
  
  
  

アートフロントギャラリーは、美術全般に関わる会社です。  
  

  

  

  

その目的とするところは、作品のもつ時代精神、未来への予感に寄り添い、美術を広く国

際的な観点で捉え、深く社会的な場で展開することにあります。それは美術を通して世界の

あらゆる地域を理解することができる、美術を通してかすかに発せられる人間の意思を知る

ことができるという信念を持つからです。  

美術作品の定位は、時を経た検証と国際的な同時代性のなかで量られると考え、その観

点から作品を選択していきます。  

空間環境の変化と生活スタイルの変化に正面から取り組み、美術を開発事業、生活空間

のなかに的確に活かします。  

私たちは、全国の各地域との交感を大切に考えています。地球環境を守ることは、それぞ

れの故郷ひとつひとつがかけがえのない宇宙であるという考えから生まれると思うからです。  

  

私たちのビジネスのモットーは  

1. 良質な作品の発掘と提供  

2. 丹精こめた制作  

3. 空間との調和  

4. 公正な取引  です。  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 会社概要   

  

株式会社アートフロントギャラリー  

■本社         〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町２９番１８号  
  TEL：03-3476-4868   FAX：03-3476-4874  
■設立  １９８２年１１月１７日  

■創業  １９７１年６月１５日  

■資本金  ３０００万円  

■取締役  代表取締役会長 北川フラム  
           代表取締役社長 奥野惠  

取締役       藤本俊幸  

■社員数      ５０名  

■建設業許可  

許可番号  ： 知事許可   般－２８ 第１０３１７４号            

許可年月日： 2016 年 4 月 25 日       許可業種：   鋼構造物工事業  

■古物商許可番号 ：第 303319603057 号交付年月日：1996 年 9 月 20 日  

■主要取引金融機関  

みずほ銀行   中目黒支店   普通預金  ８０４８９３９     

■関連組織  

       株式会社 現代企画室 

NPO 法人 越後妻有里山協働機構／NPO 法人 瀬戸内こえびネットワーク  

  

 中国法人概要  
   

■名称   潜研芸術顧問（上海）有限公司  

ART FRONT GALLERY Shanghai Co., Ltd.  
■所在地 200031 中国上海市徐汇区衡山路 41 号, 衡山路 41 号公寓Ｔ１-１Ｂ  

TEL：86-21-6445-6818  

■設立  ２０１３年１０月  

■資本金  １８万米ドル  
■役員          執行董事 藤本俊幸  

■主要取引金融機関     中国銀行 

 

 

 

 

 



■会社沿革  

  

1971 東京芸術大学の学生・卒業生を中心に「ゆりあ・ぺむぺる工房」発足（渋谷区桜ヶ丘）展覧会やコ

ンサート、演劇の企画・制作に関わる。  

1977 近代美術研究会発足。「現代美術のパイオニア展」企画・運営。  

1978 「ガウディ展」を全国 13 ヶ所で開催。30 ヶ所以上で講演会、映写会開催。  

1979 版画企画ギャラリー「アートフロント」設立。  

1980 「子どものための版画展」を中学校を中心に全国約 80 校で開催（82 年まで）  

1982 株式会社アートフロントギャラリー設立  

1984 代官山ヒルサイドテラスに、アートショップ「アートフロントギャラリー」、企画画廊「ヒルサイドギャラリ

ー」を開設。音楽プロダクション「アートフロントプロデュース」設立（江藤俊哉、沢井一恵、高橋悠

治、吉原すみれ他のコンサートを企画。99 年以降別会社へ移譲）  

1988 ユネスコ（在パリ）の要請により、「アパルトヘイト否！国際美術展」日本開催の窓口となる  

（全国 194 ヶ所巡回、約 38 万人を動員。90 年まで）。  

1991 アリゾナの砂漠に生態環境都市「アーコサンティ」を建設中のパオロソレリの支援組織  

「アーコロジージャパンインターナショナル」設立。  

1992 代官山ヒルサイドテラスに総合移転。版画ショップ「アートフロントグラフィックス」を開設。  

2010 ヒルサイドギャラリー、及びアートフロントグラフィックスを統合し、「アートフロントギャラリー」に改称。  

2013 中国法人を設立。  

  

■受賞歴  

  

