
509回
夏のメインセール開催

TOPICS
「多様化する絵画市場」

「年8開催へ拡大  より親しまれるオークションへ」

「ハイクラスな商品の強さが続く」

「ガレのアーティスティック作品に人気集まる」

——絵画・版画・彫刻——

——日本陶芸・茶道具・古美術——

——西洋装飾美術——

——JEWELRY & WATCHES——

開催日程
オークション日時
7月16日（土）　14:00開始予定　

下見会
7月14日（木）　10:00〜18:00
7月15日（金）　10:00〜18:00
7月16日（土）　10:00〜13:00  

　4月に記念すべき 500回の開催を迎え、国内外多くの優品が出品され競りあがりを見せました。注目のモディリ
アーニは、惜しくも決着には至りませんでしたが、落札総額では 10億円を超す好結果を打ち出し、ご来場いただ
いた多くのお客様の拍手で締めくくられました。陶芸ジャンルでは、現代において益々その存在感を強くする加守
田 章二、河井 寛次郎、濱田 庄司の作品が人気を集め、また取り扱いが増えた着物は、新たな需要の広がりを感じ
させます。ガレ、ドームに代表される西洋装飾美術も、その希少性と技術的な魅力は個人コレクターの心を捉え続
けており、バカラのシャンデリアやペルシャ絨毯などの装飾性の優れた作品も好調な結果をみせています。世界的
な需要の追い風を受け、カラーダイアモンドやブランドジュエリーは、国内外問わず参加者を増やし白熱した競り
合いとなっています。デザイナーズファニチャー、着物、絨毯、ワインと幅広い取り扱いを揃え、多くの方に楽し
んでいただけるセールを毎日オークションは今後も予定しております。

　近々 7月 16日には、絵画のメインセールの開催が決定。出品作品の詳細は、6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。



多様化する絵画市場

絵画・版画・彫刻

史上最高の落札総額を記録
　本年4月に開催された500回のメインセールは、皆

様からの多大なるご愛顧のおかげで落札総額が10
億円を超える結果となりました。1億円にせまる落札
をみせた草間彌生「かぼちゃ」のアクリル画30号から、
良品ばかりを揃えた藤田嗣治作品の個人コレクショ
ン、菱田春草の代名詞といえる朦朧体の作品や、数々
の展覧会を飾ったモディリアーニの名作まで、あらゆ
るジャンルの優品を揃えたオークションの会場には、
国内外から来場された美術コレクターがあふれかえ
り、当社の節目の記念にふさわしい熱気と活況に包ま
れました。世代の交代と経済バランスの変容が要因と
なり、相場の低迷と高騰が混在した不安定な美術市
場のなかでこのような結果を残せたことは、幅広い取
扱いを念頭に歩んできた当社の歴史の集大成といえ
るでしょう。
　また、メインセール以外の今春の開催でも、昨年か
らの市況の好調を受け、これまでにおとらず取扱い点
数の多いバラエティに富んだ開催が続いております。
本年3月から6月まで、絵画ジャンルの5開催だけでお
よそ4,500Lotもの出品に恵まれておりますが、1,000
万円以上の落札となった3月オークションでの加山又
造の桜や、5月オークションでの片岡球子の雪景富士、
あるいは三岸節子作品の貴重なコレクションなど、会
場を沸き立たせた競り上がりの数々をご記憶の方も
多いと思います。画壇を代表する巨匠の逸品への根
強い需要があらためて確認される結果であったことは
もちろんですが、当社の多様な取扱いならではといえ
る競りあがりの数々も見逃せません。

　写実洋画界の気鋭の作家：福井欧夏や、立体作家
の注目株：大森暁生の大型作品、戦後抽象芸術への
期待の高まりから、新たな愛好家を獲得している村上
友晴など、時宜に適った期待を反映する結果もみられ
たばかりか、オスカー・ココシュカの初期を代表する
希少挿画本、奈良美智や草間彌生の良品、ロシア絵画
など、海外愛好家からの高まる注目も十分に反映でき
た結果となっております。

