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若手工芸作家による新作やNFTアートの展示・販売も。
芸術性と市場性を問うオルタナティブなアートフェア

2021年9月16日
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【このプレスリリースに関するお問い合わせ先】 3331 Arts  Chiyoda | アーツ千代田 3331
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3331 ART FAIR 2021 開催のお知らせ

開催概要の詳細はリリース5ページ目をご覧ください

料金：一般2,500円（期間中再入場可） その他各種割引あり
特設サイト▶▶https://artfair.3331.jp/

この度、アーツ千代田 3331では、2021年10月29日（金）
～10月31日（日）の3日間（プレビュー10/28）にて、第10回
目となる「3331 ART FAIR 2021」を開催する運びとなり
ました。

新たな社会の構築が急務となった今、文化・芸術が果たす 
役割は一層重要になりました。そうした状況において、 
3331 ART FAIRは、アートフェアを「見本市」「作品の売
買」にとどめず、コミュニケーションやインスピレーションの
場として捉えます。ホワイトキューブから体育館、屋上まで、
空間の特徴を活かしたプレゼンテーションを展開し、同時
代を生きるアーティストが作品を通して投げかける多様な
ビジョンを提示します。

1階メインギャラリーでは、アートシーンで存在感を放つギャ
ラリーが各地から出展。体育館では、美術館学芸員やインデ
ィペンデント・キュレーターらが推薦する期待の若手アーテ
ィストが出品します。FL田SHディレクター・吉田山がキュレ
ーションする屋上の特別展も見逃せません。

3331 ART FAIR とは
アートシーンをつくり出す同時代の多様なビジョンを描きだし、コンテンポラリーアートへの新たな入口や関係
性を築くことを目指し、2013年にスタート。「芸術性と市場性」を問うオルタナティブなアートフェアの構築にチ
ャレンジし、表現活動や作品に宿る芸術的価値を社会的・経済的価値として評価することを試みている。「作品
購入＝賞の授与」とするコレクター・プライズや、個展開催をバックアップするレコメンドアーティストなど、アー
ティストをサポートする独自のシステムも設け、アートマーケットの更なる拡充に向けた取り組みを続けている。

【プレビュー】10.28（木）*ご招待者のみ

会場：3331 Arts Chiyoda 全館

会期：2021.10.29（金）～10.31（日） 計3日間

また、10回目を記念する特別企画として、若手工芸作家の新作やNFTアートの展示・販売も同時開催。領域
を超えて次世代の作家を紹介すると同時に、新たなアート市場にも着目します。更に会期中は、ビンテージフ 
レームの販売やオンライントークなどのイベントも予定しています。(詳細決定次第、随時特設サイトで発信)

つきましては、何卒周知にご協力賜りますよう何卒宜しくお願い致します。
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会場構成を一新

作品購入をもっと身近に。コレクターを可視化する「コレクタープライズ」

ArtSt ickerと連動したアーティスト支援＆オンラインセールス

若手工芸作家の特別展示・販売も同時開催

特別企画｜NFTアートの展示・販売

3331 ART FAIR 独自のシステムである「コレクタープライズ」には、著名コレク 

ターから企業人、クリエイターなど各界のキーパーソン約100名がプライズセレ 

クターとして参加。「作品購入=賞の授与」という考えのもと、プライズセレクター 

によって購入された作品にはプライズが授与され、プライズセレクターの名前と 

ともに会場内でリアルタイムで発表されます。

アート・コミュニケーションプラットフォーム ArtSticker（運営：The Chain Museum）と

連動したアーティスト支援を実施します。アプリからお気に入りのアーティストや作品に金

額に応じた色のスティッカーを貼るだけでなく、フェア終了後は、オンラインセールスも期

間限定で行います。来場できなかった方、遠方の方もオンラインで作品購入が可能に。 
*オンラインセールスは、11/3( 水・祝 ) スタート予定

若手工芸作家を社会で応援する試みFPP（ファースト・パトロネー 

ジュ・プログラム）とのパートナーシップによる特別展示を同

時開催します。全国の工芸名門校より推薦された伝統工芸の世

界を担う次世代のスター候補たちによる器やオブジェなど新作

含む工芸品を展示・販売します。（会場：B104) 

主催 : 一般財団法人川村文化芸術振興財団

ブロックチェーンやNFT アートの入門編かつ先駆的な企画を開催します。美術界の新たな潮流として今注目を集め

るNFT アートに、3331 Arts Chiyodaならではの切り口でアプローチし、アナログからデジタルの移行期を経験し

てきた作家による貴重なNFTアート作品を展示・販売します。メディア・アートの先駆者、 藤幡正樹氏や中ザワヒ

デキ氏などの出品を予定しています。（会場 :3331 Gallery）
特別協力 :スタートバーン株式会社

ギャラリーが出展するエリアを、これまでの体育館から1階メインギャ 

ラリーのホワイトキューブへ。新進気鋭のアーティストがグループ展形 

式で出品するエリアは、ギャラリー空間を飛び出して体育館に。32のギャ 

ラリーと6つの大学・団体、60名のアーティストによる作品、そして空

間ごとに形式の異なるプレゼンテーションが「観る楽しみ」「買う楽しみ」

を刺激します。
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eitoeiko  [東京]

