
TOKYO ART BOOK FAIR 2021
オフライン会場出展 : フェアご参加詳細 vol.1

このたびは、TOKYO ART BOOK FAIR 2021 オフライン会場へご参加いただき、ありがとう
ございます。ご出展にあたり、「フェアご参加詳細 vol.1」 を送らせていただきます。しっかりと
お読みいただきますようお願い致します。

※ vol.2 以降で以下事項を別途ご案内いたしますので 後日、あわせて必ずご確認ください。

・搬入について
・搬出について
・会場内の詳細
・各ブースのご利用方法／詳細／注意事項
・フェア開催中の注意事項
・フェア参加に伴う覚書

（1） 概要

（2） 出展物の事前発送

P.1

P.4

【お問い合わせ先】
一般社団法人東京アートブックフェア
TOKYO ART BOOK FAIR 2021 運営事務局
住所：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-10-3
メール：info@tokyoartbookfair.com

URL：https://tokyoartbookfair.com

＊フェアについてのお問い合わせは、必ずTABF運営事務局までメールにてお願いいたします。
＊会場である東京都現代美術館へのお問い合わせは、ご遠慮いただきますようお願いいたします。
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（1） 概要

会期：
2021年 10月 28日（木）15:30-17:45

2021年 10月 29日（金）、30日（土）、31日（日）10:30-17:45

※設営期間／時間については追ってご連絡いたします。

　
　　観覧料：1,000円（税込）
　　＊事前予約・入れ替え制（2時間 15分ごと）
　　＊各種割引、MOT年間パスポートはご利用いただけません。
　　＊事前予約制 / 10月 4日（月）12:00  チケット発売開始予定
　　＊出展者の皆様のご招待枠に関しては別途お知らせしております。

　　オフライン会場 チケット購入サイト／詳細：https://bit.ly/3lImqWs

会場：東京都現代美術館 エントランスホール、B2F、ほか
主催等
［展示エリア］主催：一般社団法人東京アートブックフェア、公益財団法人東京都歴史文化財団　東京都現代美術館
［公募ブースエリア］主催：一般社団法人東京アートブックフェア／特別協力：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美
術館

会期： 2021年 10月 22日（金）- 31日（日）
観覧料：無料
会場：https://tokyoartbookfair.com/

主催：一般社団法人東京アートブックフェア／特別協力：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館

協賛：株式会社イニュニック、芝パークホテル
助成：文化庁「ARTS for the future!」補助対象事業
特別協力：株式会社 ZOZO、ArtSticker (株式会社 The Chain Museum)

オフライン会場

オンライン会場
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アクセス

電車でお越しの方 

[最寄駅 ]
東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」B2番出口より徒歩 9分
都営地下鉄大江戸線「清澄白河駅」A3番出口より徒歩 13分
東京メトロ東西線「木場駅」3番出口より徒歩 15分、または都営バスで「東京都現代美術館前」下車
都営地下鉄新宿線「菊川駅」A4番出口より徒歩 15分、または都営バスで「東京都現代美術館前」下車

※「木場」「菊川」駅のほかにも、「錦糸町」「東京」「とうきょうスカイツリー」「押上」「秋葉原」「新橋」「葛西」「豊洲」駅などから
　都営バスでもお越しになれます。

車でお越しの方 

首都高速 9号深川線「木場」出口から約 5分「枝川」出口から約 10分です

[駐車場について ]
台数： 約 90台 / 身障者優先車両専用スペースあり
※搬入でのご利用に関しては、後日ご案内する「フェアご参加詳細 vol.3」をご覧ください。

料金 : 1時間 300円　（以降 30分ごとに 150円）

車イスをご利用のお客さま

車イスでお越しのお客様は、以下のURLをご覧ください。
https://www.mot-art-museum.jp/guide/docs/mot_access_barrier-free.pdf

アクセスマップ
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アクセス詳細はこちらをご覧ください：https://www.mot-art-museum.jp/guide/access/

エリアマップ



＜重要＞
＊こちらの情報は荷物受付時専用となります。直接のお電話など、ご連絡はご遠慮ください。また、美術館へのお問合せもご遠慮
ください。
＊上記荷受指定日以外での受取はできません。必ず到着日を指定してください。
＊指定日以外に到着した荷物や輸送時における紛失や破損、事故につきましては、一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
＊別途添付の「出展物納品票」に必要情報を記入の上、すべての発送荷物の側面に貼り付けてください。
＊同欄にご請求をお知らせするメールでご案内いたしました JR2021 もしくは FR2021 で始まる「エントリー番号」を必ず忘
　れずにご記入ください。記載がない場合の紛失や破損、事故につきましては、一切の責任を負いかねます。

＊配送料は元払いにてご負担ください。 *着払いでご発送いただいた場合はお受け取りできかねます。
＊出展日前に配送業者を通さず直接会場にお持ち込みいただくことはできません。
＊国外からの発送における関税などの費用は原則ご自身でご負担ください。事前にお支払い手続きが難しい場合、
　後日請求させていただきます。

TOKYO ART BOOK FAIR 2021

出展者名
ENTRY NO.

*「出展料請求書のご案内」メールに記載されて
いる番号をご記入ください

*いずれかのご出展セクションにチェックしてください

その他出展タイプ

小口数

*必ず すべての荷物の側面 に貼付してください。

JR・FR 2 0 2 1

出展物納品票(ブース販売用)

A Z

（2） 出展物の事前発送

出展物はあらかじめご発送いただくか、フェア当日の会場前にお手持ちで搬入をお願い致します。
車両での搬入、搬出も可能となりますので、vol.2 以降にてご確認ください。

発送物の事前送り先情報は下記となります。 ご確認ください。　＊必ず元払いでご発送ください。

荷受指定日
2021年 10月 24日（日） - 25日（月）

宛先：
〒135-0022　東京都江東区三好 4-1-1
東京都現代美術館 気付
東京アートブックフェア事務局 宛

電話：050-5215-1053

※こちらの連絡先および美術館にはお問い
合わせなさらないようお願い致します。

国内からの発送の場合

荷受指定日
2021年 10月 15日（金） - 25日（月）

宛先：
attn: YOKO NAKAYAMA

company: TOKYO ART BOOK FAIR 2021

address: MUSEUM OF CONTEMPORARY ART TOKYO

4-1-1 Miyoshi, Koto-ku, Tokyo　135-0022 JAPAN

tell: +81-(0)80-5644-4548

mail: info@tokyoartbookfair.com

＊Please DO NOT call this phone number and do not contact 

to the venue directly.

国外からの発送の場合
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日本語版 英語版

JR・FR 2 0 2 1

Exhibitor Name

Exhibition Item Delivery Slip - for Booth

その他A Z

TOKYO ART BOOK FAIR 2021

*Please see the confirmation e-mail
which we have sent individually with INVOICE 

*Please tick off your participating section

BOOTH TYPE

NUMBER OF
PACKAGES

*Please attach this slip to all packages to be shipped.

ENTRY NO.

Package #    Total # of Packages
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今後のご案内について

フェアご参加詳細  vol.2以降にて、以下の内容を順次ご案内いたします。
次回以降のお知らせをお待ちください。

・搬入について （車両での搬入案内含む）
・搬出について
・会場内の詳細
・各ブースのご利用方法／詳細／注意事項
・フェア開催中の注意事項
・フェア参加に伴う覚書


