
2019年3月29日～4月1日

香港～インタナショナルアートハブ
中国東南部の岸に位置する香港は、国際的なファイ
ナンシャルセンターとして知られるだけでなく  、様
々なアートエキシビションやアートオークションが
行われる新たなアートスポットとして注目を集めて
います。

そんなアートが芽生えている中、3月ともなると、
「香港アートマンス」と呼ばれるほど街中がアート
一色になり、世界有数のギャラリー＆アート作品が
集結する「アートバーゼルから」や「アートセント
ラル」など、世界各国の芸術プログラムから地元の
コミュニティによるアートフェアなど、多岐にわた
るイベントが次々に花を咲かせます。

ハーバーアートフェアとは？
初挑戦として2017年3月に開催されたハーバーアートフェアは、アーチス
トたちがホテルの客室をギャラリーに見立て、それぞれの作品を展示する
というユニークなイベントです。場所は九龍半島にあり、今やアートと人
が交流し、芸術を身近に感じることができる集いの場として、世界中から
アート愛好者やキュレーター、コレクターなどが集まっています。当フェ
アには、ペインティングをはじめ、プリント画、写真、彫刻など、バラエ
ティーに富んだ作品が会場を彩るほか、期間中は、専門家によるセミナー
やガイドツアー、座談会など、そしてスペシャルエキシビションなど、ア
ート好きにはたまらないイベントが盛りだくさんです。

今までのハーバーアートフェアには、香港や中国はもちろん、日本や韓国
からレベルの高いギャラリーが数多く集まり、大きな成功を収めました。
過去2年の経験を踏まえ、2019年のハーバーアートフェアはさらにスケー
ルアップし、アジアのみならず、世界中の名だたるギャラリーをお招きし
、ハーバーサイドのラグジュリーホテルでリラックスしながら、アートを
鑑賞していただくフェアを展開する予定です。

様々なアートイベントが楽しめる香港アートマンス。是非ともハーバー
アートフェアにお越しください。



ハーバーシティ について

マルコポーロ香港ホテルについて

ビジネスやショッピング、そして繁華街が集中している尖沙咀のカントンロードにたたずみ、ビクトリアハー
バーを一望するマルコポーロ香港。九龍のウォーターフロントエリア、スターフェリー埠頭に隣接し、ハーバ
ーシティまで徒歩わずか数分という好立地で、カオルーンパークや香港スペースミュージアム、そして香港カ
ルチャーセンターへの移動も非常に便利です。

ハーバーシティは200万平方フィートの敷地面積を
有し、香港最大の売り場面積を誇るショッピングセ
ンターです。ビクトリアハーバーに面し、香港の中
でも恵まれたロケーションにあり、お買い物やダイ
ニング、エンタテイメント、そして観光など、心ゆ
くまで楽しんでいただけるトレンディスポットとし
て親しまれている施設です。

ワンストップショッピングモールとして、450以上の
店舗、60以上のレストラン、シネマ、アートギャラ
リー 、３軒のホテル、10軒のオフィスビルのほか、
サービスアパートメントやラグジュアリープライベ
ートクラブ、そしてクルーズターミナルまで敷地内
に抱え、香港最大の複合施設となっています。

また、ハーバーシティ という名前は、隣接したスターフェリーターミナル（1999年ナショナル・ジオグラフィック・
トラベラー誌に「人生で一度は訪れたい場所50」に選出された）からインスピレーションを得たもので、海の歴史と
乗船体験、そして海景色を同時に楽しめるスターフェリーと同様に、「食べる」「くつろぐ」「遊ぶ」「学ぶ」
「体験する」を楽しんでいただける場所の思いを込めてつけた名前です。

「アートが身近にある生活」というモットーに、ハーバーシティは今までさまざまな芸術の企画を支援してきま
した。アートエキジビションや展示会など、アジアで話題となるイベントはもちろん、アートと人をつなぐ架け
橋として、多彩な活動を積極的に行っています。



ハーバーアートフェアの見どころは？
過去に行われたハーバーアートフェアは、予想以上の来場者の方が訪れていただいき、大変励みになりました。
いつでも感謝の気持ちを忘れず、これからもなお一層、多くの方と作品をつなぐ場所でありたいと考えております。

