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３月7日（木）〜10日（日）
（※７日は招待制）までの４日間、今年も
日本最大級のアートの祭典「アートフェア東京 2019 」が、東京
国際フォーラムで開催される。国内外の注目アーティストの
作品が一堂に会するこの機会を見逃さないで！

過去から現在、そして未来へ。
日本のアートシーンを体感する国際的なフェアで、アートと出会おう

rt Fair Tokyo TOPICS

From past to present, and on
to the future.
Encounter art at this
international fair,
and experience Japan’s art
scene.

▲

メル・ボックナー
「ブラー、
ブラー、
ブラー、
」

Bochner, Me(l b.1940-, U.S.A.) Blah, Blah, Blah,

ヴィック・ムニーズ

Vik Muniz Lovebugs
M・シャガール「青い鳥のいる結婚式」
Marc Chagall Married to the green bird
▲
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Alberto Giacometti BUSTE DE DIEGO
▲

米田知子
「藤田嗣治の眼鏡ー日本出国を助けたシャーマンGHQ民政官に
送った電報を見る」

Tomoko YONEDA Foujita's Glasses-Viewing a telegram he sent to GHQ
ofﬁcer Sherman who helped him leave Japan

Art Fair Tokyo 2019

I want you to add a new color called art to your life .
The 14th edition of Art Fair Tokyo is hosted with this
thought in mind. In the Hall E on the 2nd basement ﬂoor
of Tokyo International Forum, there is a main exhibition
space where 138 exhibitors prized works are ranged.
The biggest attraction is the broad, genre-defying
range of works one can encounter here, ranging from
Jōmon Era pottery to contemporary art. The average
booth size has been increased by 120% from the last
year, allowing guests to fully appreciate these
highly-recommended artists works. From Roman Bronze
from the ﬁrst century B.C. to works from contemporary
artists whose works belongs to the museums in Europe or
Asia, you will encounter the work that infuses color
into your life from among this diversity of great works.

▲アルベルト・ジャコメッティ
「ディエゴの胸像」

▲

人生の中にアートという新しい
「色」
を加えて欲しい。
という思いも込められ開催される、第14回目のアート
フェア東京。地下２階のホールEで催されるのは、138
軒の出展者がこだわりの展示を展開する「ギャラリー
ズ」。最大の魅力は、縄文土器から現代アートに至るま
で時代やジャンルを超えて様々なアートに出会えるこ
と。各ブース展示面積も前年より平均120%広くなり、
一押しアーティストの作品をダイナミックに堪能できる。
紀元前1世紀ローマのブロンズから、欧州・アジアの美
術館に収蔵されるような現代作家の作品まで、
多種多様
な逸品から、
人生を彩るお気に入りの作品を見つけて。

■■■ 会場 ■■■

３/８（Fri）
・９（Sat）
11 : 00 - 20 : 00

Friday, March 8th and
Saturday, March 9th:
11:00 A.M. to 8:00P.M

３/10（Sun）
11 : 00 - 17 : 00

※最終入場は各日終了30分前

Sunday, March 10th: 11:00
A.M. to 5:00 P.M
*Doors will be closed 30
mins prior to the entry and
closing time each day.

アートフェア東京2019

東京国際フォーラム ホールE＆ロビーギャラリー

（東京都千代田区丸の内3-5-1）

■■■ お問い合わせ ■■■
050-3187-5050（音声ガイダンスによるご案内）
■■■入場料■■■
前売券１DAYパスポート4,000円（税込）
当日券１DAYパスポート5,000円（税込）

※来場当日のみ入退場自由 ※小学生以下は、
大人同伴の場合に限り入場無料

Place: Tokyo International Forum Hall E and Lobby Gallery
Marunouchi 3-5-1 Chiyoda-ku Tokyo
For inquiries, call 050-3187-5050 (information via voice recognition)
Entry fees and advance tickets: 1-day passport 4,000 yen;
same-day ticket for 1-day passport 5,000 yen
•Elementary students and younger individuals can enter for free when
accompanied by an adult

参加12軒中６軒が初出展！
挑戦意欲あふれるユニークな作品が揃う

rojects

これから注目の作家を個展形式で発表。同形のブース内に作品を
展 示 す る こ と で そ れ ぞ れ の 個 性 が 際 立 つ 。折 り 鶴 や ジ ク レ ー 、
ビーズワックスなどユニークな素材、多彩な表現の作品からアート
シーンの未来を感じよう。
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Japan s largest art show, Art Fair Tokyo 2019, will be
held this year at the Tokyo International Forum from
March 7 th (Thursday) to March 10 th (Sunday) (March
7th is invitation only). Do not miss the chance to meet
featured artists from both Japan and overseas, and see
their artwork, all in one place.

アートフェア東京2019のロビーを
最新の日本のアートシーンで彩る

rossing

日本を代表する百貨店、数百年の伝統と日本各地の文化を伝える
地方工芸団体をはじめ、バラエティに富んだ出展者が集合し、最新
のアートシーンを発信。近年、アートの入り口のひとつともなって
いる、
タレントによる作品も揃う。

The latest on the Japanese art scene
will color the galleries of Art Fair Tokyo 2019
Leading Japanese department stores and local craft organizations that
will display centuries-old traditions and cultures from around Japan
gather as exhibitors brimming with variety to show you their latest work
on the art scene. In recent years, the Art Fair Tokyo has become a
doorway into the art world.
* Below are the WAT and FAT that will be sent via phone messages
▲

今井俊介 Shunsuke IMAI untitled 2018 acrylic on canvas
320 x 400 mm／HAGIWARA PROJECT

▲磯村 暖

地獄の星 2016／TAV GALLERY
Dan Isomura The Planet of the hell 2016／TAV GALLERY

6 of the 12 exhibitors participating are here for the first time!
Expect to see many unique works of art that challenge the senses.
Budding artists will display their works in individual exhibits,
displaying them in uniform booths will highlight their individuality.
Origami cranes and giclée, beadwork and other unique materials, and
artwork using various means of expression will make you feel for the
art scene of the future.

ト集結！
アーティス
注目を
海外や若手
エリアにも
ン
ョ
ジ
ビ
シ
キ
エ
ロビー

31カ国の駐日大使が推薦する
各国代表アーティスト作品をチェック

orld Art
Tokyo

「World Art Tokyo:Vibrant Planet
−If the world is our vibration−」

各国のアーティストを日本から世界へ発信する展覧会。31名の個性
的なアーティストを東京藝術大学大学院生２名が次世代の感性で
キュレーション。国を超えた視点から作り出される空間で国境を跨い
だダイバーシティーを体感。

▲AFT2018 Photo：Yosuke Takeda

A gathering of foreign and young artists!
Do not miss the lobby exhibition area

東北から九州まで、45名の学生が
作品制作から展示までを作り上げる！

uture Artists
Tokyo

「Future Artists Tokyo
〜EЯLection of Anonymous」

国内芸術系大学の学生チームが主体となり作り上げる展覧会。
作品制
作はもちろん、作品選考や展覧会コンセプト、会場展示までも学生の
手によるもの。未来の日本を担うアーティストやキュレーターを見
つけてみよう。

See ambassadors from 31 nations
promote works of artists representing
their countries

45 students from Tohoku to
Kyushu will create and exhibit
their work!

This art show displays artists from around
the world. Two graduate students from the
Tokyo University of Arts use their next
generation sensitivity to curate the works of
31 unique artists. Experience diverse works
that cross borders thus giving you an
international perspective.

This art show is created by teams
of students from the art
universities in Japan. They create
their own works, select works,
create exhibition concepts, and
exhibit these works on their own.
Find those artists and curators that
are the future of art in Japan at the
Art Fair Tokyo 2019.

World Art Tokyo ザ・ペニンシュラ東京
3/6（水)- 10（日）
ザ・ペニンシュラ東京1F 中通りエントランス／正面広場
World Art Tokyo, The Peninsula Tokyo
Wednesday, March 6th to Sunday, March 10th
The Peninsula Tokyo ﬁrst ﬂoor, Nakadori entrance
Front square

▲

HONDURAS
Adán Vallecillo
PROTOTYPES FOR
URBAN FOSSILS
2018 | paper ﬁlter

World Art Tokyo 羽田空港
3/5（火)- 10（日）
羽田空港国内線 第2旅客ターミナル 2F出発ロビー
Word Art Tokyo Haneda Airport
Tuesday March 5th to Sunday March 10th
Haneda Airport 2nd Passenger Terminal 2nd Floor
Departure Lobby

▲京都市立芸術大学

城 愛音
『晩鐘』

Kyoto City University of Arts JO Aine "Evening bell"
▲

▲ARGENTINA
Ad Minoliti
Queer Deco
2018 | print on canvas

尾道市立大学

塔尾 栞莉
『発表会』

Onomichi City University TONO Shiori " Recital"

Future Artists Tokyo 六本木

3/7（木) - 10（日）／09:00-21:00 (3/ 9：11:00-20:00, 3/10：
11:00-17:00)／住友不動産六本木グランドタワー 駅前広場
Future Artists Tokyo Roppongi
Thursday March 7th to Sunday March 10th/ 09:00 to 21:00
(March 9th: 11:00-20:00, March 10th: 11:00-17:00) / Sumitomo
Fudosan Roppongi Grand Tower Station square

Future Artists Tokyo 天王洲
3/5（火)- 10（日）／11:00-19:00 (3/10：11:00-17:00)
寺田倉庫 T-ART HALL
Future Artists Tokyo Tennoz
Tuesday March 5th to Sunday March 10th/ 11:00-19:00
(March 10th 11:00-17:00) / Warehouse TERRADA T-ART HALL
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Art Market Tokyo 2019 特別編集
データから見る日本のアート市場

〜「日本のアート産業に関する市場調査2018」より〜
Japan s Art Market as Seen in Data

Art Market Tokyo 2019 Special Edition
Japan s Art Market as Seen in Data: From The 2018 Market Survey of the Japanese Art Industry

2018年の日本の美術品市場は3年連続で増加

＜図 1. 日本のアート産業に関する市場規模 2018 日本の美術品市場＞

<Figure 1. Size of the market for Japan s art industry: Japan s art market
An overview of the market for the art industry>

「アートフェア東京」を主催する「一般社団法人 アート東京」は、2018 年秋に「日本の
アート産業に関する市場調査2018」を約2万人を対象に実施し、政府の人口統計に合わ
せて割り付けした結果から日本全体の美術品市場規模を2,460億円と推計した(図1)。
これは、2016年実施の同調査の2,431億円、2017年調査の2,437億円に続き3年連続で
増加という結果となった。

504

Art-related service market

一方、世界最大のアートフェア「アートバーゼル」とスイス最大の銀行「UBSグループ」
が2018年3月に発表したレポート「The Art Market 2018」によると、世界の美術品市
場の状況は、2014年に過去最高の約682億ドルに達して以降、2016年まで2年連続で減
少し569億ドルとなっていたが、2017年には637億ドルと12％回復した(図2)。国別の
内訳は1位の米国が42%（約268億ドル）、前年まで3位の中国が英国を抜いて2位となり
21％（約134億ドル）、3位の英国が20%（約127億ドル）となり上位3カ国が全体の80%
以上を占めている(図3)。
2018年11月に発表された世界の100万ドル以上の資産をもつ富裕層の数ランキング
（出所：Credit Suisse「Global Wealth Report 2018」）では、日本は、1位アメリカ、2位
中国に次いで3位となっている。4位は英国、5位ドイツと続く(図4)。
日本の美術品市場は、世界の美術品市場が上下している中、その割合は世界市場の数値
の約3%程度と決して大きくないものの、3年間、安定的に規模を維持している。美術品
市場トップ3の米国、中国、英国と比較して、富裕層数のランキング3位の日本は、美術品
市場の潜在的な伸びしろは依然高いと考えられる。
国内最大級のアートフェア「アートフェア東京」の中で見ると、2011年以降出展ギャラ
リーの総売り上げは、毎年大きく増加傾向にあり、2018 年 3 月の「アートフェア東京
2018」では、過去最多の来場者を記録。出展ギャラリー164軒の総売上げも、過去最高の
29.2億円となり2017年の24.5億円を大きく上回った。本調査に基づいて、日本の美術
品市場の 今 を見てみよう。

市場の分類

推計の対象

①美術品市場

国内在住者による以下チャネルでの以下の商品（美術品）の購入
・画廊・ギャラリー、百貨店、
アートフェア、美術品のオークション、
ミュージアムショップ、インターネットサイト、作家からの直接購入
（日本画、
洋画、
彫刻、
版画、
現代美術、写真、
映像作品、陶芸、工芸、書、
・美術品

推計の手法

美術関連品市場

470

Art-related product market

3,434

美術品市場

2,460
Art market

出所）
「日本のアート産業に関する市場調査2018」
（一社）
アート東京・
（一社）芸術と創造
Source) The 2018 Market Survey on Japan's Art Industry Art Tokyo Association (general company)
Platform for Arts and Creativity (general company)

Market Type

Estimate Subject

①Market for

Purchases of the following kinds of works of art via the following kinds
of sales channels by residents of Japan:
・Galleries, department stores, art fairs, art auctions, museum shops,
websites, directrly from artists
・Works of art (nihonga, yōga, sculptures, prints, contemporary art, photography,

Works of Art

掛軸・屏風）

Estimate Method

video ﬁlm, ceramics, crafts, calli raphy, han in scrolls, foldin screens

本調査アンケート

②美術関連品市場 国内在住者による以下の商品（美術関連品）の購入

②Market for
Art-related
Products

・著名な絵画を複製したポスター・ポストカード
・展覧会の図録・カタログ等の美術書
・著名な絵画・彫刻等をモチーフとしたグッズ

③美術関連
サービス市場

(単位：億円)
(Units: 100 M yen)

美術関連
サービス市場

・国内在住者による美術館・博物館への訪問にかかる入場料の支払い

・主要なアートプロジェクトへの訪問にかかる消費

③Market for
Art-related
Services

各種報告書

Purchases of the following kinds of art-related products by residents of Japan:

・Posters and postcards of famous paintings
・Exhibition catalogues and art books
・Merchandise based on famous paintings, sculptures, etc.

This questionnaire
survey

・Admission fees for visits to art museums and museums by residents in Japan

・Consumption related to visits to major art projects

Individual reports

出所）
「日本のアート産業に関する市場調査2018」
（一社）
アート東京・
（一社）芸術と創造
Source) The 2018 Market Survey on Japan's Art Industry Art Tokyo Association (general company)
Platform for Arts and Creativity (general company)

＜図２.2007 年から 2017 年までの世界の美術品市場の推移＞

<Figure 2. Global art market from 2007 to 2017>
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Japan s Market for Art in 2018 Grows for the 3rd Year in a Row
The rt Tokyo ssociation, or ani er of rt air Tokyo, estimates the ﬁne art
market in Japan to be worth 246 billion yen, based on the results of the 2018
Market Survey of the Japanese Art Industry, a survey of approximately 20,000
individuals and government population statistics (Figure 1). This marks a
consecutive three-year increase over the 243.1 billion yen ﬁ ure in 2016 and the
243.7 billion yen ﬁ ure in 2017.
Simultaneously, according to the The Art Market 2018, a report published in
March 2018 by the world s largest art fair, Art Basel and the UBS Group, the
04

lar est bank in Swit erland, the lobal ﬁne art market decreased two years
in a row after reaching a historical high in 2014 of 68.2 billion dollars, to
56.9 billion dollars in 2016. It regained 12% in 2017, climbing to 63.7
billion dollars (Figure 2). By country, the US ranks number one, with 42%
(approximately 26.8 billion dollars) of the global total, while China, was at
number three until last year, it reached the number two position with 21%
(approximately 13.4 billion dollars), with the UK coming in at number three
with 20% (approximately 12.7 billion dollars). The top three countries
account for over 80% of the global total (Figure 3).
In Global Wealth Report 2018, which ranks the world s wealthiest with
assets of more than one million dollars (source: Credit Suisse), Japan is
third following the U.S. at number one and China at number two. Fourth is
the . ., followed by ermany at number ﬁve i ure 4).
ven as the lobal art market continues to ﬂuctuate, Japan s art market has
remained stable over the past three years, at 3% of the global total, it is not
a large contributor to the global art market. Compared to the top three
countries in the global art market, the US, China, and the UK, Japan s
number three ranking for wealthy individuals perhaps indicates a high
potential for growth in the art market.
The Japan s largest art fair, Art Fair Tokyo, has shown growth in total
exhibition galleries since 2011, and Art Fair Tokyo 2018, held in March
2018, had a record number of attendees. The total revenue of the 164
galleries in exhibition also hit a historical high of 2.92 billion yen, much
higher than the 2.45 billion yen in 2017. Let us look at the current state of
Japan s art market, based on this survey.

