,000円

CARTIER
ダイア ブローチ：

LOVE-BIRD
3,100,000円

PATEK  PHILIPPE
腕時計

1,700,000円