2019年3月29日から4月1日まで４日間にわたり、3回目を迎えるハーバーアートフェアは、アジアのギャラリ
ーを中心に、選りすぐったコンテンポラリーの作品を展示する予定です。また、昨年と同様に、メイン会場の
ほか、ショッピングモールに広がるエクステンション会場でスペシャルエキジビションを開催するなど、以前
にも増してパワフルかつエネルギッシュなアートイベントになるでしょう。



ハーバーアートフェアを選ぶ理由は？
抜群なロケーション

ハーバーアートフェアの会場となるのは、尖沙咀の繁華街カントンロードに位置する5つ星マルコポーロホテ
ル香港です。おもむきのある歴史的な建物やミュージアム、香港カルチャーセンター、そして香港のシンボル
とでも言えるスターフェリーターミナルなど、多彩な表情をもつ街並みとなっています。これまで進めてきた
文化都市づくりにとどまらず、2019年には香港アートミュージアムのリニューアルオープンをはじめ、新し
くオープンする予定の西九龍文化区には、美術、デザイン、カルチャーが一同に集まるアートパークやM +
パビリオンなど、新設の芸術施設が立ち並び、香港のみならず、世界中のアート愛好者を唸らせるはずです。

また、マルコポーロ香港ホテルは、香港最大かつ集客力の高い（1日20万人を及ぶ）ショッピングモールであ
るハーバーシティに隣接し、香港島からフェリーでも地下鉄でも約10分という便利なローケーションに位置し
ています。モールには、有名ブランド店から、カジュアルファッション、ビューティー、リビング雑貨などあ
らゆるショップが並んでいるため、多くの客で賑わっています。中でも、平均所得が高い九龍半島や新界エリ
アの住民が生活商品からラグジュアリーブランドまで買い求めてきます。なお、ハーバーアートフェアの一環
として、モール内にはスペシャルエキジビションが行われるなど、心が踊るプログラムがいっぱいあります。

ハーバーアートフェアは、九龍半島においてこれまでにないアートイベントで、活気のある街をアートで彩ります。



出展費用について
経済発展目覚ましい東南アジア地域の現代アートには、世界から大きな注目が集まっています。ハーバーア
ートフェアでは、非営利目的を原則とし、韓国やアジア地域におけるアート活動をサポートしています。

また、会場となる客室はスーペリアルームから、デラックスルーム、スーペリアデラックスルーム、そして
プレミアムルームまで選べます。客室に飾られたアート作品は、美術館やギャラリーの展示とはまた違った
魅力を放つのでしょう。

マルチチャネルマーケティング戦略
ハーバーアートフェアをより多くの人に知っていただくため、マーケティング戦略は必要不可欠であり、
非常に重要な要素です。そのため、地下鉄の主要駅におけるパネル式広告やスターフェリーターミナルの
バナー広告、中国語や英語の紙媒体の広告のほか、1 5万以上のファンを持つハーバーシティのF a c e b o o k
ページやフォロワー数5万 6千以上もあるインスタグラム、公式サイトなど、ソーシャルメディアにおける
コンテンツマーケティングも行う予定です。

ハーバーシティ
フェイスブック :  https://www.facebook.com/HarbourCity
インスタグラム :  https://www.instagram.com/harbourcity

ハーバーアートフェア
フェイスブック :  https://www.facebook.com/harbourartfair
インスタグラム :  https://www.instagram.com/harbourcity

英字新聞

中国語新聞

スターフェリー
乗り場にて
広告宣伝

地下鉄駅にて
パネル広告

オンライン・ 
ソーシャルメディア

新しい出会い、新しいビジネスチャンスへ
地理的優位性を生かしながらショッピングモールの運営に加え、数多くのお客様にご支持とご信頼をいただ
いています。ワーフ・グループ（九龍倉集団）はハーバーシティのほか、3軒のホテルや他分野のビジネスも
を運営しており、ビジネスパートナー、そしてメディアなど、幅広い人脈を築いてきました。

