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報道関係者各位
アートフェア東京2021

クロージングレポート vol.2
コロナ禍を経て2年ぶりの開催。40,963人が来場し、売上は30億8千万円を記録。
アートフェア東京 2021（以下：AFT2021）は「by Art」をテーマに、3 月 18 日（木）〜21 日(日)の 4 日間で開催致しました。
国内外から 140 軒が出展し、内閣府をはじめとする 6 府省庁、103 カ国大使館、自治体、そして多くの皆様に御後援を
頂き、地域や諸外国との連携も深まる芸術文化を通じた国際交流の場となりました。
開催 4 日間の延入場者数は 40,963 人となり、出展者総売上は 30 億 8 千万円（出展者任意アンケートより推計）と
過去最高を記録しました。
また、芸術を志す若者たちが、より実践的な経験を積み、国際的に活躍できるアーティストとキュレーション人材を育成
することを目的とした展覧会「Future Artists Tokyo」も同時開催。今年はこれまで開催されてきた「Future Artists
Tokyo」のアーティストやキュレーターたちの成長が見られる展覧会となりました。
アートフェア東京では、これからも様々な機関と連携し、日本のアートシーンの発展やアート産業の振興に取り組み、
日本のアートマーケットの価値を高めていく機会を創出して参ります。

入 場 者 数 ： 40,963 人

※延数

総 売 上 金 額 ： 30 億 8 千万円

※出展者アンケート（任意）より推計

開 催 期 間 ： 2021 年 3 月 18 日(木) — 3 月 21 日(日)
出展ギャラリー数： 140 軒 （国内外 25 都市、国内 137 軒、海外 3 軒）
参 加 企 業 ： 11 社
後 援 大 使 館 ： 103 カ国
後 援 機 関 ： 21 機関

一般社団法人アート東京 広報担当： 松田
〒106-0041 東京都港区麻布台 1-9-12 飯倉台ビル4階
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「アートフェア東京2021」開催概要

2021/3/24

名称:

アートフェア東京2021

企画内容:

コマーシャルギャラリーによる美術品の展示及び販売

開催日程:

2021年 3月18日（木）‒ 21日（日） ※3月18日（木）は招待制
プレスビュー
3月18日（木）
12:00 - 13:00
プライベートビュー
13:00 - 16:00
ベルニサージュ
16:00 - 20:00

※最終入場は各日終了30分前

パブリックビュー

3月19日（金）
3月20日（土）
3月21日（日）

12:00 - 19:00
12:00 - 19:00
12:00 - 16:00

※開催日時全て予定

会場:

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)

入場料:

チケット：4,000円 (税込)
予約当日チケット：5,000円（税込）
レイトチケット：2,000円（税込）
※小学生以下は、大人同伴に限り入場無料

※事前オンライン予約のみのお取扱いです。

主催:

一般社団法人 アート東京 / テレビ東京 / BSテレビ東京 / 株式会社電通

企画:

アートフェア東京2021実行委員会

後援: ※随時更新

内閣府
103

外務省

経済産業省

厚生労働省

文化庁

アフガニスタン・イスラム共和国大使館
アルメニア共和国大使館
ベリーズ大使館
ボスニア・ヘルツェゴビナ大使館
ブリティッシュ・カウンシル
チリ共和国大使館
コスタリカ共和国大使館
チェコ共和国大使館
ドミニカ共和国大使館
エジプト・アラブ共和国大使館
エチオピア連邦民主共和国大使館
駐日ガーナ共和国大使館
ギニア共和国大使館
ハンガリー大使館／ハンガリー文化センター
イラン・イスラム共和国大使館 イラン文化センター
イタリア大使館
在日カザフスタン共和国大使館
ラオス人民民主共和国大使館
リビア大使館
マラウイ共和国大使館
マリ共和国大使館
モルドバ共和国大使館
ミャンマー連邦共和国大使館
北マケドニア共和国大使館
パラオ共和国大使館
ペルー共和国大使館
在日ルーマニア大使館
セルビア共和国大使館
南アフリカ共和国大使館
シリア・アラブ共和国大使館
トーゴ共和国大使館
トルコ共和国大使館
アメリカ合衆国大使館
ベネズエラ・ボリバル共和国大使館
ジンバブエ共和国大使館
北海道

