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現代美術のアートフェア「ART OSAKA 2017」開幕まで残り3週間！ 
2017 年 7 月 8 日 (土) ー 7 月 9 日 (日) / プレビュー：7日(金) 
フェアを盛り上げる企画展・15周年トークイベント、ホテル宿泊プランの詳細が決定致し
ました！ 

　 

ART OSAKA 2017 概要のご案内 
　第15回目となる現代美術のアートフェア「ART OSAKA 2017」を、7月8日(土)-9日(日)[内覧会：
7日(金)]の日程で、ホテルグランヴィア大阪26階(JR大阪駅直結)にて開催致します。  
　ART OSAKAは、現代美術に特化したアートフェアとして日本で最大規模であり、一番長く支持
されてきた定評あるアートフェアです。 今年で記念すべき15回目を迎えます。生活空間に近いホ
テル客室を会場に、独自の審美眼を持ったギャラリスト達がオススメする良質の作品を比較しな
がら、気に入った作品はその場でご購入頂けます。 
 　今年のART OSAKAを盛り上げる2つのイベント、京都市立芸術大学とのコラボレーション企画
展「京芸 transmit program: ART OSAKA version」とART OSAKA15回記念スペシャルトークの詳
細が決定致しましたのでご案内致します。また、ホテルグランヴィア大阪では、お得な「ART 
OSAKA 2017 チケット付き宿泊プラン」もご用意しておりますので、是非ご利用下さい。 
　大阪の夏の風物詩となった「ART OSAKA 2017」をより多くの方にご案内したく存じます。是
非、貴メディアでのご紹介ご検討くださいますよう、よろしくお願い致します。 

 

A. ART OSAKA 2016  TEZUKAYAMA GALLERY photo：Yuiko Taiya



企画展のご案内 
京都市立芸術大学「京芸 transmit program: ART OSAKA 
version」 
ART OSAKAではこれまで京都市立芸術大学とのコラボレー
ションにより、将来に大いに期待出来る若手作家たちをフェ
ア企画展によって紹介してきました。 
今年度は、自作の装置とパフォーマンスによってさまざま
な事象に接近を試みる美術作家、迎英里子による個展「ア
プローチ7」を開催いたします。 
新進気鋭の作家のあふれるパワーをご覧ください。 

出展作家：迎英里子 
企画：京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 
協力：京都市立芸術大学キャリアデザインセンター 
後援：京芸友の会 
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ART OSAKA 15回記念スペシャルトークのご案内 

第一部：「大阪新美術館と大阪の文化のこれから」 
　　　      パネリスト:菅谷富夫（大阪新美術館建設準備室 研究主幹） 

第二部：「ギャラリーネットワークとアートフェアの未来形」 
　　　　 パネリスト:おかけんた（芸人 / アートプランナー） 
               　　　　　  山本豊津（東京画廊+BTAP 代表取締役社長） 
              　　　　　　森裕一（MORI YU GALLERY / ART OSAKA 次期実行委員長） 

司会：  加藤義夫（加藤義夫芸術計画室 / ART OSAKA 実行委員） 

1. 迎英里子「アプローチ6.0」 
パフォーマンス 2017 Photo by Takuya Matsumi

ART OSAKA は今年で記念すべき15回目を迎えます。
老舗のアートフェアとして、海岸通ギャラリー・CASO
で4回、堂島ホテルで4回開催し、そしてホテルグラン
ヴィア大阪では今年で7回目となります。 
ART OSAKAの理念は創設当時から変わらず「現代美
術の普及と振興」そして「大阪の文化に対する寄与」
にあります。今回はスペシャルトークとして、第一部
では2021年度の開館を目指す大阪新美術館の構想につ
いて、第二部ではアートフェアの未来形について、多
彩なパネリストの方々にお話を伺います。どうぞご期
待ください。 



日時：7.8（土）第一部：13:30-14:10 / 第二部：14:20-16:00 
会場：ホテルグランヴィア大阪21階 楓の間 
入場料：無料（但し、フェア入場料1500円が別途必要） 