7月9日・16日 絵画セール2週連続開催
　7月には、9日に通常の開催と、16日にメインセー
ルの開催を予定しております。棟方志功の大作倭絵
や、森本草介の美人画、ビュッフェによる薔薇の油彩
に、ウォーホルのタブロー作品など、このたびのメイン
セールでも皆様にご注目いただける名品を揃えてい
るほか、9日開催では清宮質文のコレクションや若林
奮の立体作品など、お求めやすい優品の数々を揃え
ております。今後も毎日オークションでは、幅広い取扱
いを通じてひとりでも多くの愛好家の方のご要望にお
応えできればと存じます。ぜひ皆さまにも拡張する市
場のダイナミズムを実感いただけますよう、ご出品・
ご参加いただければ幸いです。
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日本陶芸・茶道具・古美術

年8開催へ拡大  より親しまれるオークションへ
10月より開催回が増え年8開催に
　ここ数年、年6回開催で行ってきた「日本陶芸・茶道
具・古美術」のジャンルですが、10月からの1年間で、
8回に開催が増えることになりました。
　今までとは開催形式を変え、「新作工芸」と「古美
術・茶道具」のジャンルを二分することにより、それぞ
れの開催で特徴のある開催を行い、カタログを見るお
客様、そしてご来場になるお客様に、より作品の魅力
をお伝えできるようにするのが目的です。また、それぞ
れのジャンルを各4回、計8回に増やし、作品に触れる
機会を多く設けることで、皆様により親しみを持ってい
ただければ幸いです。
　「新作工芸」のジャンルは、明治以降の陶芸・漆芸・
染色・ガラス工芸など、日本の美術界をリードする有
名工芸家により、多彩な表現を実現した作品が並びま
す。また、「古美術・茶道具」のジャンルは、伊万里や九
谷などの日本の陶磁器から、中国・朝鮮などの東アジ
アの古美術、さらには職人の技術の粋を集めた刀剣・
金工・彫刻・漆芸や、時代を経て培ってきた優美さを
帯びる茶道具の数々など、出品ジャンルは多岐にわ
たっています。
　数々の名品を、皆様にご紹介できる機会が増えます
ので、是非ご来場いただきたく存じます。

過去開催報告と次回の見どころ
　4月開催の第502回のセールは、出品点数も1,700 
Lot近くとなり、近年稀に見る規模の大きなセールとな
りました。中でも、板谷波山の彫りの見事な白磁花瓶
や、十四代柿右衛門の大型で優美な壷など、新作工芸
の高額落札が目立つ回となりました。古美術や茶道
具の中でも高額落札の品が数多く生まれましたが、そ
の中でもとりわけ、九谷の名工・初代徳田八十吉の細
工物に人気が集まり、非常に活況な競りが展開された
ことは記憶に新しいところです。
　そんな中、今後開催が予定される8月のセール

（512回）では、4月で活況な競りを見せた初代八十
吉の、「昔噺桃太郎置物 壱組」が出品されます。日本
人なら誰もが知っている桃太郎が、鬼退治を終え、お
供である猿・犬・雉と、金銀財宝を運ぶユーモラスな
姿が作品から覗えます。見る者の心をほっこりさせて
くれる逸品です。
　そのほか、加守田章二の優品などをはじめとする新
作工芸の数々や、今回も茶道具・古美術ともに作品の
バリエーションは豊富。皆様の目を楽しませることは
間違いありません。お盆を終え、まだ残暑厳しい頃か
とは思いますが、是非、当オークションハウスに足をお
運びください。

512回出品作品

初代 徳田 八十吉
昔噺桃太郎置物 壱組
予想落札価格
700,000〜1,000,000円
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ガレのアーティスティック作品に人気集まる 
春季開催分（3月・5月）
　今年に入ってから好調な結果が続いている西洋装
飾美術は、3月・5月も落札率80％を越え高額落札が
相次いでいます。
　3月開催のオークションでは、L.C.ティファニーの湖
水風景文ファヴリルグラスステンドグラスが720万円
の高値を付けました。また、ドームのミミズク文花瓶
420万円や花瓶：PRAIRIALが320万円、スミレのラ
ンプが300万円とドームのエナメル作品の落札が目
立ちました。ラリックの天吊灯は400万円まで競り、ラ
リック人気も依然として続いています。
　5月開催のオークションでは、ジャンルを問わず高
額落札が続き、会場が賑わいました。今回最高値を
付けたのは高さ2ｍを超えるバカラのシャンデリアで
1,100万円の落札。オールドバカラも相次いで爆発的
な人気を見せ、会場、入札、電話と多数参加して頂き、
活況な競りが繰り広げられました。ガレのアーティス
ティック作品、三匹の淡水魚は950万円で落札。ジャ
ポニズムの花瓶は、530万円と500万円の落札となり
希少性の高い作品は価格が高騰しています。絨毯は
白熱した競りが繰り広げられ、ラストLotのイスファハ
ンが390万円と過去最高落札額をつけました。その
他もマイセンが200万円前後、KPMベルリンの陶板
画が200万円、アップライト型オルゴールが170万円
と各ジャンルで盛り上がりを見せました。デザイン家
具は、フィンユールのイージーチェアが話題を博し、他
ジャンルのお客様にも多数参加して頂きました。

