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会場レイアウトと見どころを一挙公開！
ホールEエキシビションエリア内に並ぶ「Galleries」のブースは大型化し、例年以上に趣向を
凝らしたそれぞれの展示では、時代やジャンルを超えてギャラリーのディレクションが競演する、
AFT2019ならではのアートの楽しみ方を提案します。
14 回目を迎える、日本最大級の国際的なアートの見本市「アートフェア東京 2019」（日程：2019 年 3 月 7 日〜10 日、
以下「AFT 2019」）の会場レイアウトを発表します。東京国際フォーラムのホール E エキシビションエリアには、日本だけ
でなくアジア、北米、南米、ヨーロッパの 29 都市から国際的な有力ギャラリー、美術商をはじめとした 138 軒が出展します。
会場内に立ち並ぶそれぞれのブースでの、例年以上に趣向を凝らしたディレクションの競演は AFT2019 の醍醐味です。
美術史に残る名品や、新進気鋭な作家の作品、アートシーンで確立された作家の作品が展示・販売されます。
約 5000 年前の作者のわからない美術品と現代の 30 代の若者の作品を見比べたり、コンセプトやテーマから社会的背
景を感じたりなど、古美術から工芸、近代美術、現代アートまでが一堂に会する世界的も珍しい「アートフェア東京」だから
こそ様々な目線での美術の楽しみ方が共存し、極上の体験を提供します。
・

国内外 29 都市から 160 出展者が決定、22 軒が初出展

・

古美術から工芸、近代美術、現代アートまでが一堂に会する世界的も珍しい「アートフェア東京」だからこそ様々な
目線でアートを鑑賞することができる

国内外 29 都市から出展者が集結、22 軒が初出展
古美術から工芸、近代美術、現代アートまでが一堂に会する世界的にも珍しい「AFT2019」では、国内外 29 都市から
160 軒の出展者が決定し、歴史的価値の高い美術品から若手作家の作品まで、品質の高い絵画、日本画、ドローイン
グ、彫刻、写真、インスタレーションなど多様なアート作品を展示します。今回、「Galleries」にはガレリア・グラフィカや
104GALERIE をはじめとする 13 軒が初出展し、「Crossing」には、香川県漆芸研究所、株式会社よしもとアートエンタテ
イメントをはじめとする 3 軒、そして「Projects」では 6 軒が初出展です。
（全出展リストは web ページをご覧ください。https://artfairtokyo.com/2019/exhibitors）
【出展数】
160 軒（国内 145 軒、海外 15 軒） （「Galleries」138 軒、「Crossing」10 軒、「Projects」12 軒）
【初出展】
「Galleries」（13 軒）
104GALERIE／DKARTE GALLERY／ガレリア・グラフィカ／銀座一穂堂／古美術 鐘ヶ江 Japanese Sculpture
Next 100 years project／ロムドシン／Gallery NAO MASAKI／オリエント考古美術・太陽／Christine Park Gallery
s+arts／提物屋 SAGEMONOYA／現代美術 艸居 / コレクション・ギャラリー／Tsubakiyama Gallery
「Crossing」（3 軒）
香川県漆芸研究所／金沢クラフトビジネス創造機構／株式会社よしもとアートエンタテインメント
「Projects」（6 軒）
Wooly & CLEAR／ex-chamber museum／JINEN GALLERY／木之庄企畫／Maki Fine Arts／TAV GALLERY
【参加都市】
国内：17 都市
岐阜、京都、金沢、軽井沢、高崎、高松、札幌、神戸、川口、大阪、東京、藤沢、奈良、富山、福岡、平塚、名古屋
海外：12 都市
シンガポール、ソウル、テグ、ニューヨーク、パリ、ボゴタ、マニラ、ロンドン、香港、太原（中国）、台北、北京
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古美術から工芸、近代美術、現代アートまでが一堂に会し驚きを与える
世界的も珍しい「アートフェア東京」だからこそ様々な目線で楽しめる
「AFT2019」は、古美術から工芸、近代美術、現代アートまでが一堂に会する世界的も珍しい「アートフェア東京」だから
こそ多種多様な美術品が集結し、様々な目線からアートを鑑賞することができます。
そして、国内外のアートシーンで高く評価される美術品の見本市として、グローバルなアートマーケットの中で作品が売
買される場であると同時に、日本独自の視点で美術の価値を考える場でもあろうとしています。
例えば、ブース No.G14、G16 のオリエント考古美術・太陽と花田美術では、ローマ時代の彫刻や棟方志功の作品の展
示が現代アートのギャラリーと並んでいます。また、ブース No.G123、G124 では、PERROTIN から十和田市現代美術
館の『村上隆のスーパーフラット現代陶芸考』展の出品作家クララ・クリスタローヴァが個展形式で出展され、中長小西
からは、国内外の美術館に作品が収蔵され日本の現代陶芸を代表する作家 小川待子や、日本の抽象絵画の先駆者
である山口長男らの展示を予定しています。また、例年、古美術のギャラリーが並んでいたブース No.G73〜G79、
No.G81〜G87 には、THE CLUB、名古屋画廊、KOSAKU KANECHIKA と現代美術を取り扱う３ギャラリーが加わり、
それぞれの作品や展示の対比からアートと社会の関係性を見ることができるのも「AFT2019」の魅力です。
「AFT2019」は、世界的に評価の高い古美術品や浮世絵と、近代の名画、現代アートの作品、紀元前の彫刻などを比較
しやすいように会場を構成し、様々な美術品の背景や歴史を、社会とアートの関係を知ることを通して、アートの価値を
考えることができる場となります。