KANA KAWANISHI GALLERY  [東京]

GALLERY AND LINKS 81 [東京]

Gallery IRRITUM Tokyo [東京]

Gallery Q  [東京]

Gallery TK2  [東京]

GALLERY HAYASHI + ART BRIDGE  [東京]

ギャラリー門馬  [北海道]

CREATIVE SPACE HAYASHI  [神奈川]

CRISPY EGG Gallery  [神奈川]

CAVE-AYUMIGALLERY  [東京]

コバヤシ画廊  [東京]

SNOW Contemporary  [東京]

美術界の新たな展開を誘発するような多彩なギャラリーが各地から集結。独自の視点・運営ポリシーのもと活動
を続けてきたアートギャラリーやオルタナティブスペース、美術大学、そして 3331 Arts Chiyoda 館内のギャ
ラリー・団体が出展します。コマーシャルギャラリーに限らない個性豊かな出展者の形態にも要注目です。

SOBASUTA 合同会社  [東京]

TAKU SOMETANI GALLERY [東京]

タマプロ  [埼玉]

DMOARTS  [大阪]

トーキョーアーツアンドスペース  [東京]

TRI-FOLD OSAKA（アトリエ三月/サロンモザイク/gekilin.）  [大阪]

羊画廊  [新潟]

Fountain  [ロンドン]

ボヘミアンズ・ギルド  [東京]

MUG [東京／ベルリン]

EUKARYOTE  [東京]

√K Contemporary  [東京]

Room_412  [東京]

出展大学・団体 一覧｜会場：Select ion-GYM（2F体育館） 　　　　　　　　　　　　　　　　　計6校・団体

愛知県立芸術大学  [愛知]

秋田公立美術大学  [秋田]

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA  [京都]

五美術大学交流展  [東京]

美学校  [東京]

横浜美術大学  [神奈川]

会場：Gal ler ies-B1F/2F（B1F,  2F） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館内からは6つのギャラリーが参加 

ARTDYNE / Nii Fine Arts Tokyo  

アキバタマビ21

ex-chamber museum

Gallery KIDO Press 

Bambinart Gallery  

myheirloom  

会場：Gal ler ies-1F（1Fメインギャラリー）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26のギャラリーがブース出展 

参加プロジェクト 一覧｜会場：3Fほか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計2プロジェクト

アーツカウンシル東京ROOM302

AIR 3331　昨年の3331 ART FAIRでレコメンドアーティストに選出された石黒健一が、11月下旬からはじまる個展に向けて
 　　 レジデンスアーティストとして公開制作を行います。

熊谷直人《Integrate (oil・acrylic・wood cube》2018 
Photo by Takaaki Akaishi, (c) Naoto Kumagai Courtesy of CAVE-AYUMIGALLERY
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Select ion -  ROOFTOP（屋上） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加アーティスト 計5名

アーティスト：さらさ

 　　 千葉大二郎

        藤倉麻子

Select ion -  GYM （2F体育館） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出品アーティスト 計50名

パブリックエリア（ウッドデッキ、ショップ、B1F）　　　　　　　　　　　　　　　　　参加アーティスト 計3名 

推薦者、出品アーティスト 一覧

全国の美術館学芸員、ギャラリスト、批評家、3331館内ギャラリーなど15名のキュレーター陣が気鋭のアーティ 
ストを選出。アートギャラリーで活躍する作家からギャラリーに所属しない作家、オルタナティブな場所を構えて
活動する作家まで、領域を超えるスタイルで制作・発表を続ける全国の新進気鋭のアーティスト計60名が 各会場
で出品します。