要事前申し込み（先着順） 
info@artosaka.jp まで、必要事項を明記の上、お申し込みください 
必要事項： 
●参加回（通し or 第一部 or 第二部） ●お名前 ●人数●当日連絡可能なお電話番号 
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宿泊プランのご案内 
ホテルグランヴィア大阪「ART OSAKA 2017」チケット付き宿泊プラン 
フェア期間中「ART OSAKA 2017」の入場チケットやオリジナルトート
バックプレゼントのほか、ホテル全レストランの割引特典がついた宿泊
プランを現在発売中です。大阪夏のアートの祭典を、お得にじっくり楽
しみませんか？ 

詳細：https://www.granvia-osaka.jp/stay/packages/000045 
プラン一例）スタンダードフロア カジュアルツイン【禁煙】8750円~/人 
*尚、宿泊プランは7月6日(木)～ 7月9日(日)のご用意です。 

 また、「ART OSAKA 2017」ご来場のお客様には、7 月7 日（金）～ 9 
日（日）のフェア期間中、ホテル全レストランを10%OFF でご利用頂け
ます（割引対象外有）。詳しくは上記URLをご確認ください。 
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みどころ 
　ART OSAKA のみどころは何と言っても、いま旬の中堅・若手作家の手頃な作品を数多く取り揃
えているところです。 
　例えば、タッチの激しい鮮やかな人物像を描き、音楽ユニットEGO-WRAPPIN’のCDジャケット
のアートワークを手がけた小澄源太（b. 1974）や、昨年、舟越桂などと共に東京都美術館90周年
記念展に出展し、動物をモチーフとする木彫作家の土屋仁応（b.1977）。ドロッピングという手
法を用い、色彩豊かな表現で抽象絵画の可能性を探り続ける中島麦（b.1978）。「六甲ミーツ・
アート 芸術散歩 2016」では公募大賞グランプリを受賞、フレスコ画によるインスタレーションで
公共空間の壁からダイナミックな風景をつくり出す川田知志（b.1987）。そして2009年に岡本太
郎現代芸術賞で岡本太郎賞を受賞、マラソンランナーとしての経験も生かしながら、自らの身体
とその周辺との関わりをコミカルに現出させる若木くるみ（b.1985）など、注目の若手作家の出
展が予定されています。 
　 一方で、あまりフェアではお目にかかることのできない、国内外の第一線で活躍するアーティ
ストの作品も間近でご覧頂けます。 
例えば、1950年代より独学で彫刻を学び始め、鋼鉄線の張力と圧力で金属の塊を中空に固定させ



る彫刻作品で知られる篠田守男（b.1931）の近作や、1960年～70年代の「もの派」の主要メンバー
の一人である成田克彦（b.1944-92）の代表作《SUMI》をご紹介致します。また、昨年国立国際
美術館で大規模な個展を開催し、セルフポートレイトの手法で知られる森村泰昌（b.1951）は、
あまり知られていない初期の作品群「卓上のバルコネグロ」シリーズを出展致します。 
　そのほかにも、実力ある作家作品ばかりが勢揃いし、充実したラインナップのフェアになりま
す。 

 

 

