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プロジェクツ募集内容 

 

＜アートフェア東京 2019 概要＞ 

 
【会期】 

2019年 3月 7日（木）～ 3月 10日（日） 

 

【会場】 

東京国際フォーラム （予定） 

 

【展示セクション】 

ギャラリーズ：メインセクション※申込は別紙 

プロジェクツ：若手アーティスト／ギャラリーを中心に個展形式での出展 

   

＜お申込方法＞ 
 

https://artfairtokyo.com/gallery/applicants/info から申請フォームに必須項目をご入力頂くと、 

PDFが作成され、ご登録 Eメールアドレスに送付されます。 

そちらをプリントアウトし、署名、捺印の上、補足資料と併せて、 

期日までに以下送付先迄ご郵送ください。 

※オンラインでのお申込みが難しい場合は、手書き用フォームをダウンロードしてご使用ください。 

 

提出物 

①ご署名ご捺印済みのお申込書 

②出展予定作家に関する資料（出展予定作品画像や展示プラン等） 

 

※新規お申込みの方 

 必ずギャラリーに関する資料を併せてご郵送ください。 

 （過去に参加歴のあるフェアでの展示風景や、自社スペースでの展示風景等） 

 

※以下のいずれかの項目に該当する方のお申込みは受付することができません。 

・申込者がアーティストやキュレーター個人の場合 

・申込者が貸しギャラリー業務を行っている場合 

 

 

 

 

 

御送付宛先／御問合先  

一般社団法人 アート東京   
アートフェア東京 ギャラリーリレーションズ 

〒106-0041 東京都港区麻布台 1-9-12 飯倉台ビル 4F 
 Tel. 03-5797-7912 Fax. 03-5797-7913 

 e-mail: gallery@artfairtokyo.com 

 

概要 

 

アートフェア東京 2019 プロジェクツ申込締切： 2018年 6月 1日（金）必着 

https://artfairtokyo.com/gallery/applicants/info
mailto:gallery@artfairtokyo.com
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「プロジェクツ」 セクション 

 

プロジェクツは、これからの現代アートシーンで注目すべき作家を個展形式で展示するセクションです。定

型のブースが連なることで作家の個性が際立ち、来場者がより自分好みの作品を見つけやすく、購入するきっ

かけになることを目的としています。コマーシャルギャラリー（注 1）による作家 1名または 1組のみの展示とな

ります。開廊年数や作家の年齢国籍の規定はありませんが、各出展者様につき、単独で 1 ブースのみのお申込

みとなります。 

展示内容についてアートフェア東京セレクションコミッティによる審査が行われ、出展者を決定します。 

 

 

 

「プロジェクツ」 出展料 

 

出展ブース料  270,000円  ※消費税込 

ブースサイズ  6㎡ ※注 2 
 

 照明 3灯／出展者タグ 5枚／AFTカード 20 枚／１DAYパスポート 100枚 
その他出展料に含まれるもの：広報一式／特設サイトでのギャラリー＆作品紹介 

ブース内側占有及び壁面（内側）／ 照明(1小間あたり 3灯) ／ 出展名サイン 

 
注 1）自社のスペースを持ち、定期的に展覧会を開催している方 

注 2）ブース面積は壁芯で算出されます。壁の厚みで多少の増減がございます。予めご了承ください。 

※展開エリア：   B1Fロビーギャラリー（予定） 

※その他：     当セクションに企業協賛が入る可能性がございます 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

御送付宛先／御問合先  

一般社団法人 アート東京   
アートフェア東京 ギャラリーリレーションズ 

〒106-0041 東京都港区麻布台 1-9-12 飯倉台ビル 4F 
 Tel. 03-5797-7912 Fax. 03-5797-7913 

 e-mail: gallery@artfairtokyo.com 

 

 

mailto:gallery@artfairtokyo.com
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一般社団法人アート東京 御中  

 

出展料   270,000 円 ※消費税込  ブースサイズ 6 ㎡  

出展料に含まれているもの: 広報一式／AFTカード／1DAYパスポート／出展者タグ／特設サイトでのギャラリー＆作品紹介 
 ブース内側占有及び壁面（内側）／ 照明(3灯) ／ 出展名サイン      
※内容は後に変更することがあります。 

※ブース面積は壁芯で算出されます。壁の厚みで多少の増減がございます。 

 

【ギャラリー／美術商名】 （日）                                         

【ギャラリー／美術商名】 （英）                                        

【アートフェア東京 2019 出展名】（※上記ギャラリー／美術商名と異なる場合）（日）                                      

【アートフェア東京 2019 出展名】（※上記ギャラリー／美術商名と異なる場合）（英）                               

【法人名】                     【法人代表者名】                      

【店舗住所】（郵便番号）                                               

                                                        

【郵便物送付先】 (上記住所と異なる場合)                                         

【TEL】                       【FAX】                         

【HP】                        【代表 Eメール】                               

【ディレクター名】（日）                （英）                         

【主な取り扱い作家】                                              

                                               

                                               

最近 3 年間で出展した主なアートフェア                                      

【担当者名】              【担当者 E メール】                           

                    【担当者日中連絡先（携帯電話等）】                    

 

◆出展ジャンル：   □古美術 □日本画・洋画 □現代美術 □工芸・新陶  

             □その他の場合は御記入ください                                 

◆出展予定作品形体： ☐平面 ☐立体 

 

