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自身のオリジナルブランド「OTTAIPNU（オッタイピイヌ）」をはじめ、マリメッコやラプアンカンクリ、ムーミントリビュートワークスなど、
国内外のテキスタイルブランドでデザインを手がける鈴木マサル。
昨年は、家具や空間、ファッション、地方の町づくりプロジェクトなど、様々な分野にテキスタイルデザインを提供してきました。

2012 年から 3 年に渡り開催してきた「鈴木マサル傘展」は、" 持ち歩く " ことから、空間、生活シーンへとステージを広げ、
今年「鈴木マサルのテキスタイル　傘とラグとタオルと」として開催いたします。

鮮やかで、版の重なりから生まれる奥行きのある色彩や、ユーモア溢れるモチーフとダイナミックな構図が特徴の鈴木マサルのデザイン。
色や柄が空間を漂い、人の心の中で揺らぎ、使うことで気分があがる。実用的なだけでなく、環境や人の心に作用する機能を持ったテキスタ
イルが、用途によって素材や織り、質感が全く異なる素材で表現されます。
本展では、雨や日差しが強い憂鬱な日でも気分があがって出かけたくなるような傘や、一枚のアートを飾るように選ぶラグ、毎日使う事が
楽しくなるようなタオルへと展開されます。

５月のさわやかな季節、ぜひ会場でご覧ください。会場では、作品展示のほか新作を中心とした傘、ラグ、タオルの販売も行います。
また、会期中５月 16 日（土）には、spoken words project の飛田正浩氏を迎え、トークセッションを行います。ぜひご注目下さい。

会場： ギャラリール・ベイン ／ ギャラリー MITATE　（港区西麻布 3-16-28）
会期：2015 年 5 月 12 日（火）〜 24 日（日）　11:00 〜 19:00　※初日 5/12（火）は 15:00 〜　5/18（月）休
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鈴木マサルのテキスタイル　傘とラグとタオルと

　　　プレスプレビュー　　　　5 月 12 日（火）　15:00 〜 18:00　
　　　オープニングパーティー　5 月 12 日（火）　18:00 〜 20:00

[Special Event]　鈴木マサル × 飛田正浩（spoken words project）
　手作業を活かした染めやプリントを施した服作りを展開する、spoken words project の飛田正浩氏を迎え、　
　ジャンルや領域を超えてテキスタイルを語るトークセッションを行います。　
　日時：2015 年 5 月 16 日（土）14:00 〜 15:30　　会場：ギャラリール・ベイン内
　定員：30 名　（要予約・参加費無料　先着順）　ご予約は右記までお電話下さい → 03-3479-3842



展覧会によせて

テキスタイルをカッコ良くデザインする事や、テキスタイルを「デザイン」というワードで括る事はとっても難しいなあと、私はいつも感じています。
何て言うか、モダンだったりデザイン的要素を感じたりすると、人は何となくそれをちょっと距離のある存在に感じてしまうように思うのです。
でも実はその 距離 こそがデザインをカッコ良いものにし、ある種の高みへ押し上げる重要な役割を果たしていたりするのです。
逆にテキスタイルは日々、服となって人を包み、裸でお風呂に入る時もタオルとなって人を包み、夜寝る時は布団となって人を包み、まさに毎日、
365 日、常に人に寄り添って存在しています。こんな人との距離がほとんど無い、あまりに身近な素材ををクールに、カッコ良くデザインするのは、
実際とても難しい訳です。
今回の展覧会では雨傘、日傘、ラグ、タオル、スピーカーカバー等、日々の生活を取り巻く様々なテキスタイルプロダクトを展示、販売します。
それらはどちらかと言えばクールだったりモダンなカッコ良いものではなく、もう少し人の「気分」とか「気持ち」とか、そういう曖昧な所に寄り添っ
て作用するようなものだと思っています。
見たら「わあっ」とか「きゃあっ」とか。
使ったら「おおっ」とか「気分がいい」とか
そういう形にならない、何か。
その「何か」を目指して作られたテキスタイルプロダクトが、どこかの誰かの生活に寄り添って行ける事を願っています。

2015 年 3 月　鈴木マサル

プロフィール

多摩美術大学染織デザイン科卒業後、粟辻博デザイン室に勤務。1995 年に独立し 2002 年有限会社ウンピアッ
ト設立。2005 年からファブリックブランド OTTAIPNU を主催。色鮮やかなハンドプリントによるファブリッ
クを中心に、タオルやバスマット、ハンカチ、傘など、生地本来が持つ魅力にあふれたコレクションを展開
しています。自身のブランド以外にも、2010 年よりフィンランドの老舗ブランドであるマリメッコや、ラプ
アンカンクリ、ムーミントリビュートワークスなど多くのブランドからテキスタイルを発表。この他、国内
外の様々なメーカー、ブランドのプロジェクトに参画し、ファニチャー、プロダクト、アパレル、空間など様々
なシーンに向けたテキスタイルデザインを提供しています。　2010 年より、東京造形大学造形学部デザイン
学科 准教授。
http://masarusuzuki.com　　http://ottaipnu.com

鈴木マサル（テキスタイルデザイナー）

鈴木マサル傘展
会場：スパイラルガーデン　2014 年 5 月

フロントアートワーク
銀座グランドホテル　2014 年 5 月開業

ソファ カバーリングデザイン「MARENCO × 鈴木マサル」　
アルフレックスジャパン　2014 年 10 月

テキスタイルデザイン「kranssi」
マリメッコ　2013 年

テキスタイルデザイン「ここにいるよ」
ムーミントリビュートワークス　2014 年

北日本新聞 ラッピング アートワーク
富山もよう プロジェクト　2014 年８月
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NEW COLLECTION 2015