ハーバーシティは、人と人の絆を大切にしています。購買力を持ち、ハーバーシティ「VIC Club」メンバー
シップを持つお客様をはじめ、ラグジュアリーブランドやオフィスを含むリテールテナント、モール内にあ
るアートギャラリー「Gal le ry  by  the  Harbour」の取引先、そしてライフスタイルのブランドグループ、レ
ーン  クロフォード・ジョイス・グループの会員様など、今までさまざまな分野のネットワークを築き上げて
きました。ほかにも、パシフィッククラブ、あるいはクラブウィーロックのメンバーシップを持ち、高級賃
貸住宅にお住まいのお客様との繋がりもありますので、ハーバーアートフェアのポテンシャルバイヤーと出
会うチャンスは無限大と言っても過言ではないでしょう。

ハーバーアートフェアを選ぶ理由は？



 ハーバーアートフェア2019の詳細
プライベートプレビュー──
招待状をお持ちの方のみ入場できます 2019年3月29日（金）午後12時から夜8時まで

DN㺋屯Ⰵ㜥顥鴧כUS2,800ַٕس
*電信送金のみ。振り込み手数料はお客様のご負担でお願いいたします。

一般公開 2019年3月30日から4月1日まで（土～月）
午後12時から夜8時まで

ホテルルームチェックイン 2019年3月28日（木）午後3時

ホテルルームチェックアウト 2019年4月2日（火）午後12時

VIPチケット 招待状をお持ちの方のみ入場できます

チケット 香港ドル$100

⠔㜥
マルコポーロホテル香港12階
 㹐㹔ف؎ة
スーペリアルーム、デラックスルーム、スーペリアデラックスルーム、プレミアムルーム計60室からお選びいただけます。

 㾝顥欽כ♴鎹ךⰻ㺂ָわׅתת
・アートコレクターや愛好者と交流するチャンス
・５ツ星ホテルにて５泊（インターネットあり）：ホテルはビクトリアハーバーに隣接し、地理的に優れている
・アウトドア広告、プリント、オンラインなど、プロモーションの絶好なチャンス
・プライベートプレビューには、アートトークやVIPツアーなどさまざまなイベントが楽しめる

顥欽חわְזְגתⰻ㺂כ
・客室の家具や装飾などの搬入、撤去するにかかる費用
・画架、スポットライト、またはその他の設備、追加貯蔵スペース
・一般損害賠償責任保険や第三者損害賠償責任保険など展示会におけるすべての保険費用

 



ハーバーアートフェア 2018
昨年の3月に第二回ハーバーアートフェアをマルコポーロ香港ホテルで行いました。韓国のギャラリーが選り
すぐったコンテンポラリーアートをはじめ、アジア各国からのアーティストやギャラリーが言語や文化の垣
根を越えて一堂に会し、香港アートマンスにおいて大きな役割を果たしました。

概要

ハーバーアートフェア 2018

開催日

会場

2018年3月23−26日

マルコポーロ香港ホテル12階

開催期間 4日間

入場者数 ~9,000

アジア各地のギャラリーにより絵画や写真、プリント画、彫刻などコンテンポラ
リーアート2000点以上展示。

スペシャルエキジビション
4日間にわたるハーバーアートフェア2 0 1 8の一環として、3人の韓国人アーティスト、B y u n D a e - y o n g、
ENJO、Noh Junそれぞれの個展がハーバーシティ内に開催されました。スペシャルエキジビションとして、
3週間にわたり彼らの作品を入場無料で一般公開し、大勢の見物客が訪れました。

ハーバーアートフェアスペシャルエキジビション2018

開催日 2018年3月14日− 4月3日

ショッピングモールの1日当たりの客数 ~200,000

開催期間 21日間

アーティスト Byun Dae-yong、ENJO、Noh Jun

 ハーバーアートフェア2018の概要

フォアコート、オーシャンターミナル
Byun Dae-yong 個展

ギャラリー・バイ・ザ・ハーバー
ENJO 個展

アトリウム I I、ゲートウェイアーケード
Noh Jun個展



出展ブースとアート作品
ハーバーアートフェア2018の概要



フェアイベント

VIPラウンジと15・16アーティルーム 

老若男女を問わず、誰もが気軽にアートを楽しめるよう、ハーバーアートフェア2018の期間中には、さまざ
まなセミナーや座談会、ガイド付きのツアー、そして中学生向けのスペシャルツアーを行いました。入場券を
お買い求めていただいた方に、期間中に開催されるすべてのイベントにご自由に参加でき、VIPカードお持ち
の方はファストパスとして優先入場ができます。また、アートフェアの楽しい気分を一層盛り上げるため、豪
華賞品や駐車券などが当たる抽選会も行いました。

