世界中のアートを香港に
2019年10月4日– 7日

アジアコンテンポラリーアートショーは世界を舞台に活躍するギャラリーとアーティストに、香港で年に2回、
インタ
ーナショナルなコレークターやアートバイヤーに作品を展示、販売する機会を提供しています。 春期、秋期ともにア
ート購入の鍵となるシーズンと同時期に開催されます。
2019年10月4日 - 7日に第15回目を迎えるアジアコンテンポラリーアートショーは、世界中のアートギャラリーや
アーティストたちに香港で唯一秋に行われるコンテンポラリーアートに特化したアートフェアで作品を展示販売す
る機会を提供しています。
中国のゴールデンウィーク中に開催され、
サザビーズやポリーオークションの秋のオーク
ションシーズンとも重なり多くの人が香港を訪れます。

香港 ‒ 世界第３位の
アート市場

最高の作品を世界から集まる主要なギャラ
リーが紹介します

香港はアート販売に非常に適した場所です。
ニューヨ
ーク、
ロンドンに次ぐ世界第3位のアート市場である香
港は、中国、台湾、韓国、
日本といったアジア各国の“ア
ートハブ都市”になっており、
アジアにおける現代アー
トシーンの文化的中心地です。香港での作品輸出入に
掛かる関税や売上税・VATが無課税のフリーポートの
ため、
オープンでわかりやすい取引が英語で行えます。

アジアコンテンポラリーアートショーに展示さる絵画、エ
ディション、立体造形、写真の多様性及び質の高さはフェ
アを重ねるごとに上がっています。 世界中から集まるギ
ャラリー、アーティストの展示作品の売買の価格帯は
US$4,000~US$20,000以上になります。

2018年秋期フェアでは15,000人のコレク
ターを動員
2018年秋に開催されたアジアコンテンポラリーアート
ショー(2018年9月28 - 10月1日、
コンラッド香港)では
、出展者及び来場者の両方から高い評価を頂きました。
開催4日間で、15,000人以上のコレクターやアートバイ
ヤーを動員し、会期後の出展者アンケートからのエステ
ィメートで、32百万香港ドルの売り上げを達成しま した
。

調査結果
2018年秋期ショーでの出展者調査
• 67%の出展者は出品作品へのビジターの関心
が高かったと回答

• 94%の出展者が作品を販売したと回答、そのう
ち半分以上が7点以上を販売したと回答

調査結果
2018年秋期ショーでの来場者調査
• 来場者は3時間以上ショーに滞在、回答者の
54%はリピーターであると回答

• 97%の回答者はアートフェアやアートギャラリ
ーによく訪れると回答

• 回答者の67%はショー会期後に作品を販売し

• 61%の回答者は過去にアート作品を購入したこ

• 回答者全員がショーへの参加が作品販売に役

• 86%の回答者はまたショーを訪れたいと回答、

た、
もしくは販売の予定があると回答
立った回答
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とがあると回答

84%以上が友人に勧めたいと回答

アジアコンテンポラリーアートショー2018年秋来場者調査

出展者の感想:
“フレンドリーで意欲的なビジターのコンス
タントな来場”
“素晴らしかった！今まで出展していた制限された
形式とは違い、ホテルでの展示はとても自由だっ
た。クリエイティブに空間を作ることができる。ま
た、
様々なタイプの人がショーに訪れていた。全体
を通して満足しているし、
とてもユニークな経験に
なった。
”
Yusof Majid,
Nadine Fine Art - マレーシア

“開会の準備が終わった途端、
コンスタントなフレ
ンドリーで意欲的なビジターの流れがきた。香港
のコレクターは知識が豊富でアーティストについ
て色々聞いてきてくれた。 その中でも展示作家の
Ng Woon Lamは人気が高くて、著名な武侠小説
作家の金庸について描かれた新しいシリーズの売
れ行きが素晴らしかった。
”
Jane Walker,
Singapore Art Garret Gallery – 英国

コレクターの感想:
“3度目の訪問、
ホテルで開催していてそれ
ぞれの部屋が違うのが面白い”
“今回が初めての訪問で、展示されていた作品がど
れも魅力的なことにびっくりした。 ユニークな展示
スペースでとてもウェルカムな雰囲気でクリエイテ
ィブな展示方法だと思った。このショーは来るに価
値は大いにある.”
Michael Kaye - 英国

