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まもなく開催！「ART OSAKA 2021」7月18日(日)ー20日(火) 
イチオシ作品や関連イベント、相互入場割引などフェアをより楽しむポイントを紹介！

 第19回現代美術のアートフェア「ART OSAKA 2021」を、7月18日(日)－20日(火)［内覧会：18日(日)12:00-16:00］の
日程で、大阪市中央公会堂（国指定重要文化財）にて開催致します。 
本プレスリリースでは、ART OSAKA 2021をより楽しむポイントをまとめてご紹介いたします！是非、貴メディアにて
情報のご掲載にご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

ポイント1：国際的に活躍する著名作家から今をときめく若手作家まで勢揃い！ 
ART OSAKAは、国際的に活躍する著名作家から今をときめく若手・中堅作家までが一堂に会します。いずれも枚挙に
暇がありませんが、注目の作品をいくつかご紹介致します。著名作家からは、まず、モダニズムやデザインのアイコン 
から着想を得た作品で知られる、トム・サックス(b.1966)。今回は中でも象徴的な作品の1つ、「NASA」のロゴが入っ
た手製の茶碗「New Guy」をご覧いただけます。(小山登美夫ギャラリー)  
近年のART OSAKAで「Element - Black」シリーズを披露した名和晃平(b.1975)は新作を発表します。様々な技法・手
法を用いて新たな知覚体験を創造する彼の新作は、来場者を魅了することでしょう。(ギャラリーノマル) 
MORI YU GALLERYから出展する黒田アキ(b.1944)は、1993年に東京国立近代美術館にて個展を開催。当時、最年少
で現存する作家初の展示となりました。それから早28年、世界的に活躍する彼の作品をぜひ目撃ください。
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1. トム・サックス《New Guy》イギリス陶磁、高温還元焼成、テンプル・ホワイト釉、化粧象嵌 8×10.7×10.7cm 2020  

　　Photo by Tom Sachs Studio ©Tom Sachs, 小山登美夫ギャラリー(東京) 

2. 名和晃平《Element ‒ Black #6》(参考作品) シルクスクリーンプリント、アクリル、 木製パネル 60×80×3.8cm (縦横向き可変) ed.35 2018 ギャラリーノマル(大阪) 

3. 黒田アキ《無題》紙にインク、印刷物 75×110cm 2021 MORI YU GALLERY(京都)
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続いて、若手・中堅作家からの1人目は、実在する動物や空想上の動物をモチーフに彫刻を作る土屋仁応(b.1977)。表面
の白から内側の淡い色彩がうっすらと現れる独自の彩色方法を確立し人気を博していますが、今回は黒を基調とした新
シリーズを披露します。(メグミオギタギャラリー) 
2人目の上野英里(b.1990)は、タブレット端末で鑑賞した舞台作品や映画のワンシーンを切り取った絵画は、不鮮明で登
場人物の表情が読み取れず、どこか不穏さを感じさせます。NODA CONTEMPORARYから個展形式で紹介いたしますの
で、独特な世界観をたっぷりご堪能ください。 
最後に紹介するのは、荒木由香里(b.1983)。身近にある様々な既製品をコラージュし彫刻を制作しています。美しさとユー
モラスを兼ね備える作風の彼女は、令和2年度 愛知県芸術文化選奨 文化新人賞を受賞した注目の作家です。 
(AIN SOPH DISPATCH) 

ポイント2：ファーストコレクションの機会として最適！ 
ART OSAKA の特徴の1つに、価格が手頃で魅力的な作品を多数取り揃えている点が挙げられます。5万円未満、10万円
未満の作品もございますので、ファーストコレクションや日頃の自分へのご褒美に、作品をコレクションしてみてはい
かがでしょうか？ 現在、ウェブサイトでは、出展予定の作品をメディアや価格帯をから検索できるアートワークページ
を公開中。欲しい作品のジャンルや、お求めの価格に適した作品を探すことができるので、フェアの予習にもご活用い
ただけます。　アートワークページ：https://www.artosaka.jp/2021/jp/artwork/

