
報道関係者各位  

出品アーティスト・出展ギャラリー、決定！
62名のアーティスト｜35のギャラリー｜6つの大学が参加

2020年1月27日

PRESS RELEASE

【このプレスリリースに関するお問い合わせ先】 3331 Arts  Chiyoda |  アーツ千代田 3331
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会期：2020.3.18（水）～ 3.22（日） 計5日間
会場：3331 Arts Chiyoda 全館

特設サイト▶▶https://artfair.3331.jp/

3331 ART FAIR 2020 開催のお知らせ

開催概要の詳細はリリース6ページ目をご覧ください

3331 ART FAIR 2019 会場風景

3331 ART FAIR 2019 会場風景

大型展示が可能な屋上をキュレーションするのは、若手キュレーターの青木彬氏。
パフォーマティブな要素も組み込んだ企画に、ぜひご注目ください。B1階・2階で
は、館内のギャラリーが所属アーティストをプレゼンテーションし、3階やウッドデ
ッキ、コミュニティースペースなど館内各所では、さまざまなアートプロジェクトに
触れることができます。アーティストトーク、対談、パフォーマンスやZINEの展覧会
「Here is ZINE Tokyo 3331」も開催されるなど、会期中のイベントも続々決定中。
「買う楽しみ」「見る楽しみ」「参加する楽しみ」が詰まった、同時代を生きるアーテ
ィストの息づかいをすぐ側で感じられる3331 ART FAIR 2020。多くの皆様にご
来場頂きたく、周知にご協力賜りますよう何卒宜しくお願い致します。

3331 ART FAIR とは
アートシーンをつくり出す同時代の多様なビジョンを描きだし、コンテンポラリーアー
トへの新たな入口や関係性を築くことを目指し、2013年にスタート。「芸術性と市場
性」を問うオルタナティブなアートフェアの構築にチャレンジし、表現活動や作品に宿
る芸術的価値を社会的・経済的価値として評価することを試みている。「作品購入＝
賞の授与」とするコレクター・プライズや、個展開催をバックアップするレコメンドア
ーティストなど、アーティストをサポートする独自のシステムも設け、アートマーケット
の更なる拡充に向けた取り組みを続けている。

アーツ千代田 3331では、2020年3月18日（水）～3月22
日（日）の5日間、第9回目となる「3331 ART FAIR 2020」
を開催します。

　今年は、会場構成を一新。1階メインギャラリー（Galleries 
- 1F）には、国内外で活動する27のギャラリーがブースを
展開。2階体育館（Selection -GYM）では、全国のキュレ
ーター・美術関係者により選出された約50人の若手アー
ティストがグループ展形式で展示・販売します。また、同エ
リアには、美術系の大学6校が出展するほか、やなぎみわ
氏、鈴木理策氏、岩崎貴宏氏といった日本を代表するア
ーティストやアートフェア初参加となるスプツニ子！×西
澤知美のユニットも出品。多様なアーティストによる表現
がダイナミックに交わります。
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3331 ART FAIR 2020 のみどころ

アートというフィールドの豊かさは、「寛容性と批評性」に支えられている。
それは、いかなる表現が生まれようとその存在を全て受け止めようとすることであり、どんな価値観に対して
でも正面から対峙し忖度ないメッセージを生み出すということだ。

3331 ART FAIRの目指すところは、この「寛容性と批評性」が同時多発的に創発するフィールドを開拓して
いくことである。全国各地のキュレーターやギャラリスト、評論家、ジャーナリストが一堂に会し、同時代を生
き抜くアーティストとコレクターに光を当てる。そして、オルタナティブなアートフィールドが、既存の「芸術性
と市場性」を問い直す原動力になっていくのである。                 　　　　　　
　　　　　                     ー 中村政人（3331 ART FAIR 総合ディレクター／3331 Arts Chiyoda 統括ディレクター）

フェアディレクター・ステイトメント

会場構成を一新

各地のキュレーター・学芸員らが選出したアーティスト54名が出品

「コレクター・プライズ」「ArtSt icker」「レコメンドアーティスト」などのバックアップ体制

出展ギャラリーの多様な活動形態に注目

やなぎみわ氏、鈴木理策氏、岩崎貴宏氏など日本を代表するアーティストも出品

これまでメインギャラリー（1階）で行っていた、若手アーティストによるグループ展形式のフェアを、オルタナティブな雰囲気
が特徴の体育館（2階）で行います。同エリアには、美術系の大学によるブースも設置され、600㎡の空間がフレッシュな感性
で埋め尽くされます。そして、前回開催までは体育館で展開していた国内外のギャラリーによるブースは、メインギャラリー
（1階）へ。洗練された展示空間で、ギャラリストやディレクターたちが選び抜いたアーティストの作品を展示・販売します。