1. 小澄源太《Untitled》 
紙に鉛筆、クレヨン、アクリル、ボー
ルペン 2017 
Courtesy of LAD GALLERY

2. 土屋仁応《猫》 
樟、ボロシリケイトガラス、彩色 2017  
Courtesy of MEGUMI OGITA GALLERY

5. 若木くるみ《耳なし芳二》 
作家、ペン  2013 
Courtesy of Finch Arts

3. 中島麦《WM_M+星々の悲しみ》 
アクリル、キャンバス 2014 - 2017 
Courtesy of Gallery OUT of PLACE 

4. 川田知志《夏の◯×△》木、金網、漆喰、顔料 他 2015 
インスタレーション／京都芸術センター  撮影：松見拓也 

6. 篠田守男《猫》 
石、真鍮、ステンレス  2016 
Courtesy of KOKI ARTS

7. 成田克彦《SUMI》 
木炭 1968 
Courtesy of Tokyo Gallery +BTAP

8. 森村泰昌《卓上のバルコネグロ 幾何学の
花 1》ゼラチンシルバープリント 1984 
Courtesy of MEM



ART OSAKA 2017 出展ギャラリー　　*がついているのは初出展 
［大阪］アートコートギャラリー / DMO ARTS / ギャラリーノマル / ギャラリーほそかわ / ギャ
ラリー風 / ギャラリーヤマグチ クンストバウ / Nii Fine Arts / ノートギャラリー / Ns ART 
PROJECT* / 大阪芸術大学 / studio J / TEZUKAYAMA GALLERY / the three konohana / YOD 
Gallery / Yoshiaki Inoue Gallery 
［兵庫］創治朗-Contemporary Art Gallery-* 
［京都］芦屋画廊kyoto / MORI YU GALLERY / アートゾーン神楽岡 / Finch Arts* 
［奈良］Gallery OUT of PLACE 
［愛知］JILL D´ART GALLERY / SHUMOKU GALLERY / GALLERY APA / アイン ソフ ディス
パッチ / GALLERY龍屋 / GALLERY IDF / LAD GALLERY* 
［東京］eitoeiko / ギャラリーアートコンポジション / ギャラリーかわまつ / ギャラリー小暮 / 
GALLERY 麟 / Gallery Suchi / GALLERY TARGET / HARMAS GALLERY* / hpgrp GALLERY / 小
出由紀子事務所  / KOKI ARTS  / MEM / MEGUMI OGITA GALLERY / みうらじろうギャラリー / 
レントゲンヴェルケ  / Sansiao Gallery* / SH ART PROJECT* / 不忍画廊 / 橘画廊 / 東京画廊
+BTAP*    
［韓国］AP Gallery / GALLERY SHILLA 
［台湾］AKI GALLERY / Gallery Grand Siècle / YIRI ARTS 
［マカオ］BLANC ART* 

開催概要 
開催日時 : 2017年7月8日(土) - 7月9日(日)  
プレビュー : 7月7日(金) 14 : 00 - 20 : 00 (プレス・招待客のみ) 
 一般公開 : 7月8日(土)11 : 00 - 20 : 00　 
　　          7月9日(日)11 : 00 - 19 : 00 
フェア会場 : ホテルグランヴィア大阪 26 階 (ワンフロア貸切り)  
                 〒 530-0001 大阪府大阪市北区梅田 3 丁目 1-1 (JR 大阪駅直結)  
                 T.06-6344-1235 (代表)  

出展ギャラリー : 54 ギャラリー 
出展ブース数 : 64 ブース 
入場料 : ¥1,500-. / 1day pass  ※チケットはフェア受付にてお買い求め下さい。 
主催 : ART OSAKA 実行委員会 
特別協力 : ホテルグランヴィア大阪  
協賛：アサヒビール株式会社(株) / (株)ライブアートブックス / (株)ダイム / ホルベイン(株) / イ
リカフェ社 / プリムスフード(株) 
後援：Young Art Taipei / ART KAOHSIUNG / アートのある暮らし協会 / ワンピース倶楽部 / パ
トロンプロジェクト 
イベント協力 : 京都市立芸術大学 
メディアパートナー：Kansai Art Beat / 株式会社 生活の友社 / Art Facts. Net 

公式ウェブサイト：www.artosaka.jp 
Twitter：https://twitter.com/ART_OSAKA 



Facebook：https://www.facebook.com/artosaka.jp 
Instagram：https://www.instagram.com/artosaka.jp/ 
 

広報用画像　 
広報用画像として、上記の通り昨年の展示風景（A～C）3点、出展予定作品画像（1～9）9点を用
意しております。画像が必要な方は、下記お問い合わせまでお気軽にご連絡ください。 
画像使用の際は下記の通りキャプションを明記にご協力下さい。 
また掲載が決まりましたら、掲載紙や PDF データを1部事務局までお送り頂くか、又は掲載先 
URLをお知らせ下さい。  

尚、最新情報は随時 公式ウェブサイト、facebook、twitter、instagram にて配信いたしますので、
合わせてご覧いただけれ ば幸いです。  

お問い合わせ先：ART OSAKA 事務局　 
担当：宮本、川西、鈴木、山岸 
〒 542-0062 大阪市中央区上本町西 4-1-68 T. 06-7506-9338 / E. info@artosaka.jp

B. ART OSAKA 2016  Galerie Miyawaki photo：Yuiko Taiya C. ART OSAKA 2016  MEM photo：Yuiko Taiya


