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出展作家推薦キュレーター、参加コレクター公開！
3331 Art Fair 2017 -Various Collectors Prizes- 
《アートシーンのこれからを予見する、100 人のコレクター・プライズ》

出展作家 推薦キュレーター発表！

北海道、東北、北陸、関西、大阪、九州。東京に集う、各地の作家たち。

　3331 のアートフェアでは、作家たちがそれぞれの制作を継続し、作家として社会とつながるフィールドして
のフェアを目指し、これまで、アートギャラリーで活躍する作家からギャラリーに所属しない作家、オルタナティ
ブな場所を構えて活動する作家など、さまざまなスタイルで制作・発表を続ける作家の作品を紹介してきました。
　2017 年は、「東京」という日本のアートシーンの真ん中に、全国で注目される作家を集めるべく、各地に縁あ
るキュレーターに作家の推薦を依頼しました。北は北海道、南は九州の各地で活躍する 7名のキュレーターから
は、平面、立体、工芸、これらに収まりきらないクロスジャンルな表現で注目される作家が推薦されました。
　全容はまもなく発表いたします。
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●出展作家情報公開！
今回発表したキュレーター
や、アートギャラリー、オ
ルタナティブスペースから
の推薦作家情報をお届けし
ます。2017 年は 60 組を超え
る作家たちが出展予定です。

NEXT INFORMATION
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□タイトル： 3331 Art Fair 2017 ‒Various Collectors Prizes-
□会　　期： 2017 年 3 月 17 日 ( 金 ) - 3 月 20 日 ( 月・祝 )
□開場時間： 12:00-20:00 　＊ただし下記日程は時間変更あり
　　　　　   3 月 17 日 ( 金 )　18:00-21:00 
                  3 月 20 日 ( 月・祝 )　12:00-17:00
□オープニンング： 3 月 17 日 ( 金 )　15:00-18:00　ファーストチョイス （要招待状）
　イベント　　　　　　　　  19:00-21:00　オープニングレセプションパーティー（要招待状）　　　　
□会　　場： 3331 Arts Chiyoda　1 階メインギャラリー
□入 場 料： 一般 1,000 円、学生・シニア 800 円、ペアチケット 1,600 円、高校生以下・障害者 無料
　　　　　　＊ いずれも一日券。当日に限り再入場可　＊ 入場済チケット提示で以後１日 700 円で再入場可　
□主　　催： 3331 Arts Chiyoda
□特設サイト URL： http://artfair.3331.jp/

●3331 アートフェア規模拡大へ向けての第一歩！ 2017 年 5 月にブース型アートフェアを開催
2018 年には、メインギャラリーでの展覧会型フェアに加えて体育館のブース型アートフェアの同時開催を
目指します。その第一歩となる 3331 館内体育館を会場にしたブース型フェア「3331 Art Fair 2017- Prime 
Pick : Contemporary Art Galleries 2017 -」の開催情報も解禁！

2017 年、プライズ・セレクター続々発表していきます。

開催概要

フェアに招待されるコレクターがプライズ・セレクターとしてアートフェアを盛り上げます。
2017 年から参加する新プライズ・セレクター情報も、続々発表していきます。

　3331 Art Fair 2017 -Various Collectors Prizes- の大きな特徴に、コレクターから作家に贈られるプライズがあり
ます。作品を購入した作家には「コレクター・プライズ」を。購入に至らなかった作家（作品）でも、今後も応
援していきたいという意味を込めて「シルバー・プライズ」を授与していただいていました。2017 年からはこの「シ
ルバー・プライス」を「3331・プライズ」と改めて 1口 3,000 円のドネーションとし、集まったドネーションは「コ
レクター・プライス」と「3331・プライズ」を合わせて最多獲得作家に 3331 ギャラリーでの個展（「3331 ART 
FAIR recommended artists exhibition」）開催時の展覧会および出展作品制作費として与えられます。
　さらに、今回から一般来場者による「オーディエンス・プライズ」が新たに始まります。
　コレクターやアートファンも一緒に、作家とアートシーンを育てるアートフェアを目指します。

NEXT INFORMATION
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