
3月11日 春のメインセール開催決定
　2016年後半は年末にかけて取り扱い全ジャンルのセ
ールを開催。西洋装飾美術では、ジャポニズムの影響を
受けたガレの花瓶が 1,000万円に迫るほか、希少性の高
いアーティスティックなガラス作品に注目が集まりまし
た。１１月に行われた絵画メインセールでは、アメリカ
ンコンテンポラリー作品を取り揃え、ウォーホルのキャ
ンバス作品をはじめ、ビュッフェ、ユトリロ、草間彌生、
吉原治良、東山魁夷、平山郁夫、藤田嗣治、横山大観、
岸田劉生の作品は 1,000万円、2,000万円を超える好結
果を残し、新旧そして国内外問わず優品を求める熱気を
改めて感じる非常に盛況なセールとなりました。同月に
は、古美術・茶道具のセールを開催。1,500点に迫る幅
広い出品作品をご用意した下見会場では、間近で作品を
観、実際に手にとり、作り手に思いを馳せるという美術
館とはまた違った楽しみをご提供させていただき、結果
も 100万円を超える作品が続出。新たなコレクターの広
がりを実感いたしました。クリスマスを控えたジュエリ
ーセールでは、ブランドジュエリーに人気が集まり、エ
スティメイトを超える落札に拍手が起こる場面も。新し
い年を迎えた 1月の絵画セールでも、良品を求める市場
の思いは益々強くなり、2,400万円のシャガールを筆頭
に、総額 3億円を超える好スタートとなっています。
　2月以降も毎日オークション取り扱いジャンルを順次
開催。来る 3月 11日には春のメインセールを予定して
おり、皆様のご来場をお待ちしております。
　各セールの下見会・オークション日程につきましては、
ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

オークション日時
　3 月11 日（土）14：00 開始予定
下見会
　3 月 09 日（木）10：00 ～ 18：00
　3 月 10 日（金）10：00 ～ 18：00
　3 月 11 日（土）10：00 ～ 13：00

532 回メインセール開催日程



貴重なコレクション出品に支えられ、活況相次ぐ

絵画・版画・彫刻

昨秋オークション・レビュー
　アメリカ大統領選でのトランプ氏勝利によって、世
界経済の先行きに対する懸念が印象付けられた昨秋
となりましたが、メインセール1開催、通常セール3開
催で迎えた弊社絵画オークションでは、上昇基調の日
本株価に連動するような堅調さが見受けられました。
26点ものリキテンシュタイン作品を核に、さながらア
メリカン・ポップアートの美術展のような様相となっ
た11月のメインセールでは、ビュッフェやユトリロの
大型油彩や、ピカソのセラミック作品のコレクション、
岸田劉生の油彩佳品、平山郁夫・東山魁夷の本画な
ど、特定のジャンルに偏らない優品ぞろいの構成に多
くの愛好家が反応し、終始活況な入札に迎えられ幕を
閉じることが出来ました。美術品の名品・稀品にたい
する需要の旺盛さが印象付けられた結果の中にあっ
て、オークション開催直前に文化勲章受章が発表され
た草間彌生の落札結果は、とりわけ目覚しい状況で
あったといえます。国内外の愛好家からの熱心な入札
に沸き立つ様相からは、いまや世界水準の前衛作家と
して、地位がより確固となった感さえありました。
　前後した通常セールでも、10月にはビュッフェやブ
ラジリエといった往年の著名外国作家に人気が見ら
れる一方で、オークションではめずらしい女流日本画
家・秋野不矩の優品群に注目が集まりました。12月に
は棟方志功の倭絵・板画を交えた貴重なコレクション
が出品されたほか、藤田嗣治の風景画油彩がエスティ
メイトを3倍以上も上回る結果となり、依然とした人気
の根強さを見せました。また本年1月開催では、1000
万円を上回るシャガール油彩が大幅な競り上がりで
落札されるなど、高額作品にも活況な入札が見られ、
新春の初回に相応しい賑わいとなりました。

