
秋のメインセール開催決定
　2016年も多くの出品作品に恵まれ 10月から 12月年
末にかけて、ジュエリー＆ウォッチ、絵画、西洋装飾美術、
古美術、新作工芸と、毎日オークション全取り扱いジャ
ンルのセール 8開催を順次予定しております。多くの方
にご参加いただけるよう、各ジャンルともに希少な作品
から、お求めやすい作品まで、幅広い取り扱い作品をご
用意いたしました。
　2017年 1月以降の出品作品も随時受け付けておりま
すので、作品情報を是非お知らせ下さい。
また、恒例となりました秋のメインセールを 11月 12日 
東京 有明にて開催させていただきます。
注目は、アンディ・ウォーホル、ロイ・リキテンシュタイン、
メイプルソープなど日本国内にも多くのファンを持つコ
ンテンポラリー作品を多数出品。広い下見会場をポップ
に彩る作品たちは見ごたえ充分です。
ほかにも日本画、洋画、木彫作品から海外作家と芸術の
秋を楽しんでいただける作品を取り揃え皆様のご来場を
心よりお待ちいたしております。
　各セール出品作品の詳細は、10月中旬以降、順次発行
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。

JEWELRY ＆ WATCHES
　10 月 29 日（土）
　12 月 10 日（土）
絵画・版画・彫刻
　11 月　5 日（土）
　11 月 12 日（土）メインセール
　12 月　2 日（土）・3 日（土）
西洋装飾美術
　11 月 19 日（土）
古美術・茶道具
　11 月 25 日（金）・26 日（土）
新作工芸
　12 月 17 日（土）

オークション日時
　11月12日（土）14：00 開始予定
下見会
　11 月 10 日（木）10：00 ～ 18：00
　11 月 11 日（金）10：00 ～ 18：00
　11 月 12 日（土）10：00 ～ 13：00

520回メインセール開催日程

年内オークション日程予定



堅調な国内コレクターの参加が続く

絵画・版画・彫刻

今夏オークション・レビュー
　絵画部門はメインセール1開催と通常セール3開催
で迎えた今夏ですが、振り返れば不穏な空気が立ち
込める幕開けでした。6月下旬に発表されたイギリス
のEU離脱のニュースはヨーロッパ経済を震撼させた
だけでなく、個人消費がようやく小康とみられた日本
経済にも動揺をもたらし、円高と株安は危機的状況の
足音にすら感じられました。出品総数270点の優品を
揃えた7月メインセールは、かつてない期待と緊張感
をもって迎えたオークションといっても過言ではありま
せん。
　しかしながら、予想を超える競り上がりと高額落札
の連続に当初の懸念は払拭され、結果は美術オーク
ション市場の堅調さを十分に感じさせるものでした。
草間彌生のアクリル画「レモンティ」や、鄭相和の油彩
など、新世代のコレクターを巻き込みつづける現代美
術の躍動もさることながら、ウォーホルのキャンバス
作品・シルクスクリーン作品や、ビュッフェの大型油彩

「つば広帽子の女」などには、一番の懸念だった海外
コレクターの旺盛な参加に圧倒される場面も見られま
した。そしてなによりも弊社を驚かせたのは、浮き沈
む経済状況に惑わされず、良品とめぐり合う機会を捉
え逃さない国内コレクターの強い収集意欲と層の厚
さです。横山大観や平山郁夫、高村光雲や絹谷幸二と
いった日本美術界の巨匠の作品の数々が、エスティメ
イトから大幅な競り上がりを見せたことは、これまでに
なく多様な愛好家の皆様より、かつてないご注目が弊
社オークションにそそがれている事実の証左であり、
感謝の思いを新たにしたオークションとなりました。

　前後して開催された通常セールについても、国内
作家では藤田嗣治や中川一政、海外作家ではピカソ
やビュッフェ、キスリングといった大家の作品に安定し
た好成績が認められる一方で、韓国モダンアートの巨
星・南寛や、日本画の俊英・瀧下和之の大型作品、ソ
ヴィエト絵画史に名を刻むレニングラード画派の大
家・ミルニコフなど、オークションでの実績がいまだ稀
有な作家にも目を見張る結果がみられました。また9
月セールでは、今秋から国立新美術館で開催されて
いる「ダリ展」に機を合わせたダリ作品のコレクション
が競りにかかり、話題性と相乗する高額なレコードを
達成しております。500回を超える開催を重ねてもな
お、発見と驚きの尽きない弊社オークションで、豊穣な
コレクションに恵まれた日本美術市場の潜在性を実
感いただければ幸いです。