1994 第５回生活都心たちかわデザイン賞「うるおい文化賞」／ファーレ立川  

1995 住宅・都市整備公団総裁表彰／ファーレ立川  

94 年度日本都市計画学会計画設計賞／ファーレ立川日本建築美術工芸協会特別賞／フ

ァーレ立川  

1996 平成 8 年度都市景観大賞景観形成事例部門／ファーレ立川  

1997 平成９年度都市景観大賞景観形成事例部門／夢メッセみやぎ  

1998 日本建築美術工芸協会特別賞／豊橋駅東口駅前広場 メセナ大賞 98 大賞／ヒルサイドテラ

ス  

2001 ふるさとｲﾍﾞﾝﾄ大賞（総務大臣表彰）／大地の芸術祭 2000  

2002 SDA 賞優秀賞／袋井市愛野駅周辺整備事業  

東京クリエイション大賞アートシーン創造賞／大地の芸術祭 2000  

2005  ブルネル賞／JR タワーアート計画ルーフデザイン  

 地域づくり総務大臣表彰／大地の芸術祭 200３  

2007  第 2 回 JTB 交流文化賞優秀賞／大地の芸術祭 2006  

2009 第 7 回オーライ！ニッポン大賞グランプリ（内閣総理大臣賞）／大地の芸術祭 ニューツーリズム

開発部門賞及び審査員特別賞（日本旅行業協会）／「越後妻有 大地の芸術祭の里～アートを

道しるべに里山を巡る旅（ＪＴＢ）」  

2010 「地域づくり表彰」国土交通大臣賞／大地の芸術祭実行委員会  

「第 15 回ふるさとイベント大賞」選考委員特別賞／瀬戸内国際芸術祭 

 



 コミッションワーク、アート・コンサルタントの実績   

  

■ 都市開発 

ファーレ立川(1994）／恵比寿ガーデンプレイス（1994）／クィーンズスクエア横浜（1997）／

渋谷マークシティ（1999）／代官山アドレス（2000）／釧路シビックコア（幸町公園通、釧路合

同庁舎）（2001）／中目黒 GT（2002）／仁川駅前再開発（2003）／豊洲シエルタワー

（2006）／阪神御影駅前開発（2008）／赤坂サカス（2008）／ヴィナシス金町（2009）／勝ど

きビュータワー（2010）／みなとみらいグランドセントラルタワー（2011）／ワテラス（2013）  

  

■ 庁舎 足立区新庁舎（1996）／秋田県東庁舎（1999）／釧路合同庁舎（2000）／榛原町新庁舎

（2002）／霞が関合同庁舎 7 号館（2007）／立川市新庁舎（2010）  

  

■ 教育／研修／研究施設 

宮城県図書館（1998）／北広島市芸術文化ホール･図書館（1998）／国立公衆衛生院

（2001）／鎌倉女子大学(2003）／安田女子大学（2004・2007）／石川県立大学（2004）／ 
国立国語研究所（2004）／北広島市立西部小学校（2005）／城西大学（2005）／名古屋大

学（2008）／甲南大学ポートアイランドキャンパス（2009）／法人放射線医学総合研究所 
(2010) ／昆明工科大学呉習生学生会館／

C.C.WuCultural&EEducationFoundationFund（2010）／福岡大学（2012） ／海老名

市立図書館（2015）／多賀城市立図書館（2016） 

  

■ コンベンション施設 

国立横浜国際会議場（1994）／夢メッセみやぎ（1995）／SKIP CITY（2003）／ 

朱鷺メッセ（2003）／高松シンボルタワー（2004）  

  

■ 文化施設 

三重県総合文化センター（1994）／池上会館（1996）／小出文化会館（1996）／まつだい

雪国農耕文化村センター「農舞台」（2003）／十日町市立里山科学館「森の学校・キョロロ」

（2003）／津幡町文化会館（2005）／越後妻有里山現代美術館「キナーレ」（2012）  

  

■ 交通・通信施設 

宇野駅前広場（1995）／京都駅ビル（1997）／豊橋東口駅前広場（1998）／北海道エルフ

ィンパーク（北広島駅）（1999）／御池通シンボルロード（2000･2002）／  

西宮北口駅北東地区再開発（2001）／小浜駅前広場（2003）／JR タワー（札幌駅） 

（2003・2004）／中部国際空港（2004）／海の駅なおしま（2006）／男木交流館（2010）  

  

■ 医療・福祉施設 

厚生中央病院（1992）／医療生協 埼玉西協同病院・老人保健施設さんとみ（2001）／茅

ヶ崎市立病院新病院（2003）／千葉市立青葉病院（2003）／新天本病院（2005）／公立

阿伎留医療センター（2006）／慶應義塾大学病院予防医療センター (2012) ／袖ヶ浦さつ

き台病院総合リハケアセンター（2012）  

  