OTTAIPNU Umbrella & Parasol COLLECTION

Masaru Suzuki × NEXT HOME COLLABORATION DESIGN RUG

「憂鬱な雨の日や、日差しが強い日でも、気分があがって出かけたくなるような」がコンセプトの傘コレクション。本展では、雨傘 4 柄（各 3 色）
を新たに発表します。この他、2011 年から 2014 年までに発表した雨傘、日傘、晴雨兼用傘も展示販売します。( 一部完売商品もあり )

「部屋で相棒が待っている」と思えるような、家に帰って部屋のドアを開けるのが楽しくなるような存在を思い描きながらデザインされた、
2014 年デビューのラグシリーズ。オリジナルカラーの染糸を用い、刺繍のように基布にひと針ずつ刺してゆく製法により国内で織られています。
今季は、円形、楕円形の小さなサイズのラグマットと、Artek の STOOL 60 のサイズに合わせたチェアパッドが新たに加わります。
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bananamania
ø90 ㎝　wool 100％　¥28,000-　

ringonoki
ø90 ㎝　wool 100％　¥28,000-　

salmon
ø90 ㎝　wool 100％　¥28,000-　

torinosu
60x90 ㎝　wool 100％　¥18,000-　

candyhebi
60x90 ㎝　wool 100％　¥18,000-　
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chameleon
グレー／グリーン／オレンジ

r60 ㎝　¥12,000-

mandorill
ピンク／ライトブルー／イエロー

r60 ㎝　¥12,000-

savannah
ミックス／グリーン／ブルー

r60 ㎝　¥12,000-

butter
イエロー／ホワイト／レッド

r60 ㎝　¥12,000-

bananamania
ø35 ㎝　wool 100％　¥6,000-

ringonoki
ø35 ㎝　wool 100％　¥6,000-

salmon
ø35 ㎝　wool 100％　¥6,000-

candyhebi
ø35 ㎝　wool 100％　¥6,000-

RUG

CHAIR PADS

※価格は全て税抜表

torinosu
ø35 ㎝　wool 100％　¥6,000-



NEW COLLECTION 2015

OTTAIPNU TOWEL COLLECTION
これまで、「puchi puchi」や 「suna」「ishi koro」など、ユニークな織りや質感で、さまざまな楽しい感触をもつシリーズを展開してきました。
今回は、ブランケットバス、フェイスタオル、ハンカチに、グレイッシュなカラーで描かれた動物モチーフのシリーズが加わります。
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ブランケットバス　80x130 ㎝　¥4,500-
フェイスタオル　36x800 ㎝　¥1,200-　
ミニタオル　35x35 ㎝　¥600-　
各５柄　cotton 100％

Masaru Suzuki × BeoPlay A9 Limited Edition
Bang & Olufsen のカジュアルブランド B&O PLAY のミュージックシステム BeoPlay A9 のアップデートを記念し、日本限定で発売されたス
ピーカーカバーも展示致します。会場では本展のために作曲された音楽を BeoPlay A9 でお楽しみいただけます。

左から POLKA DOT, FORTE, QUARTET, ZEBRA TONE, ELEPHANT COMBO　W70xH91x42 ㎝　カバーのみ各 ¥10,000-　※会場での販売については未定です。



展覧会情報

展覧会名：鈴木マサルのテキスタイル　傘とラグとタオルと

会場　　：ギャラリール・ベイン ／ ギャラリー MITATE
　　　　　東京都港区西麻布 3-16-28  　tel. 03-3479-3842 　http://www.le-bain.com

会期　　：2015 年 5 月 12 日（火） 〜 2015 年 5 月 24 日（日）  11:00 〜 19:00　
　　　　　※初日 5/12（火）は 15:00 〜　　５/18（月）は休館
　　　　　入場無料
              プレスプレビュー & オープニングパーティー 
　　　　　● プレスプレビュー　　　　5 月 12 日（火）　15:00 〜 18:00　
　　　　　● オープニングパーティー　5 月 12 日（火）　18:00 〜 20:00
　　　　　※会期初日は、鈴木マサルが在廊致します。インタビューなどご希望の際は、下記 PRESS CONTACT までご連絡下さい。

内容　　：「OTTAIPNU Umbrella & Parasol COLLECTION」「Suzuki Masaru × NEXT HOME COLLABORATION DESIGN RUG」
　　　　　「OTTAIPNU TWOEL COLLECTION」「Masaru Suzuki × BeoPlay A9 Limited Edition」 の展示、販売
　　　　　及び、テキスタイル作品の展示

主催　　： 株式会社リラインス
協力　　：ムーンバット株式会社　株式会社スミノエ　吉井タオル株式会社　Bang & Olufsen Japan
会場構成：小林恭 + マナ（設計事務所 ima）
DM / ポスターデザイン：石岡良治（enamel.）
音響設計 / 作曲：高橋琢哉（Oyster Inc.）　
http://masarusuzuki.com

　Special Event
　鈴木マサル × 飛田正浩（spoken words project）
　手作業を活かした染めやプリントを施した服作りを展開する、spoken words project の飛田正浩氏を迎え、ジャンルや領域を超えて
　テキスタイルを語るトークセッションを行います。ぜひ、ご参加下さい。
　日時：2015 年 5 月 16 日（土）14:00 〜 15:30　　会場：ギャラリール・ベイン内
　定員：30 名　（要予約・参加費無料）　ご予約は右記までお電話下さい → 03-3479-3842　※先着順となりますのでご了承下さい。

本件に関するご取材、商品及び画像のお貸し出しに関するお問合せは、下記までご連絡くださいますようお願い致します。
【PRESS CONTACT】
デイリープレス
山本真澄（mobile：090-4062-6361）
e-mail.  masumiyamamoto@dailypress.org
tel. 03-6416-3201　　fax. 03-6416-3202
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