<5万円未満の作品>
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7. 新谷圭子《spring3》キャンバスにオイル、 
アクリル、木、鉄 22.5×27.3cm 2021 
GALLERY 麟(東京) 

8. 服部正志《キン〇チョウネクタイ〇ヒト》 
ミクストメディア8.8×12×2cm 2019  
YOD Gallery(大阪)

<10万円未満の作品>

９ 10

9. 岡上淑子《沈黙の奇蹟》シルクスクリーン 
39.2×31.7cm 1952  
サードギャラリーAya(大阪) 

10. 今村遼佑《境界線上の光 (アトリエの木漏れ日)》瓶、
LED、計測した木漏れ日のデータ、電子回路、電池 
24×14×14cm 2020  
FINCH ARTS(京都)

4 5
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4. 土屋仁応《山羊》(参考作品) 楠、水晶、彩色 41×44×17cm 2021 メグミオギタギャラリー(東京)  
5. 上野英里《悪目立ち》キャンバスに油彩 42×65cm 2020 NODA CONTEMPORARY(愛知)  
6. 荒木由香里《Silver》ミクストメディア 55.5×12×10.5cm 2020 AIN SOPH DISPATCH (愛知)
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11. 築山有城《score #04》木に油彩、77.5×115×5.5cm 2021 
©Yuki Tsukiyama TEZUKAYAMA GALLERY(大阪)

ポイント3：ツアーに参加してより現代美術の世界を堪能！ 
毎日新聞旅行とのコラボレーション企画として、フェア出展ギャラリー
であるTEZUKAYAMA GALLERYとART OSAKA を巡るスペシャルツアー
を開催いたします。TEZUKAYAMA GALLERYではディレクターの解説
付き、またフェア会場では、主催者によるナビゲーションもございま
すので、アートラバーの皆様はもちろんのこと、ギャラリー初心者の
皆様と一緒に、大阪のアートシーンを楽しむツアーとなりましたら幸
いです。ぜひ、皆さま奮ってご参加ください。 

開催日：7月19日(月)・20日(火) 
料金：9800円(お一人様、税込) 
主催：毎日新聞旅行

基本スケジュール 
大阪・梅田10:15 出発 
 →10:30～11:40 TEZUKAYAMA GALLERY「築山有城 展」(ディレクターによる解説付き) 
 →12:00～13:30 スモーブロ―キッチン中之島にて昼食 
 →14:00～ART OSAKA 2021主催者によるナビゲーション(15分)後に各自自由見学後、現地解散  
　 ※閉館時間｜19日 ~20:00、20日 ~17:00 
詳細・お申し込みはこちら 
https://www.mainichisinbun-ryokou.com/kokunai/thema_culture/post_369.html

ポイント4：お得な相互入場割引で中之島でアートを楽しもう！ 
文化施設の集まるアートエリア・中之島でのフェア開催を記念して、中之島内14機関による創造ネットワーク「クリエ
イティブアイランド中之島」参画機関との相互割引を実施。フェアと合わせて、展覧会やお食事をお楽しみ下さい！ 
企画協力：クリエイティブアイランド実行委員会( https://nakanoshimalab.jp) 
※新型コロナウイルス感染予防のため、会期や開催・開店時間が変更になる場合があります。最新の情報は各公式サイトなどでご確認ください。 

■ART OSAKA 2021 のQRチケット提示で、団体割引料金にてご入場可能 
・国立国際美術館 | 割引期間：7月1日(木)~7月31日(土) 

特別展「鷹野隆大 毎日写真1999-2021」 
特別展「Viva Video! 久保田成子展」 
展覧会情報：https://www.nmao.go.jp 

・大阪市立東洋陶磁美術館  | 割引期間：7月1日(木)~7月25日(日) 
特別展「黒田泰蔵」 
特集展「柿右衛門―Yumeuzurasセレクション」 
展覧会情報：https://www.moco.or.jp 

