


Freelance Art Directors’ Fair

このたび、The Artcomplex Center of Tokyo (ACT)では、2012年9月4日(火 )から9月7日(日 )まで、
新しいアートフェアー企画「Freelance Art Directors’ Fair（FAD Fair）」を開催いたします。
近年多くのアートフェアーが存在する中、ギャラリーや企業に属さない「フリーランス」という立
場で活動するアートディレクターやインディペンデントキュレーターを参加対象とした、新しい形
のフェアーがこの「FAD フェアー」です。それぞれ違ったバックグラウンドを持つ参加者を、「Art 
Director」という同じ立場として設定し、１つのステージ上でそれぞれ展示のディレクションを行
うというのが、Freelance Art Directors’ Fair (FAD フェアー ) の大きな魅力です。
フリーランスという立場であれば経験を問わず参加できる FADフェアーには、アートディレクター
として長年活躍している方から、若手作家を中心に紹介する若手ディレクター、経験は浅くとも大
きなビジョンを持って今回初ディレクションを行う方など、様々なタイプのディレクターが出展し
ます。
この新しい形のフェアーを通して、若手作家のみならず幅広い作家層が、それぞれのディレクター
のバックアップを元に、活動域を広げていくことを目的としています。フリーランスとして活動す
るディレクターが、様々な形で作家や展覧会のディレクションを行う、その現場を見ることが出来
るのがこの FADフェアーです。

アートの新たな発信基地を目指し、「アート・コミュニティ」の創造と発信を常に行っている複合
施設・アートコンプレックスセンターにて、多種多様な Art Director のみなぎる力を体感しにいら
してください。

【開催期間】
2013 年 9月 12 日 ( 木 )-9 月 15 日 ( 日 )
11:00-20:00 最終日は 16:00 まで

【開催会場】
The Artcomplex Center of Tokyo
住所 | 160-0015 東京都新宿区大京町 12-9 B1F (artcomplex hall)
TEL/FAX | 03-3341-3253
EWB SITE | www.gallerycomplex.com
E-MAIL | info@gallerycomplex.com

【入場料】
無料

【レセプションパーティ】
9月 12 日 ( 木 ) 17:00-20:00
一般参加可能です。お気軽にご参加ください。



募集要項

【出展者規定】
フリーランスにて活動しているアートディレクター、キュレーター、コレクター
活動歴、実績、年齢、国籍は一切問いません。

【出展ブース】
10 ブース ( 予定 ) 
サイズ：幅 7m-9.5m×高さ 2.4m-3.7m　( 横のついたて無し。奥行きについてはご相談ください。)
※ブースの割り当ては、各出展者へ希望を取り、決定または抽選いたします。
※詳しくはブースについてのページをご確認ください。

【展示について】
割り当てられたブース内での展示を行ってください。
■使用できる釘について
　※長すぎる釘、太すぎるクギは、お使いいただけません。
　ヒートンやスクリュータイプのものをご使用いただく場合はご相談ください。
　作品のサイズに合った、適切なクギをご使用願います。
■設営 ( 搬入 ) 時のお願い
　○シャープペンシル、鉛筆、ボールペンやマーカーで壁に印を付けないで下さい。
　○持ち込みの釘やネジは直径 2ｍｍ以内のものをお使いください。それ以上のサイズの使用に関
　　してはスタッフにご相談下さい。
　○両面テープは、壁紙が汚れたり剥がれたりするので使わないで下さい。
　○床にコードなどを固定する際はガムテープではなく養生テープを使って下さい。

【出展費について】
１ブース /￥20,000-　（お支払い先についてはお申込いただいたあと、担当よりご連絡いたします。）

【会場常駐について】
ブースには必ず、出展者および関係者の中で 1名の常駐をお願いしております。
どうしてもご都合が合わない日時がある場合は、担当のスタッフまでご相談ください。

【販売手続きについて】
作品販売の手続きは ACT スタッフが行います。販売手続きの詳細は、FADフェアー参加決定後に
ご案内致します。現金およびクレジットカードでの精算が可能です。

【販売手数料について】
作品売上の 70%が参加者へ、 販売手数料として 30%を ACT へ申し受けます。

【参加確定後のキャンセルについて】
参加確定後のキャンセルは原則的に認めておりません。その際、一度お振込み頂いた出展料はご返
金いたしませんのであらかじめご了承ください。 



募集要項

【出展ブース】
12 ブース ( 予定 )
サイズ：幅 7m-9.5m×高さ 2.4m-3.7m　( 横のついたて無し。奥行きについてはご相談ください。)
※ブースの割り当ては、各出展者へ希望を取り、決定または抽選いたします。

各ブース壁面幅
① (w)8525×(h)2600 mm
② (w)7355×(h)2600 mm
③ (w)8510×(h)2600 mm
④ (w)6720×(h)2600,2100 mm※
⑤ (w)8680×(h)2600 mm

⑥ (w)8750×(h)3700 mm
⑦ (w)7890×(h)3700,3400 mm
⑧ (w)7940×(h)3700,3400 mm
⑨ (w)8550×(h)3700 mm
⑩ (w)8400×(h)2600,2100 mm

※④ブースは壁面の他に窓前のスペース (3m程度 ) もご利用可能です。
　( 立体、物販向け　窓にポスターなどの掲示可 )



募集要項 - 全体のスケジュールについて

【出展者　募集期間】
2012 年 12 月 15 日～ 2013 年 7月 15 日

【搬入日】
9月 10 日 ( 火 ) 13:00-19:00　/　9月 11 日 ( 水 ) 12:00-19:00
※搬入出は原則として、参加者の皆様に行っていただきます。
※駐車場・使用備品等については参加確定後にご案内させていただきます。 