多様なジャンルに支えられる日本の美術品市場

＜図３.世界の美術品市場規模の国別の割合 ＞

<Figure 3. Global art market share of different countries>

ジャンル別の美術品の市場規模は、
洋画(548億円)、
日本画
（436億円）
、
陶芸
（402億円）
が続く
（図5）
。
現代美術は、
平面
（222億円）
と立体・インスタレーション
に版画
（294億円）
合わせて319億円。
日本の美術品市場は、
欧米で主流の近代・現代アートだけ
（97億円）
でなく、日本画、陶芸、工芸、掛軸・屏風、書など、日本の美術史に紐づいた多様なジャ
ンルが根強い安定市場を支えていることが、改めて分かる。各地の歴史や風土から生
まれ、現代にも受け継がれている日本の美術の奥深さが、調査結果にも表れている。

スペイン

Spain 1%

1位の米国が42%、2位の中国が21%、3位
英国が 20 % 。上位 3 カ国で全体の 80 % 以
上を占める。※日本市場は「その他」とさ
れている。推計方法が異なるため単純に
は比較できないが、アート東京の推計値
と比較すると日本市場は3%程度。

その他

Rest of world 6%

イタリア

Italy 1%
スイス

Switzerland 2%
ドイツ

アメリカ合衆国

Germany 2%

ギャラリー・百貨店の2大市場のほかにアートフェアやネット市場が拡大

UK 20%

フランス

France 7%

美術品市場計2,460億円を販売チャネル別に見ると、
国内画廊・ギャラリー(735億円)
に次いで百貨店（644億円）が主要2大チャネルとなっているのは過去3年間変わらず
(図6)。それ以外では、アートフェアやインターネットを通した購入が拡大傾向にあ
る。アートフェアでは、一度に多くのギャラリーや作品を観ることで、新たな好みの
作品と出会う可能性も高い。インターネットでは、作家や作品の展覧会履歴などを自
分で調べ、知ることが出来るため、これまでギャラリーに訪れていなかった層のアー
トへの関心を喚起する。
「アートフェア東京」では、フェア会場で出会った出展者に、
フェアの後に度々直接訪れるようになる新たなコレクターも多い。これまで、アート
を買う機会が少なかった世代・生活スタイルの層が、オープンで新しく、アクセスし
やすいチャネルによって広がりを見せているといえる。グローバルなアートマーケ
ットにおいては、作品・作家の展示履歴やコレクションの来歴が、その作品の価値や
信用を高める。そのような信用情報をオープンに得られるテクノロジーやアート産
業のプラットフォームづくりが、新たな関心層を生み出し、チャネルやジャンルを横
断した市場喚起に結びつくため、今後の持続的なアート市場にとって重要になって
くるだろう。

US 42%

英国

中国

China 21%

The United States: (42%). China: (21%) .
The United Kingdom:(20%). The 3
top countries comprise 80%.
Japan is among the others in the
6%.
Source) Art Basel and UBS, The Art Market 2018

＜図 4. 国別 100 万ドル以上の資産を持つ富裕層の数 ＞
<Figure 4. Number of millionaires (USD) from different countries>
その他

Rest of Wolrd 10%
オーストラリア／Australia 3%
アメリカ合衆国

カナダ／Canada 3%

US
41%

イタリア／Italy 3%
フランス／France 5%
ドイツ／Germany 5%
英国／UK 6%

日本／Japan 7%

中国／China 8%

Source）Credit Suisse「Global Wealth Report 2018」

Japan s Art Market Supports Various Genres
The size of the art market in Japan by genre is 54.8 B yen for Yōga (Western-style paintings), 43.6 B yen for Nihonga (Japanese-style paintings), 40.2 B yen for ceramics, and
29.4 B yen for Prints (Figure 5). Contemporary art totals 31.9 B yen, with Contemporary art (2D artworks) at 22.2 B yen and Contemporary art (3D,installations) at 9.7 B yen. We
once again can observe that unlike western art markets where contemporary and modern art prevail, Japan s art market is very stable with a variety of genres tied to Japan s
art history: Nihonga (Japanese-style paintings), ceramics, crafts, Hanging scrolls, folding screens, calligraphy, etc. Art is created inspires by the history and customs of a
location, and the depth of Japan s art as a modern inheritor of classic genres can be seen in the results of this survey.

Growing Art Fair and Internet Markets along with Galleries and Department Stores
Looking at the total art market of 246 billion yen by sales channel, domestic galleries (73.5 B yen) followed by department stores (64.4 B yen), form the two major sales
channels. This has remained unchanged over the past three years (Figure 6). Other channels include art fairs and the internet, in which purchases have grown. At art fairs,
attendees can see many alleries and artwork simultaneously, increasin the chances that they will ﬁnd new favorite works. n the internet, individuals can research artists and
the exhibition history of artwork on their own, creating an interest in art among those who have never visited a gallery before. At Art Fair Tokyo, many new collectors encounter
alleries which they then visit in person after the fair. Those of an a e or lifestyle with no prior opportunities to purchase art, ﬁnd the art fair to be new, open, and accessible,
making it a growing channel. In global art markets, an artwork or artist s history of exhibiting or being part of a collection engenders value and trust in an artwork. Technology
to make such trust-engendering information more open, and efforts to create art industry platforms, create new interest, and lead to new markets that cross channels and
genres, will therefore be important to a sustainable art market in the future.
＜図５. ジャンル別の美術品・美術関連品市場規模＞
＜Figure 5. Art and art-related product market sizes by genre＞
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日本の多くの産業において課題となっている人口減少の対策として、
海外アート市場
の牽引力を活用しつつ、日本の特徴を活かし、グローバルな視点からも日本発のアー
トの価値を高め、地域や世代を超えて市場創造に結び付けていく視点が必要である。
2012年にオリンピックを開催したロンドンや、アジアのアート集積地として成長著
しい香港が、外国人の経済活動に多くを支えられていることからも学び、日本独自の
文化力を活かした
「グローバルシティ東京」
を目指していく必要がある。
「日本のアート産業に関する市場調査2018」では、外国人とのコミュニケーション経
験が多く、今後のアート市場分析の指針となる層として、海外に一カ月以上在住した
経験があり、年に2回以上美術館を訪問する20代〜50代の就業している人々を「国際
経験が豊かなビジネスパーソン」と定義し、その実態についてさらに追加調査を実施
した。

402

Ceramics

70
91

69

彫刻

66

Sculpture

映像作品
Film/Video

(単位：億円)(n=20,475)

18

(Units: 100 M yen) (n=20,475)

出所）
「日本のアート産業に関する市場調査2018」
（一社）
アート東京・
（一社）
芸術と創造
Source) The 2018 Market Survey on Japan's Art Industry Art Tokyo Association (general company)
Platform for Arts and Creativity (general company)

＜図 6. チャネル別の美術品・美術関連品市場規模 *＞
＜Figure 6. Art and Art-Related Product Markets by Channel*2＞
(単位：億円)(n=20,475)
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89／4%
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30%

その他の国内外事業者
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177／7%
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2460

国内の美術品オークション

Domestic art auctions
135／6%
国内のインターネットサイト

Domestic internet sites
180／7%
国内のアートフェア
Domestic art fairs

253
10%

644
26%

「国際経験が豊かなビジネスパーソン」
への追加調査から見える可能性

国内の百貨店(通販、
外商扱いも含む)
Domestic department stores
(including tele-sales and outside sales)

出所）
「日本のアート産業に関する市場調査2018」
（一社）
アート東京・
（一社）
芸術と創造
Source) The 2018 Market Survey on Japan's Art Industry Art Tokyo Association (general company)
Platform for Arts and Creativity (general company)

芸術的視点は生活のみならず、
経営や自身の仕事においても重要である
一般の2万人に対して「芸術は、人々が豊かに生きるために必要である」かの問いを設
けた(図7)場合、62%と過半数の方が「必要である」と回答し、日本人の多くは、豊かに
生きるために芸術が必要だと感じていることが明らかになった。あわせて、
「芸術的
視点は、地域の魅力の向上において重要である」という問いに対しても、48%と約半
数が「重要である」と考えている。これは日本各地に芸術祭が浸透し、総じて、地域の
活性化にアートが寄与しているという印象が多くの人々に認知されているからであ
ろう。
一方で、
「芸術的視点が産業競争力の強化において重要」かどうかに関しては36％と
いう結果になり、さらに「芸術的視点はあなた自身の仕事において重要」かという質
問には、22％とさらに少なくなっている。社会全体において、芸術の必要性は広く支
持を得られているが、
「芸術的な視点」は、自分自身の仕事にはあまり重要でないと考
えられているのが日本の一般的な考えと言える。
今回、追加調査を実施した内容を、
「国際経験が豊かなビジネスパーソン」に行ったと
ころ、すべての項目で一般の人々を上回り、特に「芸術的視点はあなた自身の仕事に
2倍もの44%が「重要である」と答えた。さらに年齢別
おいて重要」
かという問いには、
に分析したところ、20代では55%となり、若い世代ほどこの傾向が強いこともわか
った。
アートを個人的な教養として鑑賞するだけでなく、それぞれの時代の社会との接点
を生み出している価値創造の源泉とみなすことが、世界的な潮流にある。近年、ビジ
ネスニーズが多様化し、あらゆる産業において新しい価値の創出が命題となってき
ている。経営や仕事の現場で「マネジメント力」と「技術力」の必要性は長年認識され
てきたが、さらに 歴史や哲学から学ぶ視点 や 多様で斬新なアイデア視点 を得ら
れる「アートの力」が見直されている。
「芸術的な視点」は、今後、より一層、ビジネスパ
ーソンに必要となっていくのではないだろうか。
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The Potential Shown in Additional Survey of Businesspeople with
International Experience
One countermeasure against a declining audience, an issue in many Japanese
industries, is to use the pull of overseas art markets, which requires the leveraging of Japan s distinctive characteristics to increase the value of art from Japan
from a global perspective, and a perspective that can tie that value to market
creation across regions and generations. We must learn from London, which
held the 2012 Olympics, and Hong Kong, which has grown into an agglomeration of Asian art, in their support of business activities of foreigners. We must
strive to become the global city of Tokyo using Japan s unique cultural power.
The 2018 arket Survey of the Japanese rt ndustry deﬁnes businesspeople
with lots of international experience as working individuals in their 20s to 50s
with substantial experience communicating with foreigners and who have lived
for more than a month overseas and visited an art museum two or more times a
year, making them indicators for future art market analyses. An additional survey
was conducted to ﬁnd out more about them.

The Need for an Art Perspective in Business and One s Work in
Addition to Other Aspects of Life
A majority (62%) of the 20,000 individuals surveyed responded that art was
necessary to enrich one s life (Figure 7). This showed that many Japanese feel
that art is a requirement to lead an abundant life. Additionally, 48% responded
that an artistic viewpoint was important for improving the attractiveness of a region.

This is likely due to the recognition that art festivals have permeated throughout
Japan, and that art generally contributes to local revitalization.
That said, 36% responded that an artistic viewpoint was important for strengthening industry competitiveness, and even fewer, 22%, responded that an artistic
viewpoint was important in one s work. There is broad support for the need for
art across society, though Japanese generally feel that an artistic perspective is
not important in one s work.
When the same survey was given to businesspeople with abundant international experience all the aforementioned responses were higher than the general
population, in particular, two times as many, or 44%, responded that an artistic
perspective was important in one s work. A further analysis by age showed that
this sentiment tended to be higher in younger generations, as the number rose
to 55% for those in their 20s.
There is a global trend to not simply view art for individual culture, but to treat it
as a source of value creation to generate connections across generations and
society. n recent years, business needs have become more diversiﬁed, and new
value creation has become an imperative in every industry. The need for
management abilities and technical skills as a business executive or in the
workplace has been recognized for many years, but there has been a reconsideration concerning the power of art in gaining perspectives learned from history
and philosophy, or for the perspective of diverse and new ideas. An artistic
perspective is likely to become even more necessary for businesspeople in the future.
＜図8.今後の美術品の購入についてどのように考えますか＞
＜Figure 8. How do you feel about future purchases of art?＞

＜図7.芸術に関する価値観
（2016年調査との比較）＞
＜Figure 7. A survey of the awareness of an artistic perspective＞

購入経験なし
（n=150）
4%
No purchase experience

芸術は、人々が豊かに生きるために必要である 62% 80%

Art is required to lead an abundant life

購入経験あり＆過去3年間に購入なし
（n=54）

芸術的視点は、地域の魅力の向上において重要である 48% 69%

Purchase experience, but not in the last three years (n = 54)

An artistic viewpoint is important for improving the attractiveness of a region

芸術的視点は、産業競争力の強化において重要である 36% 58%

過去3年間に購入
（n=95）

An artistic perspective is important for industry competitiveness

Purchase experience in the last three years (n = 95)

芸術的視点は、企業のより良い経営において重要である 32% 48%

n artistic perspective is important for a ﬁrm

芸術的視点は、あなたの仕事において重要である
An artistic perspective is important for one s work 22% 44%
※上記の最下段の調査で
「20代のみ」
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「55%」

* In the lowermost bar above, the percentage
of those in their 20s was 55%

26%

13%
33%

Strong Desire to Purchase Art among Businesspeople with Abundant
International Experience
Among questions concerning future purchases of art (Figure 8), there was a
strong desire among businesspeople with abundant international experience to
purchase art, with approximately one-third (31%) answering they would
probably like to purchase (26%) or would like to purchase (4%), even among
those with no prior experience in purchasing art. However, 59% of those with
experience in purchasing art, albeit not in the last three years, responded that
they would like to purchase art, with would like to purchase at 13% and would
probably like to purchase at 46%. As a reference, those with experience
purchasing art in the past three years stated a strong desire (88%) to purchase
art, with 33% noting they would like to purchase and 55% that they would
probably like to purchase . In countries that share borders with the West, Middle

55%

Would like to purchase

Would not like to purchase

Would probably like to purchase

Undecided/unknown

24%
7%

15%
4%
3%
5%

■ 判断できない・わからない

Would probably not like to purchase
出所）
「日本のアート産業に関する市場調査2018」
（一社）
アート東京・
（一社）
芸術と創造
Source) The 2018 Market Survey on Japan's Art Industry Art Tokyo Association (general company)
Platform for Arts and Creativity (general company)

出所）
「日本のアート産業に関する市場調査2018」
（一社）
アート東京・
（一社）
芸術と創造
Source) The 2018 Market Survey on Japan's Art Industry Art Tokyo Association (general company)
Platform for Arts and Creativity (general company)

今後の美術品購入についての質問(図8)では、
「国際経験が豊かなビジネスパーソン」は美
「どちらかというと
術品の購入意欲が高く、
「購入経験がない」方でも「購入したい（4%）」
（計31%）と約3割が、
「購入経験があるが、過去3年間の購入がない」方
購入したい(26%)」
「どちらかというと購入したい(46%)」
（計59%）と約6割が購入し
は「購入したい(13％)」
たいと考えている。参考までに「過去3 年間に購入経験あり」の方は「購入したい( 33 %) 」
（計88%）と相当に大きな購入意欲を持っている。
「どちらかというと購入したい(55%)」
大陸間で国境が繋がっている欧米諸国や中東アジアでは、多様な国籍やバックグラウン
ドの人々との交渉やコミュニティ創出が重要視されてきた。国際経験が豊かなビジネス
パーソンは、外国人とのコミュニケーションや文化的なアイデンティティの再認識のた
め、
美術品を生活に取り入れていく意欲が高まっているのではないだろうか。

19%

■ 購入したくない

■ どちらかというと購入したくない

Those with international experience

「国際経験が豊かなビジネスパーソン」
は美術品の購入意欲が高い

25%

■ 購入したい
■ どちらかというと購入したい

■一般の2万人（2016年調査）
■国際経験豊かなビジネスマン（n＝299）/ Overall

21%
46%

「部
また、今後どのようなきっかけがあれば美術品を購入したいかを調査したところ(図9)、
「何らかの記念(18%)」というほかに、
「美術品に詳しい
屋に飾りたい作品と出会う（42%）」
人からのアドバイス」というのが上位に並んだ。誰からアドバイスをもらいたいのかとい
「友人（18%）」
「画廊・ギャラリーの店員
うと、多かったのが「美術品に関する専門家（19%）」
(14%)」と続き、
「（美術品）投資に詳しい人のアドバイス（7%）
」は下位となった。
「投資に詳しい人のアドバイス」という数値は本調査では多くなかったものの、アートバー
ゼル2018のレポートでも、世界のアートコレクターの86％もの人々が、作品を売ったこと
がないと答えている。このことから、投資を直接の目的としている人が少ないのは、必ずし
も日本の特徴というわけではない。しかしながら、
「 作品の現在価格が明確化される
（16%）」事については、多くの方が、作品購入のきっかけとして重視しているようだ。この
点は、一般消費財と異なり、時代とともにその価値が再評価されていく美術品ならではの
特徴である。

East, and Asia, there was a strong emphasis on interacting with those from
diverse nationalities or backgrounds, and in creating community. Businesspeople with abundant international experience perhaps have a strong desire to
incorporate art into their lives to communicate with foreigners or because of an
awareness of their cultural identity.
The value for someone knowledgeable about investing was not high in this
survey, though in the 2018 Art Basel report, 86% of global art collectors
responded that they have never sold their artwork. Based on this, the low
number of people purchasing as a direct investment is not necessarily peculiar in
Japan. That said, 16% responded, When the current value of artwork is clear,
so it would appear that many individuals value opportunities to purchase art. On
this point art differs from general consumer goods, and this is characteristic of
ﬁne art, the value of which is appraised and reappraised over time.

＜図9.今後の美術品を購入したい（より購入したい）と思えるきっかけ＞
＜Figure 9. Under what circumstances would you purchase art (or are inclined to purchase art)?＞
出所）
「日本のアート産業に関する市場調査2018」
（一社）
アート東京・
（一社）
芸術と創造

Source) The 2018 Market Survey on Japan's Art Industry Art Tokyo Association (general company)
Platform for Arts and Creativity (general company)

（n＝299）

部屋に飾りたい作品と出会う 42%

When I see art, I want to display in my room

美術品に詳しい人（美術品に関する専門家）のアドバイス 19%

On the advice of someone knowledgeable about art (an art professional)

何らかの記念（結婚、出産等） 18%

To commemorate an event (wedding, childbirth, etc.)

