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報道関係者各位
アートフェア東京2018

11月15日(水)から前売券発売開始！
来春3月に東京で同時開催される4つのアートイベントを
お得に巡る「東京アートパスポート」や、
2人でお得な「早割ペア」も期間限定で販売。
日本最大級の国際的なアート見本市「アートフェア東京 2018（以下：AFT2018）」（2018 年 3 月 8 日～11 日開催）の
前売券が、来週 11 月 15 日（水）より各プレイガイドから販売開始されます。
AFT2018 には、アジアの各都市を始め、ロンドン、パリ、ニューヨーク、メキシコシティなど国内外あわせて 29 都市から、
過去最多 164 軒が出展し、古美術・工芸、日本画、近代美術から現代美術まで多彩なジャンルの美術品が、一堂に集
まります。
今年は、当日券購入より 2,000 円お得な「早割ペア 1DAY パスポート引換券」を期間限定で販売するほか、AFT2018
をはじめ同時期に開催される 4 つのアートイベントに入場できる「東京アートパスポート」など、3 月の東京をアートで満喫
できるお得な特典付きパスポートを販売します。

４つのアートイベントを巡る「東京アートパスポート」やペアでお得な「早割ペア」も販売！
●「東京アートパスポート」で 3 月の東京をアートで巡る。
来春 3 月は、有楽町、汐留、外神田、天王洲で、4 つの
アートイベントが同時開催されます。
「アートフェア東京 2018」と同時期に開催する、
「ART in PARK HOTEL TOKYO 2018」(3/9-11)、
「3331 Art Fair 2018」(3/7-11)、「Asian Art Award 2018
supported by Warehouse TERRADA ファイナリスト展」
(3/3-18 無料)のすべてに、入場可能な「東京アートパスポート」
を販売します。1 枚で 4 つのアートイベントを巡り、アートの街
東京を余すことなく満喫していただけます。
※各イベントの詳細は下記 URL をご参照ください
AiPHT
https://www.aipht.artosaka.jp
3331Art Fair
http://artfair.3331.jp
AAA
http://asianartaward.com

●「早割ペア」は、2018 年 2 月 11 日(日)までの期間限定販売
AFT2018 に、ご友人やご家族など、2 名様でご入場いただける「1DAY パスポート」を、当日券購入(2 名様分)より
合計 2,000 円もお得にお買い求めいただけます。（期間限定販売：2017 年 11 月 15 日(水)〜2018 年 2 月 11 日(日)）
●「公式ブック付き 1DAY パス」
日本のアートマーケットを代表するキーパーソンへのインタビューや AFT2018 出展ギャラリーの情報が一冊になった
「AFT2018 公式ブック」（定価：1,080 円(税込)）とセットの、お得な「公式ブック付き 1DAY パス」も発売します。
AFT2018 を通して、今の東京のアートシーンがわかる１冊です。
他にも、「レイトパス」や「ドリンク付きパス」などお得なパスポートが、11 月 15 日(水)より販売されます。詳細は、「アート
フェア東京 2018」公式ホームページ（ https://artfairtokyo.com/2018/visitor_info ）をご覧ください。

一般社団法人アート東京 広報担当：墨屋（スミヤ）／ 島田（シマダ）／李 （リ）
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【チケット情報】
■発

日 ：2017 年 11 月 15 日（水）

売

■チ ケ ッ ト 金 額：当日券 3,500 円／前売券 3,000 円（税込）
■前売券（通常） ：各プレイガイド販売
チケット種類

金額

取扱プレイガイド

早割ペア 1DAY パスポート引換券（2018 年 2 月 11 日まで）

5,000 円（税込）

前売 1DAY パスポート引換券

3,000 円（税込）

チケットぴあ
イープラス
ローソンチケット
テレビ東京オンラインチケット

※小学生以下は、大人同伴の場合に限り入場無料。
※会期中のいずれか１日に展示をご覧いただけます。

■企

画

券 ：チケットぴあ限定発売

●レイトパス引換券 【9 日(金)限定】

500 円（税込）

ワンコインで気軽に「アートフェア東京 2018」を 90 分間（18:30〜20:00）楽しめるチケット。

●プレミアム 4DAY パス引換券

10,000 円（税込） ※数量限定

パブリックビュー3 日間とベルニサージュ(3 月 8 日(木)16:00〜20:00)含めた 4 日間入場可能なプレミアムチケット。公式ブック(1,080 円)と 1 ドリンク付き。

●ドリンク付き 1DAY パス引換券

3,200 円（税込）

会場内「AFT カフェラウンジ」で休憩をとりながら丸 1 日アートにじっくり浸れる、１ドリンク付きのお得な 1DAY パスポート。（ソフトドリンクのみ）

●公式ブック付き 1DAY パス引換券

3,500 円（税込）

今年新たに作られた「AFT2018 公式ブック」１冊が付いた 1DAY パスポート。

他
■企

画

券 ：イープラス限定発売

●東京アートパスポート

5,100 円（税込）

「アートフェア東京 2018」、「ART in PARK HOTEL TOKYO 2018」、「3331 Art Fair 2018」、「Asian Art Award 2018 supported by Warehouse TERRADA
ファイナリスト展」に入場できるパスポート。