ア ートフェア 東京 （AFT）とは
アートフェア東京は、毎年春に東京で開催されている国内最大級の国際的なアート見本市。国内外の厳選されたギャラリーが出展し、古美術・工芸から、日本画・近代
美術・現代アートまで、幅広いジャンルの作品が展示・販売される。会期中は、歴史に紐づいた日本のアートを発信するだけでなく、東京のアートシーンやマーケットの
“今”を伝える企画展示、関連するシンポジウムやパーティーを都内各所で開催する。国際的で多様なアートマーケットのプラットフォームであるアートフェア東京は、
アートファンやアート関係者のみならず、各国大使、行政関係者、経済界の主要な人々の情報交換・社交の場として、多くの来場者が訪れる。（2018 年実績:60,026 人）
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アートフェア東京 2019 開催概要
主
催：一般社団法人 アート東京、テレビ東京、ＢＳテレビ東京、イープラス
企 画 内 容：国内外コマーシャルギャラリーによる美術品の展示及び販売
開 催 日 程：2019 年 3 月 7 日(木)〜 3 月 10 日(日) 4 日間 (最終入場は各日終了 30 分前)
プレスビュー
3 月 7 日（木）
プライベートビュー
3 月 7 日（木）

後

ベルニサージュ

3 月 7 日（木）

16:00-20:00

パブリックビュー

3 月 8 日（金）

11:00-20:00

3 月 9 日（土）

11:00-20:00

3 月 10 日（日）

11:00-17:00

※時間は全て予定

場：東京国際フォーラム・ホール E(東京都千代田区丸の内 3-5-1) JR・地下鉄 有楽町駅]徒歩約 1 分／[JR 東京駅（京葉線）徒歩約 5 分

会
入

13:00-14:00
14:00-16:00

場

料：前売券
当日券

／1DAY パスポート
／1DAY パスポート

4,000 円 (税込)
5,000 円 (税込) (小学生以下は、大人同伴の場合に限り入場無料)