群馬県

福井県

京都府

大阪府

奈良県

観光庁
アンゴラ共和国大使館
アゼルバイジャン共和国大使館
駐日ベナン共和国大使館
ボツワナ共和国大使館
ブルネイ・ダルサラーム国大使館
中華人民共和国駐日本国大使館
クロアチア共和国大使館
デンマーク王国大使館
コンゴ民主共和国大使館
エルサルバドル共和国大使館
フィジー共和国大使館
ギリシャ大使館
ハイチ共和国大使館
アイスランド共和国大使館
イラク共和国大使館
ジャマイカ大使館
韓国大使館 韓国文化院
レバノン共和国大使館
リトアニア共和国大使館
マレーシア大使館
モーリタニア・イスラム共和国大使館
モロッコ王国大使館
ナミビア共和国大使館
オマーン・スルタン国大使館
パナマ共和国大使館
フィリピン共和国大使館
サモア独立国大使館
スロヴァキア共和国大使館
スペイン大使館
タイ王国大使館
トンガ王国大使館
ウガンダ共和国大使館
ウルグアイ東方共和国大使館
イエメン共和国大使館
香川県

豊島区

富山市

金沢市

アルゼンチン共和国大使館
ベルギー王国大使館
ボリビア多民族国大使館
ブラジル大使館
駐日ブルガリア共和国大使館
駐日コロンビア共和国大使館
キューバ共和国大使館
ジブチ共和国大使館
エクアドル共和国大使館
エリトリア国大使館
フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本
グアテマラ共和国大使館
ホンジュラス共和国大使館
インドネシア共和国大使館
アイルランド大使館
ヨルダン・ハシェミット王国大使館
キルギス共和国大使館
レソト王国大使館
マダガスカル共和国大使館
駐日モルディブ共和国大使館
在日メキシコ大使館
モザンビーク共和国大使館
オランダ王国大使館
パキスタン・イスラム共和国大使館
パラグアイ共和国大使館
ポルトガル大使館／カモインス院
サンマリノ共和国大使館
スロヴェニア共和国大使館
スーダン共和国大使館
東ティモール民主共和国大使館
チュニジア共和国大使館
在日ウクライナ大使館
駐日ウズベキスタン共和国大使館
ザンビア共和国大使館
京都市

日本赤十字社
毎日新聞社

文化放送

TBSラジオ

協賛:

寺田倉庫株式会社

クレディ・スイス

オフィシャルファニチャー:

株式会社イロコデザインジャパン

パートナーホテル:

シャングリ・ラ ホテル 東京

協力:

株式会社 TRiCERA

アークヒルズクラブ

制作協力:

株式会社 八紘美術

株式会社ケイ・スリー・クリエーション

特別協力美術館:

国立新美術館 東京国立近代美術館 東京国立博物館 群馬県立近代美術館 東京都現代美術館 東京都美術館 アーティゾン美術館
上野の森美術館 エスパス ルイ･ヴィトン東京 現代アートコレクターズミュージアム WHAT サントリー美術館 SOMPO美術館
東京オペラシティ アートギャラリー 戸栗美術館 原美術館ARC ポーラ美術館 三菱一号館美術館 森美術館

ホームページ:

https://artfairtokyo.com

問い合わせ:

一般社団法人 アート東京
TEL : 03-5797-7912

TikTok

六本木ヒルズクラブ
株式会社イーストクルー

〒106-0041 東京都港区麻布台1-9-12 飯倉台ビル4階
FAX : 03-5797-7913

E-mail : info@artfairtokyo.com

アートフェア東京2021は「日本博参画プロジェクト」及び「beyond 2020プログラム」です。
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