●スマチケ割 1DAY パス引換券

3,000 円（税込） ※当日購入も同額

スマートフォンでお得に購入できる電子チケット。当日購入も割引価格で購入可能。

●カクテル付き 1DAY パス引換券

4,000 円（税込）
他

＜プレイガイド情報＞
●チケットぴあ（Ｐコード：768-763）http://w.pia.jp/t/artfairtokyo/
※ぴあ/セブン-イレブン/サークルＫ・サンクス各店舗 （電話）0570-02-9999
●イ―プラス http://eplus.jp/artfairtokyo/（PC/携帯共通）
※ファミリーマート各店舗設置 Fami ポート
●ローソンチケット（Ｌコード：33327）http://l-tike.com/event/artfairtokyo2018/
※全国ローソン/ミニストップ各店舗設置 Loppi （電話）0570-000-777（オペレーター対応 10：00～20：00）
●テレビ東京オンラインチケット http://www.tv-tokyo.co.jp/event/
※「東京アートパスポート」を除き、上記全てのパスポートは、当日会場受付で「1DAY パスポート」または「4DAY パスポート」と
お引換えの上ご入場。 詳細は公式 HP をご確認ください。 https://artfairtokyo.com/2018/visitor_info
チケットに関するお問合せ：一般社団法人 アート東京 050-3187-5050 （お問い合わせは 11/13 18:00 より開始）
[ 2017/11/8 時点]
一般社団法人アート東京 広報担当：墨屋（スミヤ）／ 島田（シマダ）／李 （リ）
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TEL: ＋81-(0)3-5797-7912 / FAX: ＋81-(0)3-5797-7913 / E-MAIL: press@artfairtokyo.com
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アートフェア東京 2018 開催概要
主

催: 一般社団法人 アート東京 ／ 株式会社 テレビ東京 ／ 株式会社 ＢＳジャパン

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: 2018 年 3 月 8 日(木)〜 3 月 11 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 8 日（木）
13:00-14:00
プライベートビュー
3 月 8 日（木）
14:00-16:00
ベルニサージュ
3 月 8 日（木）
16:00-20:00
パブリックビュー
3 月 9 日（金）
11:00-20:00
3 月 10 日（土）
11:00-20:00
3 月 11 日（日）
11:00-17:00
会
入

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]
場

料: 前売り券／1DAY パスポート引換券
当日券 ／1DAY パスポート

後

3,000 円 (税込)
3,500 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（予定）／文化庁／観光庁
アフガニスタン・イスラム共 和 国 大 使 館
駐日アンゴラ共和国大使館
在日アルゼンチン共和国大使館
駐日アルメニア共和国大使館
駐日バーレーン王国大使館
バングラデシュ人民共和国大使館
ベルギー王国大使館
ベリーズ大使館
ボスニア・ヘルツェゴビナ大使館
ボツワナ共和国大使館
駐日ブラジル大使館
ブリティッシュ・カウンシル
ブルネイ・ダルサラーム国大使館
駐日ブルガリア共和国大使館
ブルキナファソ大使館
カナダ大使館
チリ共和国大使館
中華人民共和国駐日本国大使館
コロンビア共和国大使館
在日コンゴ民主共和国大使館
キューバ共和国大使館
チェコ共和国大使館
デンマーク大使館
ジブチ共和国大使館
駐日ドミニカ共和国大使館
エルサルバドル共和国大使館
フィジー共和国大使館
フィンランドセンター
在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本
ドイツ連邦共和国大使館
ハイチ共和国大使館

ホンジュラス共和国大使館
ハンガリー大使館
アイスランド共和国大使館
インドネシア共和国大使館
イラン・イスラム共和国大使館
駐日アイルランド大使館
イスラエル大使館
駐日イタリア大使館
駐日ジャマイカ大使館
ヨルダン・ハシェミット王国大使館
駐日ケニア共和国大使館
駐日韓国大使館 韓国文化院
レバノン共和国大使館
レソト王国大使館
リベリア共和国大使館
駐日リトアニア共和国大使館
マケドニア共和国大使館
マダガスカル共和国大使館
マラウイ共和国大使館
駐日マレーシア大使館
モルディブ共和国大使館
マリ共和国大使館
在日メキシコ大使館
モルドバ共和国大使館
モザンビーク共和国大使館
駐日ミャンマー連邦共和国大使館
ナミビア共和国大使館
オランダ王国大使館
ニュージーランド大使館
ニカラグア共和国大使館
ノルウェー王国大使館

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
駐日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
駐日フィリピン共和国大使館
ポーランド広報文化センター
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
駐日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
チュニジア共和国大使館
駐日トルクメニスタン大使館
アメリカ合衆国大使館
ウガンダ共和国大使館
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
駐日ベトナム社会主義共和国大使館
ザンビア共和国大使館
ジンバブエ共和国大使館

京都府／京都市／金沢市／富山市
日本赤十字社
日本経済新聞社／文化放送／TBS ラジオ

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
チケットに関するお問合せ： 050-3187-5050 （お問い合わせ開始は、11/13 18:00 より開始）
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。（2017 年実績:57,800 人）

一般社団法人アート東京 広報担当：墨屋（スミヤ）／ 島田（シマダ）／李 （リ）
〒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

