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このたび、現代美術のアートフェア「ART in PARK HOTEL TOKYO 2017」(略称：AiPHT / アイファット）を、
汐留にあるパークホテル東京にて、2017年2月11日(土)・12日(日)［プレビュー10日(金)］に開催いたします。
第2回目となるAiPHT 2017 では、前回に引き続き「現代美術のこれまで・これから」というテーマのもと、
総勢39ギャラリー（東京：13件、東京以外：23件、台湾：2件、韓国：1件）が出展します。
日本の現代美術史を築き上げてきた老舗ギャラリーから、これからの美術を担う次世代の作家を紹介する中堅ギャラリーが、
ホテル客室をギャラリーに仕立て、イチ押しの作品を展示・販売いたします。
当フェアの特徴のひとつは、東京以外を拠点とするギャラリーが数多く出展する点です。
関西をはじめ韓国や台湾の実力派ギャラリーが、東京でなかなかご覧頂く機会の少ない作家・作品をご紹介します。
また、ホテル客室を利用した当イベントは、自宅でのアートコレクションをイメージし易いのも特徴です。
作品との親密な空間を実際に感じながら、あなたにとって特別なアートを見つけて頂く絶好の機会です。
「ART in PARK HOTEL TOKYO 2017」、是非お見逃しないよう、皆様のご来場をお待ちしております。

フェア概要
開催日時： 2017年2月10日(金)〜12日(日)
プレビュー： 10日(金) 12:00-19:00 ※招待客・プレス関係者のみ一般公開
一般公開： 11日(土) 11:00-19:00・12日(日) 11:00-19:00 ※ご入場はフェア終了の1時間前まで
フェア会場： パークホテル東京 26階・27階（2フロア）
〒105-7227 東京都港区東新橋1丁目7番1号 汐留メディアタワー（フロント25階）
出展ギャラリー数： 39ギャラリー
入場料：￥1,500 / 1 Day Pass
主催： ART OSAKA 実行委員会
特別協力： パークホテル東京
協賛：サントリーアライド
（株）/ (株)ライブアートブックス / イリカフェ社
後援： Young Art Taipei / 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： 芸術新潮 / 月刊ギャラリー / 株式会社 美術年鑑社 / Tokyo Weekender
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特別展示：
PREVIEW AiPHT（プレビュー・アイファット）
AiPHT出展予定アーティストをフェアに先立ってご紹介するプログラム。 篠原有司男や松谷武判といった先駆者たちと、
これからの活躍が期待される若手作家、幅広い世代とジャンルをカバーするラインナップで日本の現代美術が示す潮流の一面を
ご覧いただけます。
出展作家： 篠原有司男、松谷武判、稲葉友宏、高橋つばさ、上出長右衛門窯 上出惠悟、吉島信広 、三宅砂織、門田光雅、
浅野綾花、倉田明佳
会期：2月6日（月）〜12日（日） 11:30〜22:00（会期中無休）
会場：パークホテル東京 25階アートラウンジ
入場料：無料
協力：東京画廊 + BTAP、FUMA Contemporary Tokyo｜ 文京アート、Yoshiaki Inoue Gallery、Yoshimi Arts、橘画廊、M画廊、
万画廊、ジルダールギャラリー、みうらじろうギャラリー、FUKUGAN GALLERY

トーク：
パークホテル東京アートプロジェクト 〜 アーティストルームツアー 〜

パークホテル東京が2012年から始めた
「AIHアーティストルームプロジェクト」
が遂に完結。
アートを取り入れたホテルブランディングがいかにして誕生したのか、実際にプロジェクトに関わった方々にお話しいただきます。
また制作アーティストによる制作秘話や、普段見ることのできないアーティストルームの見学ツアーも必見です。
会期：2月11日
（土）
第1部：15:00〜 / 第2部：16:30〜
会場：パークホテル東京 31階ラウンジ登壇作家： OZ-尾頭-山口佳祐(15:00〜)、原こなみ(16:30〜)
入場料：無料（但し、
フェア入場料1500円が別途必要）
定員：各回15名

BACK NUMBER

ART in PARK HOTEL TOKYO 2017
10 fri - 12 sun FEBRUARY 2017

スペシャルラウンジ
「バランタイン」・「イリー」特別展示販売・有料試飲

フェア会期中、26階では、
ブレンデッド・スコッチの代名詞「バランタイン」
と
イタリアンエスプレッソの殿堂「イリー」
によるスペシャルラウンジを設けます。
バランタインより、珠玉の逸品「バランタイン21年」
と
ʻThe Scotchʼと称される
「バランタイン17年」
の特別価格での試飲を、
イリーからは、
アーティストとのコラボレーションカップの展示を行います。
ウイスキーとコーヒーの芳醇な薫りに包まれたラグジュアリールームでぜひお寛ぎください。
会期：2月11日
（土）
・12日
（日）11:00〜19:00
（L.O. 18:30）
［プレビュー10日
（金）
のみ12:00〜19:00］
会場：パークホテル東京 26階スカーレットルーム
入場料：無料（但し、
フェア入場料1500円が別途必要）
協賛：サントリーアライド
（株）、
イリカフェ社
特別ご試飲

・バランタイン21年 ¥1,500/杯

バランタイン17年 ¥800/杯

・イリーエスプレッソ ¥500他、ソフトドリンクもご用意しております
＊ 20歳未満の方、お車でお越しの方へのお酒のご提供は遠慮させていただきます

運営メンバー：
実行委員会
実行委員長：松尾 良一 / TEZUKAYAMA GALLERY
実行委員 ：林 聡 / ギャラリーノマル
細川 佳洋子 / ギャラリーほそかわ
石田 克哉 / MEM
加藤 義夫 / 加藤義夫芸術計画室
八木 光恵 / アートコートギャラリー
森 裕一 / MORI YU GALLERY
井上 佳昭 / Yoshiaki Inoue Gallery
相談役：山口 孝 / ギャラリーヤマグチ・クンストバウ

事務局：宮本 典子 / フェアマネジャー
川西 遥 / アシスタントマネジャー
鈴木 香澄 / アシスタントマネジャー
山岸 青葉 / アシスタントマネジャー
宮下 和秀（MUG）/ エキシビターリレイションズ
協力：笹岡 克彦（ノマルグラフィック）/ 広報 物・ロゴデザイン
境 隆太 / WEB・システムデザイン
土田 祐介 / 記録写真