11月メインセール開催
　おかげさまで弊社11月開催のメインセールでは、7
月メインセールを大幅に上回る350点超の出品を予
定しています。御舟や春草、劉生など巨匠の逸品を始
め、草間彌生のタブローやビュッフェ、ユトリロなど、ま
たとない多様な優品を取り揃えております。とりわけ
今回は、20点超のリキテンシュタイン作品を核にした
アメリカン・ポップアートの特集も予定しており、その
贅沢さは活況に沸いた2016年最後のメインセール
を飾るにふさわしいといえるでしょう。どうぞ本年も最
後まで、弊社オークションをお引立て下さいますようお
願い致します。
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新作工芸・古美術・茶道具

年内残り2開催  11月は多彩な古美術の大型開催
11月は1000点を超える大型開催
　11月25（金）・26日（土）に開催される、「古美術・
茶道具」のセールは、1000点を超える大型セールと
なります。ただ多いだけではありません。バラエティ
豊富で、茶道具の優品をはじめ、古美術は日本の陶磁
器から中国・朝鮮陶磁の秀作、浮世絵、蒔絵、金工、彫
刻・・・様々なジャンルの美術品が一堂に会します。
また、今回「銀鋳永楽通宝」という、「一」～「三十」ま
で揃っているのが非常に珍しい古銭のセットが登場し
ます。知る人ぞ知る逸品。コレクターの方々には是非
自慢のコレクションの一角に加えていただきたいとこ
ろです。また、今回中国古美術が充実しており、中でも

「龍泉窯青磁浮牡丹文大香炉」は、その堂々たる姿、
浮き彫りの美しさのみならず、付属する火屋も龍の透
かし彫りが実に見事で見るものを魅了します。博物館
のような、はたまた骨董市のような、方々から集まった
幅広いジャンルの作品が並ぶ当会場に、深まる芸術
の秋の締めくくりとして、是非ご来場下さい。

12月 新作工芸は魯山人の長鉢に注目
　12月17日（土）の年内最後の毎日オークションの
セールは「新作工芸」。注目は北大路魯山人の名品

「銀彩武蔵野長鉢」です。最晩年、昭和33年に製作さ
れたとされる本作品は、51.5×25.5cmの、魯山人が
生み出した画期的な「銀彩」の技法の陶器の中に、代
表的なモチーフである武蔵野の風景を描きだしたも
ので、魯山人の世界を体現した作品となっています。
その他有名作家の作品につきましても、品数多く、ま
たバラエティに富んだものを取り揃えております。年
内最後の美術鑑賞は、是非当オークションでお楽しみ
下さい。

今後の開催予定について
　本年10月から行っております、「新作工芸」、「古美
術・茶道具」の分割開催を、以下のスケジュールで予
定をしております。近年のスケジュールとは大きく異な
りますので、今までご愛顧いただいたお客様にはご迷
惑をおかけしますが、日程等、お間違えのないようお
願い致します。なお、ご出品も随時募集しております。
お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

522回 「古美術・茶道具」  11月25日（金）・26日（土）
525回 「新作工芸」       　 12月17日（土）
530回 「古美術・茶道具」    2月25日（土）
536回 「新作工芸」        　  4月22日（土）

※日程は変更になる可能性があります。予めカタログ、
ホームページ等でご確認下さい。

龍泉窯青磁浮牡丹文大香炉
予想落札価格
3,000,000～5,000,000円

北大路 魯山人
銀彩武蔵野長鉢
予想落札価格
3,000,000～5,000,000円

3MA Report



11月はオルゴールコレクションを含む開催 
夏季開催分（7月・9月）も好調
　7月開催のオークションでは、貴重なガレのアーティ
スティック作品「フランスの薔薇」が出品されました。
落札額は、ここ数年でも群を抜き2000万円のレコード
となりました。他にもガレの蝶文ランプが950万円に
なるなど、依然として希少性の高い作品は人気が伺え
ます。国内ではほとんど目にすることのないL.Solonに
よるミントンのパテ･シュール･パテ陶板は、海外から
の問い合わせが殺到し、245万円と会場で熱い競りが
繰り広げられました。初出品の鉄道模型は、コレクター
の方々に沢山お集まり頂き、盛り上がりを見せました。
　9月開催オークションの落札額トップは、アールデコ
期の宝飾作家ルネ・ラリックのハットピンでした。蜻蛉
をモチーフとした女性像のハットピンは、国内外から
電話入札を頂き、競りに競って620万円となりました。
また、ドームのランプが2点、ガレのマルケットリー花
瓶が500万円以上の高値をつけるなど、ガラス作品の
人気は止みません。更に、絨毯は最高値が160万円と
100万円を越えるものも数点あり、こちらも堅調な動き
をしています。9月はマジョレルの家具も数点出品さ
れ、下見会では多くの方々が、その美しいキャビネット
に魅了されていました。