美術品に詳しい人（友人）のアドバイス 18%

On the advice of someone knowledgeable about art (a friend)

作品の現在価格が明確化される 16%

When the current value of a piece of art is clear

美術品に詳しい人（画廊・ギャラリー等の店員）のアドバイス 14%

On the advice of someone knowledgeable about art (a gallery employee)

作家と直接話す 14%

When talking directly with an artist

引っ越しや模様替え 12%

After a move or a change of scenery

作家や作品の情報がインターネットや本で調べやすくなる 12%

When information on an artist or artwork becomes more readily available on the internet or in books

どのようなきっかけがあっても美術品を購入したい（より購入したい）とは思えない 11%

I never want to purchase art (or feel more inclined to purchase art) on any occasion

作品の購入・保管・転売・相続等の仕組みが分かる 11%

When I know how art is purchased, stored, resold, or inherited
気になっている作家や作品が展覧会・メディアなどで取り上げられる

9%

（美術品）投資に詳しい人のアドバイス

7%

あてはまるものはない

7%

When an artist or artwork I follow is at an exhibition or covered in the press
On the advice of someone who knows about (art) investing
None of the above
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外国人に紹介したい「日本で訪問すべき場所」寺社や食が上位を
占める
「国際経験が豊かなビジネスパーソン」に対して美術品の売買から少し離
れた質問をしてみた。外国人の友人・知人から「日本で訪問すべき場所」を
尋ねられた際に、どのような場所を積極的に紹介したいと思うか(図10)と
いう問いに対して「寺社・仏閣・庭園（67%）」が1位となり、上位10項目中4
項目が「食」
に関する場所であった。
「食」が強いことの背景として、近年、和食は世界の無形文化遺産として、世
界中の人々にその価値が認められた。その選定理由は、健康や環境に配慮
し、外国の食文化も取り入れて変化してきたからだという。伝統技術とし
て、様式を変えることなく日本国内にとどまっていたのではなく、その味
や技術を世界中の人々が体験し、グローバル社会との接点を持つことで認
められたものである。さらに、純粋な和食だけでなく、もともと海外から輸
入された食材も日本人の生活スタイルや独自性を取入れて発展させ再発
信することによって、海外でもその価値が高まっている。もちろん、食は、
海外で食べてもらうより、
日本に来て味わってもらうほうがその魅力は増す。
本問いで、
「美術館・博物館（25%）」は11位、同じく美術品を扱う「画廊・ギ
ャラリー（4%）」は下位となっている。実は1位の「寺社・仏閣・庭園（67%）」
は、日本古来の美術品だけでなく、当時の最先端技術を駆使した建築や空

間や庭とをあわせて体感しながら鑑賞することが出来る場所でもある。次の
質問にある「外国人に『美術館・博物館』を『積極的に紹介しない』理由 (図11)」
「コレクションが充実
の回答のなかの「日本文化に関するものが少ない(23%)」
「 どの施設でどのような展示が行われているか知らない
していない ( 14 %) 」
（11%）」ほか、多くの項目は、名のある仏像や彫刻、襖絵などの美術品ストック
が鑑賞できる寺社仏閣においては、
課題となっていないはずである。
これまでの美術館は、西洋美術に憧れを持つ日本人層をターゲットに大々的
な広告を打って企画展を行ってきたところも多い。しかし、この極東の日本と
いう島国には、北はロシア、南はインド・東南アジアの海洋の島々、そしてもち
ろんシルクロード経由で、ヨーロッパ・中央アジアから、多様な人々が文化や
品々を海を越えて伝来させ、蓄積・発展させてきた歴史がある。アジア諸国で
は失われた物や文化の蓄積が日本にはあり、いつの時代にも世界の最先端の
美術品が日本に集められている。さらに、それらの多様な文化を取り入れて生
み出された日本の美術品がある。これらの独自の国内にある継続的なコレク
ションを丁寧に国内外に向けて広報してもよいのではないだろうか。また、著
名な現代アーティストやコレクターが自ら美術館を開館し世界から注目され
る事例も増えている。コレクションの意義を理解してもらい、海外での展覧会
を一緒に企画して貸し出すような機会が増えれば、そのコレクションの価値
も高まり、
継続的に国内の美術館に観に訪れる人々も増えていくことだろう。

＜図10.日本に来た外国人の友人・知人に積極的に紹介したい場所＞
＜Figure 10.Values that were prioritized＞
（n＝299）

寺社・仏閣・庭園
67% Temples,
shrines, and gardens

旅館・温泉
（日帰り含む）
61% Inns
and hot springs (including day visits)
古い町並みが残る場所
57% Old
towns

寿司・天ぷら・すき焼き・しゃぶしゃぶ・とんかつ・割烹など比較的高価な日本食 / Relatively high-end
57% Japanese
food restaurants for sushi, tempura, sukiyaki, shabushabu, tonkatsu, or cuisine
居酒屋・そば・うどん・お好み焼きなど比較的廉価な日本食 / Relatively inexpensive
49% Japanese
restaurants or izakaya that serve soba, udon, onkonomiyaki, etc.
伝統文化を体験・見学できる場所
45% Places
to experience or see traditional culture
日用雑貨のショップ・ショッピングができる場所
31% Places
to shop for daily living goods
ラーメン・中華料理
28% Ramen
or Chinese restaurants

和菓子・スイーツ
28% Japanese
confectionery and sweets shops
・朝市
（魚・野菜等の食料品）
25% 市場
arkets ﬁsh, ve etables, etc.
美術館・博物館
25% Museums

自然を楽しむことができる場所
24% Places
to enjoy nature

現代の東京らしい町並みがある場所
23% Places
to show off modern Tokyo townscapes

Temples, Shrines, and Food in Places to Visit in Japan to Show to Foreigners
are Ranked at the Top
We asked different questions regarding the purchasing and selling of artwork to businesspeople with abundant international experience. When asked what places they would
recommend to a foreign friend or acquaintance wondering what places they should visit in
Japan (Figure 10), temples, shrines, and gardens was number one (67%), with food
places coming in at number four.
As to the reason for the strong place given to food, in recent years Japanese food
awareness has increased among people globally as an intangible global cultural asset. The
reason for its selection in this question is perhaps out of consideration for health or the
environment, or perhaps because of changes in food cultures in foreign countries. In other
words, food is viewed as being something that the people of the world, and not just Japan,
have experienced in terms of taste and technique, and as bringing global society together
through its traditional techniques and without any change in form. Moreover, not only
purely Japanese food, but foods that have been brought to Japan from overseas have also
been incorporated into the lifestyles of Japanese people in unique ways, and then sent back
out into the world, and the value of this has been recognized outside of Japan. Of course,
Japanese food is always better when visitors come to Japan to eat it than when it is eaten
overseas.
For this question, museums was ranked number 11 (25%), and galleries that deal in art
was lower (4%). In actuality, the highest response, temples, shrines, and gardens (67%)
denotes places that one can view while e periencin not only ancient Japanese ﬁne art, but
architecture, spaces, and gardens that provided the impetus for the cutting edge technologies of the time. As reasons for not proactively inviting (Figure 11) foreigners to museums
in the next question, in addition to There are few things related to Japanese culture (23%),
Collections aren t very fulﬁllin (14%), and I don t know what exhibits are held where
(11%), the most common items were temples, shrines, and gardens where art such as
famous statues, sculptures, and paintings of the Buddha can be seen
Thus far, museums have often used broad advertisements to target Japanese that want to
see Yōga (Western-style paintings). However, the island nation of Japan, located in the far
east, has a history of accumulating and developing a diverse culture by importing items
from Russia in the north to India and the islands of Southeast Asia, and of course from
Europe and Central Asia via the Silk Road. Items and culture that were lost from Asian
countries can be found in Japan, where some of the greatest art in the world from every age
can be found. Furthermore, there are Japanese artworks that were created by incorporating
aspects of these diverse cultures. There is no reason to not publicize, both domestically and
internationally, these unique domestic collections on an ongoing basis Additionally, an
increasing number of well-known contemporary artists and collectors themselves visit
museums, attracting worldwide attention. Giving them an awareness of collections and
having an increasing number of opportunities to loan artwork for overseas exhibitions will
increase the value of these collections and continually increase the number of visitors to
domestic museums.

昭和の雑踏感がある町並みが残る場所
22% Places
to show off Showa-era townscapes

電化製品のショップ・ショッピングができる場所
20% Places
to shop for electronic goods

東京の町並みが見渡せる場所
（展望所）
20% Places
to show off Tokyo (observation points, etc.)

日本のサブカルチャーを体験できる場所
（メイドカフェ・竹下通り等）

19% Places to experience Japanese subcultures (maid cafes, Takeshita-dori, etc.)
最新の日本文化を体験できる場所
19% Places
to experience the latest in Japanese culture

（近現代建築）
17% 特定のデザイン性の高い建築
rchitecture with speciﬁc desi n elements modern architecture
服・服飾雑貨のショップ・ショッピングができる場所
15% Places
to shop for clothing and accessories
日本の田舎暮らしを体験できる場所
14% Places
to experience rural Japanese life
テーマパーク
14% Theme
parks

ナイトライフを楽しむことができる場所
（カラオケ、
クラブ、
バー等）
11% Places
to experience nightlife (karaoke, clubs, bars, etc.)
スポーツ観戦
（相撲、
プロ野球等）
11% Sports
(sumo, pro baseball, etc.)

フレンチ・イタリアン・ステーキ等の洋食
10% Western
dining such as French, Italian, or steak houses
外装・内装が個性的な店
8% Unique
stores for exterior or interior design
画廊・ギャラリー
4% Galleries

あてはまるものはない
0% None
of the above

わからない・判断できない
4% Unsure,
cannot decide
出所）
「日本のアート産業に関する市場調査2018」
（一社）
アート東京・
（一社）
芸術と創造

Source) The 2018 Market Survey on Japan's Art Industry Art Tokyo Association (general company)
Platform for Arts and Creativity (general company)

＜図11.外国人の友人・知人に「美術館・博物館」を「積極的に紹介しない」理由＞
＜Figure 11. Reasons for not proactively introducing museums
to foreign friends and acquaintances as places in Japan to visit ＞
23% 展覧会が日本文化に関するものが少ないから
Cherishing family

（ゆっくりと過ごすことが難しいから）
18% 混雑しているから
Living a cultural/ intellectual life

17% 入場料金が高いから
Living a healthy life

（所蔵作品・常設展）
が充実していないから
14% コレクション
Using one s own abilities
多言語対応が十分にされていないから
14% Cherishing
friends and acquaintances

11% どの施設でどのような展示を行われているか知らないから
ivin a life that is ﬁnancially wealthier than other people
普段自分があまり行かないから
10% Living
a life that is surrounded by nature

別に紹介したい観光地から遠いから
8% Prioritizing
hobbies with time and money
アクセスが悪いから
7% Always
living a stimulating life in the city
建築・内部空間に魅力がないから
4% Being
globally active

夜間に営業をしていないから
4% Living
a life that is environmentally friendly
ミュージアムショップが充実していないから
3% Living
a life that is as good as others

レストラン・カフェが充実していないから
3% Living
a life that has distance from the social obligations of society
休館日があるから

3% Being seen as attractive by the opposite sex
12% あてはまるものはない
avin social status or inﬂuence
（n＝224）

わからない・判断できない
14% Cherishing
family

出所）
「日本のアート産業に関する市場調査2018」
（一社）
アート東京・
（一社）
芸術と創造

Source) The 2018 Market Survey on Japan's Art Industry Art Tokyo Association (general company)
Platform for Arts and Creativity (general company)

今有する日本、そして世界中のアート作品を伝え、価値を高める
現代の日本には、古美術から現代アートまで実に多彩な美術品が存在している。これまで、日本の美術愛好家は
「目垢がつく」などといって、積極的に美術品の情報を外に発信してこなかった歴史がある。多くの品々は、ある
時代に価値が認められたものでも、美術館の収蔵庫に眠っていたり、企業の役員室のフロアにひっそりと飾ら
れている。アートの価値というものが、社会やグローバルに接点を持ち続けることで維持される側面を持つの
であるとすれば、それらの存在はもっと、オープンにして世界へ伝えていくべきものではないだろうか。この
10年で、日本には多くの外国人が訪れるようになり2012年に1000万人未満だった訪日外国人の数は2018年
に3000万人を超えた。インターネットの広がりにより、これまで日本人向けに発信していた情報やニュース
も、多くの外国人によって多言語化されて、これまで外国人に知られていなかった地方都市にも多くの外国人
が訪れるようになってきている。
世界中で自然災害への対応が社会課題となっている今、日本の自然に対する向き合い方にも各国が注視してい
る。日本の文化に浸透している「自然との共生」や、工芸の「用の美」という考え方も、海外のコレクターから理解
されつつある。2022年には千利休が生誕500年を迎える。西洋で「現代アートの父」と言われているマルセル・
デュシャンより300年以上も前に、利休の前衛的な「見立て」の考え方や「茶室」での『体験型のインスタレーシ
ョン』を当時のコレクターともいえる「数寄者」が楽しんでいたという史実は、もっともっと国内外の現代アー
トファンやコレクターに知ってもらう価値はある。
この3年間の調査にもあるように、日本では、若いグローバル志向や向上心旺盛なビジネスパーソンなどの社
会的にも影響力のある層が、現代美術から古美術まで、多様なジャンルのアートに関心を示しはじめている。オ
リンピックイヤー後も、アートの存在や価値は継続する。日本のアートだけでなく日本に集まる世界中のアー
トの価値をどのように見ているのかを、国内外に伝えることができること、内向きでなくオープンなアート産
業のインフラを強化していくことこそが、日本発のアートの価値をさらに高めていくことに結びついていくで
あろう。
一般社団法人 アート東京
アートフェア東京 マーケティング＆コミュニケーションズ
統括ディレクター 墨屋 宏明

Modern-day Japan has truly diverse works of art from ancient times to today. Museum lovers in
Japan often use the phrase me aka ga tsuku (literally, to get mucus or discharge in the eye) to
talk about their history of not talking to the outside about art. Even the many items with recognized
value in certain periods lie dormant in museum storage, or quietly decorate the walls of executive
ofﬁces. f the value of art is maintained in its continual ability to act as a connectin point with
society and the world, then its existence should be openly broadcasted to the world. In the past
decade, many foreigners have visited Japan. This number was less than ten million in 2012, but
exceeded thirty million in 2018. Through the internet, information and news on Japan has been
published by foreigners in many languages, and rural cities previously unknown to foreigners are
now visited by many.
Responses to natural disasters has become a global issue, and countries around the world are
looking at Japan and how it views nature. The philosophy of coexisting with nature that permeates
Japanese culture and the beauty of usefulness seen in crafts are understood by overseas
collectors. Japan will commemorate the 500th anniversary of the birth of Sen no Rikyu, who had a
tremendous inﬂuence on Japan s way of tea . Born more than 300 years before Marcel
Duchamp, known as the father of contemporary art in the West, Rikyu s philosophy on
avant-garde representations and experiential installations in tea rooms attracted those with
reﬁned tastes, the collectors of that time, and there is value in havin him become more broadly
known to contemporary art fans and collectors both in Japan and throughout the world.
s noted in the surveys done over the past three years, those in Japan who have an inﬂuence on
society, whether youths with a lobal perspective, or businesspeople ﬁlled with ambition, are
beginning to show an interest in art that extends beyond genres such as contemporary art or
ancient art. The existence and value of art will continue even after the Olympics. Our ability to
domestically and internationally convey how we view the value of global art, and not just Japanese
art, gathered here in Japan, and better infrastructure for a more open art industry will lead to an
increase in the value of Japanese art. (Text: Sumiya Hiroaki, Art Fair Tokyo Marketing & Communications Director)

Title: 2018 Market Survey of the Japanese Art Industry
Sponsor: Culture Bureau and the National Art Center, Tokyo
Survey: Art Tokyo Association
Survey cooperation: Platform for Arts and Creativity
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アーティストを支え、
美と文化に貢献する、
ポーラ美術振興財団の取り組み

23年に渡り、日本の若きアーティストの育成や美術館職員の調査研究、国際交流に至る
までアート界を支えているポーラ美術振興財団。美術館という発表の場も有し、様々な
視点で芸術の発展に寄与する取り組みを続けている理由とは？

Pola Art Foundation initiatives: supporting artists and contributing to beauty and the arts

Over a period of 23 years, the Pola Art Foundation has supported the art world through the independence of young Japanese artists and the development of museums,
as well as exchanges between Japan and the rest of the world.
With a museum as a platform publicizing, come learn why have we continued to work on contributing to the development of the arts from various perspectives?

「助成を受け、
得られたのは、
１年という時間。信頼されることで芽生えた、アーティストとしての自信」
The rant ave me one year where

proﬁle

―2014年から１年間、ポーラ美術振興
財団若手芸術家在外研究助成を受けて
ヨーロッパへ渡った中嶋さん、どんなき
っかけがあったのだろう

とはドイツのゲッティンゲン大学数理研究科で
数学の学術資源である 数理模型 をもとに連続
する世界をテーマにした模様（パターン）の研究
を行いました。世界中から集まった数学者に囲
まれて過ごした10カ月はなんというか、自分の
小ささや世界の広さ、そしてプロフェッショナ
ルな方々のアウトプットの仕方の素晴らしさな
ど、研究テーマ以外のこともたくさん学ぶこと

源の豊富な日本とは異なり、道具も古いものが
多いドイツでの制作は、国ごとの制作方法の違

しまっても、とにかく、動いてみようと思って、
仕事を辞める段取りもつけ、何度も書き直しな
がら申請書を作っていました。
当時、
来年は何かを
変えようと強く思っていて。ポーラ美術振興財
団の助成のことは以前から知っていました、魅

ができましたね。皆さんがわかりやすく数学に
ついて教えてくれたことで、私も、よし！この人
たちを驚かせるような作品を作ってみせる！と
いう原動力も得られたと思います」

作品についてなどをキャッチアップしています」

力的だなと感じたのは、アーティストの支援だ
けでなく、美術館に勤務する学芸員等の方への
調査研究にも援助、助成を行っていたことでし
た。私の方向性も、作品作りのために興味やイン
スピレーションを得るだけでなく、
モチーフの研

―文化や言語の異なる国で、大変だと
感じたことはなかったのだろうか
「ゲッティンゲン大学数理学科長とはじめてお
会いした時に、
『 君が学びたいことはわかった。

「社会人として過ごしてきたあとで、本当に自分
のやろうと思っていたことが出来た喜び、そし
て１年間という時間をもらえたことがとても嬉

究や文化との対応性などを含んでいたので、
マッ
チする部分があるのではないかと思ったのです」

では、君はこの学校に対して何ができるのか』と
聞かれたのは、すごく緊張した瞬間でした。受け

しかったです。何よりもポーラ美術振興財団か
ら助成という信頼をもらったことでアーティス

入れてもらうだけでなく、何かお返しできるこ
とはあるのかと考え、大学の数理模型を分かり

トとしての自信にも繋がりました。１回きりと
はわかっていますが、もしトライできるならも

「はじめの１カ月はフィンランドに滞在しまし

やすい資料にまとめてみたんです。すごく喜ん
でいただけましたし、私にとっても知識を深め
るよい機会になりました。異分野からインスピ

う一度申請したいくらい（笑）。年齢制限のある
制度ですが、逆に私は、30代になり、社会人とし
ても過ごしたあとで在外研修を受けたことがプ

た。自然史博物館に毎日通い、キュレーターにつ
いてビジュアルや展示を学んでいました。テキ

レーションを得て、手を動かしたくなったら、電
車で１時間ほどの隣町、カッセルの工房で作品

ラスになったと感じています。
今までのキャリア
や知識をより深めて生かすこともできたので。

スタイル＝北欧というイメージがあるように、
その土地の文化に根付き、自然なものとして受
け入れている土壌を感じる毎日でした。そのあ

作りを。その場で自分のやりたいことを説明し
て使用許可を得る交渉をしたり、とにかく自分
から積極的に動くようにしていましたね。水資

年齢もプラス要素と捉えることで新たな道が広
がるきっかけになると思いますよ。制限ギリギ

「仕事をしながら、アーティストとして作品作り
を続けていたのですが、2013 年に、助成を受け
られることになっても、もしも選考からもれて

中嶋浩子さん
武蔵野美術大学造形学部工芸
工業デザイン学科テキスタイ
ルデザイン専攻卒業。2014年、
ポーラ美術振興財団若手芸術
家在外研究助成を受け、アーテ
ィスト及び召喚研究員として
ドイツ・フィンランド・フラン
スにて研究滞在

Nakajima Hiroko

Attended Musashino Art
University College , the
Department of Industrial,
Interior and Craft Design,
graduating with a textile
design major. She lived and
studied in Germany,
Finland, and France as an
artist and researcher-in-residence in 2014, under the
auspices of the Pola Art
Foundation Young Artist
Foreign Research
Fellowship.

rew throu h bein trusted and ained self conﬁdence as an artist.