岩竹理恵
（展示場所：3331 CUBE shop&gallery）

カタルシスの岸辺
（展示場所：ウッドデッキ）

キュレーター：吉田山（散歩詩人／FL田SHディレクター）

　　　　　      推薦者 Recommender       ▷▷       推薦アーティスト Recommended Artists

今西泰赳、内田望美、武田雄介▷▷ 山本浩貴（金沢美術工芸大学 講師）

西田編集長
（インディペンデント･キュレーター
 / プロジェクト･マネージャー）

▷▷ 小林勇輝、齋藤帆奈、鈴木 操、runurunu、

渡辺志桜里、REPIPE

大野未来、川角岳大、後藤あこ、蓮沼昌宏能勢陽子（豊田市美術館 学芸員）▷▷ 

川内理香子、佐藤 允、LILY SHU、伊波リンダ木村絵理子（横浜美術館 主任学芸員）▷▷ 

木下令子、小林紗織、土谷紘加、石川将也田中みゆき（キュレーター／プロデューサー）▷▷ 

加賀美 丹COBRA（XYZ collective ディレクター）▷▷ 

榎本浩子、飯沼珠実、久保田沙耶、カナイサワコ今井 朋（アーツ前橋 学芸員）▷▷ 

堀田千尋、松本玲子（アキバタマビ21）／馬 嘉豪、成田 輝 

（ARTDYNE）／のようなもの、盛 圭太（ex-chamber 

museum）／笠原 出、ねがみくみこ（Gallery KIDO Press）

塩川彩生（CfSHE Gallery）／澄 毅、稲田早紀（Nii Fine 

Arts Tokyo）／南谷理加（Bambinart Gallery）

▷▷ 3331 Galleries

高石 晃、早崎真奈美、二藤建人、宮原野乃実、早川祐太、

高橋臨太郎、EKKO、薬師神トモミ、JooLee Kang、大久

保紗也、金子未弥、中丸彩希

▷▷ 3331 
Arts 

Chiyoda

参考：3331 ART FAIR 2020の様子

佐藤直樹
（公開制作／場所：B1F）

光岡幸一

森山泰地

笠原 出
《Fluffy Fire/Kamosujinja Matsue》
2021

久保田沙耶
《Material Witness》

2017
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■会期：2021年10月29日（金）～10月31日（日） 計3日間 【プレビュー：10月28日（木）*ご招待のみ】
■時間：プレビュー 10月28日（木）15:00-20:00 ＊ご招待のみ
 一般　　　10月29日（金）・30日（土）12:00-20:00
　  　 10月31日（日）12:00-18:30　 
■会場：3331 Arts Chiyoda（101-0021 東京都千代田区外神田6-11-14）
■料金：一般 2,500 円／シニア（65歳以上）2,000 円／学生 1,000円
 　＊一部エリア無料（Selection-ROOFTOP、Galleries-B1F/2F、ファースト・パトロネージュ・プログラム 第5回 2021秋）
 　＊高校生以下無料　＊千代田区民は身分証明書のご提示で無料
 　＊障害者手帳をお持ちの方とその付き添いの方1名は無料            ＊期間中再入場可 　  
     前売り（一般のみ） 2,000円 ＊ArtStickerにて9/25～販売開始予定  https://artsticker.app/        
■主催：3331 Arts Chiyoda
■後援：千代田区、一般社団法人千代田区観光協会
■協賛：株式会社丹青ディスプレイ
■コミュニケーションパートナー：The Chain Museum
■パートナーホテル：NOHGA HOTEL
■特別協力：スタートバーン株式会社
■協力：アートのある暮らし協会、一般財団法人川村文化芸術振興財団、ジャパンビバレッジ、ストリートメディア株式会社、 
 Dyson、タケヒロ、パトロンプロジェクト、美術Academy＆School、ワンピース倶楽部、
 FORMOSA ART FAIR、3331 Galleries、3331 Cafe Ubuntu
■メディアパートナー：月刊「Art Collectors’」、月刊「美術の窓」、art in ASIA、Art In Culture、ONBEAT、
　　　　　　　　　 月刊ギャラリー、Tokyo Art Beat、美術手帖
■パートナーイベント：ファースト・パトロネージュ・プログラム、ART KAOHSIUNG、ART FORMOSA、
  　　 ART FUTURE、UNKNOWN ASIA

＊文化庁「ARTS for the future! 」補助対象事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について

サテライト展示

NOHGA HOTEL UENO TOKYO
クスミエリカ「Segment」
会期：9/2（木）～12/13（月）

世界と人間社会の分断や希望と救済の思考
をテーマにしたデジタルコラージュ作品を、
1階レセプションエリアで展示。

住所：台東区東上野 2-21-10

NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYO
石場文子 展示
会期：9/14（火）～10/31（日）

被写体そのものに輪郭線を描く手法を用いて
二次元と三次元の間で視覚を揺さぶる写真
作品を、2階レセプションエリアで展示。

住所：千代田区外神田 3-10-11

・3331 Arts Chiyodaでは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上で、施設の運営ならびに展覧会・イベントを開催しております。ご来
場の際には、ウェブサイト（https://3331.jp）より当館の感染症対策およびご来場時のお願いを必ずご確認ください。尚、当館の感染拡大防止
対策にご協力いただけない方のご入館、展覧会・イベントへのご入場・ご参加はご遠慮いただく場合がございます。

・展示室内の密集を避けるため入場人数の制限を行う場合がございます。
・状況により実施内容や時間等は急遽変更になる場合がございます。

全日、最終入場は閉場30分前まで