“Ga l l e r i es  -  1F”（1階メインギャラリー）には、コマーシャルギャラリーだけでなく、オルタナティブスペースやアーティスト
コレクティブ、工房などさまざまなスペースやプロジェクトを運営するディレクターたちがブースを展開します。同時代
を生きるアーティストの声を発信する彼らの活動やアプローチにぜひご注目ください。（出展ギャラリー一覧は3P）

“Selection - GYM”（2階体育館）及び “Select ion -  ROOFTOP”（屋上）では、全国で活動するエマージングアーティスト54
名による作品を一堂に展示・販売します。キュレーター・学芸員らの推薦により選出された彼らの中には、まだギャラリ
ーに所属していない気鋭のアーティストも。現代社会と向き合い制作を続ける彼らの瑞々しい作品を、ぜひご覧くださ
い。（出品アーティスト一覧は4、5P）

日本を代表するアーティストや、アートフェア初出品となるスプツニ子！x西澤知美によるユニットら8名が”Se lec t i on  
-GYM”に特別参加します。圧倒的な存在感を放つ彼らの作品は、多くのエマージングアーティストの作品が展示され
る体育館という場にどのような作用をもたらすのか、期待が高まります。

3331  ART  FA IRは、事業開始以来、アーティスト、ギャラリーだけでなくコレクターの皆さまとも共にフェアを作り上
げてきました。「コレクター・プライズ」では、「作品購入=賞の授与」という考えのもと、著名コレクターから企業人、ク
リエイターなど各界のキーパーソン約100人が”プライズセレクター”としてフェアに参加します。アーティスト支援ア
プリ「Ar tS t i c ke r」ともパートナーとして提携し、会期後も継続的にアーティストを支援できる体制づくりにも取り組
んでいます。開催ごとに、出品アーティストの中から3～4名が3331  Ga l l e r yで個展の機会を得る「レコメンドアーテ
ィスト」制度も設けるなど、制作・発表・購入全てを通してアートマーケットの拡充を目指します。
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（上下）3331 ART FAIR 2019 会場風景

“Galleries - 1F”（1F メインギャラリー）出展ギャラリー

Art Center Ongoing（東京）
アサクサ（東京）
IMaKoKo（大阪）
eitoeiko（東京）
NPO Art Bridge（東京）
YEBISU ART LABO（愛知）
ONJI TAE PROJECT（東京）
Gallery IRRITUM Tokyo（東京）
Gallery Q（東京）
Galerie Grand Siècle（台北）
GALLERY ART POINT（東京）
gallery G（広島）
GALLERY SOAP（福岡）
ギャラリー白（大阪）

GALLERY門馬（北海道）
求龍堂（東京）
CAVE-AYUMI GALLERY（東京）
Kouichi Fine Arts（大阪）
コバヤシ画廊（東京）
:b arts(COLONB ARTS)（ソウル）
CAI現代芸術研究所/CAI02（北海道）
SOBASUTA合同会社（東京）
DMOARTS（大阪）
トーキョーアーツアンドスペース（東京）
版画工房 エディション・ワークス（東京）
羊画廊（新潟）
Room_412（東京）

独自の視点・運営ポリシーのもと活動を続ける国内外のアートギャラリーや工房、オルタナティブスペース（Art Center 
Ongoing, アサクサ）やアーティストコレクティブ（IMaKoKo）など、美術界で注目を浴びる多彩な団体が 1 階メインギャラリー
に集結。絵画、彫刻、ドローイング、写真、映像などさまざまな作品が出展され、価格帯も幅広く設定されています。台湾（Galerie 
Grand Siècle）、韓国（:b arts）などアジア圏からもギャラリーが出展し、アジアのアートシーンを感じられるのも特徴的です。　　　
　

会場構成　地下1階～屋上の全フロアを現代アートが埋め尽くす！

屋上 3階

2階 ギャラリー

地下1階 ウッドデッキ、コミュ二ティスペース

2階体育館

元校庭の屋上では、大型の
インスタレーションや企画を実現

館内ギャラリーや美術団体による展示のほか
アート古書マーケット「TOKYO BOOK PARK」も開催

ZINEの展覧会「Here is  Z INE tokyo 3331」
や屋外展示が繰り広げられる

1階メインギャラリー
国内外27のギャラリーが
ブース形式で出展

廊下沿いに立ち並ぶ館内の
ギャラリーが所属アーティス
トによる多彩な展示を行う

展示壁を設置し、
若手から日本を代
表するアーティスト
まで約50名による
作品を展示。
美術系の大学によ
るブース出展も。

日比野克彦氏やアーツカウンシル東京
のプロジェクトルームが開放される
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“Selection - GYM”（2F 体育館） 

