
「新しいアートの形をつくる」ための拠点 3331 Arts Chiyoda が 2010 年 6 月、ついにグランドオープンします。

旧練成中学校を改修して準備を進めてきたこのアートセンターは、アーティスト主導、民設民営の参画、領域横断のスタイルを旨と

し、東京と日本各地、また東京と東アジアのハブとなる「21 世紀型オルタナティブ・アートスペース」です。

この度、3331 に入居を希望する現代アートギャラリーを募集いたします。ギャラリー運営リスクが軽減されるよう、賃料を近隣周辺

の賃料坪単価より減額して貸し出しを行います。

  

お問合わせ先
3331 Arts Chiyoda　〒101-0021 東京都千代田区外神田 6丁目 11-14　TEL：03-6803-2441　FAX：03-6803-2442　URL：tenant@commanda.info

現代アートギャラリー
入居募集

      

スペースについて
● 魅力的な立地条件
秋葉原エリア、末広町駅から徒歩１分の便利なアクセスです！
● ネットワーク形成に理想的な場所
国内外のアート関係者が集う 3331 には、あらゆる来館者がネット
ワークを繋げていくことができる憩いの場として、ラウンジやコ
ミュニティースペース、ウッドデッキ、隣接する芝生の公園などが
あります。
● 集客の相乗効果
ウェブや広報媒体での各ギャラリーの活動紹介。他ギャラリーとの
オーディエンスの共有化。
 

申込方法
入居を希望する団体は、別に定める入居団体応募申込書一式に必要
事項をご記入の上、お申し込みください。
詳しくは、ホームページ www.3331.jp でご確認ください。

募集期間
平成 22 年 5 月 24 日（月）
～平成 22 年 7 月 6 日（火）

アクセス
3331 Arts Chiyoda
〒101-0021 東京都千代田区外神田 6丁目 11-14

東京メトロ銀座線末広町駅 4番出口より徒歩 1分
東京メトロ千代田線湯島駅 6番出口より徒歩 3分
JR 御徒町駅南口より徒歩 7分
JR 秋葉原駅電気街口より徒歩 8分

2 階 205 面積：66.72 ㎡（20.1 坪）
 月額賃料：231,150 円
 共益費：40,200 円
 ＊賃料／共益費には消費税が加算されます。
 ＊ギャラリー仕様に改装済みのスペースになります。

2 階 203 面積：66.72 ㎡（20.1 坪）
 月額賃料：221,100 円
 共益費：40,200 円
 ＊賃料／共益費には消費税が加算されます。



3331 Arts Chiyoda functions as a centre of cultural and artistic networks, and aims to create a space of social significance through 
building strong mutual relationships with organizations with a long term vision for the future. This newly opened artistic hub is already 
nationally, and increasingly internationally, recognized as a pioneering model for arts engagement, building a unique platform for 
cross-disciplinary, cross-community and cross-regional exchange. As part of this cultural engagement 3331 aims to offer particular 
support to contemporary art galleries, and is now offering two spaces within its centre for such a purpose. These spaces are available for 
long term tenancy at a special reduced rate.

to contact
3331 Arts Chiyoda　6-11-14 Sotokanda Chiyoda-Ku Tokyo 101-0021　TEL：+81(0)3-6803-2441　FAX：+81(0)3-6803-2442　E-MAIL：info@en.3331.jp

Calling Contemporary
Art Galleries!

Key features of 3331 Arts Chiyoda
*Premium location ‒ based in the heart of Tokyo, easily accessible 
(1 minute from nearest station!), many other galleries in the area, 
attracting a wide range of populations.
*Arts Network ‒ holding a wide network within the arts scene 
nationally and internationally and providing a network of support 
between tenant organizations 
*Promotional Support ‒actively promoting the activities of all 
tenant organizations
● Don’t miss this opportunity to join us.
● Two spaces are available for lease

How to Apply
Organizations wishing to apply for tenancy are requested to submit 
the application form, downloadable from our website. 
Deadline: 6th July 2010 (must arrive by 17:00 on this day ‒ local 
time)
more info on official website
www.3331.jp/en/ 

ACCESS
3331 Arts Chiyoda
6-11-14 Sotokanda Chiyoda-Ku Tokyo 101-0021

- 1 min. from Tokyo Metro Ginza Line Suehirocho station (Exit 4)
- 3 min. from Tokyo Metro Chiyoda Line Yushima station (Exit 6)
- 7 min. from JR Okachimachi station (Southern Exit)
- 8 min. from JR Akihabara station (Electric City Exit)

 2F 205 Area：66.72 ㎡
 Rent：231,150 yen (excl.tax)
 Costs：40,200 yen (excl.tax)
 ※Renovated for the purposes of gallery use

 2F 203 Area：66.72 ㎡
 Rent：221,100 yen (excl.tax)
 Costs：40,200 yen (excl.tax)


