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Art Fair

ジ・アートフェアズ：＋プリュス－ウルトラ 2013
会期： ＋プリュス：ジ・アートフェア 004

11 月 1 日（金）～4 日（月・祝）

ウルトラ 006 オクトーバー・サイド

10 月 26 日（土）～10 月 29 日（火）

ウルトラ 006 ノヴェンバー・サイド

11 月 1 日（金）～4 日（月・祝）

会場：スパイラルガーデン（スパイラル 1F）
URL: http://systemultra.com/

若き才能が競い合う「ウルトラ」、新しき伝統を謳う「+プリュス」。
２つのアートフェアをスパイラルで同時期開催！

掲載や取材に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
◆スパイラル／株式会社ワコールアートセンター 広報部 加藤美穂、瀧本恵理
TEL 03-3498-5605 FAX 03-3498-7848 〒107-002 東京都港区南青山 5-6-23
E-mail press@spiral.co.jp WEB http://www.spiral.co.jp/
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スパイラルでは、統合型アートフェア「ジ・アートフェアズ：＋プリュス-ウルトラ」を今年も開催いたします。
これは、40 歳以下の若手ディレクター個人を出展単位とする「エマージング・ディレクターズ・アートフェア：
ウルトラ」（以下ウルトラ）と、現代美術に限らず、ジャンルの垣根を超えて日本発の優れたアートを幅広く提供す
ることを目指す「＋プリュス：ジ・アートフェア」（以下＋プリュス）、2 つのアートフェアをスパイラルで同時期に開催
するものです。
アートの「いま」に触れ、アートをもっと身近にする統合型アートフェア
「ウルトラ」は、ギャラリーで実際に作家や作品を選ぶディレクター個人を出展単位としたユニークなアートフェア
です。2008 年のスタート以来、高い話題性と多くの動員で秋の恒例イベントとして定着し、今回で 6 回目を迎え
ます。その特徴は、若手のディレクターが、ギャラリーの一員としてではなく、自分の名前で本当に紹介したいア
ート作品を出品することです。2013 年は 2 会期にわけて 52 名のディレクターが出展。展示作品からはアート
界の「いま」と「これから」を担うディレクターの新鮮な感性を体感し、多くの原石を見出すことができるでしょう。
「＋プリュス」は、昨年「ウルトラ」と統合する形で再スタートしたアートフェアで、高い実績と信頼を誇る 7 つの
ギャラリーが厳選した作品群が揃います。日本のアートシーンを牽引するアーティストたちによる質の高い作品
を、コレクターはもちろん、より多くの方に身近にご覧いただけるよう今年から会場をスパイラルガーデンへと移し
て開催します。
また、会期中は、オープニング・パーティ、そしてベストセールス／ベストウォールの各顕彰を発表するクロー
ジングパーティなどの多彩なイベントで、来場者とアートをつなぐ多角的な接点を創出し、日本の美術マーケット
再活性化の一翼を担うべく、更なる進歩を図ります。
この機会にぜひ、取材、掲載をご検討くださいますようお願いいたします。

※「プリュス・ウルトラ」とは
「プリュス・ウルトラ （plus ultra）」は、ラテン語で「もっと前へ」という意味をもちます。これは、本アートフェアの
基本的なスタンスを示すと同時に、戦いを嫌い、協同することを旨として数百年にわたり神聖ローマ帝国を
治めたハプスブルグ家の信念でもありました。出展者がただ商売にしのぎを削るのではなく、美術の世界全体
の繁栄を願うという思いをそこに込めています。

ジ・アートフェアズ：＋プリュス－ウルトラ 2013 開催概要
■＋プリュス：ジ・アートフェア 004
会期：2013 年 11 月 1 日（金）～11 月 4 日（月・祝）

11:00～20:00

■エマージング・ディレクターズ・アートフェア ウルトラ 006
会期：オクトーバー・サイド 2013 年 10 月 26 日（土）～10 月 29 日（火）

11:00～20:00

ノヴェンバー・サイド 2013 年 11 月 1 日（金）～11 月 4 日（月・祝）

11:00～20:00

会場：スパイラルガーデン（スパイラル 1F）
入場料：無料
主催・企画制作：システム:ウルトラ（スパイラル／株式会社ワコールアートセンター、株式会社レントゲンヴェルケ）
お問い合わせ先：info@systemultra.com
URL: http://systemultra.com
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参考資料 出展者・会場レイアウト
■2013 年 10 月 26 日（土）～29 日（火）
・ULTRA006 オクトーバー・サイド 【出展者（32 名）】 ※50 音順
井浦 歳和