次回オークション11月19日（土）開催
　次回11月は大型オルゴールが多数出品される予
定です。ミルズ社の自動演奏楽器「ヴィオラノ・ヴァー
チュオーソ」やレジーナのオートマチックディスクチェ
ンジャー、ユニバーサル社の自動演奏ピアノ、シンフォ
ニオンのアップライト式オルゴール、ビクターの蓄音機

「ヴィクトローラ」など博物館に負けず劣らないライン
ナップで、かなりの見応えがございます。ぜひこの機
会に美しい音色を聞きに下見会にお越し下さい。

西洋装飾美術

ミルズ社 
自動演奏楽器：ヴィオラノ・ヴァーチュオーソ
予想落札価格
1,300,000～1,800,000円

ミントン
パテ・シュール・パテ陶板画 
2,450,000円

ラリック
ハットピン：蜻蛉
6,200,000円

レジーナ 
オートマティックディスクチェンジャー
予想落札価格
1,500,000～2,000,000円

ユニバーサル社
自動演奏ピアノ
予想落札価格
300,000～400,000円

レジーナ
オートマティックディスクチェンジャー
予想落札価格
1,000,000～1,500,000円
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大粒ダイアモンドが高値で落札
　6月開催の第506回においては、ピンクダイアリン
グをはじめ、豪華なダイアブレスレットや、5～10ctの
大粒ダイアをメインストーンとしたリングなどダイア
製品が特に好調に推移しました。またルースにおいて
も、2ct～3ctのカラーもクラリティーも高品質なものに
関しては高額にてご落札いただけました。ブランド品
は10～50万円くらいの価格帯の商品の動きがよく、
GRAFFのイエローダイアリングやHARRY WINSTON
のダイアリングは一点物ということもあり、その作品
を目当てにご来場いただいたお客様もいらっしゃる
など、非常に活況な競りとなりました。色石において
も10ct以上の透明度の高い石は海外や国内のバイ
ヤーの目にとまり、高値での落札となりました。
　9月開催の第513回オークションでも前回同様にダ
イアが特に好調で、3ctや2ctの角ダイアが競りを活況
にし、ルースでは3～40ct以上の大粒ダイアや1～5ct
のD IFやD VS-1のダイアモンドルースなど、こちらも
高品質なものに人気が集中しました。
6月･8月共に海外のダイアモンドの動きがとくに好
調で、希少性の高いものや、大粒のものは海外のバイ
ヤーや個人投資家からもご参加いただき、高額にて
落札されました。
　また、アンティーク商材も非常に好調で第506回に
おいては、多くご出品いただけたこともあり、多くのお
客様にご参加いただき人気を博しました。

プレゼントとしての時計が人気
　ブレゲのトゥールヴィヨンやパテック
の宝飾時計など高額帯の作品で希少
性の高いものは相変わらず人気が高
く、高額にて落札されました。また、別
の動きとして、低価格帯の時計も動き
がよく、出品される商品自体も使用感
が少ないことから息子さんやお孫さん
へのプレゼントとして落札される方が
多く見受けられます。低価格帯商品は
普段使いするにもちょうどいい価格の
商品も多いことから今後も人気が出る
可能性は高いです。

10月29日開催のオークションの下見
会と平行してブランドジュエリーを中心
とした入札会を企画しております。是
非会場にお越しいただきご参加いただ
きますようよろしくお願い致します。ま
た、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。

新たな試みに挑戦

JEWELRY & WATCHES

ユニバーサル社
自動演奏ピアノ
予想落札価格
300,000～400,000円

HARRY WINSTON  /  ダイア リング
8,200,000円

GRAFF  /  イエローダイア ダイア リング
4,800,000円

ルビー ダイア リング
7,200,000円

PATEK PHILIPPE
ダイア ラピスラズリ 腕時計
3,000,000円

エメラルド ダイア リング
6,000,000円

ダイア ブレスレット
2,400,000円
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