3月メインセールは古今の名作勢ぞろい
　例年通り、今春には3月11日（土）に春のメインセー
ル開催を予定しております。このたびも、洋画・日本画
の名品はもちろんのこと、相場の高騰が目覚しい草間
彌生・奈良美智の作品も数多く取り揃え、広く愛好家
の皆様のご注目を期待できるラインナップとなってお
ります。なかでもこのたびのメインセールを印象付け
るのが、写楽不朽の名作：「二世小佐川常世 の一平
姉おさん」を中心とした、浮世絵名作の芳醇なコレク
ションでしょう。歴史的名作と名高い広重の「五十三次
名所圖會」フルセットや、あまりの希少性の高さに世界
のコレクターが必唾する春画界の逸品：北斎「浪千鳥」
12枚揃いなど、大型美術展でも目にすることの少ない
名品の数々を揃えております。ぜひこの機会をお見逃
しのないよう、ご来場を心よりお待ちしております。

東洲斎写楽　『二世小佐川常世 の一平姉おさん』
予想落札価格
8,000,000～13,000,000円
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新作工芸・古美術・茶道具

2月は古美術・茶道具、4月は新作工芸の開催
年末2開催も好調な結果
　昨年より、「古美術・茶道具」と「新作工芸」に分割し
ての開催となった当部門は、11月に古美術・茶道具、
12月には新作工芸を行い、いずれも活況な競りが展
開されました。
　11月の古美術・茶道具は、特に明治金工や中国美
術に優品が集まり、下見会から競り本番まで、非常に
多くのご来場がありました。また、これまでも日本や中
国、李朝の美術品の優品はありましたが、和時計や仏
教美術、浮世絵などの専門性の高い分野も注目され、
さらに取り扱いの幅を広げつつあります。
　12月の新作工芸も、魯山人、加守田章二、河井寛次
郎などの人気作家はもちろん、現代柿右衛門や濱田
庄司のコレクションの出品があり、大いに競りが盛り
上がりました。

2月セールは日本の古美術に注目
　本年最初の当分野のセールは、2月開催の古美術・
茶道具。今回は、柿右衛門を中心とした日本の古陶磁
が数多く揃います。中でも「柿右衛門様式色絵松竹梅
文向付（5点）」は、柿右衛門中期の名品であり、その上
品な姿には一見の価値があります。また、今回の「瀬
戸黒茶碗」は、現在の瀬戸黒の見本になるような、質
実剛健を体現する造りで抜群の存在感。初代陶々菴
と荒川豊蔵の極めが添う、誰もが認める名品です。そ
のほか茶道具でも、利休の茶杓などの出品があり、見
所は豊富です。2日間の開催となり、24日（金）が茶道
具、25日（土）が古美術のセールとなります。是非ご来
場下さい。

4月の新作工芸は大型開催を予定
　春には、新作工芸のセールの開催があります。12月
からお待たせしてしまっていることもあり、4月は出品
数も多く、バラエティ豊富な品揃えとなります。魯山人
の優品「桜楓鉢」が登場するほか、松田権六による「鶴
平文香盒」は、その小さい造形の中に繊細な細工が施
された、権六の世界が凝縮されている名品です。
普段使いのものから、コレクションアイテム、作家を代
表する名品など、弊社自慢の品揃えから、皆様のお眼
鏡に適う作品を揃えて、ご来場をお待ちしております。

今後の開催予定
■古美術・茶道具
2月24日（金）、25日（土）／出品受付終了
5月27日（土）／出品締切：3月初旬予定
■新作工芸
4月22日（土）／出品受付終了
7月29日（土）／出品締切：5月初旬予定
　※日程は変更になる場合があります

第530回
瀬戸黒茶碗
予想落札価格
4,000,000～6,000,000円

第536回
北大路 魯山人
桜楓鉢
H14.4×W24.6cm / 共箱

貴重なコレクション出品に支えられ、活況相次ぐ
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マジョレル 『アールヌーヴォーキャビネット』
予想落札価格
8,000,000～12,000,000円