Selection -GYMは3つの企画で構成されています。ひとつは、各地のキュレーター・学芸員・美術関係者が推薦
する若手アーティストによるグループ展形式の展示です。今年は、キュレーター陣（下記）の確かな審美眼により、
約50名のアーティストが国内外から選出されました。もうひとつは、美術大学によるブース出展。学生自らが
会場で作品のプロモーション・販売にも携わります。そして今年は、やなぎみわ氏、鈴木理策氏、岩崎貴宏氏など日
本を代表するアーティスト、アートフェア初参加となるスプツニ子！×西澤知美によるユニットが特別に出品。多様
なアーティストがダイナミックに交わる空間が広がります。

【Selection - GYM 3331 select】 2020年の開催に合わせて、アーツ千代田 3331が推薦した8名のアーティスト

岩崎 貴宏
O JUN

佐藤 直樹
鈴木 理策

鴻池 朋子
小林 正人

スプツニ子！× 西澤 知美
やなぎみわ

Selction - GYM アーティスト推薦者 

高橋 洋介（金沢21世紀美術館 キュレーター）
中村 史子（愛知県美術館 学芸員）
畑井 恵（千葉市美術館 学芸員）
宮本 武典（キュレーター／角川文化振興財団クリエイティブディレクター）

荒木 夏実（キュレーター／東京藝術大学准教授）
飯田 志保子（キュレーター）
井波 吉太郎（東京都現代美術館 学芸員）
大下 裕司（大阪中之島美術館準備室 学芸員）
楠見 清（美術編集者／評論家、首都大学東京准教授）
小金沢 智（太田市美術館・図書館 学芸員）
高橋 瑞木（CHAT 共同ディレクター）

全国のキュレーター、学芸員、美術関係者、3331入居ギャラリーがSeletcion - GYMに出品する48名のアー
ティストを選出しました。

アキバタマビ21／Gallery OUT of PLACE／
ex-chamber museum／CfSHE Gallery／Nii Fine Arts Tokyo 
Bambinart Gallery／アーツ千代田 3331

木原 千春「グリーン」江上 越「すれ違いの誘惑-11」

BCL / Georg Tremmel「Resist/Refuse」

明石 雄
池田 嘉人
石黒 健一
石場 文子
犬和紙
宇平 剛史
江上 越
岡川 恒輝
小川 武
小田 香
上村 菜々子
貴志 真生也
木原 千春
古賀 学
後藤 有美
小林 椋

小林 勇輝
杉本 克哉
須永 有
副島 しのぶ
高橋 大輔
田中 秀和
飛田 正浩
冨安 由真
永井 天陽
NARAMIX×Ukulelist DAICHI
濵田 路子
平野 真美
藤田 紗衣
冬耳
堀 聖史
堀内 悠希

堀川 すなお
前田 エマ
南 靖子
百瀬 文
ユアサ エボシ
弓指 寛治
横野 明日香
吉村 宗浩
和島 ひかり
渡邉 洵
BCL /Georg Tremmel
Fernanda Feher
黃海欣
Hui Serene Sze Lok
Mirim Chu
Natasha Frisch 

【Selection - GYM  出品アーティスト】 - 48名 
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
家まで、独自のスタイルで制作・発表を続ける気鋭のアーティストを紹介します。通常のアートフェアでは見ら
れない、圧巻の展示にご期待ください。
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“Art Projects”（3階ほか館内各所）   

館内各所では、アートプロジェクトに触れる機会や関連イベントも開催されます。日比
野克彦氏のプロジェクトルーム「日々の明々後日」（3階）、アーツカウンシル東京による
「Tokyo Art Research Lab Open Room 2020」（3階＆地下1階）はスペースを開放し、
活動資料や貴重なアーカイブを公開します。
アーツ千代田 3331のレジデンスプログラム「AIR 3331」に参加中のアーティストも
作品やプロジェクトを発表（3階＆地下1階）。この夏開催を予定している「東京ビエンナー
レ2020」や真っ赤なベンチが印象的な「TOKYO BENCH PROJECT」（館内各所）も館
内を色どり、全館がアートに包まれます。

“Selection - GYM”（2F 体育館）  出展大学

“Galleries - B1F/2F”（B1F＆2F）  

元校庭という開放感溢れる空間を活かし、大型の作品やインスタレーション、
パフォーマティブな要素も組み込んだ企画を行います。屋上をキュレーショ
ンするのは、次世代を担う若手キュレーターの一人・青木彬氏。屋上から見え
る街の風景を、どのように変化させるのか。展示だけでなく、会期中に予定さ
れるパフォーマンスやイベントも見逃せません。

