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報道関係者各位
3月、東京がアートの街に！
サテライトイベント開催に合わせて無料シャトルバスを運行！
都内各所をアートで巡ります。都内に広がるアートマップを配布。
3月6日(水)サテライト会場を巡るプレスバスツアー開催
一般社団法人 アート東京は、「3 月の東京がアートの街になる」ことを目指しアートフェア東京 2019（以下 AFT2019）
と同時期に、都内３ヶ所でのサテライトイベント開催、丸の内からアートを発信する「Art Street」を実施する他、各会場を
含む都内に広がるアート拠点を巡る無料シャトルバスを運行します。さらに、東京をエリアごとに分けたアートマップ
「Art Market Tokyo」を配布します。
東京湾を囲むように、天王洲、六本木、羽田空港の 3 ヶ所で展開するサテライトは、天王洲と六本木で国内芸術系大学
連携の「Future Artists Tokyo」展を、羽田空港では 31 カ国の駐日大使館と連携した「World Art Tokyo」展を開催。
また、東京をエリアごとに分けたアートマップ「Art Market Tokyo」は、アート市場レポートなど多彩なアート情報も掲載され、
この１冊を持てば東京中のアートを見て回れ、各エリアのアートシーンの特色も知ることができます。今年は、会場内に
ある「Art Market Tokyo」、「Art Fair Tokyo 2019 公式パンフレット」「World Art Tokyo」「Future Artists Tokyo」の４冊を
集めると１冊のセットになる仕様です。さらに関東近郊の特別協力美術館 15 館との連携や 2 つのパートナーイベントと
も連携し、3 月の東京はアートで染まります。
「アートフェア東京 2019」開催に先がけ、3 月 6 日(水)14 時より AFT サテライトイベント３会場と、ザ・ペニンシュラ東京
ホテル正面と仲通りエントランスで展開する「Art Street」を回るプレスバスツアーを開催し、参加国大使やアーティスト
からご挨拶致します。

AFT サテライトイベントを都内３ヶ所で開催（※全て観覧無料）
【AFT2019 サテライトイベント Future Artists Tokyo 天王洲】
身近な人物を一瞬の眩しさと暗さのコントラストで描いた《Portrait H》など平面作品を中心に 19 作品を展示します。
全国 11 大学 13 名の作家が参加し、AFT2019 会期に先駆けて展開します。
〔日程〕 3 月 5 日（火）- 9 日（土）11：00〜19：00、10 日（日）11:00〜17:00
〔会場〕 寺田倉庫 T-ART HALL（東京都品川区東品川 2-6-10）

【AFT2019 サテライトイベント Future Artists Tokyo 六本木】
展示会場の湿度や温度、時間の流れによって表情が変化する作品《残り我》など、10 大学 12 名のダイナミックな作品が
都会の開放的な吹き抜け空間に展示されます。
〔日程〕 3 月 7 日（木）- 8 日（金）9:00〜21:00、9 日（土）11:00〜20:00、10 日（日）11:00〜17:00
〔会場〕 住友不動産六本木グランドタワー 駅前広場（東京都港区六本木 3-2-1）

【AFT2019 サテライトイベント World Art Tokyo 羽田空港】
クロアチア アーティスト ジョージア・ボーシックが、日本古来の太鼓や琴の音色から着想を得て屏風に描いた抽象絵画を、
羽田空港第２旅客ターミナルで展示します。
〔日程〕 ３月５日（火）‐３月 10 日（日）
〔会場〕 羽田空港国内線 第 2 旅客ターミナル 2F 出発ロビー （東京都大田区羽田空港 3-4-2）

無料シャトルバスでアートスポットを巡って、東京のアートシーンを満喫
アートフェア東京を出発点に、サテライト２会場を含む全５カ所のアートスポットを約２時間で巡ります。
それぞれのアートスポットを繋ぐこのバスに乗って、春のアートの街「東京」を体感してください。
運行期間：3 月 8 日(金)– 10 日(日)
運行順路：東京国際フォーラム（有楽町） → ザ・ペニンシュラ東京（丸の内） → 寺田倉庫 T-ART HALL（天王洲） →
AiPHT（汐留） → 住友不動産六本木グランドタワー 駅前広場 （六本木一丁目）
（20 分 – 30 分間隔で運行予定）