― 実 際 に 、在 外 研 究 中 は ど の よ う な
時間を？

アートフェア東京2019でチェック！

At Art Fair Tokyo 2019,
check the works by the artists
who have received the grants!

いも分かる貴重な体験になりましたよ。何事も
臨機応変に、
伝えて理解してもらうコミュニケー
ションの大切さも感じました。帰国間近には、ま
だまだ日本に帰りたくない！ここでもっと学び
たいという気持ちが強くて…。今でも当時知り
合った方々とは交流があって、お互いの研究や

―帰国後にもドイツやフィンランドで
展覧会を開くなど、充実した１年の成果
を存分に発揮している中嶋さん。助成を
受けて１年を過ごし、感じたこととは

リでも挑戦することが何よりも大切です！」

中嶋浩子
上：
「Fuller」2017年 mobile
w60cm×h60cm×d60cm
アルミ板、
ナイロン糸
Pattern w90cm×h60cm
紙、
インク、
シルクスクリーン
下：
「Periodic heat conduction」
2015年 w760mm×h560mm
紙、
インク、
シルクスクリーンプリント

佐伯洋江 「Untitled」2018年 38 x 54cm
紙にシャープペンシル、色鉛筆、
アクリル絵具、
グラファイト、
墨

▲

松岡圭介 「白の時代 Periodo Bianco 」2018年
22×17×24 cm 蝋、拾い集めた針金
滝沢典子 「A few years ago, this guy would have
been getting us coffee」2017年 130 x 250 x 120 cm

▲
▲

助成事業と、
美術館事業ふたつの軸で20年以上文化の向上、
発展に寄与
Improving culture and contributing to development for more than twenty years
through grant projects and museums.

✔４名の助成を受けた作家の作品を

銅、
鉄、大理石、
紐、
木、
コーヒーエッセンシャルオイル

1996年、ポーラ・オルビスグループ各社協力のもと、当時のオー
ナー故鈴木常司氏が私財を投じ設立したポーラ美術振興財団。
「美と文化に貢献すること」を目的として、芸術分野で活躍し
ている人々へ対し助成を行うことで日本の芸術分野の専門性を
高めていくこと、豊かな自然の中にある美術館で優れた芸術
作品を鑑賞し美術をより身近に感じてもらうというふたつの

■350名を超える実績を持つ
「在外研修助成」

20歳以上、35歳以下の若手芸術家に6ヶ月以上、1年以内という期間、340万円を上限に海外での
研修を援助、助成する制度。成果発表の場として、2015年より銀座のポーラミュージアム
アネックスで、2017 年からは箱根ポーラ美術館でも展覧会の開催を助成。アーティストの
自立を多角的に支援。

軸で成り立っている。これから日本のアート界を支えていく
を実施。発表の機会として、美術館やフェアへの出展なども行
い、アーティストが自立するまでを多角的に支え続けている。
継続的かつ安定的にアート界を支え続けているからこそ、ア
ートの重要性が増していくと思われる将来、いつか、活躍して
いる若手アーティストの経歴には、必ずポーラ美術振興財団
の助成実績がある。ということもあるのではないだろうか。

Museum

箱根＆東京２つの美術館で
世界や日本のアート作品に触れよう

美術館等に勤務する学芸員等専門職員の
調査研究を援助、助成。年齢制限はなく、調
査研究の対象地域は国内外を問わない。過
去には調査から美術館での展覧会の実施、
書籍の発行に至ったことも。

東京から約１時間半、
自然豊かな箱根仙石原に位置するガラス張りの空間。2013年には
遊歩道もオープンし、
散策も楽しめる。
西洋絵画からガラス工芸、
化粧道具などコレクションも
2017年に新設されたアトリウムギャラリーでは在外研修修了者の展覧会も開催。
幅広い。

ファッションや美意識
が大きく変化した明治
から昭和にかけての
日本女性のよそおいの
変遷を、絵画や浮世絵に
加え、化粧道具や着物な
ど約200点で紹介。

神奈川県足柄下郡箱根町
仙石原小塚山1285

0460-84-2111 9:00-17:00

（入館は閉館30分前まで）

展示替えによる臨時休館あり

Pola Museum of Art
1285 Kozukayama, Sengokuhara,
Hakone-machi, Ashigarashimo-gun,
Kanagawa, 250-0631 Japan
+81-(0)460-84-2111
9:00am -5:00pm (No admission after 4:30pm)
This article is sponsored by Pola Art Foundation.

海外において開催する個展やグループ展、
またビエンナーレやトリエンナーレへの
参加など日本の芸術を海外に広めるため
の活動を支援。また、国内で開催される国
際会議や交流活動も対象に。

岡田三郎助《あやめの衣》

✔ 開催中の展覧会はコレ！

ポーラ美術館

■海外での展覧会をサポートする
「国際交流助成」

✔3/7
（木）
-10（日）アートフェア東京2019

Okada Saburosuke
Kimono with Iris Pattern

Meet the world and Japanese art at two museums in Hakone and Tokyo

Approximately an hour and a half ride from Tokyo, the glass-sheathed
open space is located in verdant Hakone-Sengokuhara area. Opening with
a promenade from 2013, it is a great place to enjoy a pleasant stroll.
Offering a wide collection ranging from western paintings to glass crafts
to cosmetic utensils. From the atrium gallery newly installed in 2017 will be
held an exhibit by Pola Art Foundation Grants recipients.
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■美術館職員の調査研究を援助する
「調査研究助成」

▲

若手アーティストを育成するため、継続的かつ安定的に助成

モダン美人誕生
−岡田三郎助と近代のよそおい
〜3/17
（日）まで開催中
✔ The exhibition is now underway!

Through approximately 200 works, such as
paintings, ukiyo-e, cosmetic utensils, and
kimonos, the change of women s styles from
the Meiji-era to the Show-era, that is the
period of drastic change in Japanese fashion
and the aesthetic sense, is introduced.

JAPAN'S MODERN BEAUTY

OKADA SABUROSUKE AND HIS CONTEMPORARIES
IN THE ERA OF JAPANESE MODERN STYLE

On exhibition until Sunday, March 17th

ブース

▲フィンセント・ファン・ゴッホ
《ヴィオラ運河にかかるグレーズ橋》

G-93

で４名の作品を展示

*I wish to have a border around the booth number portion
in line with the map Thursday, March 7 to Sunday,
March 10 at booth G-93 in the Tokyo International Forum!

Vincent van Gogh The Gleize
Bridge over the Vigueirat Canal
✔次回開催の展覧会はコレ！

日本を代表する印象派コレクションを有するひろしま
美術館とポーラ美術館の名作を一堂に会して紹介。
モネ、ゴッホ、ピカソ、
マティスまで73点が並ぶ。

ポーラ美術館×ひろしま美術館 共同開催印象派、
記憶への旅 3/23（土）-7/28（日）
✔This is the next exhibition!

Introducing in one hall, the masterworks
from Japan s leading impressionist art
collections held by the Hiroshima
Museum of Art and the Pola Art
Museum. 73 pieces including Monet,
Van Gogh, Picasso, and Matisse.
Pola Art Museum × Hiroshima Museum of Art Joint
Event Impressionism, Light and Memory

Saturday, March 23rd to Sunday,
March 28th

✔ フェアと同時開催！ 3/17
（日）
まで
ポーラ ミュージアム アネックス展で
より多彩な作品に触れよう
Until Sunday, March 17 at the Pola
Museum Annex! Check out the
featured works of these
four grant trainees

ポーラ ミュージアム アネックス
東京都中央区銀座1-7-7
ポーラ銀座ビル３階

03-5777-8600（ハローダイヤル）
11:00-20:00（入館は閉館30分前まで）

POLA MUSEUM ANNEXnex
Pola Ginza Bldg. 3F Ginza 1-7-7
Chuo-ku Tokyo
03-5777-8600 (information)
11:00-20:00

(entry until 30 minutes prior to closing)

TOKYO
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しよう！

Hop on the Free Shuttle Bus and enjoy visiting various
art spots of the Tokyo art scene.

TERRADA ART BUS
Supported by Warehouse TERRADA

丸の内で楽しむ
アートナイトアウト

ART FAIR TOKYO 2019
Bus Stop

Enjoy an art night out
in Marunouchi

水辺の街天王洲で
くつろぎのアートタイム

Relaxing time with art in Tennoz,
the waterside community

アートの集まる六本木で
最先端を知る
Get the latest on art
in Roppongi

3/8(金)-10(日)
東京国際フォーラム→ザ・ペニンシュラ東京→
寺田倉庫 T-ART HALL→ AiPHT
（汐留）
→
住友不動産六本木グランドタワー 駅前広場
※各会場20分-30分間隔で運行予定

Friday,March 8 to Sunday,March 10
Tokyo International Forum→
The Peninsula Tokyo→
T-ART HALL,WarehouseTERRADA→
AiPHT Shiodome→
Sumitomo Fudosan Roppongi
Grand Tower Station Square
※20 or 30 minutes intervals

W

ART
WALK

W TOKYO
Tokyo Art

Walk

Tokyo
Artalk
W

ART WA L K
水辺の街

でくつろぎの

アートタイム

art time
in the city
of

Surrounded by a canals and featuring
refreshin air ﬂows despite bein in the
city center, Tennoz is perfect for
spending a leisurely day. From museums
to galleries and public arts, this is where
you feel closest to art in Tokyo!

⬇

GVIDO STORE TOKYOで音楽の潮流を知る
⬇

建築倉庫ミュージアムで日本を代表する建築物を体感
⬇

アーティスト気分が盛り上がるPIGMENT TOKYOにGO
⬇

最新アートがTERRADA ART COMPLEXに集結
⬇

ボードウォークでのんびりパブリックアートを探そう
⬇

水辺のレストラン＆カフェでひと休み

Check out the artists who hold the future in their hands at the satellite venue! →
Get to know the music trends with GVIDO STORE TOKYO →
See the buildings representative of Japan at the ARCHI-DEPOT Museum →
Go to PIGMENT TOKYO to feel artistic →
See the latest art at TERRADA ART COMPLEX →
Have a leisurely stroll along the boardwalk while seeking out public art pieces →
Relax at a restaurant & cafe on the waterside

ART WALK MAP

サテライト会場で未来を担うアーティスト作品をチェック！

S

Relaxing

運河に囲まれ、都心ながら爽やかな空気の流れる天王洲。
1日のんびりと過ごすのにぴったりなこのエリア。
ミュージアムからギャラリー、パブリックアートまで、
東京一、アートを身近に感じられるスポットです！

T.Y.HARBOR
breadworks

＊Pablic Art＊

＊Satellite＊

GVIDO
STORE TOKYO
ARCHI-DEPOT
Museum

The works from FAT which are expected
to deﬁne the future art scene will appear
in Tennoz!

Futue Artist Tokyo" an institution beyond the boundaries
between universities, students represent 19 art schools
throughout the country. Tennoz's satellite venue is warehouse
TERRADA T - ART HALL. Do not miss the youthful works that
will deﬁne the future art scene.

PIGMENT
TOKYO

T-ART HALL

これからのアートシーンを担うFATの作品が
天王洲に登場！

大学間の枠を超え、全国の芸術系大学 19 校の代表学生が手がける
「Futue Artists Tokyo」。天王洲のサテライト会場は、寺田倉庫T-ART
HALL 。未来のアートシーンを創り上げる若き作品を見逃さないで。

by the waterfront

TERRADA
ART COMPLEX

T

現代アートを牽引する7ギャラリーで感性を磨こう

Brush up your art sensibility in 7 galleries at the cutting edge
of contemporary art

児 玉 画 廊｜天 王 洲 、KOTARO
NUKAGA、TSCA、ユカ・ツルノ・
ギャラリー
（すべて３F ）、ANOMA LY（４F ）、KO S A K U K A N ECHIKA 、SCAI PARK（ともに５
F）
と１つのビルにギャラリーが集ま

った空間は今の日本のアートを感
じるために是非足を運びたい。

三浦彩希 「おしどり夫婦壺」
／Tohoku University of Art and Design Miura Saiki
Mandarin duck Couple Pot （上・右）東京藝術大学 金 知慧 「Thursday evening」／Tokyo University of the Arts
Kim Jihye Thursday evening （下・左）東京造形大学 曾 超 「家族」／Tokyo Zokei University Zeng Chao Family
／Hiroshima City University Matsumoto Chisato emotion
（下・右）
広島市立大学 松本 千里 「情感」

（上・左）東北芸術工科大学

「AFT2019サテライトイベント Future Artists Tokyo 天王洲」
3/5（火）-3/9（土）11:00-19:00／3/10（日）11:00-17:00 観覧無料

T-ART HALL Free admission

3/5(Tue)-3/9(Sat)11:00-19:00／3/10(Sun)11:00-17:00
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2-6-10 Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo

athered in one buildin ,this is a allery you will deﬁnitely want to
visit which allows you to experience contemporary Japanese art
featuring Kodama Gallery | Tennoz, KOTARO NUKAGA, TSCA, Yuka
Tsuruno Gallery (all on the 3F), ANOMALY (4F), KOSAKU KANECHIKA, SCAI PARK (both on the 5F).

TERRADA ART COMPLEX

TERRADA ART COMPLEX

東京都品川区東品川1-33-10
火・水・木・土 11:00-18:00
金 11:00-20:00
月・日・祝 定休

1-33-10 Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
Tue, Wed, Thu, Sat 11: 00-18: 00
Friday 11: 00-20: 00
Mon · Sun and holidays closed

※会期は各ギャラリーに準じる

※ The hours of exhibition depends on the gallery

M

水辺を散策すれば、
そこかしこにアートが！
Exploring the waterfront, you will discover
pieces of art here and there!

美しく整えられた水 辺の空 間 、ボードウォークには木々の合 間にベンチも並び、休 憩スポットと
しても人気。運河に浮かぶ家や、ウォールアート、立体作品などぐるりと周って楽しもう。

In this beautifully arranged waterfront space, benches line up between the trees on the
boardwalk, makin it popular as a rela ation spot. n oy the si hts such as the ﬂoatin
houses on the canal, the wall art and three-dimensional artworks.
3 / 8（ 金 ）- 4 / 7（日）をコア期 間としてアートイベント
「 T E N N O Z A R T F E S T I V A L 2 0 1 9 」を開 催 。
水 辺とアートをキーワードに、運 河 沿い建 築 物への
大 型 壁 面アート、品 川区の公 共 桟 橋 待 合 所での壁
面アート、ふれあい橋におけるアート写真の展示、駅
通 路での壁 面アートなどの７箇 所での展 示が 7 人の
アーティストにより行われる。
"TENNOZ ART FESTIVAL 2019" will be held on
3/8 (Fri) - 4/7 (Sun). With waterfront and art as
the key words, exhibits at seven sites featuring
works by seven artists such as large wall art on
buildings lining the canal; wall art at the Shinagawa
Ward pier public waiting station; displays of
artistic photographs at the Fureaibashi bridge;
wall art in train passages, and more.

A

天王洲とアート｜水辺と出会う日本文化とアート

「TENNOZ ART FESTIVAL 2019」
参加アーティスト：淺井裕介 / ARYZ / 小林健太 / DIEGO/ 松下徹 / Rafael Sliks /Lucas Dupuy
作品展示エリア：ふれあい橋 / 東横イン立体駐場壁面 / 三信倉庫壁面/寺田倉庫T33 壁面 東品川
「天王洲アイル」
駅改札前
２丁目桟橋待合所壁面 / ボンドストリート 壁面 /東京モノレール
※ふれあい橋では3/8
（金）
-4/7（日）に小林健太の写真を展示し、夜にはライトアップを実施
Tennoz and Art | An encounter with Japanese Culture and Art on the Waterfront "TENNOZ ART FESTIVAL 2019"
3/1 (Fri) - 3/14 (Thu) Venue: Toyoko Inn Artists: ARYZ (Spain)
3/2 (Sat) - 3/10 (Sun) Venue: T33 Building Artists: Lucas Dupuy (London)
Early March Venue: Tokyo Monorail ticket gate area Artists: Toru Matsushita (Japan)
※ At the Fureaibashi bridge, photographs of Kenta Kobayashi will be displayed from 3/8 (Friday) -4 / 7
(Sunday) and they will be lit up at night

2つの1人の女 / ARYZ Looking for words
Two single women Lucas Dupuy

©Yusuke Asai,
Courtesy of ANOMALY, Tokyo

建築模型に特化した国内唯一のミュージアム

The only museum in Japan specializing in architectural models

ずらりと並ぶカラフルな顔料は圧巻！ Lining up neatly,

P

these colorful pigments
are masterpieces!

ラボ・ミュージアム・ショップ・ワークショップと４つの機能
を備える伝統画材ラボ。4500色に及ぶ顔料が壁一面に
並ぶ様は、眺めているだけで時を忘れる美しさ。希少且
つ良質な画材を眺めていると、何だか自分もアーティス
トの気分に！
「建築倉庫ミュージアムが選ぶ30代建築家-世代と社会が生み出す建築的地層-展」/ Architecs in their 30s selected by
ARCHI-DEPOT Museum-Architectural stratum created by a generation and a society

建築倉庫ミュージアム
東京都品川区東品川2-6-10
建築倉庫ミュージアム

03-5769-2133
11:00-19:00(最終入館18:00)

月曜定休（祝日の場合は翌火曜休）

ARCHI-DEPOT Museum
2-6-10 Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku,
Tokyo Building Warehouse Museum
03-5769-2133 11: 00-19: 00 (last entry 18:00)
Mondays closed (in case of a public holiday,

Traditional art materials lab with laboratory,
museum, shop, workshop. Forget time just by
gazing at the 4500 colors of pigments lined up
across the wall. Looking at scarce and
high-quality are materials gives you the
feeling of being an artist yourself!