愛知県立芸術大学（愛知）
秋田公立美術大学（秋田）
東京造形大学（東京）★初出展

【Selection - ROOFTOP アーティスト】 
今井 さつき
遠藤 薫

ARTDYNE / Nii Fine Arts Tokyo（2F）
アキバタマビ21（2F）
Gallery OUT of PLACE TOKIO（2F）
Gallery IRRITUM Tokyo（2F）

【Selection - ROOFTOP キュレーター】 青木 彬  （インディペンデント・キュレーター）

美術系の大学によるブースでは、在学生・卒業生の作品を学生自らが販売します。
3331 ART FAIRは、これからの美術界を担うアーティストがアートマーケットを
直に感じ、作品のプレゼンテーションを学ぶ実践的な場でもあります。

東北芸術工科大学（山形）
武蔵野美術大学（東京）
横浜美術大学（神奈川）

“Selection - ROOFTOP”（屋上） 

Gallery KIDO Press（2F）
京都工芸繊維大学 
      KYOTO Design Lab 東京ギャラリー（2F）
CfSHE Gallery（B1F）
Bambinart Gallery（B1F）

館内の廊下沿いに立ち並ぶ入居ギャラリーが、所属アーティストによる作品を展示・販売します。エマージング
アーティストの作品を主に取り扱うギャラリーや、版画を専門とするギャラリー、大学が母体となるギャラリー
など、館内を巡りながらそれぞれのコンセプトやアプローチによる展示をお楽しみください。

中島 晴矢
光岡 幸一

齋藤 恵汰
佐藤 研吾
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■会期：2020年3月18日（水）～ 3月22日（日） 計5日間

■時間：最終入場は閉場30分前まで
　3月18日（水）  【プレビュー／INVITATION ONLY】 14:00-17:00　【一般公開】 17:00-20:00
　3月19日（木）～21日（土）12:00-20:00
　3月22日（日）12:00-18:30　

■会場：3331 Arts Chiyoda（101-0021 東京都千代田区外神田6-11-14）

■料金：チケット（ガイドブック付・期間中再入場可）   【一般】 2,300 円　【シニア（65歳以上）・学生】 2,000 円  
　　　  　＊一部エリア無料　＊高校生以下無料　＊千代田区民は身分証明書のご提示で無料
　　　　  ＊障害者手帳をお持ちの方とその付き添いの方1名は無料 　　  
           東京アートパスポート 7,000円
               ＊「3331 ART FAIR 2020」「アートフェア東京2020」「ART in PARK HOTEL TOKYO 2020」をお得に周遊する共通入場券です。
                  特別協力美術館の特典付き。ご購入はイープラス（https://eplus.jp/）で。       
 
■主催：3331 Arts Chiyoda
■後援：千代田区、一般社団法人千代田区観光協会、駐日韓国大使館 韓国文化院、
             台北駐日経済文化代表処台湾文化センター

■協賛：株式会社丹青ディスプレイ、COEDOBREWERY

■協力：アートのある暮らし協会、株式会社ジャパンビバレッジホールディングス、ストリートメディア株式会社、
　　　  ソフトバンクロボティクス株式会社、ダイソン株式会社、 株式会社大同、パトロンプロジェクト、
           美術Academy＆School、ワンピース倶楽部、COPAINS de 3331、FORMOSA ART FAIR、  
           OSAJI、3331 Galleries

■コミュニケーションパートナー：The Chain Museum

■メディアパートナー：ART iT、月刊「Art Collectors'」、月刊「美術の窓」、art in ASIA、Art In Culture、
　　　　　　　　　  月刊ギャラリー、 CINRA.NET、Tokyo Art Beat、ハフポスト日本版、美術手帖

■パートナーホテル：NOHGA HOTEL
■パートナーイベント：アートフェア東京2020、ART in PARK HOTEL TOKYO 2020、ART FUTURE

特設サイト▶▶https://artfair.3331.jp/◀◀

開催概要

会期中の関連イベント、続々決定中！
詳しくは3331 ART FAIR 2020プレスリリース第二弾で！（2月中旬配信予定）

会期中は、キュレーター×アーティストによるクロストーク、初心者やファミリー向けのツアー、識者による対談、出品アー
ティストによるパフォーマンスを多数実施するほか、アート古書マーケット「TOKYO  BOOK  PARK」、Z INEの展覧会
「Here is  Z INE tokyo 3331」も登場します。「買う楽しみ」だけでなく、 「参加する楽しみ」も随所に散りばめられた、
充実の5日間です。