 

 



■ 住 宅  
HAT 神戸灘の浜・脇の浜（1999・2000）／愛宕グリーンヒルズ フォレストタワー（2001）／青山パ

ークタワー（2003）／WORLD CITY TOWERS（2005）／パークタワー品川ベイワード 

（2006） ／THE TOWERS DAIBA（2006）／東京テラス（2006）／Brillia Grande みなと

みらい（2007）／プラウド新浦安（2008）／パークシティ柏の葉一番街(2008)／Villa di 
Karuizawa（2008,2009）／赤坂ザ・レジデンス（2009）／広尾ガーデンフォレスト（2009）／

Brillia Mare 有明（2009）／グランクレールセンター南（2009）／プラウドシティ金町（2010）

／フォレシアム（2010）／パークシティ浜田山（2010）／パークタワーグランスカイ（2010）／ア

パートメンツタワー勝どき（2011）／Century Forest(2011)／パークハビオ渋谷本町レジデン

ス(2011)／プラウドタワー石神井公園（2012）／プラネスーペリア西宮北口(2012)／パークホ

ームズグランファースト(2012)／プラウドタワー武蔵浦和(2013)／プラウドシティ浦和(2013)／
クラッシィハウス世田谷公園、クラッシィハウス用賀一丁目(2013) ／BRANZ 麻布狸穴

（2014 ）／プラネスーペリア西宮北口（2014）／堂島ザ・レジデンスタワー（2014）／パークコ

ート千代田富士見ザ・タワー（2014）／アルファグランデ小岩スカイファースト（2015）／イニシ

ア大井町（2015）／パークコート大崎ザ・タワー（2015）／ザ・パークハウスグラン千鳥ヶ淵

（2015）／パークコート元麻布ヒルテラス（2016）／ザ・パークハウスグラン南青山（2016）／

ザ・パークハウス晴海タワーズ・ティアロレジデンス（2016）／パークホームズ練馬中村橋クリア

コート／パークホームズ光が丘ブライトアベニュー（2016） 

  

■ ホスピタリティ施設（ホテル・レストラン） 

ホテルニューオータニ東京  ガーデンコート（1991）／ホテルブレストンコート（1996）当間高原

リゾート ホテルベルナティオ（1997）／蔵ト厨「ねのひ」（2002,2004,2007,2008,2013）／成

田全日空ホテル（2003）／ ホテル日航東京（2004,2005,2008,2009）／立川ワシントンホテ

ル（2005）／星のや（2005）／ホテルモントレ半蔵門（2006）／ザ・ペニンシュラ東京（2007）

／パークハイアット上海（2008）／ザ・ウィンザーホテル洞爺（2008）／セントレジス大阪

（2010）／グランドハイアット･シンガポール（2011）／パレスホテル東京（2012）／ザ･リッツカ

ールトン沖縄（2012）スターウッド･ラグジュアリーコレクション上海（2012）／コンラッドホテル北

京（レストラン・ラウンジ）（2012）／フォーシーズンズホテル上海・浦東（オールデーダイニング）

（2012）／フォーシーズンズホテル北京（レストラン）（2012）／インペリアルトレジャー上海外

灘（2012）／フォーシーズンズ・ホテル・ライオン・パレス・サンクトペテルブルク(レストラン)／
マンダリンオリエンタル浦東上海（2013）／三井ガーデンホテル premier（2013）／