PIGMENT TOKYO

PIGMENT TOKYO

東京都品川区東品川2-5-5
TERRADA HarborOneビル 1F

2-5-5 Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
TERRADA HarborOne Building 1F
03-5781-9550
11: 30-19: 00 / Mondays · Thursdays Closed

03-5781-9550
11:30-19:00／月・木曜定休

the following Tuesday closed)

模型、映像、
ドローイングなどを通じて建築文化を楽しみながら学ぶことができるミュージアム。異なる
テーマのふたつの展示室を行き来すれば、
この建物知ってる！というものがたくさん見つかるはず。

A museum where you can learn while enjoying architectural culture through models,
images, drawings, etc. If you can get to and from two exhibition rooms with
different themes, you may ﬁnd somethin familiar. There are plenty of items to
discover.

G

世界初！楽譜専用端末で音楽の世界が広がる

The world s ﬁrst The world of music e pands with
this music terminal adapted for musical score

楽譜の管理や書き込み、
タッチスイッチ
を使ってページめくりを行うなど、すべて
の音楽家のために作られた世界初の２
画面電子楽譜端末「GVIDO」初の直営
店。操作体験や購入相談のほかきめ細
やかなサポート体制も嬉しい。

s the world s ﬁrst dual screen
digital music score device made for
all musicians, featuring , management and writing functions, and
page turning with touch switches.
Besides providing opportunities to
experience the device and
consultation for purchases, you will
be pleased with the detailed
support system.

GVIDO STORE TOKYO
東京都品川区東品川2-6-10

03-6712-9590
11:30-19:00／月・土・日・祝定休

GVIDO STORE TOKYO
2-6-10 Higashi Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo 03-6712-9590
11:30-19: 00 / Mon· Sat · Sun
Holidays closed

T

美味しい食事とともに水辺でくつろごう

Settle down for a sumptuous meal on the waterside

ちょっと小腹が減ったら、焼きたてパンの香ばしい香りが漂う
「bread works」へ。
ゆったりと過ごすなら、醸造所を併設したブルワリーレストラン「T.Y.HARBOR」で、
クラフトビールを片手に食事を楽しもう。訪れる時間や気分で美味しいものをチョイ
スできるのも天王洲グルメの特徴。水辺ならではのリラックス感を堪能して。

If you re a little hungry, make your way down, to
the "bread works" from which the fragrant smells
of freshly baked bread emit. If you are in the
mood for relaxation, enjoy a meal with a craft
beer at the brewery and restaurant "T.Y. HARBOR".
Tennoz gourmet dining experience allows you to
choose delicious things according to the time
and your mood. Enjoy the deep relaxation only
the waterside can provide.

T.Y.HARBOR
東京都品川区東品川2-1-3

03-5479-4555

＜ランチ＞平日／11:30〜14:00（L.O.）
土日祝／11:30-15:00（L.O.）
＜ディナー＞17:30-22:00（L.O.）
＜ラウンジ＞17:00-23:30（L.O.）

breadworks

東京都品川区東品川2-1-6

03-5479-3666 8:00-21:00

T.Y.HARBOR
2-1-3 Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku,
Tokyo 03-5479-4555
【Weekday lunch】11: 30-14: 00（L.O.),
【Sat-and-Sun Holidays lunch】11: 30-15: 00
（L.O.)
【Dinner】17: 30-22: 00(L.O.)
【Lounge】
17:00-23:30(L.O.)

breadworks

2-1-6 Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku,
Tokyo 03-5479-3666 8: 00-21: 00
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W TOKYO
Tokyo Art

Walk

Tokyo
Artalk
W

食やファッション、さまざまに新しいものが揃う六本木
エリア。
3月に開催されるAFTサテライトをはじめ、
名だたる
美術館でも気になる展覧会がたくさん。ぐるりと歩いて、
日本のアート界の潮流に触れよう。

ART WA L K
アートの集まる

で

最先端

を知る

Get versed in

The Roppongi area is where food, fashion and new things
galore are available. Many exhibitions of note are being
held at world famous museums also AFT Satellite in
March of this year. Take a stroll and a look around to
stay abreast of currents in the Japanese art world.

おすすめコース

edge
of art

the cutting

in

ART WALK MAP

サテライト会場で立体作品の迫力に触れよう！
⬇

complex665でャラリー巡りを楽しむ
⬇

六本木アートトライアングルで美術館を満喫

Suntory Museum of Art

⬇

国立新美術館で「イケムラレイコ 土と星 Our Planet」展を観覧
⬇

サントリー美術館で「河鍋暁斎 その手に描けぬものなし」展を観覧
⬇

森美術館で「六本木クロッシング2019展：つないでみる」を観覧

S

Feel the power of various 3-D art pieces gathered at one satellite venue! →
Enjoy the galleries tour at complex665 →
Enjoy art museums in Roppongi Art Triangle →
See the Leiko Ikemura tsuchi to hoshi ( Earth and Stars ") Our Planet
exhibition at the National Art Center →
At the Suntory Museum of Art see the Kyosai Kawanabe
"There is Nothing that can t be Drawn by that Hand" exhibition →
View the "Roppongi Crossing 2019 Exhibition: Tsunaidemiru ( Try connecting )"
at the Mori Art Museum

THE NATIONAL
CENTER, TOKYO

＊Satellite＊

Sumitomo Fudosan
Roppongi Grand Tower

FAT作品から迫力ある立体作品を中心に
六本木に集合！

Powerful 3D works from the FAT
collection are on display now
in Roppongi!

complex665

MORI ART MUSEUM

A

３つのギャラリーで日本のアートシーンを見つめて

Familiarize yourself with the
Japanese art scene
at three galleries
個性豊かかつ実力派ギャラリーが揃う
complex665。
２階にはシュウゴアーツと
小山登美夫ギャラリー、
３階にはタカ・
イシイギャラリーが入居。アート作品は
もちろん、異なる建築家が手がけた内装
設計にも注目したい。

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

Sumitomo Fudosan Roppongi
Grand Tower Station Square
3-2-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo

「AFT2019サテライトイベント
Future Artists Tokyo 六本木」
3/7（木）-3/8（金）9:00-21:00
3/9（土）11:00-20:00、3/10（日）11:00-17:00
観覧無料

"AFT2019 satellite event Future
Artists Tokyo Roppongi"
3/7 (Thu) – 3/8 (Fri) 9:00-21:00
3/9（Sat）11:00-20:00、3/10（Sun）11:00-17:00
Free admission
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「Future ArtistsTokyo」六本
木のサテライト会場は、住友
不動産六本木グランドタワー
駅前広場。開放感のある空間
でインスタレーション作品を中
心に展示される。
"Future Artists Tokyo" in
Roppongi's satellite venue is
located in the 1st ﬂoor of
Sumitomo Fudosan Roppongi
Grand Tower Station. The
space has been maximized to
display a variety of
three-dimensional works.

Ikko Narahara Domains
1956-1958 gelatin silver print
23.4×14.7cm
Taka Ishii Gallery
Photography / Film
◀

（上・左）多摩美術大学 町田 帆実「食事」／Tama Art University Machida Homi Meal
／Saga University Ishimaru Keita Loop
（上・右）佐賀大学 石丸 圭汰「ループ」
／Tokoha University Wang Shuqiang Anonymity and two-facedness
（下・左）
常葉大学 王 書強「匿名性と二面性」
／Tokyo University of the Arts Anna Gabriele BURNING SPIRIT
（下・右）
東京藝術大学 アンナ ガブリエレ「BURNING SPIRIT」

Be sure to check out complex655
featuring unique and sophisticated
gallies. ShugoArts and Tomio Koyama
gallery on the 2nd ﬂoor and Taka shii
Gallery on the 3rd ﬂoor. Besides the
artworks, check out the interior design
created by a diversity of architects.

complex665
東京都港区六本木6-5-24
火-土 11:00-19:00
月・日・祝 定休
※会期は各ギャラリーに準じる

complex665
6-5-24 Roppongi,
Minato-ku, Tokyo
Tue - Sat 11:00-19:00
Mon, Sun and holidays closed
※ The hours of exhibition depend

on the gallery

THE NATIONAL ART CENTER, TOKYO

Suntory Museum of Art
「生活の中の美」
を基本テーマとし、集められた
収蔵品は日本の古美術から東西のガラスまで
国宝１件、重要文化財 15件をはじめ約3,000
件に及ぶ。
ミュージアムショップとカフェが一体
も併
化したshop×cafe（ショップバイカフェ）
設。観覧後のひと時も充実したものに。

国立新美術館
東京都港区六本木7-22-2 03-5777-8600（ハローダイヤル）

10:00-18:00

※会期中の毎週金・土は20:00まで。

7-9月は21:00まで。最終入場閉館30分前 火曜定休

Based on the theme "beauty in life", the
collections range from Japanese antique art
to east-west glassworks and total about 3,000
pieces, including 15 important cultural
properties. Don t forget to stop by the shop
× café (shop by cafe) because the moments
after gallery viewing are also important.

国内最大級の展示スペースを生かし、
多彩な展覧会を開催する国立新美術
館。展覧会のみならず、美術に関する
多岐にわたる情報の収集や教育普及
なども行い、
アートセンターしての役割
も果たしている。

✔ 開催中の展覧会はコレ！

National Art Center, Tokyo
7-22-2 Roppongi, Minato-ku, Tokyo
03-5777-8600 (information) 10:00-18:00

*Every Fri and Sat until 20: 00 during the exhibition period.
From July to September it is open until 21: 00.
Final admission 30 minutes before closing）

Closed on Tuesdays

サントリー美術館

当時の世相を風刺した戯画などで人気を博した
河鍋暁斎。狩野派絵師としての活動と古画学習
を大きな軸としながら、幕末・明治の動乱期に
独自の道を切り開いた足跡を展望する。

The National Art Center holds a
variety of exhibitions taking
advantage of the largest exhibition
space in the country. In addition to
its function as an art center for
exhibitions, the venue also promotes
arts-related education through its
collection of a wide range of
art-related reference materials.

東京都港区赤坂9-7-4
東京ミッドタウン ガレリア3階

03-3479-8600
10:00-18:00

「河鍋暁斎 その手に描けぬものなし」
2019年3月31日（日）まで開催中

※3/20と会期中の毎週金・土は20:00まで。
最終入場閉館30分前

※作品保護のため、会期中展示替あり

火曜定休（3/26は18:00まで開館）

✔ The exhibition is now underway!

※shop×cafeは会期中無休

This exhibition features Kawanabe Kyosai,
who gained popularity in caricatures that
satirized the culture of the Edo period. The
displays trace the footsteps of the artists who
pioneered their own path in the chaotic
period between the end of Edo era and the
beginning of Meiji era while active as a Kano
school painter and studying ancient painting.

Suntory Museum of Art
Tokyo Midtown Galleria, 3rd Floor 9-7-4
Akasaka, Minato-ku, Tokyo
03-3479-8600 (information)
10:00-18:00 (* March 20 and every Fri and Sat
until 20:00 during the exhibition period.
Final admission 30 minutes before closing)
Closed Tue (Open until 18: 00 on March 26)

"Kawanabe Kyosai There is nothing
that can t be drawn by that hand"
Held until 3/31 (Sun) 2019

* For the sake of preservation efforts, a
changeover of works will be carried out during
the exhibition

▲
▲

Roppongi Art

✔ 開催中の展覧会はコレ！
ヨーロッパを拠点に活動し、
国際的な評価も高いイケムラレイコの大規模個展。
無限の可能性を表現するという芸術的課題に多彩なメディアで挑んできた証
ともなる、
創造の軌跡を約210点の作品とともに紹介。

「イケムラレイコ 土と星 Our Planet」
2019年4/1（月）まで開催中
✔ The exhibition is now underway!

Expansive solo exhibition by Europe-based artist Leiko Ikemura,
who has received international acclaim for her works.
About 210 works manifest the trajectory of creation and
a variety of media demonstrate the artistic challenge of
representin inﬁnite possibilities.

"Leiko Ikemura Tsuchi to hoshi ( Earth and stars )
Our Planet"
Held until April 1, 2019 (Monday)

日本を代表する美術館は
３つ一緒にぐるりとまわろう
Make the rounds of three art museums
considered representative of Japan

アートで六本木を活性化する
ことを目的に３つの美術館が結
成した
「六本木アートトライアング
ル」半券提示で観覧料が割引にな
るほか、
アートの街六本木の魅力を伝
える取り組みを行っている。

閻魔・奪衣婆図
河鍋暁斎 ニ幅
明治12〜22年
（1879〜89）
林原美術館

▲

T

Private collection, Germany

Enma, the King of Hell
and Datsueba, the Old Hag
Kawanabe Kyosai,
1879-89,
Hayashibara Museum of Art
【To be shown between
Mar. 6 and Mar. 31】

Three museums have
teamed up, forming
Roppongi Art Triangle to
convey the charm of Roppongi
as a city of art. Aiming at
invigorating Roppongi through
the arts, half-off discount tickets
will be sold at participating venues.

鳥獣戯画 猫又と狸 河鍋暁斎
一面 19世紀 河鍋暁斎記念美術館

▲

イケムラレイコ《母の情景》2011/15 年 油彩/ジュート 90x180cm 作家蔵
Leiko Ikemura Motherscape 2011/15 Oil on jute 90x180cm Collection of the artist
イケムラレイコ《頭から生えた木》 2015 年 テラコッタ、
釉薬 30x37x24cm 個人蔵、
ドイツ
Leiko Ikemura Trees out of Head 2015 Terracotta, glazed 30x37x24cm

Choju giga (Frolicking Animals):
Nekomata (Demon Cat) and
Tanuki (Raccoon Dog)
Kawanabe Kyosai,
Kawanabe Kyosai Memorial Museum
【To be shown between
Mar. 6 and Mar. 31】

▲ふきや御汁弁当 1,836円

▲麩あんみつ 864円

shop×cafe
Suntory Museum of Art shop×cafe

▲サントリー美術館

MORI ART MUSEUM
▲

《 猫オリンピック:開会式 》
( 部分 ) 2017年
陶製人形、
木、
鉄、
陶製タイル、
ガラス製タイル
95 × 421.3 × 302cm 展示風景「猫オリ
:
ンピック：トラジロウの思い出 」
オオタファインアーツ( 上海 ) 2017年 撮 影:ボヨン・ドロン

▲

Nobuaki Takekawa "Cat Olympics: Opening Ceremony" (Partial)
2017 Ceramic doll, tree, iron, ceramic tile, glass tile 95 × 421.3 × 302 cm
Exhibition scenery: "Neko-oku-den: Kinen Torajiro"
Ota Fine Arts (Shanghai) 2017 shooting: Boyon Doron
目《Elemental Detection》 2016 年 撮影：衣笠名津美
展示風景「さいたま
:
トリエンナーレ 2016」
旧埼玉県立民俗文化センター
Eye "Elemental Detection" 2016 Exhibition scene: "Saitama
Triennale 2016" Former Saitama Prefectural Museum of
History and Folklore Shooting: Natsumi Kinugasa

✔ 開催中の展覧会はコレ！
森美術館が３年に一度、日本の現代アートシーンを総覧する定
期観測的展覧会。第６回目の開催となる今回は1970-80年代生
まれを中心とした25組のアーティストを森美術館の３名のキ
ュレーターのみで共同キュレーション。新たなつながりが生ま
れ、
日本の今に向き合うことのできる機会を提供する。

「六本木クロッシング2019展：つないでみる」
2019年5/26（日）まで開催中

✔ The exhibition is now underway!
Once every three years, the Mori Art Museum provides an overview of
the contemporary Japanese art scene for a ﬁ ed period of observation.
During this sixth event, three curators from the Mori Art Museum
co-curated for the event with 25 artists, mainly born in the 1970s and
1980s. This is an opportunity for the forging of new ties as well as an
opportunity to face the realities of the Japan of today together.

"Roppongi Crossing 2019 Exhibition:
Tsunaidemiru ( Try connecting )"
Held until May 26, 2019 (Sun)

来館者がいつでも楽しみながら刺激を受け、対
話が生まれるようにと展覧会開催中は休館日なし
で夜遅くまで開館。仕事のある平日でも足を運ぶ
ことができるのが嬉しい。
Open into the late evening without closing
periods to promote visitors stimulation and
dialogue. Visitors will be pleased to be able to
visit even on weekdays on work breaks.

森美術館
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階

03-5777-8600（ハローダイヤル）

【月・水〜日】10:00-22:00【火】10:00-17:00／会期中無休

Mori Art Museum
Roppongi Hills Mori Tower, 53F, Roppongi 6-10-1,
Minato-ku, Tokyo 03-5777-8600 (information)
Mon, Wed to Sun 10:00-22:00 / Tue 10:00-17:00

(※ Final admission 30 minutes before closing)
Continuously open without closure during the exhibition period
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アートフェア東京2019も開催される丸の内
エリアは同時期に期間限定のイルミネー
ションやパブリックアートを楽しんだりと、
見所がたくさん！アートを感じるホテルの
バーや、多彩なレストランで料理を堪能し
ながらくつろいで。

アートナイトアウト
日本最大級のアートの祭典アートフェア東京2019へ
⬇

三菱一号館美術館や出光美術館で展覧会を鑑賞
⬇

この時期だけ登場するスペシャルパブリックアートを探そう
⬇

期間限定！丸の内仲通りでイルミネーションを撮影！
⬇

ザ・ペニンシュラ東京のPeterバーでひと休みorロビーでほっとひと息
⬇

B bar Marunouchiなどレストラン＆バーで丸の内ナイトホッピング
Go see the largest art show in Japan, the Art Fair Tokyo 2019 →
Take in the exhibits at Mitsubishi Ichigokan Museum, Tokyo
and the Idemitsu Museum of Arts →

Seek out special public art only on display during this time →
Take photos of the lights of Marunouchi s Nakadori, only on for four days →
Rest up at ther Peter: The Bar or at The Lobby in The Peninsula Tokyo →
End with night hopping at the B bar Marunochi or other restaurants
and bars in the Marunouchi area

M

art night out

in

Enjoy the variety of sights including illumination displays and public art,
exhibited concurrently for a limited duration in the Marunouchi area
which will hold Art Fair Tokyo 2019. ela in art ﬁlled hotel bars and savor
a delicious meal at one of the many varied restaurants in Marunouchi.