ラウンジのほか、客室1215と1216は、アートの舞台「15・16アーティルーム」に変貌し、それぞれの客室の
インテリアや雰囲気に合わせ、テーマの異なったアート作品を展示します。また、来場者は作品を観ながら写
真を撮ることができるのもので、インタアクティブにアートを楽しむイベントになるはずです。

ハーバーアートフェア2018の概要



メディアの関連記事
ハーバーアートフェア2 0 1 8は、地元の媒体はもちろん、海外のメディアにも取り上げられ、新聞や雑誌、
そしてソーシャルメディアなどで話題となりました。

ハーバーアートフェア2018の概要



ハーバーアートフェア2018の概要



ハーバーアートフェア2018の概要

ハーバーアートフェア2 0 1 8は、1 5万以上のファンを持つハーバーシティのF a c e b o o kページやフォロワー
数5万 6千以上もあるインスタグラム、そして公式サイトなど、ハーバーシティのソーシャルチャンネルを
通じてインターネット上で情報を発信しました。  

ソーシャルメディアプラットホーム



ハーバーアートフェアのご来場者様の感想は?

香港のアートマンスの中でも注目されるのが、毎
年ハーバーシティで開催されるハーバーアートフ
ェア。頭角を現すアジアのギャラリーより、選り
すぐったコンテンポラリーアートが一堂に集結す
るこのイベントは、なんと言ってもアートシーン
をけん引する数々の韓国ギャラリーが出展するこ
とで、多くの香港人のアート愛好者を虜にしてし
まう。第一回ハーバーアートフェアでは、50軒以
上の韓国ギャラリーが参加し、1,000点を超えたア
ート作品を展示販売した。ほかにもアートに関す
るセミナーやワークショップ、ティスティング、
そして子供向けのイベントなど、ハーバーシティ
をアートの空間に変貌させる。

--- South China Morning Post

今年でデビューしたハーバーアートフェ
アは、韓国のギャラリーを中心にさまざ
まなアート作品を紹介し、 K - p o p好き
や韓国文化に興味を持つ人にはたまらな
いイベントだ。

--- Lifestyle Asia

開催期間が短くても、インパクトは大
きい。ホテルの客室でゆっくりとアー
ト鑑賞できるのは嬉しいことだ。

--- Oriental Daily News

ショッピングのついでに、美術館のよう
な雰囲気でアートを楽しむというアート
好きにはたまらないイベントだ。 

--- Metro Daily

わずか＄1 0 0の入場料で世界中のアーティストの
作品と出会えるチャンス。客室がアートギャラリ
ーに変貌させ、作品鑑賞のほか、座談会やワーク
ショプ、そしてティスティングなど、アートを体
感できる魅力的な場所だ。  

--- Sky Post

ハーバーアートフェア2018の概要



コーポレートパートナーズ
ハーバーアートフェア2 0 1 8は、多くのコーポレートパートナーズのおかげで開催することができました：

プレスティージュパートナーとして銀聯と連携し、銀聯クレジットカードもしくは銀聯デビットカードで
決済すれば、特別割引でアート作品を購入することができ、メディアパートナーであるシティマガジンや
ハーパーズ・バザー  ・アートにフェアに関する情報を掲載していただきました。
そのほか、当フェアは下記のスポンサーよりご協賛いたしました。

ハーバーアートフェア2018の概要

Prestige Partner

Organiser

Media Partners

Gifts Sponsors



Participating Artists

Gallery Address

Zip code

Contact Person’s Email
(All corredspondence of the Harbour Art Fair will be sent to the Contact Person’s email address provided above.)

Director’s Name Mr. Ms.

Mr.Contact Person’s Name Ms.

(Note: Please write down under the official of the Gallery. All printed promotional materials will be made based on information provided above.)