（出展予定作家：1 名または 1 組）                                               

※出展予定作品の画像を数点添え、「プロジェクツ申込書 兼 同意書」とともに御郵送ください。 

可能であれば展示プランも御提出ください。 

※次ページに署名と捺印がございます 

 

プロジェクツ申込書 兼 同意書１ 
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出展規約 

 

1. （申込み）申込者は、「アートフェア東京 2019」の申込みに際しては、Web申込フォームを利用し、その指示に従うか、「プロジェクツ申込書

兼同意書１．２」（以下、「申込書」という）に正確に記入し、必要な資料を添付した上で、申込者本人による有効な署名押印をした上で、締

切（2018/6/1）までに、一般社団法人アート東京（以下、「主催者」という）まで申込書を送付する。 
 

2. （出展審査）主催者は、申込者から提出された申込書を元に審査を実施し、出展者及び出展場所（ブース位置）を決定する。（審査内容は開

示しない。） 
 

3. （出展契約の成立）主催者による出展審査の後、主催者より出展承認書が申込者に送付された時点で、主催者と申込者の間に「アートフェア

東京 2019」の出展契約が成立し、本出展規約、出展料、主催者が決定する出展場所（ブース位置）、出展期間等の内容につき、自動的に合意

したものとする。申込者は、出展場所、ブースの広さ等、主催者による決定事項につき、何ら異議を申し立てることはできない。 
 

4. （出展義務）申込者は、主催者との間に出展契約が成立した後は出展者となり、出展者は出展契約（本出展規約を含む）に従い、「アートフ

ェア東京 2019」に出展する義務を負う。出展者は「アートフェア東京 2019」において、自己の名義において販売を行う。 
 

5. （指示・関連イベント等）出展者は「アートフェア東京 2019」の実施・運営等に際しては主催者の指示に従うとともに、主催者が「アート

フェア東京 2019」に関連して実施するイベントに可能な限り参加・協力する。 
 

6. （設営等）出展者は、主催者が当該出展者に使用を認めた出展場所（ブース位置）において、自らの責任・費用負担にて設営・展示・販売等

を行う。但し、主催者や周囲に危険や迷惑を及ぼす行為はしてはならない（特に火気厳禁、危険薬品・物品の搬入禁止）。 
 

7. （譲渡等の禁止）出展者は、相手方が他の出展者であるか第三者であるかを問わず、出展小間の一部あるいは全部を転貸、売買、譲渡、交換、

使用許諾等することは出来ない。 
 

8. （出展料の支払義務）出展者は、主催者に対して、出展料として、２５万円に消費税を加えた金額の合計額を、出展承認書に記載された期日

までに、振込先口座に振り込んで支払う。振込手数料は出展者の負担とする。   

【振込先口座 みずほ銀行 銀座支店(035)  普通 4073528 ｼﾔ) ｱｰﾄﾄｳｷｮｳ】 
 

9. （出展者からの解約申し出）出展者が出展契約の解約を申し出る場合、理由のいかんを問わず、出展者は主催者に対して違約金として、以下

の金額を支払う。   

・出展承認書送付時点から 2018/11/30までの解約  出展料の５０％の金額    

・2018/12/1以降の解約  出展料の１００％の金額 
 

10. （撤収命令）出展者が、「アートフェア東京 2019」及び主催者がこれに関連して実施するイベントにおいて、以下のような危険・迷惑行為を

行った場合、事前・開催当日を問わず、主催者は出展者に当該行為の改善を求め、これに出展者が従わない場合には、出展者に当該行為・出

展等の即時中止もしくは撤収を命じることがある。 （１）危険行為（特に火気厳禁、危険薬品・危険物品の搬入禁止）（２）小間外通路の使

用により、他の出展者あるいは来場者に迷惑を及ぼす行為・展示（３）その他、社会通念に照らして、品位に欠けたり、公序良俗に反する行

為・展示 
 

11. （免責）主催者は、出展者の設営・工作物等を原因として生じた事故・ケガ等、及び出展作品に対する盗難や破損につき、一切責任を負わない。 
 

12. （撤収）出展者は、「アートフェア東京 2019」公開終了後は、速やかに自己の責任・費用負担にて設営や展示物の撤去を行い、出展場所を撤

収して原状に復した上で主催者に引き渡さなければならない。主催者は、出展者による撤去・撤収作業が遅れた場合、自ら撤去・撤収するこ

とが出来、これに要した費用を出展者に請求することが出来る。 
 

13. （解除・損害賠償）主催者は、次の場合、出展者との間の出展契約を解除することが出来る。この場合、主催者から出展者に対する損害賠償

請求を妨げない。 （１）主催者の信用を毀損する行為があった場合（２）主催者や来場者に危険や迷惑を及ぼした場合（３）主催者の指示

に従わない場合（４）贓物の販売、著作権を侵害する行為、その他犯罪に該当する行為があった場合（５）本規約で定める事項に違反した場

合（６）出展者が反社会的勢力ないしはその関係者であった場合（７）主催者との信頼関係が破壊された場合（８）その他、主催者との出展

契約を継続し難い事由があった場合 
 

14. （保険）出展者は自らの責任と費用負担において、必要な保険への加入を検討する。 
 

15. （準拠法と専属管轄）主催者と出展者の間の法律関係を律する法は日本法とし、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

 

上記の規約に同意し、“アートフェア東京 2019”への出展を申し込みます。   2018年   月   日 

【法人名及び出展名】                                 

【代表者署名及び捺印】                       代表印 

プロジェクツ申込書 兼 同意書２ 

 