次回オークション7月23日（土）開催
　ガレの代表作とも言えるフランスの薔薇をあしらっ
た花瓶が出品予定です。ロレーヌ・アルザス地方を象
徴とした薔薇で、青緑のサリッシュールのガラス側面
にグラヴュールで彫刻された薔薇が施され、その比類
なき美しさから同意匠作品が美術館にも所蔵されて
います。是非この機会にご覧いただきたい作品です。
また、鉄道模型コレクション（ゲージ各種）も15LOT・
200点余が出品されますので、こちらもご期待下さい。

西洋装飾美術

ガレ / 飛蝗文花瓶
予想落札価格
1,000,000〜1,500,000円

ガレ / 蝶文ランプ
予想落札価格
6,000,000〜8,000,000円

KPM ベルリン / 禁断の口付け
予想落札価格
250,000〜350,000円

ガレ / 花瓶：フランスの薔薇
予想落札価格
12,000,000〜17,000,000円
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ブランド品が好調
 第496回においては、TIFFANY＆CO．やCHANEL、

CARTIER、CHOPARDなどブランドジュエリーの高額
作品が次々に落札され、HARRY WINSTONの1ct D 
VVS-2やGRAFFの3ct J VS-1ダイアリング、またVAN 
CLEEF＆ARPELSのアイコニックなデザインリングに
人気が集中し、オーバーエスティメートでの落札とな
りました。

 第501回においてもブランド品が好調で、TASAKI
のリングやDE BEERS・GRAFFのペンダント、TIFFANY
＆CO．のピアスとリングなどのダイア製品が高額で
落札され、HARRY WINSTONのエメラルドダイアリン
グ・ルビーダイアリングはエスティメートを遥かに上
回る高額にてご落札いただきました。ブランド品に関
しては、かねてよりずっと探されている顧客の方も多く
いらっしゃり、ここ最近は特に手に入りにくい状況が強
まっております。色石が綺麗であったり、デザインがブ
ランドを象徴するものは、コレクターの方以外にも多
数のお客様にご参加いただき、高額であっても競りが
活況に行われることが多くなりました。

 また、D／FLAWLESSなどのカラー・クラリティーと
もに最高品質で大粒なダイアモンドや、パライバトル
マリン、クリソベリルキャッツアイなど、透明感があり内
側から輝く光を放つ石にも人気が集まり、競りも盛況
となっております。

時計においても宝飾時計が人気
 VAN CLEEF＆ARPELSやBREGUETなど全面にダ

イアモンドをあしらった腕時計の人気が高く、高額に
て落札されました。ルビーやエメラルドなどの色石が
施されている宝飾時計の出品に対する問い合わせも
多くいただいており、今後も人気が出る可能性は高い
です。また機械式時計の人気も継続しており、特に複
雑時計は人気の的です。お持ちの作品がございました
ら、是非出品をご検討ください。

ハイクラスな商品の強さが続く

JEWELRY & WATCHES

HARRY WINSTON  /  エメラルド ダイア リング
8,300,000円

HARRY WINSTON  /  ルビー ダイア リング
6,000,000円

VAN CLEEF & ARPELS
マルチカラーストーン リング
BRODERIE
2,150,000円

GRAFF
ダイア エタニティリング
CONSTELLATION
5,800,000円

VAN CLEEF & ARPELS
ダイア 腕時計
7,000,000円

BREGUET
ダイア 腕時計:QUEEN OF NAPLES
3,000,000円
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