■フェア会場内で配布するフロアマップをご提示いただくと、対象メニューが300円引き 
・graf studio | 割引期間：7月20日(火)~7月31日(土) 

graf shop&kitchen 
対象メニュー：定食（1,200円）＋ドリンク ＊1日先着30人限定 
店舗情報：http://www.graf-d3.com 

■ART OSAKA 会場にて、下記いずれかのチケットのご提示で200円返金 
・国立国際美術館 ：開催中展覧会の半券、もしくは、友の会・OKミュージアムパスポートの会員証 
・大阪市立東洋陶磁美術館：開催中展覧会の半券、もしくは、MOCO PASSPORT 
・graf studio  ：1,200円以上飲食した方にお渡しする割引チケット 

✴ 一般チケット[2,000円]のみ適用いたします。 
✴ 1回につき最大200円まで 
✴ 半券/割引券１枚につき、1名様まで

https://www.mainichisinbun-ryokou.com/kokunai/thema_culture/post_369.html
https://nakanoshimalab.jp
https://nakanoshimalab.jp
https://www.mainichisinbun-ryokou.com/kokunai/thema_culture/post_369.html
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開催概要 
日程：2021年7月18日(日)-20日(火) 
プレビュー： 18日(日)12:00-16:00 *招待客、プレスのみ 
一般公開   ： 18日(日)16:00-20:00 
　　　　　    19日(月)12:00-20:00 
　　　　　    20日(火)11:00-17:00 
会　場　：大阪市中央公会堂 3階 [中集会室／小集会室]（〒530-0005 大阪市北区中之島1丁目1番27号 ） 
アクセス：地下鉄 御堂筋線/京阪電車「淀屋橋駅」から徒歩約5分 
　　　　　地下鉄 堺筋線/京阪電車「北浜駅」から徒歩約6分 
　　　　　京阪電車「なにわ橋駅」から 徒歩約1分 
出展数　：46ギャラリー 
入場料　：一般チケット  ¥2,000  
　　　　　平日ペアチケット ¥3,500  
　　　　　ナイトチケット ¥1,700 （19日(月) 17:00～19:30のみ入場可能）  
予約　　：完全事前予約制＆先着順 
　　　　　https://art-ap.passes.jp/user/e/artosaka2021 
　　　　　  *小学生以下は無料。但し必ず保護者同伴下さい。 
　　　　　  *入場にはマスクの着用が必須です。 
　　　　　  *37.5度以上の発熱や体調が優れない場合は、来場をご遠慮下さい。 
公式HP  ：https://www.artosaka.jp/2021/jp/ 
主催　　：一般社団法人日本現代美術振興協会 
協賛　　：株式会社 安井建築設計事務所 / 有限会社ザ・グローブ /  PHILLIPS / 一般財団法人おおさか創造千島財団 /  
　　　　　滋慶学園グループ / 株式会社 竹中工務店 /株式会社 宮本工業所 / サントリーホールディングス株式会社 /  
　　　　　株式会社 大林組 / ホルベイン画材株式会社 / 株式会社ダイム / 宝塚市立文化芸術センター /  
　　　　　株式会社 静岡銀行 / UEK株式会社 / 上橋歯科医院  / 株式会社 ウエアハウス / アウラ現代藝術振興財団 /  
           　　紀南アートウィーク2021 / 弁護士法人One Asia大阪オフィス  / ART PASS