援： 内閣府
外務省
経済産業省
厚生労働省
文化庁
アフガニスタン・イスラム共和国大使館
ガーナ共和国大使館
アルゼンチン共和国大使館
グアテマラ共和国大使館
アルメニア共和国大使館
ギニア共和国大使館
バーレーン王国大使館
ハイチ共和国大使館
ベルギー王国大使館
ホンジュラス共和国大使館
ベリーズ大使館
ハンガリー大使館
ベナン共和国大使館
アイスランド共和国大使館
ボリビア多民族国大使館
インドネシア共和国大使館
ボスニア・ヘルツェゴビナ大使館
イラン・イスラム共和国大使館
ボツワナ共和国大使館
アイルランド大使館
ブラジル大使館
イスラエル大使館
ブリティッシュ・カウンシル
イタリア大使館
ブルネイ・ダルサラーム国大使館
ジャマイカ大使館
ブルガリア共和国大使館
ヨルダン・ハシェミット王国大使館
ブルキナファソ大使館
韓国大使館 韓国文化院
在日カンボジア王国大使館
キルギス共和国大使館
カメルーン共和国大使館
レバノン共和国大使館
チリ共和国大使館
レソト王国大使館
中華人民共和国駐日本国大使館
リトアニア共和国大使館
コロンビア共和国大使館
マケドニア共和国大使館
クロアチア共和国大使館
マダガスカル共和国大使館
キューバ共和国大使館
マラウイ共和国大使館
チェコ共和国大使館
マレーシア大使館
デンマーク大使館
モルディブ共和国大使館
ジブチ共和国大使館
マリ共和国大使館
ドミニカ共和国大使館
マーシャル諸島共和国大使館
コンゴ民主共和国大使館
メキシコ合衆国大使館
エジプト・アラブ共和国大使館
モルドバ共和国大使館
エルサルバドル共和国大使館
モロッコ王国大使館
エリトリア国大使館
モザンビーク共和国大使館
フィジー共和国大使館
ミャンマー連邦共和国大使館
フィンランド大使館、東京/フィンランドセンター ナミビア共和国大使館
フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本－ オランダ王国大使館
ヴィラ九条山
ニュージーランド大使館
ドイツ連邦共和国大使館
ニカラグア共和国大使館

観光庁
ナイジェリア連邦共和国大使館
ノルウェー大使館
オマーン・スルタン国大使館
パキスタン・イスラム共和国大使館
パラオ共和国大使館
パナマ共和国大使館
パラグアイ共和国大使館
ペルー共和国大使館
フィリピン共和国大使館
ポルトガル大使館
サモア独立国大使館
サンマリノ共和国大使館
セネガル共和国大使館
セルビア共和国大使館
シンガポール共和国大使館
スロヴァキア共和国大使館
スロヴェニア共和国大使館
南アフリカ共和国大使館
スペイン大使館
スーダン共和国大使館
スイス大使館
シリア・アラブ共和国大使館
タイ王国大使館
東ティモール民主共和国大使館
トーゴ共和国大使館
トンガ王国大使館
チュニジア共和国大使館
ウガンダ共和国大使館
ウクライナ大使館
アメリカ合衆国大使館
ウルグアイ東方共和国大使館
ウズベキスタン共和国大使館
イエメン共和国大使館
ザンビア共和国大使館
ジンバブエ共和国大使館

日本赤十字社
北海道、群馬県、京都府、奈良県、香川県、富山市、金沢市、岐阜市、京都市
日本経済新聞社、毎日新聞社、文化放送、TBS ラジオ
協
賛：寺田倉庫、株式会社モリモト、ザ・ペニンシュラ東京、住友不動産株式会社
特 別 協 力：MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社
オフィシャルファニチャー：株式会社イロコデザインジャパン
協
力：株式会社 羽田未来総合研究所、株式会社 寺岡精工、獺祭、ミネベアミツミ株式会社、アークヒルズクラブ、
六本木ヒルズクラブ
企 画 協 力：株式会社八紘美術
特別協力美術館：出光美術館、エスパス ルイ･ヴィトン東京、群馬県立近代美術館、国立新美術館、サントリー美術館、
東京オペラシティ アートギャラリー、東京国立近代美術館、東京都現代美術館、東京都美術館、戸栗美術館、原美術館
ポーラ美術館、三菱一号館美術館、森美術館、横浜美術館
パートナーイベント：ART in PARK HOTEL TOKYO 2019／3331 アートフェア 2019／Asian Art Award supported by Warehouse TERRADA
ホ ー ム ペ ー ジ：http://artfairtokyo.com
問 い 合 わ せ：一般社団法人 アート東京 〒106-0041 東京都港区麻布台 1-9-12 飯倉台ビル 4 階
Tel.03-5797-7912／Fax.03-5797-7913／E-mail: info@artfairtokyo.com
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