ART WALK MAP

おすすめコース

Enjoy an

Mitsubishi Ichigokan Museum, Tokyo
&
Idemitsu Museum of Arts

Illumination
B bar Marunouchi

Art Fair Tokyo 2019

三菱一号館美術館＆出光美術館
Mitsubishi Ichigokan Museum,Tokyo
& Idemitsu Museum of Arts

▲

丸 の内の景観に映える赤煉瓦の建物は

1894 年に建設した「三菱一号館」を復元し
たもの。19世紀後半から20世紀前半の近代

美術を主題とする企画展を年３回開催し、館
やミ
内にはミュージアムカフェ
「Cafe1894」
も。
ュージアムショップ「Store1894」
The red brick building seen in views of
Marunouchi was built in 1894, and restored
as the Mitsubishi Ichigokan. It exhibits
modern art from the latter part of the 19th
century to the ﬁrst half of the 20th century
three times per year, and also has a museum
café, Café1894, and a museum shop.

▲

日本の書画や中国・日本の陶磁器など東洋
古美術を中心にテーマに沿った内容で年に
５〜６回展覧会を行う、
「出光美術館」。
コレク
ションを代表するルオーの作品を紹介する専
用展示室のほか、アジア各国、中近東の充
実した陶片室はここならではのラインナップ。

三菱一号館美術館
東京都千代田区丸の内2-6-2 03-5777-8600（ハローダイヤル）

10:00-18:00※会期中の毎週金、第２水、最終週平日は21:00まで。最終入場閉館30分前
火曜定休

Mitsubishi Ichigokan Museum, Tokyo
Marunouchi 2-6-2 Chiyoda-ku Tokyo 03-5777-8600 (information)
10:00-18:00 (* Every Fri, the second Wed, and during the last week the exhibit will stay

The Idemitsu Art Museum`s exhibition centers
on Japanese paintings and calligraphy, and
East Asian ceramics, The collection leads with
a special exhibition of Georges Rouault s
works, and also features a room complete with
ceramic fragments from around Asia and
the Middle and Near East. Special thematic
exhibitions are held 5-6 times a year.

出光美術館
東京都千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル９階 03-5777-8600（ハローダイヤル）
10:00-17:00（※会期中の毎週金は19:00まで。最終入館閉館30分前） 月曜定休

Idemitsu Museum of Arts
Teigeki building 9th ﬂoor Marunouchi 3-1-1 Chiyoda-ku Tokyo

03-5777-8600 (information) 10:00-17:00 (* Every Friday for the exhibition
period until 19:00, with admittance allowed up to 30 minutes prior to closing)
Closed on Mondays.

open until 21:00, with admittance allowed up to 30 minutes prior to closing)

World Art Tokyo at
ザ・ペニンシュラ東京

A

Exhibition closed on Tuesdays

▲

Mery go round N°2
collage 100 x 70 cm 2019.
in collaboration with Arina Endo

Find art on Nakadori!
Two works of art on display
at The Peninsula Tokyo.

丸の内の街でアートに触れ、訪れることで心が豊かになることを目
的に、駐日大使が選ぶ各国の新進気鋭アーティストによる国際展
とザ・ペニンシュラ東京がコラボレーション。
「World Art Tokyo」
イタリア人アーティストジャンルカ・マルジェーリの作品を間近に見
ることができる貴重な機会に。
The international exhibit, based on the recommendations of
cutting-edge artists from around the world by Ambassadors to
Japan, World Art Tokyo has joined in collaboration with The
Peninsula Tokyo to bring art to the streets of Marunouchi, giving
you a face-to-face encounter with soul-enriching art pieces. This
is a precious opportunity to see Italian Artist Gianluca Margeri s
artworks up close.

Illuminating lights at night two days only,
from Thursday, March 7 to Friday, March 8!

「丸の内イルミネーション」※予定
3/7（木）-8（金） 17:30-24:00

点灯エリア／二重橋ビル前〜ザ・ペニンシュラ東京前

Marunochi Illumination

*Planned

Thu, March 7th to Fri, March 8th 17:30-24:00
Lighted area /Nijubashi Building and
The Peninsula Tokyo
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アートフェア東京2019の開催を期して、
「日本夜景遺産」
２日間限定で2016年度
として認定されたイルミネーションを復活
させる。個性的かつ魅力的な通りを彩る
煌めく光が、
冬の終わりを感じさせてくれる
と同時に春への期待も高めてくれるはず。
The 2016 illumination display
designated as a a night view
inheritance of Japan will be revived for
a two-day period in anticipation of Art
Fair Tokyo 2019. The sparkling lights
which color the unique and charming
avenue harken the end of winter, and
heighten expectations for spring.

▲Expelled from paradise, n°
8 -2015

Art Basel 46 copper, soldering
258 x 70 x 70 cm
in collaboration with Arina Endo

ザ・ペニンシュラ東京

▲

I

3/7
（木）
・8
（金）
の２日間限定！
ナイトイルミネーションが点灯

東京都千代田区有楽町1-8-1

03-6270-2888

The Peninsula Tokyo
Yurakucho 1-8-1
Chiyoda-ku Tokyo
03-6270-2888

ジャンルカ・マルジェーリ
ベルリン、
東京在住。
イタリアをはじめフ
1974年イタリア生まれ。
ランスでの展覧会をはじめ、
ヴェネツィア・ビエンナーレと連携
したグループ展
「Edge of Chaos」
に参加するなど世界中で活躍。

Gianluca Margeri

Born in Italy in 1974, and currently living in Berlin and
Tokyo. Margeri has been active worldwide, having
participated in the group exhibition, Edge of Chaos in partnership with
the Biennale di Venezia, as well as other exhibitions in Italy and France.

M

東京の街で丸１日アートを楽しんだら、東京ならではの景色や世界各国の美味しい料理に舌鼓を。
上質なバーから、気軽に楽しめるバル、料理自慢のレストランまで。
丸の内なら、希望を叶える店が見つかるはず。

O

If you enjoyed spending the day admiring art in the avenues of Tokyo,
you ll love taking in Tokyo s renowned night views while dining
on one of the city s many mouth-watering international cuisines.

N

Enjoy select foods and cigars,
along with drinks in baccarat glasses
深く純粋な透明感と輝きで、
世界中の人々を魅了している
「バカラ」のバー。
クリスタル
のグラスに注がれたドリンク
は味はもちろん、美しい見た
目にも注目したい。

印象的なアートを眺めながら上質なティータイムを

Enjoy a relaxing tea time at the signature Peninsula Lobby
with inspirational design and artwork.

B bar created by the French crystal brand Baccarat attracts people from
all around the world. You can enjoy not only the taste of drinks poured
in Baccarat glasses, but also the sophisticated and luxurious space.

B bar Marunouchi

B bar Marunouchi

03-5223-8871

Kokusai Bldg. B1
Marunouchi 3-1-1 Chiyoda-ku Tokyo
16:00-28:00
Closed Sundays and Holidays

東京都千代田区丸の内3-1-1
国際ビル B１階
16:00-28:00／日・祝定休

二重橋スクエア

2F

Nijubashi Square

Morton s The Steakhouse Marunouchi
アメリカン・ステーキハウス／夜：17:00-23：30（LO22:30）

03-6270-3900

ザ・ロビー

YAUMAY

The Lobby

ザ・ペニンシュラ東京 １階 03-6270-2888
The Peninsula Tokyo 1st Floor 03-6270-2888
【Breakfast】6:30-11:00 /【Lunch】11:30-14:30
【ブレックファスト】6:30-11:00 【ランチ】11:30-14:30
【
Afternoon Tea】13:00-21:00 /【Dinner】18:00-22:00
13:00-21:00
【アフタヌーンティー】
18:00-22:00
【Cocktail time】22:00-23:00 (Sun-Thu)
【ディナー】
22:00-23:00（日-木）
・22:00-24:00（金・土） 22:00-24:00 (Fri and Sat)
【カクテルタイム】

千本格子や竹のオブジェ、
西陣織など、
日本の伝統的なアートが凝縮された
ザ・ペニンシュラ東京のロビーでは、
朝食からカクテルタイムまで一日中上質
な時間が過ごせる。
また13:00-21:00まで楽しめるアフタヌーンティーは、
季節ごとにメニューが変わり、見た目も華やかで人気。

Designed with wooden lattices echoing the senbongoshi of
Kyoto and with a dramatic Bamboo sculpture installation, The
Lobby at The Peninsula Tokyo serves a selection of international cuisine all day. The iconic Afternoon Tea is available
from 1:00 pm to 9:00 pm serving an assortment of sweets and
savory treats.

B

ホテル最上階、東京ならではのビューと調和する世界で大人な時間を過ごす
Indulge in enticing selection of vintage and classic concoctions
while taking in the panoramic views of Tokyo.

DIMSUM（点心）
レストラン／夜：17:00-23:00
（LO22:30）03-6269-9818

新東京ビル Shin-Tokyo Bldg.

1F

★ブラッスリーオザミ
フレンチ・ブラッスリー／11:30-23:30（フードLO22:00）土11:00-23:30
（フードLO22:00）
、
日・祝11:00-23:00（フードLO21:30） 03-6212-1566

新有楽町ビル Shin-Yurakucho Bldg.

1F

6th by ORIENTAL HOTEL
イタリアン／夜：17:30-22:00（LO）、
日・祝18:00-21:30（LO）
03-6212-6066

トキア Tokia

B1F

1F

人人人 REN REN REN 中国料理レストラン＆バー
11:00-28:00（昼LO15:30 / 夜LO22:00 / バーLO27:00）
日祝11:00-23:00（昼LO15:30 / 夜LO22:00） 03-5252-7361

P.C.M. Pub Cardinal Marunouchi

バー＆ラウンジ

日・祝17:00-23:00（LO22:00）
夜：17:00-28:00（LO27:30）、

03-5222-1251

2F

MUCHO-MODERN MEXICANO-

モダンメキシコ料理

11:00-26:00（LO25:30）、
日・祝11:00-23:00（LO22:00）
03-5218-2791

ブリックスクエア Bricks Fair

3F

Baru＆Bistro ＊ musiQ mood board
バール＆ビストロ＊ミュージック／夜：17:00-23:00（フードLO22:00
ドリンクLO22:30）
、
金17:00-26:00（グランドフードLO23:00 / バーフード
LO25:00 / ドリンクLO25:30） 03-6269-9351

銀座 十時 丸の内店
マジックバー／夜：17:00-24:00（LO23:30）、
木・土17:00-25:00
（LO24:30）
、
金17:00-26:00（LO25:30） 03-6269-9110

アンセンブル バイ マイ ハンブル ハウス
エスニック・パブラウンジ／夜：17:00-23:00
（LO22:00）
、
金17:00-26:00
（LO25:00）
、
日・祝17:00-22:00（LO21:00） 03-5220-1923

丸の内仲通りビル Marunouchi Nakadori Bldg.

1F
新丸ビル

5F

GARB 東京
レストラン／11:00-24:00、
土・日・祝11:00-23:00 03-5220-0440

Shinmaru Bldg.
Franz Club
ドイツビアバー＆レストラン／夜：17:00-28:00（LO27:00）
日・祝17:00-23:00（LO22:00）※祝前日の日曜は28:00まで

専用エレベーターで最上階までアクセスするザ・ペニンシュラ東京のPeterバー。
パープルとメタリックを基調としたグラマラスな空間で、カバーチャージも
なく気軽に、受賞歴のあるバーテンダー達が作るオリジナルのカクテルなど
を楽しめる。

Take the dedicated elevator to Peter: The Bar located on the
hotel s top ﬂoor. etallic and purple tones color this lamorous
space where guests can enjoy original cocktails crafted by
award-winning bartenders without a cover charge.

Peterバー
ザ・ペニンシュラ東京 24階 03-6270-2888
・12:00-25:00（金・土）
12:00-24:00（日-木）

03-5224-8678

7F

東京和食 文史郎
和食酒場／月〜木・土 11:00-26:00（フードLO25:00 ドリンクLO25:30）
金・祝前日 11:00-28:00（フードLO27:00 ドリンクLO27:30）
日・祝 11:00-23:00
（フードLO22:00 ドリンクLO22:30） 03-5220-2351

Peter : The Bar

MUS MUS

The Peninsula Tokyo 24th Floor 03-6270-2888
12:00-24:00 (Sundays and Thursdays)
12:00-25:00 (Fridays and Saturdays)

無国籍料理／11:00-28:00（フードLO27:00 ドリンクLO27:30）、
日・祝
11:00-23:00（フードLO22:00 ドリンクLO22:30） 03-5218-5200
★マークの店舗はご注文時に本誌提示で限定特典あり。
詳細は店舗へお問い合わせください。
※全店昼間の営業も行なっております
（B bar Marunouchiを除く）。詳しくはWEBで。

https://www.marunouchi.com/
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■三越銀座

Ginza Mitsukoshi

SHISEIDO GALLEY ■
Ginza SIX

アートフェア東京 2019
特別協力美術館＆パートナー
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Ginza Maison Hermès
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POLAミュージアムアネックス
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The Peninsula Tokyo AFT

craft

antique

美術館 & アートスペース

Art Fair Tokyo2019 Venue Tokyo International Forum

ザ・ペニンシュラ東京

工芸

古美術

contemporary

6

Kayabacho

3

東京国際フォーラム

Idemitsu Museum
of Arts
AFT

現代

modern

4

Art Fair Tokyo
2019会場

出光美術館

近代

sa

Tokyo

e

Nijubashimae

■銀座、東京エリア■ Ginza, Tokyo area

Suitengumae

aku

TOKYO STATION GALLERY

Lin
e

Nihonbashi

東京ステーションギャラリー

As

【広域

【広域】
①浦上蒼穹堂 ②春風洞画廊 ③ギャラリーこちゅうきょ ④前坂晴天堂 ⑤去来 ⑥Gallery Suchi ⑦木之庄企畫 ⑧日動コンテンポラリーアート ⑨FUMA Contemporary Tokyo | 文京
アート ⑩万画廊 ⑪ギャラリーオリム ⑫メグミオギタギャラリー ⑬靖山画廊 ⑭ワダファインアーツ・ワイプラスプラス ⑮Gallery Art Composition ⑯いつき美術画廊
【1〜4丁目】
⑰井上オリエンタルアート ⑱ギャラリー戸村 ⑲ギャラリー麟 ⑳オリエント考古美術・太陽 ㉑四季彩舎 ㉒繭山龍泉堂 ㉓古美術 奈々八 ㉔京橋画廊 ㉕彩鳳堂画廊 ㉖ギャラリー椿
㉗加島美術 ㉘ギャルリー東京ユマニテ ㉙ギャラリーなつか ㉚大聖寺屋 ㉛ギャラリーセラー ㉜宝満堂 ㉝中長小西 ㉞鈴木美術画廊 ㉟古美術 祥雲 ㊱ギャラリー小柳 ㊲銀座一穂堂
㊳渡邊三方堂 ㊴NUKAGA GALLERY ㊵ギャルリー サン・ギョーム
【5〜8丁目】㊶日動画廊 ㊷銀座柳画廊 ㊸思文閣 ㊹至峰堂画廊 ㊺瞬生画廊 ㊻ガレリア・グラフィカ ㊼Artglorieux GALLERY OF TOKYO ㊽THE CLUB ㊾村越画廊 ㊿秋華洞
永善堂
画廊
古美術宮下
泰明画廊
ギャルリーためなが
SH ART PROJECT
ギャラリー広田美術
たけだ美術
東京画廊＋BTAP
【wide area】①URAGAMI SOKYU-DO ② SHUNPUDO GALLERY ③ GALLERY KOCHUKYO ④ MAESAKA SEITENDO ⑤ Kyorai ⑥ Gallery Suchi ⑦ KINOSHOKIKAKU
⑧ nca | nichido contemporary art ⑨ FUMA Contemporary Tokyo | BUNKYO ART ⑩ YOROZU GALLERY ⑪ gallery OLYM ⑫ MEGUMI OGITA GALLERY ⑬ Gallery SEIZAN
⑭Wada Fine Arts & Y++ ⑮Gallery Art Composition ⑯ITSUKI ART GALLERY
【1〜4chome】⑰T. EDO INOUYE & SON oriental art ⑱Gallery Tomura ⑲GALLERY RIN ⑳Ancient Art Taiyo Ltd. ㉑SHIKISAISHA ㉒MAYUYAMA & CO., LTD. ㉓NANAYA
㉔kyobashi-gallery ㉕ SAIHODO GALLERY ㉖ GALLERY TSUBAKI ㉗ Kashima Arts ㉘ Galerie Tokyo Humanité ㉙ GALLERY NATSUKA ㉚ Daishojiya.co.,ltd ㉛ GALLERY
CELLAR ㉜ Houmando ㉝NAKACHO KONISHI ARTS ㉞SUZUKI ART GALLERY ㉟Shouun Oriental Art ㊱Gallery Koyanagi ㊲Ginza Ippodo Gallery ㊳Watanabe-Sanpodo
㊴NUKAGA GALLERY ㊵GALERIE SAINT GUILLAUME
【5〜8chome】
㊶galerie nichido ㊷Ginza Yanagi Gallery ㊸SHIBUNKAKU ㊹SHIHODO GALLERY ㊺Shunsei Gallery ㊻ alleria raﬁca ㊼Artglorieux GALLERY OF TOKYO
㊽THE CLUB ㊾Gallery Murakoshi ㊿SHUKADO
Gallery EIZENDO
Kobijutsu Miyashita
TAIMEI GALLERY
Galerie Taménaga
SH ART PROJECT
Gallery Hirota

Fine Art

Takeda Art Co.

TOKYO GALLERY + BTAP

PICK UP GALLERIES
THE CLUB

03-3575-5605／定休日はGINZA SIXに準ずる
11:00-19:00
丁寧なキュレーションのもと、日本では目にする機会の
少ないコンテンポラリーアーティストを中心に展示を
行う。それぞれが持つ審美眼によって数あるアート作品
の中から自分色のアートを見つける楽しさを味わって。

THE CLUB

03-3575-5605 / Same as GINZA SIX / 11:00-19:00
This exhibition is carefully curated to showcase
contemporary artists whose works are rarely seen
in Japan. mmerse in the pleasure of ﬁndin the
art of your heart from among the limited number
of works presented which are sure to satisfy all
aesthetic tastes.