3 月の東京のアートシーンを盛り上げるアートマップ 「Art Market Tokyo」
東京のアートシーンの活性化を目指し、アートイベントやギャラリー情報、アート市場レポートなど多
彩なアート情報が掲載された、アートマップ「Art Market Tokyo」をバイリンガルで発行。都内のアー
トスポットを結び「3 月の東京はアートが面白い」というシーンを生み出します。東京をエリアごとに
分けたアートマップ「Art Market Tokyo」は、東京中のアートを見て回れ、各エリアのアートシーンの
特色を知ることができます。そして今年は、「Art Market Tokyo」、「Art Fair Tokyo 2019 公式パンフ
レット」「World Art Tokyo」「Future Artists Tokyo」の４冊を集めると１冊のセットになる仕様です。
一般社団法人アート東京 広報担当： 島田 ／ 岸本
〒106-0041 東京都港区麻布台 1-9-12 飯倉台ビル4階
TEL: ＋81-(0)3-5797-7912 / FAX: ＋81-(0)3-5797-7913 / E-MAIL: press@artfairtokyo.com
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特別協力美術館
国立美術館 2 館を含む関東近郊の 15 美術館と連携し、3 月は東京中がアートで染まります。
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

《 プレスバスツアー 》
「アートフェア東京 2019」開催に先駆け、AFT サテライト会場を含む４箇所の企画展をご案内致します。
開催日：3 月 6 日(水)
開催時間：14:00 – 17:00 （13:30 より受付開始）
順路：①ザ・ペニンシュラ東京 → ②住友不動産六本木グラントタワー→ ③寺田倉庫 T-ART HALL → ④羽田空港
①ザ・ペニンシュラ東京
World Art Tokyo 2018 参加イタリア人アーティスト、ジャンルカ・マルジェーリのによるパブリックアートを
ザ・ペニンシュラ東京のホテル正面と仲通りエントランスで展示します。
＜御挨拶予定＞
駐日イタリア特命全権大使ジョルジョ・スタラーチェ、アーティスト ジャンルカ・マルジェーリ、
ザ・ペニンシュラ東京副総支配人 ジョセフ・リー、アート東京代表理事 來住 尚彦
②住友不動産六本木グラントタワー 駅前広場
Future Artists Tokyo 2019 に選ばれた学生による、3 月 7 日からの展覧会開催に向けた設営の様子を
ご覧いただけます。
＜御挨拶予定＞
参加学生キュレーター・アーティスト、アート東京代表理事 來住尚彦
③寺田倉庫 T-ART HALL
Future Artists Tokyo 2019 に選ばれた学生による展覧会をアートを支援する寺田倉庫の T-ART HALL で開催。
＜御挨拶予定＞
参加学生キュレーター・アーティスト 4 名、寺田倉庫代表取締役 中野善壽、アート東京代表理事 來住尚彦
④羽田空港第 2 旅客ターミナル 2F 出発ロビー
World Art Tokyo 2019 に参加するクロアチアのアーティスト ジョージア・ボーシックの作品を東京の空の玄関、
羽田空港で展示します。
＜御挨拶予定＞
駐日クロアチア特命全権大使ドラジェン・フラスティッチ、 アーティスト ジョージア・ボーシック
アート東京 代表理事 來住尚彦

ツアーへご参加をご希望される方は、下記 URL よりお申し込みください。
↓↓↓

https://artfairtokyo.com/2019/program/36

なお、アートフェア東京 2019 プレス登録も開始しています。下記 URL よりご登録ください。
3 月 7 日(木)プレスビューのご案内をいたします。
https://artfairtokyo.com/press/accreditation
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