roid works gallery （東京）

筒井 麻未

Art Office Shiobara （東京）

石井 信

四季彩舎 （東京）

福田 和香子

Gallery Art Composition （東京）

石坂 徹朗

Emigre Collection （東京）

古川 ゆめの

Gallery Jin Projects （東京）

石水 美冬

SNOW Contemporary （東京）

松平 修一

KOGEI まつきち （石川）

魚崎 恵梨

unseal contemporary （東京）

光井 聡

ミツイアート （東京）

大久保 欽哉

八犬堂 （東京）

宮崎 雅子

L’Atelier de Sawara （東京）

大久保 文之

ringsArt by RAWS （東京）

大和 克己

Katsumi Yamato Gallery （東京）

ギャラリーニイク （東京）

山中 俊広

the three konohana （大阪）

The Hive Gallery & Studios LLC. （アメリカ）

山根 篤史

R&PGALLERY （兵庫）

岡本 智子

GALLERY TARGET （東京）

よしだ たつや

GALLERY 龍屋 （愛知）

尾立 麗子

ときの忘れもの （東京）

金井 衆平

十一月画廊 （東京）

かんの自然

Jinen's Art Studio （東京）

木塚 多賀子

Gallery 花影抄 （東京）

絹川 大

ルンパルンパ （石川）

車 洋二

KURUM'ARTcontemporary （東京）

小島 健史

YODOYA （京都）

小谷 香織

DMO ARTS （大阪）

近藤 奈津子

hpgrp GALLERY TOKYO （東京）

塩野 秀樹

Gallery Seek （東京）

染宮 隆史

Takashi Somemiya Gallery （東京）

田村 孝次

創治朗 （兵庫）

大畠 奈緒
岡本 大介

・会場レイアウト
2013 年 10 月 26 日（土）～29 日（火）
ULTRA オクトーバーサイド

■2013 年 11 月 1 日（金）～4 日（月・祝）
・PLUS004 出展ギャラリー 7 組 ※50 音順
AIN SOPH DISPATCH （愛知）
ex-chamber museum （東京）
キドプレス （東京）
Gallery Suchi （東京）
Gallery 点 （石川）
コバヤシ画廊 （東京）
サテライツ・アート・ラボ （東京）

・ULTRA006 ノヴェンバー・サイド
太田
金丸
河田
木村
坂井
佐藤
白尾
高橋
田口
谷岡

智也
悠児
麻美
菜穂子
俊之
由基孝
亜弓
正宏
葉子
拡

ULTRA

・会場レイアウト
2013 年 11 月 1 日（金）～4 日（月・祝）
ULTRA ノヴェンバーサイド
PLUS

出展者（20 名） ※50 音順

PIgallery （愛知）
C-DEPOT （東京）
深川番所ギャラリー （東京）
RISE GALLERY （東京）
Gallery 工房 親 （東京）
THE blank GALLERY （東京）
TALION GALLERY （東京）
MASATAKA CONTEMPORARY（東京）
ヴァニラ画廊 （東京）
Littlefan.net （東京）

佃 舞永
寺嶋 由起
中村 直永
沼尾 久見子
花岡 紘子
夫馬 笑奈
本庄 千晶
盛本 浩二
森谷 鶴児
山本 知青

ギャルリー東京ユマニテ （東京）
YUKI-SIS （東京）
ART GALLERY 水無月 （岐阜）
ギャラリー空 （東京）
陶庵 （石川）
FUMA Contemporary Tokyo | Bunkyo Art （東京）
GALLERY 創 （北海道）
盛本美術 （東京）
KAKUJI Contemporary （東京）
Shonandai Gallery （東京）
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参考資料：昨年の様子
■PLUS 003 会期：2012 年 11 月 2 日～4 日／会場：スパイラルホール（スパイラル 3F）

■ULTRA 005 会期：オクトーバー・サイド：2012 年 10 月 27 日～30 日
ノヴェンバー・サイド：2012 年 11 月 1 日～4 日
会場：スパイラルホール（スパイラル 3F）

■トークイベント
「コレクションする楽しみ、そしてコレクター」
会期：2012 年 10 月 28 日（日）
会場：スパイラルカフェ（スパイラル 1F）

■トークイベント
「1965-1995：日本現代美術の青春時代」
会期：2012 年 11 月 3 日（土）
会場：スパイラルホール ホワイエ（スパイラル 3F）

アートコレクターの宮津大輔氏（左）と
映画「ハーブ＆ドロシー」監督の佐々木芽生氏（右）

左から、池内 務氏（レントゲンヴェルケ）、山本豊津氏（東京画廊）、
小林ひとみ氏（コバヤシ画廊）

【同時期開催】
SICF14 グランプリ受賞アーティスト 塩見友梨奈展 （仮）
会期：2013 年 10 月 25 日（金）～10 月 27 日（日） 11:00～20:00
会場：ショウケース（スパイラル 1F）

入場無料

今年 5 月 3～6 日にかけて開催された公募展形式のアートフェスティバル SICF14
（スパイラル・インディペンデント・クリエーターズ・フェスティバル）でグランプリを受賞
したアーティスト、塩見友梨奈が新作を発表します。

SICF14 グランプリ受賞作
『首つりビリー』（2013）