▲Taisuke Fujiwara
iew of saka city 2018
Japanese paper, oil, acrylic,
goldleaf on panel
273×273mm

井上オリエンタルアート
03-6263-0727／日・祝休
11:00-18:00

ガレリア・グラフィカ
03-5550-1335／日・祝休
11:00-19:00

日本・中国・朝鮮など東洋古陶磁を中心に、日常を豊かに彩る古美
術作品を紹介している。古美術の枠だけにとどまらない、普遍的
な美しさが探求された作品の数々は単なる 物 以上の価値を与
えてくれる。

1970年の開廊以来、現代作家の個展開催はもちろん、オールド

T.EDO INOUYE & SON ORIENTAL ART

03-5550-1335 / Closed on Sundays and public holidays
11:00-19:00

03-6263-0727 / Closed on Sundays and public holidays
11:00-18:00
Featuring a range of antique artworks, in particular
oriental ceramics from Japan, China, and Korea, which
have enriched daily lives. Each of these items seeks the
sort of universal beauty that breaks the barrier of ancient
art and transcends its facial value as a mere "object".

マスターを含む国内外の近現代作品も取り扱う。
海外のアート
フェアにも積極的に出展しているため、
多彩な作品に出会える。

alleria

raﬁca Tokio

The gallery has been featuring modern arts from both
Japan and overseas, including those by Old Master, in
addition to solo exhibitions of various contemporary
artists ever since its opening in 1970. Reaches out to
artworks of varied styles by way of actively participation
in international art fairs.

繭山龍泉堂
03-3561-5146／日・祝休／10:00-18:00

1905年創業、110年余という歴史を持つ中国古陶磁専門ギャ
ラリー。
東洋古美術の老舗として揺るぎない地位を持っている。
作品のみならず、大正９年竣工当時の面影を残す建物も一見の
価値あり。

MAYUYAMA & CO., LTD.

03-3561-5146 / Closed on Sundays and public holidays
10:00-18:00
Established in 1905, it is a gallery specializing in Chinese
ceramics with a history of more than 110 years. Boasts
an unquestionable status as the long-established dealer
of oriental ancient art. Apart from its art collection, the
gallery building itself, which was completed in 1920, is
a work worthy a look for its reminiscence of the era.

▲

Shogo Mima Bread 2018
Oil on canvas 90.9×90.9cm

日動画廊
03-3571-2553／日休／月〜金10:00-19:00、土・祝11:00-18:00
日本で最も歴史ある洋画商として油彩・彫刻・版画を主に数百名の作家を取
り扱う。作品のみならず、豊富な資料の蓄積をベールにしたカタログや大型
画集の出版も行う。若手作家育成をはじめアート界に幅広く貢献している。

galerie nichido

03-3571-2553 / Closed on Sundays / Monday to Friday,
10:00-19:00 / Sat and public holiday,11:00-18:00
As the oldest Western art dealer in Japan, we feature oil paintings,
sculptures, and prints of hundreds of artists. Besides artwork, the
gallery also publishes catalogs and large-volume books of
paintings based on its vast collection of other materials.
Contributes widely to the art world, including the nurturing of
young artists.
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近代

■上野、神田、市ヶ谷エリア■ Ueno, Kanda, Ichigaya area

現代

modern

美術館 & アートスペース

工芸

古美術

contemporary

antique

art museums and art spaces

craft

Sendagi

AFT

アートフェア東京 2019
特別協力美術館＆パートナー

Art Fair Tokyo2019
Special Support Museum
&Partner
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東京ステーションギャラリー
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① SCAI THE BATHHOUSE ② Gallery 花影抄 ③みんなのギャラリー ④ WAITINGROOM ⑤ Takashi Somemiya Gallery ⑥ Maki Fine Arts ⑦丸栄堂 ⑧ Gallery KIDO Press
⑨ ex-chamber museum ⑩ Gallery Irritum ⑪ナップギャラリー ⑫ Gallery OUT of PLACE ⑬ eitoeiko ⑭ミヅマアートギャラリー ⑮ GALLERY 小暮 ⑯ KOMIYAMA TOKYO
⑰ボヘミアンズ・ギルド ⑱KOKI ARTS ⑲gallery UG ⑳アートギャラリー アンド・レジオン ㉑成山画廊 ㉒靖雅堂 夏目美術店 ㉓JINEN GALLERY ㉔株式会社かみ屋 ㉕三溪洞 ㉖タグチ
ファインアート ㉗三越 ㉘椿近代画廊 ㉙水戸忠交易
①SCAI THE BATHHOUSE ②Gallery Hanakagesho ③Minnano Gallery ④WAITINGROOM ⑤Takashi Somemiya Gallery ⑥Maki Fine Arts ⑦MARUEIDO ⑧Gallery KIDO Press
⑨ ex-chamber museum ⑩ Gallery Irritum ⑪ nap gallery ⑫ Gallery OUT of PLACE ⑬ eitoeiko ⑭ MIZUMA ART GALLERY ⑮ GALLERY KOGURE ⑯ KOMIYAMA TOKYO
⑰Bohemian's Guild ⑱KOKI ARTS ⑲gallery UG ⑳art gallery & Legion ㉑Gallery Naruyama ㉒Gallery Natsume ㉓JINEN GALLERY ㉔KAMIYA ART ㉕SANKEIDO Ltd.
㉖Taguchi Fine Art ㉗MITSUKOSHI ㉘TSUBAKI-KINDAI Gallery ㉙MITOCHU KOEKI COMPANY

PICK UP GALLERIES
▲

Saya OKUBO nothing (man) 2018
oil on acrylic on canvas panel 80.3× 65.2×4.2cm

▲

Okamoto Mitsuhiro Dozaemon 2017
Mixedmedia 129.3×89.4×40cm

eitoeiko

WAITINGROOM

03-6873-3830／月・日・祝休
12:00-19:00

03-6304-1877／月・火・祝休／12:00-19:00
（日曜は〜17:00）
さまざまなメディアを横断しながら表現する最
新鋭のコンテンポラリーアートを紹介。世界を
独自の視点で観察し、作品を通じて新しいアイ
デアやコンセプトを多角的に表現する若手作家
の作品が揃う。

現代に対する深い洞察と幅広い視野を持
つ、国内外の現代美術作家と協働し、神楽
坂のギャラリーをはじめ、日本国内及び
海外の美術館、ギャラリー、パブリックス
ペースで作品を発表している。

eitoeiko

WAITINGROOM

Gifted with deep insight and wide-ranging perspectives, the gallery has collaborated with
both home-grown and overseas modern artists and published work, not only at
Kagurazaka, but also in museums, galleries, and public spaces both in Japan and around
the globe.

Features the latest contemporary art found across the various forms of media. Introduces
works by up-and-coming artists who see the world with unique eyes, and represent new
ideas and concepts throu h diversiﬁed artistic e pressions.

03-6873-3830 / Closed on Mondays, Sundays, and public holidays / 12:00-19:00
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03-6304-1877 / Closed on Mondays, Tuesdays, and public holidays
12:00-19:00 (Closes at 17:00 on Sundays)

■新宿、中野、杉並エリア■ Shinjuku, Nakano, Suginami area

PICK UP GALLERIES

8

MOT

Mejiro

Numabukuro
MOT

MOT

MOT

Araiyakushi-Mae

ケンジタキギャラリー
03-3571-2553／月・日・祝休／12:00-19:00

Edogawa
bashi

Takadanobaba
MOT

Fuk
uto

2

shin
Line

Ochiai-minami-nagasaki

MOT

Seibu Shinjuku Line

塩田千春「存在の状態」鉄枠、糸 66×42×21cm
Chiharu Shiota The Condition of Existence ,
iron frame, string 66×42×21cm, ©Chiharu Shiotta
Courtesy of Kenji Taki Gallery

▲

1

1994年、名古屋にて開廊、1998年より東京にも

スペースを持ち、現代美術作家の新作個展を
中心に展開。取り扱い作家は、塩田千春、ヴォ
ルガング・ライプ、横山奈美など。

420
MOT

Kagurazaka
Nakano

Asagaya

Shin-Koenji

Marunouchi Line

Oedo Line

Minami-asagaya

3

427

5

4
Shinjuku

7

Shinjuku-sanchome

03-5927-9859／月・火・祝休
11:00-19:00

■新宿御苑

Yoyogi

9

Shinjuku Gyoen
National Garden 6

美術を取り巻く人々、制度や行い、言葉や
金銭などがさまざまな状況を乗り越え、つ
ながりを紡いでいくための原理を見出し
たいという思いが込められた「 TALION 」
という言葉を冠するギャラリー。

Kita-Sando

Hatsudai

▲小泉圭理「うつわ」2018
TALION GALLERYでの展示風景

古美術

contemporary

TALION GALLERY

Minami-Shinjuku

Honancho

現代

Founded in Nagoya in 1994 and expanded to Tokyo since 1998, the
gallery has been featuring solo exhibitions of new works done by
contemporary artists. Working with names such as Chiharu Shiota,
Wolfgang Laib, and Nami Yokoyama.

Higashi-Shinjuku

8

KENJI TAKI GALLERY

03-3378-6051 / Closed on Mondays, Sundays, and public holidays
12:00-19:00

Higashi-Nakano

撮影：木奥恵三

antique

TALION GALLERY

Keisuke Koizumi Container 2018
Scene of exhibition
at TALION GALLERY
Photo: Keizo Kioku

①嘉多加古 ②TALION GALLERY ③香染美術 ④KEN NAKAHASHI ⑤ユミコチバアソシエイツ
⑥提物屋 SAGEMONOYA ⑦ケンジタキギャラリー ⑧HAGIWARA PROJECTS ⑨鳩ノ森美術
①KATAKAGO ②TALION GALLERY ③Gallery Kouzome Bijutsu ④KEN NAKAHASHI ⑤Yumiko Chiba Associates
⑥SAGEMONOYA ⑦KENJI TAKI GALLERY ⑧HAGIWARA PROJECTS ⑨HATONOMORI ART

03-5927-9859 / Closed on Mondays,
Tuesdays, and public holidays
11:00-19:00

The gallery is named "TALION" to underline its determination in
seeking out the fundamental truth of art beyond intervention by
stakeholders, systems, languages, or money.

■清澄白河エリア■ Kiyosumi-shirakawa area

Kiyosumi-Shirakawa

1

Hanzomon Line

現代

contemporary

美術館 & アートスペース

AFT

art museums and art spaces

アートフェア東京 2019
特別協力美術館＆パートナー

Art Fair Tokyo2019
Special Support Museum
&Partner

①サトコオオエコンテンポラリー ②アルマスギャラリー
③無人島プロダクション ④アンドーギャラリー

2

①Satoko Oe Contemporary ②HARMAS GALLERY
③MUJIN-TO Production ④ANDO GALLERY

3
■清澄公園
東京都現代美術館

清澄庭園■

The Museum of
Contemporary
Art Tokyo

PICK UP GALLERIES
Solaya NAGAI metaraction #17-1 2017 barbie,
acrylic seat 34×8.5×7cm

do

Lin

e

Kiyosumi Garden

AFT

▲

Kiyosumi Park

アルマスギャラリー
03-3642-5660／月〜木休／12:00-19:00

Oe

4
木場公園■

フランス語の方言で
「荒れ地」
を意味する
「アル
マス」
という名前をもつ、
一軒家の一階をリノ
ベーションしたギャラリー。20代から30代の
美術に対して真摯に挑む作家を中心に紹介し
ている。

Kiba Park

▲

Sachiko Kazama Baron Kindai Goshu Maro in Iwo Jima
2016 woodcut print (panel, Japanese paper, oil ink)

無人島プロダクション
03-6458-8225／月・祝休／火〜金12:00-20:00、土 11:00-19:00／日 11:00-18:00

HARMAS GALLERY

社会に対し独自の視点や様々な表現スタイルを持つ作家のマネジメントを中心
に、
規制の多い世の中において、
自由な表現を行う場の確保を念頭にギャラリー運
営を展開。
ギャラリー以外での展覧会の企画をはじめDVDや書籍など様々なプロ
ダクトの制作や発行にも力を入れている。

The French world harmas , meaning wasteland was used to name
the Harmas Gallery. The 1st ﬂoor of this house was renovated and
made into a gallery which introduces artists mainly in their 20s to 30s
and displays artworks as well as craft works.

03-3642-5660 / Closed on Mon to Thu / 12:00-19:00

MUJIN-TO Production

▲

Ken Nakazawa

03-6458-8225 / Closed on Mon and National Holidays / Tue to Fri, 12:00-20:00 / Sat. 11:00-19:00 / Sun. 11:00-18:00
The mana ement ofﬁce of the
J N T Production allery promotes artists who have uni ue views and ways ■
of expressing their feelings about society. The gallery aims to provides a space where art can be free from
木場公園都市
re ulations. The ofﬁce also produces
s and books, as well as plannin e hibition events.

アンドーギャラリー
03-5620-2165／日・月・祝休／11:00-19:00

緑化植物園

清澄白河の東京都現代美術館からほど近い地
に開廊。蔦の絡まる古い倉庫を改装したギャ
ラリースペースは、
作品と静かに向かい合える
空間となっている。絵画・彫刻・インスタレー
ション・写真など、国内外の若手現代美術作家
の作品を中心に紹介し、新しい時代のアート
とは何か、作家とともに模索し発信している。

文
門前仲町

■
サトコオオエコンテンポラリー
富岡八幡宮

03-5809-9517／日・月・祝休／12:00-19:00

2016年２月に新設された現代美術を扱うギャラリー。通りからも中の様子がうかが
えるよう、
ガラス張りのギャラリーは街や社会の人々の記憶に残る空間として存在し
ている。
代表である大柄聡子と同世代である1970〜1980年代生まれの作家による作
品を主に紹介している。

東西

線

Satoko Oe Contemporary

03-5809-9517 / Closed on Sun, Mon and National Holidays / 12:00-19:00
The Satoko Oe Contemporary Gallery opened in February 2016. It features a glass wall, so that people walking
木場
outside can view and enjoy the inside. It was built as a memorable space for local society to enjoy. Artists who
were born in between 1970 and 1980, such as Satoko Oe are featured.

our sided ﬁ ures 2018 Steel

ANDO GALLERY

03-5620-2165 / Closed on Sun, Mon and National Holidays
11:00-19:00
Ando Gallery opened in Kiyosumi-shirakawa near the Museum of
Contemporary Art, Tokyo. Through project exhibitions and
publications, Ando Gallery features emerging young artists as well as
established contemporary artists from Japan and abroad, seeks and
disseminates what is art for new generation with them.
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■ 渋谷、青山、六 本木エリア■ Shibuya, Aoyama, Roppongi area

Sendagaya

Shinanomachi

Kokuritsu-kyogijo
Kita-sando

Hotel New Otani
■

2
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ine

Yoyogi Park

ホテルニューオータニ

Akasaka-mitsuke
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■代々木公園
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迎賓館■

Akasaka Palace
State Guest House
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ワタリウム美術館

iy

Watari-Um Museum
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Gaiemmae
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Meiji-jingumae
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AFT2019サテライト会場

6

7

AFT

Espace
Omote-sando
Louis Vuitton Tokyo

8 9

Toguri Museum
of Art

13
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AFT

国立新美術館
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AFT
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森美術館
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Mori Art Museum

Shibuya

Shinsen

24

complex665

Nezu Museum

36 37

Ino

20
17 18 19 Roppongi

根津美術館

14
Ke

AFT

The National
Art Center,Tokyo

11

19

住友不動産六本木
グランドタワー駅前広場

AFT2019 Satellite Venue
Sumitomo Fudosan
Suntory Museum of Art AFT
Roppongi Grand Tower
Station Square AFT
Nogizaka
サントリー美術館

エスパス
ルイ・ヴィトン東京

戸栗美術館
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Hibiya Line
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Daikanyama
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■世田谷公園

SetagayaPark

36

Nakameguro
Shirokane-Takanawa

37

庭園美術館

Tokyo Metropolitan
Teien Art Museum

Yutenji

312

近代

modern

現代

contemporary

古美術

antique

工芸

craft

美術館 & アートスペース

art museums and art spaces

AFT

Meguro

アートフェア東京 2019
特別協力美術館＆パートナー

Art Fair Tokyo2019
Special Support Museum
&Partner

①水戸忠交易 ②Gallery 38 ③GALLERY TARGET ④MAHO KUBOTA GALLERY ⑤画廊くにまつ青山 ⑥MASAHIRO MAKI GALLERY ⑦アイランド ⑧hpgrp GALLERY TOKYO
⑨利菴アーツコレクション ⑩サテライツ・アート・ラボ ⑪アルテクラシカ by 石黒ギャラリー ⑫西武・そごう ⑬しぶや黒田陶苑 ⑭新生堂 ⑮ギャラリー玉英 ⑯ SNOW Contemporary
⑰タカ・イシイギャラリー ⑱シュウゴアーツ ⑲小山登美夫ギャラリー ⑳ GALLERY SIDE 2 ㉑ペロタン ㉒ Yutaka Kikutake Gallery ㉓ London Gallery ㉔タカ・イシイギャラリー
フォトグラフィー/フィルム ㉕清アートスペース ㉖8/ART GALLERY/TOMIO KOYAMA GALLERY ㉗NANZUKA ㉘小西大閑堂 ㉙エモン・フォトギャラリー ㉚104GALERIE ㉛ロムドシン
㉜MISA SHIN GALLERY ㉝ギャラリードゥポワソン ㉞MEM ㉟MA2 GALLERY ㊱児玉画廊 ㊲青山目黒
①MITOCHU KOEKI COMPANY ②Gallery 38 ③GALLERY TARGET ④MAHO KUBOTA GALLERY ⑤gallery KUNIMATSU aoyama ⑥MASAHIRO MAKI GALLERY ⑦island JAPAN
⑧hpgrp GALLERY TOKYO ⑨LYAN ARTS' COLLECTION ⑩Satelites ART LAB ⑪arte classica by Ishiguro Gallery ⑫SEIBU・SOGO ⑬Shibuya Kurodatoen ⑭SHINSEIDO
⑮GALLERY GYOKUEI ⑯SNOW Contemporary ⑰Taka Ishii Gallery ⑱ShugoArts ⑲Tomio Koyama Gallery ⑳GALLERY SIDE 2 ㉑PERROTIN ㉒Yutaka Kikutake Gallery
㉓ London Gallery ㉔ Taka Ishii Gallery Photography / Film ㉕ KIYOSHI ART SPACE ㉖ 8 /ART GALLERY/TOMIO KOYAMA GALLERY ㉗ NANZUKA ㉘ KONISHI TAIKANDO
㉙ EMON Photo Gallery ㉚ 104 GALERIE ㉛ L'HOMME DE CHINE ㉜ MISA SHIN GALLERY ㉝ gallery deux poissons ㉞ MEM INC. ㉟ MA 2 Gallery
㊱Kodama Gallery ㊲AOYAMA MEGURO
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■ 三軒 茶屋、都 立大学 、自由が 丘エリア ■ Sangen-jaya, Toritsudaigaku, Jiyugaoka area
現代

contemporary

1

modern

古美術

antique

工芸

craft

①Gallery Togeisha ②clinic ③ギャラリー・セントアイヴス

④ギャラリーアンザイ

⑤みぞえ画廊

①Gallery Togeisha ②clinic ③GALLERY ST. IVES ④GALLERY ANZAI ⑤MIZOE ART GALLERY

2
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Sangen-jaya

近代

PICK UP GALLERIES

Komazawa-daigaku
文

416

Lin

e

■駒沢公園

104GALERIE

ko

Komazawa Park

oy
o

03-6303-0956

yu
T

不定休／12:00-20:00
目 黒 川 を 望 む ギ ャ ラ リ ー 。国 内 作 家 を
はじめ、海外アーティストの日本国内初
個展を開催するなど、
さまざまなアーティ
ストを紹介。

To
k

3

文

Toritsudaigaku

4

104GALERIE

426

文

03-6303-0956
No regular closing days
12:00-20:00

文

The gallery overlooks the Meguro
River. Introduces a wide variety of
artists, including Japanese artists and
overseas artists holdin their ﬁrst
solo exhibition in Japan.