ポイント4：チケット付き宿泊プランでお得にじっくり楽しもう！ 
例年、 ART OSAKAを開催していたホテルグランヴィア大阪にて、
ART OSAKA 2021入場チケット付き宿泊プランを発売中です。 
ホテルグランヴィア大阪は、中央公会堂まで地下鉄で約15分。 
また、大阪駅直結となりますので、新幹線発着の「新大阪駅」に
もアクセスしやすく、特に遠方からお越しになる皆様にはおすすめ
のホテルです。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・予約はこちらから 
https://www.granvia-osaka.jp/stay/packages/000109 
*フェアへの来場は、平日のみのプランとなります。

12. ホテルグランヴィア大阪 客室イメージ写真

ポイント5：平日限定のお得なチケットでフェアを楽しもう！ 
現在、美術館・展覧会トータル支援サービス「ART PASS」にて2種類の平日限定お得なチケットを発売中！ 
ご予約URL：https://art-ap.passes.jp/user/e/artosaka2021 
*一般チケット2,000円 

ペアチケット (3,500円) 
19日(月)・20日(火)の12:00~17:00 にてご利用いただけるチケット。ご友人やカップル等、2名様でお越しになられる
方におすすめです。 
ナイトチケット (1700円) 
19日(月)の17:00~19:30 にてご利用頂けるチケット。お仕事終わりや学校帰りに夜のアートフェアを楽しむのはいか
がでしょうか？ 

https://art-ap.passes.jp/user/e/artosaka2021
https://art-ap.passes.jp/user/e/artosaka2021
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ART OSAKA 2021 出展ギャラリー 
[大阪]  アートコートギャラリー、カペイシャス、DMOARTS、ギャラリーほそかわ、ギャラリーノマル、 
 KAZE ART PLANNING、Nii Fine Arts、ノートギャラリー、＋1 art、studio J、 
 TEZUKAYAMA GALLERY、サードギャラリーAya、YOD Gallery、Yoshiaki lnoue Gallery 
[京都]  ART OFFICE OZASA、芦屋画廊kyoto、COHJU contemporary art 、FINCH ARTS、 
 ギャルリー宮脇、MORI YU GALLERY 
[奈良]  Gallery OUT of PLACE 
[石川]  モトヤマイケウチ 
[愛知]  AIN SOPH DISPATCH、JILL D’ART GALLERY、KENJI TAKI GALLERY、LAD GALLERY、 
　　　  masayoshi suzuki gallery、NODA CONTEMPORARY 
[東京] Contemporary HEIS、eitoeiko、FUMA Contemporary Tokyo｜文京アート、Gallery 38、 
　　　 GALLERY KOGURE、GALLERY 麟、ギャラリー椿、hpgrp GALLERY TOKYO、小林画廊、 
　　　  KOKI ARTS、小山登美夫ギャラリー、メグミオギタギャラリー、MEM、ミヅマアートギャラリー 、　 
　　　 NANZUKA UNDERGROUND、タグチファインアート、ときの忘れもの、万画廊

広報用画像について 
広報用画像として公会堂の写真2点と1~12の写真をご用意しています。必要な方は、下記お問合わせ先までお気軽にご
連絡ください。使用の際は必ずキャプションの明記をお願いいたします。 
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いただくか、又は、掲載先URLをお知ら
せください。

お問合せ先： 
一般社団法人日本現代美術振興協会(APCA) 
ART OSAKA事務局　担当：宮本、山岸、川西、室谷 
〒 542-0062 大阪市中央区上本町西 4-1-68   T. 06-7506-9347 / E. press@artosaka.jp

         @ART_OSAKA ／ 　　@artosaka.jp ／         artosaka.jp

協力 ：毎日新聞旅行 / クリエイティブアイランド中之島実行委員会 
後援 ：公益財団法人 大阪観光局 / ワンピース倶楽部 / パトロンプロジェクト / アートのある暮らし協会 
メディアパートナー：FM802 / FM COCOLO / Art Scenes（アートシーンズ）  
パートナーイベント：UNKNOWN ASIA / DELTA 
パートナーホテル   ：ホテルグランヴィア大阪

mailto:press@artosaka.jp
mailto:press@artosaka.jp