Exhibitor Name

Full Name

Title

Date (dd/mm/yy)

Signature

Official Seal

APPLICATION APPLICATION DEADLINE 30 November 2018

Telephone Mobile

Terms and Conditions

1. The participating gallery should pay a minimum fee of USD2,800 (“Participation Fee”) in order to join the Harbour Art Fair 2019 (the “Art Fair”).  
    The participating gallery should submit the application form for the Art Fair to Harbour City Estates Limited (“HCEL”) together with a deposit of 

USD1,000 of the Participation Fee (“Deposit”) on or before 30 November 2018. The participating gallery should pay the balance of the 
Participation Fee, i.e. a minimum fee of USD1,800, to HCEL on or before 14 December 2018. The actual Participation Fee will be determined 
by the type of room selected by the participating gallery. If the participating gallery decides to withdraw from the Art Fair after submitting the 
application form, the Deposit and the Participation Fee are non-refundable and the participating gallery is still liable to the Participation Fee if 
it is not paid on or before 14 December 2018.   

4. In the unlikely event that HCEL shall decide to cancel the Art Fair, HCEL will notify all participating galleries in writing by emails. HCEL 
will also discuss with all interested parties, including but not limited to the Hotel to arrange for refund of the Participation Fee to the 
participating galleries by way of wire transfer.

5.  If an event or series of force majeure events occur in or affecting Korea and/or Hong Kong, including without limitation, any act of 
government, strike, lock-out, fire, explosion, earthquake, flooding, civil commotion, act of war riot, public disorder, act of terrorism, act 
of God, epidemic, outbreak of infectious diseases or any local, national, regional or international outbreak or escalation of hostilities or 
other state of emergency or calamity or crisis in or affecting Korea and/or Hong Kong, HCEL reserves the right to reschedule the Art Fair 
or make alternative arrangement(s).  

3.  HCEL will provide an Exhibitor Manual for all participants by late January 2019.

6.  The participating galleries should abide to the guest rules and/or Terms and Conditions of the Hotel (if any) during their stay at the of any 
damages caused to the Hotel rooms and/or common area during the Art Fair period and any period of time within which activities related 
to the Art Fair shall take place, and the Hotel will charge the credit card provided by the participating galleries at check-in for such repair 
costs. If for any reason the Hotel is unable to recover the repair costs from the participating galleries and charges HCEL for such repair 
costs, the participating galleries undertake to indemnify HCEL on the repair costs charged by the Hotel.                                   

2. The participating galleries should at their own costs obtain sufficient insurance for each and every piece of artwork to be displayed at the 
Art Fair, including but not limited to insurance covering the transportation, installation, display, storage and dismantling of such artworks 
throughout the Private Session Period, the Art Fair Period and any other period of time within which activities related to the Art Fair shall 
take place. The participating galleries should also at their own costs obtain the appropriate public liability and third party risk insurance 
in respect of the activities carried out at the Art Fair and such insurance policy should include HCEL and the Marco Polo Hongkong Hotel 
(the “Hotel”) as the co-insureds. Save for what is required by the laws of Hong Kong, HCEL and the Hotel disclaim all liabilities take place 
during or arising from/out of the Art Fair, including any damage or loss of artworks. If there is any loss or damage of artworks, or any 
injury or death of the participating gallerists, their staff/ contractors/ agents or visitors of the Art Fair during or arising from / out of the 
Art Fair, the participating galleries should only claim from their respective insurance policy and shall not  issue any claims against HCEL 
or the Hotel. (Upon the request of HCEL, the participating galleries should provide a copy of such insurance policy purchased to HCEL.)

7. HCEL reserves the right to change the format and/or details of the Art Fair as well as these Terms and Conditions without any prior notice. 
In case of disputes, HCEL reserves the right to make the final decision.           

(Please check the box) I declare that the information provided in this application form is true and correct and I fully understand and agree to abide 
by these Terms and Conditions, any other relevant rules and regulations, including but not limited to those in the Exhibitor Manual, stipulated 
by HCEL.

Room Type and Room Rate Superior Room USD2,800 Deluxe Room USD3,300 Superior Deluxe Room USD4,000
Premier Room USD5,000

Website



ハーバーアートフェアは2019年3月に
ハーバーシティにて開催される予定。
この機会にぜひお越しください。
ご来場お待ちしております。

お問い合わせ(香港) — ハーバーシティ

art@harbourcity.com.hk       
(852) 2118 8008
www.harbourartfair.com

フェアに関してお問い合わせはこちらからご連絡ください。