マジョレル 『ユリ文二段テーブル』
予想落札価格
3,000,000～4,000,000円

マジョレル 『デスク & アームチェア』
予想落札価格
6,000,000～8,000,000円

ガレ 『笹に雀文花瓶』 H31cm
予想落札価格
2,500,000～3,500,000円

ガレ 『バラ文ランプ』 H58.6cm
予想落札価格
1,500,000～2,000,000円

ガレ 『紫陽花文花瓶』 H78cm
予想落札価格
4,000,000～6,000,000円

ロッホマン
アップライト型オルゴール
落札価格
1,200,000円

次回3月開催オークション
　次回3月開催の第533回オークションは、アール
ヌーヴォーを代表する作家マジョレルの家具が注目
株です。睡蓮があしらわれた金具と伸びやかな木材の
曲線の融合が美しく、アールヌーヴォーを象徴する作
品が揃います。その他、ガレの超大型作品も出品され
ますので、希少な作品群を是非ご覧下さい。

オークション動向
　11月開催のオークションは、博物館クラスの大型
オルゴールが多数出品され、オルゴールの音色に包
まれた下見会場には終日大勢のコレクターの方々に
お越しいただきました。アールヌーヴォーのガラスは
希少性の高さに伴い、人気が集中する傾向が顕著に
なっており、ウランガラスに粉ガラスが挟み込まれた
ガレの大作「鷹に雪持ち松文花瓶」は会場で940万円
の高値をみせ、熱気のあるオークションとなりました。
　1月の第527回オークションでは、ラリックの「ブロー
チ：アネモネと二つの横顔」が予想を大きく上回って
330万円で落札され、希少なラリックのジュエリーに
注目が集まっています。他にも、鉄道模型コレクション
は出品ロット全てが落札されるなど、ガラス作品以外
にも沢山の方々にお集まり頂きました。

第533回セール 3月25日（土）開催 

西洋装飾美術
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①

②

③
④

⑤

パール マルチカラーストーン ブローチ
落札額 240,000円 HERMÈS　KELLY 35

落札額 800,000円

デマントイドガーネット ダイア リング
落札額 700,000円

HARRY WINSTON
ダイア腕時計：AVENUE
落札額 1,600,000円

TIFFANY & CO.

①ダイア ネックレス : VICTORIA
　落札額 3,900,000円

②ダイア ブレスレット : VICTORIA
　落札額 1,300,000円

③ダイア エタニティリング : VICTORIA
　落札額 900,000円

④ダイア エタニティリング : VICTORIA
　落札額 580,000円

⑤ダイア ピアス : VICTORIA
　落札額 900,000円

宝飾時計やハンドバッグが人気
　文字盤やベルト全体にダイアが施された宝飾時計
などが、ここ最近ふたたび動き出しています。商品自
体の状態も良好で、販売価格と比較してもお求め安い
ことから人気が出ているものと思われます。
また、出品数は少ないのですがバッグに対
しての注目度があがっており、特にエルメ
スにおいては新品が手に入りにくい状況の
せいか人気が集中しております。特に廃盤
となっている色目や素材のものに対しては
高値でご落札いただいております。
お手元に使用されていないバッグがござ
いましたら、お気軽にお問い合わせくださ
い。また、バッグ以外にもお手持ちの作品
がございましたら是非出品をご検討くださ
い。

当日の皆様のご来場とご参加を心よりお待
ちしております。

アンティークジュエリーが好調
　ご参加いただいているお客様よりアンティークジュ
エリーについてのお問い合わせをここ最近よくいただ
くようになりました。モザイクやエナメル、オールドカッ
トのダイアや色石などがちりばめられた装飾性の高
いものが人気で、実際のオークションにおいても、競り
が活況に行われることが多く見受けられるようになっ
ております。とても手が込んでいて現在のデザインで
は表現しにくいものなどは特に高値で落札されており
ます。また、アンティーク調のデザインのブランド品も
合わせて人気があり、事前に状態確認のお問い合わ
せを数多く頂くようになりました。
　すでにお持ちのジュエリーとはまた一味違ったアン
ティークジュエリーはデザインの美しさでご参加いた
だいているお客様を惹きつけているようです。

新たなジャンルの開拓に向けて明るい兆し

JEWELRY & WATCHES
第533回セール 3月25日（土）開催 
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