Boulvard View シンガポール(2013)／ザ・リッツ・カールトン京都（2014） ／ＡＭＡＮ東京

（2014）／セルリアンタワーオフィス棟（2014）／大阪マリオット都ホテル（2014）／ホテル椿

山荘改修工事（2014,2015,2016）／フェアモントホテル・ジャカルタ（2015）ヒルトン名古屋

（ラウンジ）（2015）／星のや富士（2015）／ソラリア西鉄ホテルソウル（2015）／ハイアットリー

ジェンシー京都（スイートルーム）（2016）／富士急ハイランドリゾート（ロビー）（2016）／ウエス

ティンルスツ（ロビー）（2016）／星のや東京（2016）／オークウッドプレミア東京（2016）／フォ

ーシーズンズホテル京都（2016）／ルメリディアン瀋陽（2017） 
 

■ スポーツ・レジャー施設  
J ヴィレッジ（1997）／県立鹿島サッカースタジアム（2001）／2002 メモリアルロード（愛野駅

－静岡スタジアム）（2001）／札幌ドーム（2001）／羽鳥湖高原レジーナの森（2007）／高松

市民プール（2012）  

  
■ オフィス 

新梅田シティ梅田スカイビル（1993）／グランパーク（1996）／ハウス食品東京本社（1997）／

日石横浜ビル（1997）／関西電力本社ビル（2004）／アクサ生命保険本社（2006）／豊洲セン

タービル・アネックス（2006）／ソニー株式会社本社（2007）／日本オラクル本社（2008）／西

村あさひ法律事務所（2009）／共立日本橋ビル（2009）／東五反田スクエア(2009)／アボット



ジャパン株式会社（2011、2012）／双日株式会社本社ビル （2012）／カルチュア・コンビニエン

ス・クラブ株式会社本社 （2013） ／シティバンク銀行東京(2014)／CBRE 東京(2014)／長島

大野常松法律事務所（2015）／JA あいち中央（2015）／ライト工業株式会社（2015）／西村

あさひ法律事務所（2015）／株式会社 JERA（2015）／ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャ

パン・インク（2015） 

  

■ 商業施設   

ゼスト御池（1997）／ＱＦＲＯＮＴコンテンポラリーアートショーケース（1999）／ 千疋屋總本

店日本橋本店（2005）／アリオ橋本 (2010)／代官山Ｔ-SITE（2012） ／久松湯（2014）／

函館蔦屋書店（2014）／飯野ビルディング（2015）／JP タワー名古屋（2015）／湘南 T-
SITE（2015）／二子玉川蔦屋家電（2015）／梅田 T-SITE（2016）／ 

  

■ その他  
富士霊園やすらぎの苑（1996）／熊谷葬祭場（1997）／今治地区火葬場（2003）／新町橋景観

整備事業（2012） 

  

 ソフト事業の実績   

■ 展覧会  

1977  「現代美術のパイオニア展」（東京セントラル美術館） 

1978-79 「アントニオ・ガウディ展」（東京、沖縄、宮城、福岡、北海道他全国 13 ｹ所） 

1980-82  「子供のための版画展」（青森、熊本、長野、東京の中学校 77 校） 

1988-90  「アパルトヘイト否！国際美術展」（全国 194 ｹ所・46 都道府県）  

1993 「クリスト展 Works from the 80s and 90s」（代官山／ヒルサイドフォーラム）  

1997 「場所の状態-フランス文化省ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの記録日本展」 （代官山/ヒルサイドフォーラム ） 

1998 「アントニオ・ガウディ展」（東京、大阪、新潟、茨木、大阪巡回） 

1998 「ブルガリア現代美術展」（代官山／ヒルサイドフォーラム）  

1998 「オーストリア現代建築展」（代官山／ヒルサイドフォーラム） 

2001-2002 「日本・ヨーロッパ建築の新潮流展」（東京､ポルト､ロッテルダム 2001／東京､ゲント､サラマ

ンカ､ボルドー､  リスボン､マドリッド 2002）  

2003「トーマス・ヘルツォーク：建築+テクノロジー」（代官山／ヒルサイドフォーラム） 

2003 「オーストラリア・アボリジニ現代美術展 精霊たちのふるさと」（越後妻有／森の学校キョロロ、代官

山/ヒルサイドフォーラム、釧路市美術館）  

2004-2011「ヨーロッパ・アジア・パシフィック建築の新潮流」（リール、香港、東京、コーク、メルボルン、安

養 2004-2005／パトラス、東京、メルボルン、パース、バルセロナ、ルクセンブルグ 

2006-2007／東京、新潟、イスタンブール、リスボン 2008―2011）   

2007「大阪アートカレイドスコープ 2007・2008」（大阪府）  

2010「逸 Japanese Paintings beyond Tradition 展」（代官山・ヒルサイドフォーラム） 

2010「船田玉樹展」（代官山／ヒルサイドフォーラム） 

2012「日中韓共同プロジェクト［書・築］展」（代官山／ヒルサイドフォーラム） 

2014 台湾アートフェア、アートフェア・シンガポール 

2015 KIAF（台北） 

 

 



