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開催のお知らせ

■開催概要
□タイトル： 3331 Art Fair 2017 -Various Collectors Prizes-
□会 　  期： 2017 年 3 月 17 日（金） - 3 月 20 日（月・祝）
□開場時間： 12:00-20:00（予定）
□休 場 日： 会期中無休
□会 　  場： 3331 Arts Chiyoda　1 階メインギャラリー 他
□入 場 料： 一般 1,000 円
□主 　  催： 3331 Arts Chiyoda　　
□特設サイト URL： http://artfair.3331.jp/2017/
   ※2017 年開催詳細情報はまもなく開示いたします

3331 Art Fair 2017 -Various Collectors Prizes- 

すでに多方面で活躍するアーティストから、キャリアを踏み出したばかりのアーティストまで、バリエーション
に富んだ顔ぶれが競演する展覧会形式の「3331 Art Fair -Various Collectors Prizes-」。
東京のアートシーンのこれからを予見するオルタナティブなアートフェアとなります。

■アップカミング・アーティストを見出す楽しみ：「コレクターズ・プライズ」とは
著名なコレクターから、会社員、学生など、3331 Art Fair が招待する多彩なコレクター 100 人が、出展作品へプ
ライズ（賞）を贈ります。購入した作品には「コレクターズ・プライズ」を、購入には至らなくとも注目の作家
やオススメの作品へは「シルバー・プライズ」が贈られます。さらに、今回から一般来場者によるオーディエンス・
プライズが新たに始まります。

■新進気鋭の作家を紹介
キュレーター推薦、アートギャラリー推薦、そして他のアートフェアでは出会えないオルタナティブスペース推
薦のアーティストが一同に会します。3331 Art Fair は、作品価値の新たな可能性を提示し、アーティスト発信の
販売形態にも柔軟に応えていきます。

■3331 Art Fair から生まれるアーティストの次のステップ
多くのプライズを獲得したり、「3331 Arts Chiyoda 賞」を受賞したアーティストたちには、3331 GALLERY（3331 
Arts Chiyoda 1 階）での個展開催をバックアップしています。個展シリーズ「3331 ART FAIR recommended artists 
exhibition」では、これまで 8組のアーティストの実験的かつ挑戦的な展覧会を開催してきました。

2017 年も挑戦し続けるアートフェアとして、ぜひ 3331 Art Fair にご注目ください。

《東京アートシーンのこれからを予見する、100 人のコレクター・プライズ》
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過去 3 回で、さまざまなプライズが生まれています。2016 年は 43 名のコレクターから、約 50 のプライズが贈ら
れました。今年はさらに多数のコレクターにご参加いただきます。2016 年プライズの一部は以下の通り。

《A》ミルク倉庫＋ココナッツ　　マーサン 賞 ( マーサン ) / はなぷさ大賞 ( 花房 太一 ) / 3331 Arts Chiyoda 賞（中村政人）
《B》豊嶋 康子　　MAD 賞（NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ [AIT/ エイト ]　塩見 有子）/ sato 賞（小泉 亜里）
《C》Hogalee　　パトロンプロジェクト菊地麻衣子 賞（菊地 麻衣子）
《D》構想計画所　　Art&Society 研究センター 賞（Art&Society 研究センター） / 月刊ギャラリー 賞（月刊ギャラリー）
《E》阿児 つばさ　　野老覚 賞（野老覚）/ はなぷさ大賞（花房 太一）/ 3331 Arts Chiyoda 賞（中村政人）

《A》 《B》

《D》

《A》

3331 ART FAIR recommended artists exhibition での作品発表！

蓮沼 執太「知恵の処方」
2015 / 3331 ART FAIR recommended artists exhibition 

プライズを獲得した作家は、3331 Arts Chiyoda で
個展開催のチャンスが！
2014 年
★ 宮川 ひかる 「Glittering」
★ MaS(T)A 「旅の行方≒栄螺堂」
★ 小林 丈人 「後ろの静物」
2015 年
★ 蓮沼 執太「知恵の処方」
★ 西村 雄輔「対話するために -西村雄輔 WORKS-」
2016 年
★ 片山 真理「shadow puppet」
★ ミルク倉庫＋ココナッツ「家計簿は火の車」
★ 阿児 つばさ「花路里と花路里 / PEGASUS / ど こ や こ こ 」

《E》《C》