【会期】
2013 年 9月 12 日 ( 木 )-9 月 15 日 ( 日 )
11:00-20:00 最終日は 16:00 まで

【搬出日】
9月 15 日 ( 日 ) 16:00-20:00　/　9月 16 日 ( 月 ) 11:00-18:00
※搬入出は原則として、参加者の皆様に行っていただきます。
※駐車場・使用備品等については参加確定後にご案内させていただきます。 



 お申込み方法について

【お申込み方法】
Freelance Art Directors’　Fair の出展申込みの受付は、メールにて承っております。
下記必要事項を記載し、メールのタイトルを｢Freelance Art Directors’　Fair 出展希望」として
fad@gallerycomplex.comまでお送りください。

件名： Freelance Art Directors’ Fair 出展希望

・出展名

日本語

英語

・代表者氏名

・住所 ( 郵便番号を含む）

・電話番号 ( 携帯電話可）

・メールアドレス (ＰＣメールアドレスに限る )

・参加者様のweb ページ URL( お持ちでない場合は未記入可 )

・希望ブースナンバー

(web にてご確認の上、第 3希望までご記入ください。記載がない場合には、自動的にどなたも選
ばれなかったブースに決定させていただきます。)

第 1希望　　　　　　　　　第 2希望　　　　　　　　　第 3希望

・出展作家 ( 申込時点で出展決定している作家様がいらっしゃいましたらご記入ください。)

出展のお申込をメールで確認した後に、出展費のお振込先などの ご連絡・ご案内をさせていただき
ます。 お申込をいただいてから 3日以上経っても返信が無い場合は、お電話にてご連絡ください。 



出展承諾条件

■使用規則について
本展は、The Artcomplex Center of Tokyo 主催のアートフェア展です。従って、The Artcomplex Center of Tokyo にて定められた使用規則に沿っ
て開催をいたします。詳しい使用規則については下記をご確認ください。

■出展承諾条件
1. 展示作品の郵送が必要となった場合、郵送費は作家の自己負担となります。
2. 天災地変、戦乱、暴動、運送機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他やむをえない理由により開催日程に従った安全かつ円滑な
実地が困難となった場合、開催を延期・または中止する場合があります。

■期間中の作品管理
・作品の管理についてはギャラリー側も充分注意をいたしますが、汚損、破損、火災、盗難等の不慮の事故・火災で生じた作品の損害は責任を
負いかねますのでご了承ください。

■使用可能な展示備品について
基本的に作家様のお持込に関しまして、下記の内容はご使用になられませんよう、ご協力ください。
・直径 2mmを超えるクギ。ご使用になられる壁の状態が補修不可能な状態になることが予測されるもの。
・両面テープのご使用はご遠慮ください。
・他の出展者様のご迷惑となるような展示物。
例：ニオイの強いもの、展示中に落下あるいは状態の変化し得る生もの等

■飲食・喫煙     ・展示スペースでの喫煙はご遠慮頂いています。喫煙の際は、１階入口付近の灰皿設置スペースでお願いします。

■個人情報の取り扱いについて
The Artcomplex Center of Tokyo（以下、弊社という）は、個人情報保護法及び関連諸法令を遵守し、お客様から提供された個人情報を適切に管理し、
以下の通り取扱います。

■個人情報の利用目的
弊社にご提供いただいた個人情報は、その全部または一部を、以下の目的で利用いたします。
・ご登録またはお申し込みいただいたサービスなどを提供するため
・ご注文、ご応募いただいた作品などをお届けするため
・展覧会、ワークショップなどのイベントへのご案内のため
・展覧会、イベントなどにご協力・ご参加いただいたかたに結果などを報告するため
・ダイレクトメール、電子メール配信、ファックス通信などを利用しサービスを提供するため
・求人応募に対する採用の可否を判断・通知するため
・その他上記業務に関連・付随する業務のため

■個人情報の提供
弊社は、お客様のご同意を頂いた場合又は法令に基づく場合を除き、お客様よりご提供いただきました個人情報を第三者に開示、提供いたしま
せん。

■外部へのリンクにともなう個人情報の取り扱い
弊社が運営するウェブサイトは外部へのリンクを含んでいる場合があります。外部サイトにおける個人情報の取り扱いや管理状況、掲載内容に
関して弊社は責任を負いません。直接リンク先サイトへお問い合わせください。

■弊社内の各店舗、サービス、提携先の個人情報の取り扱いについて
弊社は、ギャラリー内各店舗、サービス、提携先毎に個人情報の利用目的、第三者への提供、お問合せ先等、 その個人情報の取り扱いについて
個別に定める場合があります。その場合に、「個人情報の取り扱いについて」と異なる定めや特別な定めがあるときには、 各店舗、サービス、提
携先毎に定めた個人情報の取り扱いに関する事項を優先して適用させていただきます。

■ご登録内容の訂正および利用停止等について
お客様からお客様ご自身に関する個人情報の訂正・利用停止・消去等の依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、
特別の理由がない限り速やかに対応いたします。

個人情報に関するご相談は郵送もしくはメールにて承ります。

〒160-0015
東京都新宿区大京町 12-9
The Artcomplex Center of Tokyo 
fad@gallerycomplex.com

■損害賠償について
・使用規則に違反があった場合には、ご利用をお断り、または中止させていただくことがございます。
その場合、ご利用料金は返還いたしませんのでご了承下さい。
・ギャラリースペース及びビルの備品、内装、設備、建物に損害（汚損、破損、紛失）があった場合には、損害を実費で賠償していただきます。

■その他 ・上記内容以外につきましては、事務所スタッフがご相談に応じます。
・本利用規約は、2012 年 5 月 10 日時点のものです。内容に変更がある場合は、契約時点にこちらの HP に掲載していた規約の内容が適用とな
りますので、印刷の上保管してください。 