“今回が3度目の訪問だった。
ホテルの部屋を使って
開催されるショーはそれぞれの部屋が違ったとっ
ても楽しむことができた。 作品も多様な技法や表
現を見るのが好きだ。 私は作品を見たり購入して
るが、
このショーでは特にギャラリーがウェルカム
なところが好きだ。”
Tracy Halford – ニュージーランド
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出展料に含まれるもの

24時間アクセス可能なアジアの先端をいくアート専門
ウェッブサイト

出展者の参加特典として、香港最大のアートウェブサイトであるアジア
コンテンポラリーアートバイヤー(www.asiacontemporaryart.com)
にて、
ギャラリー、作家プロフィール及び最大50作品のイメージを無料
掲載できます。このアジアで先端を 行くウェブサイトには、1,300人以
上のアーティストによる11,500以上の作品が掲載され、
コレクターが
常時閲覧でき、作 品販売につながっています。 フェア開催中以外もい
つでも問い合わせができ、問い合わせ内容は出展者に即時転送されま
す。
作品、
ギャラリーやアーティストなどの新しい情報は、週に一度発信さ
れる、
ニュースレター“アートアラート”にて、登録されて いるコレクター
やアートバイヤーに発信されています。また、
フ ェイスブック、
インスタ
グラムやツィッターなどのソーシャルメディアでも発信され、
その数は
アジア全体に広がるアートファ ン、84,000人以上におよびます。
このウェブサイトサービスは出展者に無償で提供しており、年2回4日
間開催されるフェア期間中のみならず、24時間365日出展者にコンタ
クトが可能になり、大変貴重な販促ツールとなっています。

出展料には快適なコンラッド香港での5
泊の宿泊費用が含まれています。 セット
アップやキュレーションなどにゆっくりと
時間を割くことができ、初日に行われる招
待制のイベント、プライベートビューやコ
レクターズプレビューに向けて余裕をもっ
て準備することが可能です。ビュッフェ 式
の朝食2名分と、
お部屋での快適なインタ
ーネットサービスも含まれています。

下記の特典も含まれます:
• 来場者に配布されるショーガイド及びショーマップで
の出展者の無料掲載(有料広告もあり

• ショーのPRなどでギャラリーや作品を紹介させてい
ただく機会あり

• 招待客や顧客へのオンライン招待ゲスト登録
• ショー概要について解説した出展マニュアル（英語）
や販売マニュアル

大規模なマーケティングおよびPR活動

開催13回の実績と、
その中で培ったマーケティグ、
メディアとのパートナーシップやPRは、
ベテランのコレクターや
潜在的なアートバイヤーへのアプローチを 効果的に行っています。この2019年秋のショーでは12以上の現地香
港と国際的な新聞や富裕層向け媒体、紙面、
ウェブサイトなどと連携してショーへの来場者を取り込むとともに、
ビジターのアート購買意欲へとつなげています。またフェイスブック、
インスタグラムやツィッターなどのSNSでは
定期的な発信を続けています 。
アジアの美術オンラインサイト、
アジアコンテンポラリーアートバイヤー (www.asiacontemporaryart.com) は
オンライン上でコレクターが集う場所となっており、
フェイスブッ ク、
インスタグラム、
ツイッターは24,000人以上
のフォロワーを獲得しています 。

経験豊富で能力の高いチーム
アジアコンテンポラリーアートショー及びアジアコンテ
ンポラリーアートバイヤーは、香港地域で30年のビジ
ネス実 績を持ち、アートコレクターでもあるM a r k
S a u n d e r s o n (マーク・サウンダーソン) 、D o u w e
Crame (ダーウィ・クラマー)とSarah Benecke(サラ・
ベネック) の3人によって創設されました。アートスペー
スのパイオニアである彼らにとって、
アーティスト、ギャ
ラリストそしてバイヤー(買い手)には新しい作品の発見
と冒険 、
またアートについての対話を可能にするフェア
やオンライン媒体が必要と考えています。アジアコンテ
ンポラリーアートショーは唯一香港で年に2回開催され
ている、
コンテンポラリーアートに特化したアートフェ
アです 。

スペースには限りがありますので、お問い合わせはお早めに！
大内泉

izumi@asiacontemporaryart.com

T:+81 080 7072 5719