Jiyugaoka

◀伊庭靖子「Untitled 2017-02」 2017年
Photo: 木奥恵三
Yasuko Iba「Untitled 2017-02」 2017

4

Photo: Keizo Kioku

Den-en-chofu

MISA SHIN GALLERY
03-6450-2334
月・日・祝休

12:00-19:00
国内外のすぐれたアーティストによる
世 代 や ジ ャ ン ル 、さ ら に は 政 治 的
観念を超える質の高い展覧会の開催を
通じ、アートが社会と関わる可能性
を提示している。

MISA SHIN GALLERY

03-6450-2334
Closed on Mondays, Sundays,
and public holidays
12:00-19:00
The gallery hopes to heighten
the connection between art and
society by showcasing works of
the ﬁnest uality by both
Japanese and overseas artists
beyond age, genre, and political
philosophy.

NANZUKA

03-3400-0075／月・日・祝休／11:00-19:00

03-3400-0075 / Closed on Mondays, Sundays,and public holidays / 11:00-19:00
allery that introduces numerous forms of ﬁne arts such as raphics, which
is most ﬁttin for Shibuya, an area best known for leadin fashion trends.
Easily accessible, not only to stakeholders and collectors, but also people who
may not have been familiar with Art Market.

Meissen Mandarin Duck by Max Esser
1924-34
Porcelain 38×20×17cm

▲

NANZUKA

▲

最新のファッションも揃う渋谷という街にふさわしい、グラフィックなどファインア
ートも多数紹介するギャラリー。アクセスの良さから美術関係者やコレクターだけで
なく、
アートマーケットと縁遠かった人も気軽に足を運ぶことができる。

Meissen Chinoiserie Tea Pot
1725-27
Porcelain 11.5×16.5×11cm

ロムドシン
03-3463-4730／日・祝休／11:00-19:00

1990年に創業された、日本で有数の西洋骨董陶磁器専門店。
時代を超えて愛され続けている西洋陶磁器の美しさは、
繊細な
技術による賜物。鑑賞用として楽しむのはもちろん、実際に
使用することでより深くその魅力が堪能できるはず。

L HOMME DE CHINE

03-3463-4730 / Closed on Sundays and public
holidays / 11:00-19:00
Founded in 1990, it is one of the leading Western
antique ceramics dealers in Japan. Loved throughout
the ages, the beauty of its Western ceramic works are
a gift of truly delicate skills. Apart from being pleasing
to the eyes, its collection radiates an even deeper
charm when used.
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■天王洲エリア■ Tennoz area

AFT2019サテライト会場

AFT 寺田倉庫T-ART HALL

ANOMALY

03-6433-2988／日・月・祝休／火〜木、土11:00-18:00、金11:00-20:00

Tenno

2018年10月、天王洲の現代美術ギャラリー「URANO」と「山本現代」、アーティスト
マネージメントなどを行う
「ハシモトアートオフィス」
が合併し新ギャラリーとして
誕生。
大小の空間、
オフィスやラウンジなどを有し、
展覧会以外にも様々な取り組み
が行われる。

AFT2019 Satellite Venue
Warehouse TERRADA T-ART HALL

1 2 3 4
5 6 7

TERRADA ART COMPLEX

ANOMALY

美術館 & アートスペース

現代

contemporary

④ユカ・ツルノ・ギャラリー

①KOTARO NUKAGA ② odama allery | Tenno ③Takuro Someya Contemporary Art ④Yuka Tsuruno Gallery
⑤ANOMALY ⑥KOSAKU KANECHIKA ⑦SCAI PARK

ail
nor
Mo
yo
Tok

4

建築倉庫ミュージアム

ARCHI-DEPOT Museum

① KOTARO NUKAGA ②児玉画廊｜天王洲 ③ Takuro Someya Contemporary Art
⑤ANOMALY ⑥KOSAKU KANECHIKA ⑦SCAI PARK

art museums and art spaces

AFT

03-6433-2988 / Closed on Sundays, Mondays, and public holidays
Tuesday to Thursday, Saturday 11:00-18:00, Friday 11:00- 20:00

アートフェア東京 2019
特別協力美術館＆パートナー

Art Fair Tokyo2019
Special Support Museum
&Partner

This gallery was born in October 2018, as a result of a merger between
ashimoto rt fﬁce , a company speciali ed in artist mana ement, and
two other contemporary art alleries in the Tenno u area,
N and
amamoto endai . t features multi purpose space of various si es, ofﬁce,
and loun e, all of which may be utili ed for events other than art e hibition.

▲© Yuichi Yokoyama
Courtesy of ANOMALY, Tokyo

PICK UP GALLERIES

KOTARO NUKAGA

03-6433-1247／日・月・祝休／火〜木、土11:00-18:00、金11:00-20:00
40年を超える歴史を持つ銀座「NUKAGA GALLERY」が2018年10月TERRADA
rt Comple に新ギャラリーをオープン。ミニマルなホワイトキューブの空間で、
年４〜６回の展覧会を通し国内外の先鋭的なアーティスト作品を紹介する。

KOTARO NUKAGA

03-6433-1247 / Closed on Sundays, Mondays, and public holidays
Tuesday to Thursday, Saturday11:00-18:00, Friday11:00-20:00
▲

Enrico Isamu Ōyama
FFIGURATI #163
Airbrush, acrylic aerosol
paint, sumi ink and late
paint on canvas mounted
on aluminum stretcher

▲© the Artist, courtesy of Yuka Tsuruno Gallery
Photo by Ken Kato

児玉画廊｜天王洲
03-6433-1563／日・月・祝休／火〜木、土11:00-18:00、金11:00-20:00

Takuro Someya Contemporary Art

1999年大阪での開廊以来、若いアーティストの才能を見出し紹介するという一貫

03-6712-9887

したスタイルをとる。
白金・天王洲とふたつのギャラリーで国内外への一層の発信
強化を図りながら、
さまざまなメディアの作品を紹介している。

日・月・祝休／火〜木、
土11:00-18:00、金11:00-20:00
こちらも2018年11月に天王洲に移転した新ギャラリー。
グランドオー
プニングの企画展ではN.Y.を拠点とするアーティスト大山エンリコイ
サムによる個展を開催した。

odama

03-6712-9887 / Closed on Sundays, Mondays, and public
holidays / Tuesday to Thursday, Saturday 11:00-18:00,
Friday 11:00-20:00

▲糸川ゆりえ
「Mindfulness」2018
キャンバスに油彩、アクリル絵具・112.5×145.5cm
Yurie Itokawa「Mindfulness」2018
Oil painting on canvas, acrylic paint・112.5×145.5cm

new allery that was relocated to Tenno u in November
2018. To mark its grand opening, the gallery featured the solo
e hibition of New ork artist nrico samu Ōyama.

■浜松町エリア■ Hamamatsu-cho area
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東京タワー■

Tokyo Tower
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④t.gallery ⑤Y's Gallery

①TOHO ART ②Take Ninagawa ③The Tolman Collection, Tokyo ④t.gallery
⑤Y's Gallery ⑥YOKOI FINE ART

PICK UP GALLERIES
タケニナガワ
03-5571-5844／日・月・祝休／11:00-19:00
若手アーティストを中心に、
世代を越えてインターナショナルな枠組み
の中で活躍できるアーティストを、
国際アートフェアや国内外の展覧会
で精力的に紹介。
また、
戦後日本の実験的な美術の前例に倣い、
現代の問
題に向かい独特な手法で取り組む作家の紹介も行う。

Lin

Take Ninagawa
03-5571-5844 / Closed on Sundays, Mondays and National
Holidays 11:00-19:00

e

▲大竹伸朗 憶景 14
ミクスドメディア

2018

© Shinro Ohtake, courtesy of
Take Ninagawa, Tokyo

Take Ninagawa is dedicated to promoting emerging and
historically established Japanese artists in a cross-generational,
international framework. Represented artists build upon
precedents in Japanese post war e perimental art while
developing unique approaches that address contemporary
concerns, while international artists in the gallery program are
invited to respond to the uni ue conte t for contemporary art
and culture in Japan.

t.gallery

ザ・トールマンコレクション
03-3434-0130／月・火休／11:00-19:00

近代美術および工芸作品を中心に取り扱うギャラリー。素材感
のある作品を中心に扱っている。黒田泰蔵や植松永次などの厳
選された作品は、
一部オンラインでの購入も可能。

創業46年になる、
現代日本版画専門画廊。
代表を務めるノーマ
英語・中国語対応により、
日本国内
ンH.トールマンを筆頭に、
だけでなく、
世界各地で日本のコンテンポラリーアートの素
晴らしさを紹介している。
芝大門のギャラリーは古き良き日
本家屋を生かした心落ち着く空間。

03-3455-749／不定休／12:00-19:00

t.gallery

03-3455-7492 / No regular closing days / 12:00-19:00
Features mainly modern art and craft. Focuses on
artworks that are rich in te ture. Carefully selected works
from the likes of Tai o uroda and i i ematsu is
available for purchase on-line.
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①東邦アート ②Take Ninagawa ③ザ・トールマンコレクション
⑥YOKOI FINE ART

Shibakoen

Tamachi

▲Kineta Kunimatsu
ori on 2017AAWood

The gallery has been consistent in its mission of seeking out and
introducing talented young artists since its grand opening in Osaka in
1999. It showcases works of various media while also looking to reach out
to a wider audience at home and abroad through the two galleries in
Shirokane and Tenno u.

Hamamatsucho

4

allery | Tenno

03-6433-1563 / Closed on Sundays, Mondays, and public holidays
Tuesday to Thursday, Saturday 11:00-18:00、Friday 11:00-20:00

Takuro Someya Contemporary Art

2

new allery in T
rt Comple was opened in ctober 2018, by
N
, which has been operatin in in a for more than
40 years. It holds 4 ~ 6 e hibition a year, featurin cuttin ed e artists
from home and abroad in its minimalist white cubic space.

▲TolmanCollection-Between_the elements-2017

The Tolman Collection,Tokyo
03-3434-0130 / Closed on Mondays and Tuesdays / 11:00-19:00

The Tolman Collection was established 46 years ago as a contemporary art gallery. The head of
the gallery is Norman H. Tolman. Both English and Chinese language support is provided to
viewers, to introduce the beauty of Japanese contemporary art to an international audience. It is
located near Shiba-Daimon and housed within an old Japanese house.

Q?A

いつかアート作品を買ってみたい、
お気に入りの作品を見つけた。
はじめてアートを買おうと思っても、
どこで買えるの？どうやって買うの？と悩みはたくさん。
素朴な疑問を解決すれば、
アートがもっと身近な存在に！

Q1

アート作品はどこで買えるの？

A.

Q2

ギャラリーに行く際、
注意することは？

A.

Q3

How to buy

Art??

How to
Buy
Art??

アートの買い方基礎知識

作品を購入することの意義って？

A.

情報の発達した今の時代、インターネット上での作品

美術館の展覧会に行くのとは異なり、ギャラリーは見

アートを購入するということはイコールそのアートを

購入や直接作家からの購入、アートフェアでの購入や

るだけならもちろん無料。ただし、予約が必要な場合な

所有するということ。長く後世に残る作品であっても、

オークションなど方法は多種多様。初心者の方におす

どもあるので、HP をチェックしたり、電話をかけてみ

誰かが所有しなければ、その作品は埋もれてしまうこ

すめなのは、まずギャラリーへ足を運んでみること。ギ

るなどするのがベター。日曜・祝日が休廊となっている

とになります。金銭的なやりとりを経て、作家の支援や

ャラリーマップ等（P14〜）を参考に、いくつものギャラ

ことも多いので注意して！

利益になり、購入者はその作品を個人の所有作品とし

リーへ行き、好きなテイストを見つけるのもアート探

て楽しめるうえ、そこからインスピレーションを得る

しの楽しみのひとつ。

など文化的な 価値 を得ることが出来るのです。

Q4

アートの値段や価値はどうやって
決まるの？

A.

Q5

気になる作品に出会ったら、
さあどうする？

A.

Q6

作品を購入する際の注意点は？

A.

スーパーやデパートでのお買い物では、商品には値段

いくつかのギャラリーに行き、作品を見ていると、どん

作品を購入するというのは、ただの商品と金銭のやり

が明記されているのが当たり前。だけどギャラリーや

どん自分の好みが分かってくるはず。自分の好みと、飾

とりとは異なり、ひとつの契約であるということを忘

作品によってはプライスタグがその場には出ていない

る場所などがぴったりマッチする作品に出会ったら、

れずにいましょう。特に難解な手続きが必要なわけで

ことも。もちろん、ギャラリーに聞けば教えてくれま

ぜひスタッフに話しかけてみて。作家の意図や作品の

はありませんが、契約内容をきちんと確認しましょう。

す。作品の価格はギャラリーと作家の合意で決められ

特徴を細かく教えてくれますし、ギャラリーとの相性

購入後は、作品ともギャラリーとも長いおつきあいが

て、評価や人気が高まると値が上がることも。
（ そのた

もつかめるはず！まだ購入することを決定していない

はじまります。購入時の書類には、展覧会出品の際の貸

め、アート作品は投資の対象ともなります）アートを購

から話しかけ辛い……。という心配は無用です。まずは

し出しに関することなど重要な事項もあるので、大切

入する前の大事なことは、アートの価値を信じるとい

信頼できるギャラリーかどうかを見極めることはとても

に保管を。

うこと、作家が技術や思いを注ぎ込んだ作品が暮らし

大切です。
気になったことは色々と質問してみましょう。

の中にあることできっと生活が変わりますよ！

Q?A
How to buy

Art??

How to
Buy
Art??

Q1

At some point, you found a work of art that you like that you think you would like to buy.
ven when you ﬁrst decide that you want to purchase a piece of art, there are a lot of thin s to be worried about like
where you can buy it or how to buy it. Answering these simple questions will make art more familiar to you.

Basic knowledge about how to buy art

Where can a person buy a work of art?

What should you keep in mind
when you go to a gallery?

A.

A.
There are a variety of methods for purchasing art
in the modern information age like purchasing
works of art over the internet, purchasing them
directly from the artist, buying them at an art fare,
or buying them at an auction. We would
recommend that beginners start by going to an
art gallery. One of the fun things about looking
for art is checking out a gallery map (P14), going
to several galleries, and discovering what type of
taste you prefer.

Q4

Q2

How are the value or prices of a work
of art decided?

A.
t is e tremely natural for the prices of products
to be clearly written out when you are doing
shopping at a supermarket or department store.
However, depending on the gallery or work of
art, there are times when there is no price tag. Of
course, if you ask the gallery, they will tell you the
price. The value of a work of art is determined by
an agreement between the gallery and the artist,
and there are cases when the price of a work will
increase if it becomes more popular or gets a
better reputation (this is the reason that works of art
can qualify as investments). An important mindset
to be in before purchasing art is believing in the
value of the art. Having a work of art in your life
that an artist has poured their ideas and skills into
will deﬁnitely chan e your life

alleries differ from oin to e hibitions at art
museums because ust lookin at a allery is
deﬁnitely free. owever, there are times when
reservations are required, so it is better to check
their websites or call them on the phone. It is
often the case that galleries are closed on
Sundays and holidays, so be careful

Q5

What should you do when you
encounter a work of art that you're
curious about?

A.
If you go to several galleries and view works of art,
you will probably uickly ﬁ ure out your own
preferences. eﬁnitely talk to the allery s staff if
you come across works that match your preferences
or that are perfect matches for the space you want
to decorate. The staff will give you in-depth
knowledge about the artist's intentions and the
features of the work, and they will probably have a
good understanding of the piece's compatibility
with the gallery. You really don't need to worry that
the staff will be difﬁcult to talk to because you
haven't decided to buy the piece yet. Before
purchasing something, it is very important to
ascertain whether or not you can trust the gallery
or not. Try asking a variety of questions about the
things that you are curious about.

Q3

hat is the si niﬁcance of
purchasing a work of art?

A.
Purchasing a piece of art basically means owing
that art. Even works of art that have been passed
down for many generations can become buried if
no one owns them. Art can support the artist or
make them a proﬁt throu h ﬁnancial transactions,
and the buyer ets to en oy that work of art as a
personal possession. This can give the art
"cultural value" as a source of inspiration.

Q6

What are some important points
to consider when purchasing
a work of art?

A.
Purchasing a work of art is different from a
ﬁnancial transaction with a simple product, and
let's not forget such a purchase is a contract. It
doesn t re uire a procedure that is difﬁcult to
understand, but you should properly review the
content of such a contract. After the work is
purchased, you will start a long association with
the gallery and the work of art. The purchase
documents include important points related to
lendin of the piece for its display in e hibitions,
so make sure that you take very good care of it
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