■ セミナー・シンポジウム  

 「水俣の図・物語」をめぐるシンポジウム 1980  

 「いま、そこにいる良寛」（表参道／新潟館ネスパス／連続 9 回レクチャー）1999  

 「日仏共同シンポジウム ユートピアとその表象―グローバル化の時代にユートピアの構想は可能か」 

（東京日仏学院）2000  

 「逸格の系譜―愚の行方」（表参道／新潟館ネスパス）2000  

 「繋がる日本海」（表参道／新潟館ネスパス）2001  

 「代官山アカデミア」（代官山／ヒルサイドフォーラム／連続 4 回）2001  

 「JOSHIBI アーティストスタジオ 2006 「場の力」」 （代官山／ヒルサイドプラザ／連続 6 回）2006  

 東京大学情報学環・福武ホールオープニング記念シンポジウム 「世界の一元化に抗して文化に何がで

きるか」（東京大学大学院情報学環・福武ホール）2008  

水都大阪 2009 記念シンポジウム「笑いをせんとや生まれけむー水都大阪の再生」（大阪／リーガロイ

ヤルホテル）2009  

  

■ 地域計画・アートプロジェクト  
 「クリスト：アンブレラプロジェクト 」協力（茨城県）1991  

 「さよなら同潤会代官山アパート展」（東京・代官山）1996 新潟県十日町広域活性化事業「越後妻有

アートネックレス整備構想」の総合コーディネーターを受託。1997  

 「城下町・高田・花ロード」（新潟県上越市）1999-以降毎年開催  

「代官山インスタレーション展」（東京都渋谷区代官山界隈）1999-以後隔年で開催  

「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」 （新潟県十日町市・津南町）2000 年以降 3 年毎開催

2000/2003/2006/2009/2012/2015 

「立川国際芸術祭 2001」（東京都立川市）2001  

「つやま芸術祭」（岡山県津山市）2002-以降毎年開催  

「中川幸夫：花狂い」(大地の芸術祭 2003 プレイベント：新潟県十日町市)2002  

「菜の花里美発見展：アートユニバーシアード」（千葉県おゆみ野・ちはら台・あすみが丘・季美の森）

2002  

 「東大寺アートプロジェクト：実忠の三つの不思議な花」（奈良／東大寺鏡池）2004  

 「アニャン・パブリックアート・プロジェクト」協力（韓国／安養市）2005  

 「中目黒あかりまつり」（東京都目黒区）2006～以降毎年開催  

 「大阪アートカレイドスコープ」（大阪府）2006、2007  

 「上勝アートプロジェクト」（徳島県上勝町）2007  

 「ＪＲタワーアートイベント」（札幌市）2004-以降毎年開催  

「水都大阪 2009」（大阪市）  

「徳島ＬＥＤアートフェスティバル」（徳島市）2010～  

 「瀬戸内国際芸術祭 2010」（香川県直島・豊島・男木島・女木島・小豆島・大島・高松市、岡山県犬

島）  

「新宿クリエイターズ・フェスタ”都市のユーモア展”」（新宿西口超高層ビル街）2012、2013 、2014 

「瀬戸内国際芸術祭 2013」 

新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館「回遊 DeArt2013」 東京都豊島区 2013  

「瀬戸内国際芸術祭 2016」 

東アジア文化都市 2016 奈良市 古都祝奈良―時空を超えたアートの祭典 2016 



  

■ 施設・美術館企画・運営  
 「ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション」 設立に協力。以降企画運営担当 1998-  

「まつだい農舞台」2003－  

「クラブヒルサイド」 企画・コーディネート  2008－ヒルサイドテラス F 棟に開設された会員制図書室「ヒル

サイドライブラリー」（2012 年にアネックス B 棟に移転）及びクラブヒルサイドの文化プログラムの企画･コ

ーディネート。  

「渋谷ヒカリエ・クリエイティブスペース８／」設立に協力以降企画運営担当 2009-       

「越後妻有里山現代美術館」  2012－  

 「市原湖畔美術館」 2013－  

  

■ その他プロジェクト  
「世界人権宣言 50 周年記念川崎市文化事業「いのちの響き～アートの祝祭」関連イベント」（展覧会・

市民アカデミー・シンポジウム／川崎市）1998  

 「日本・ポーランド国交樹立 80 周年および国際ショパン年記念事業 ショパン ポーランド・日本展」（展

覧会・リサイタル・シンポジウム／代官山・ヒルサイドテラス、大阪・アメニティパークほか）1999  

「中谷宇吉郎 生誕百年記念「科学の心と芸術」」（展覧会・パフォーマンス・シンポジウム代官山・ヒルサ

イドテラス）2000  

「日本におけるドイツ年：ドイツデザインプロジェクト」（展覧会４回・連続セミナー／代官山・ヒルサイドテラ

ス）2005  

「宇宙連詩プロジェクト」2006,2007､2008  

「マグナム・ファースト日本展」2016  
「ワンロード｜現代アボリジニ・アートの世界」（大阪、香川、千葉、釧路巡回）2016-17 

 


