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MAKOTO KAGOSHIMA “ZUAN” EXHIBITION 2015

鹿児島睦の図案展

会期：2015 年 10 月 30 日（金）〜11 月 17 日（火）
会場：doinel

ドワネル （港区北青山 3-2-9）

ヨーロッパを中心とした生活雑貨、服飾雑貨から食料品、自然派ワインなどを扱う、北青山のショップ doinel（ドワネル）は、今年で 3
度目となる、陶芸作品を中心に活動するアーティスト鹿児島睦さんの展覧会「鹿児島睦の図案展」を開催します。
鹿児島さんの陶器作品の魅力の一つである柄や模様。さらさらと迷いなく動く手から、独自の世界観で描きだされる動物や 植物のモチー
フは “図案” として、紙やテキスタイルなどのプロダクトとしても展開され、世界中に多くのファンを増やしています。本年６月には、
「ZUAN & ZOKEI by Makoto Kagoshima」としてプロダクトブランドも立ち上がり、日本国内にとどまらず、海外での展開もスタート
しました。

モチーフのちから



鹿児島睦の線と輪郭

アーティスト・鹿児島睦さんの図案は、線と輪郭（シルエット）で構成されたモチーフの集合体です。それらのモチーフは、シンプルな線
で構成されているにもかかわらず、図案からひとつだけ抜き出したときにも、ひと目で鹿児島さんのものと分かるちからをもっています。
その理由は、鹿児島さんが、これまでの長年にわたる制作活動の中で、何度も何度も繰り返し線を描きその手に刻み込んできたから。繰
り返し線を描くという実践の中で、鹿児島さんの線は、よりシンプルで力強く、見るものの感情まで揺り動かす線となったのです。
本展では、鹿児島さんが描き続けてきた植物モチーフを通して、数多くの実践から生まれた鹿児島睦の線と輪郭（シルエット）の魅力と、
モチーフのちからに触れていただきたいと思います。

○プレスプレビュー

2015 年 10 月 29 日（木） 15:00〜18:00

Press Only

鹿児島さんが在店し、プレスプレビューを行います。（個別取材、撮影等をご希望の際は、プレス担当までご連絡下さい。）
○オープニングレセプション

2015 年 10 月 29 日（木） 19:00〜21:00

Invitation Only

会場では、フードデザイナー たかはしよしこさん によるフードを、鹿児島睦の器でご提供します。

発送元： daily press | デイリープレス

東京都目黒区青葉台 3-5-33 1F

〒153-0042

tel. 03-6416-3201

info@dailypress.org
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鹿児島睦の図案展

2015 年の展示内容

ペーパープロダクト
図案展に合わせてアートディレクターの前田景さんがディレクションし、さまざまなパターンで展開してきたポスターに、今年も新作
が登場します。今回は、鹿児島睦さんが長い間描き続けてきた植物の図案から、モチーフを抜き出し、そのモチーフひとつで表現
するポスター、ポストカードと、３次元の世界に再構成されるモビールを展開します。

「ひとつでも強い」というモチーフは、構成や使い方を変えることで、新たな魅力を放ち、空間をたのしく彩ります。

モビールの参考イメージ

ポスター

※色、モチーフ、素材は変更になります。

価格未定

全3柄

価格未定

注染（てぬぐい）
日本の伝統技術とコラボレートするシリーズの第
三弾として、「かまわぬ」とコラボレート。鹿児
島さんが新たに描き下ろした図案から、注染の
てぬぐいが生まれました。天地をもって構成さ

れた図案は、クロスやタペストリーとして、イン
テリアの中で飾って楽しむこともできます。
＜注染とは＞

木綿の晒生地に、渋紙（和紙を柿渋で塗り固め
たもの）を使った型紙で糊付けし、染料を注い

で染める染色の技法。江戸時代にその原型が考
案された。注いで染めることから注染（＝ちゅ

うせん）と呼ばれ、両面から染めるため、てぬ
ぐいでは両面表となる。

全4柄

各￥1,800-（税抜） 予価

会場デザイン・壁画（ライブペイント）
ご来場下さるお客様に、作品やプロダクトに触れるだけではなく、空間も楽しんでいっ
てもらいたいという鹿児島さんの思いから始まったライブペイントによる壁画制作。

設計事務所 ima の小林恭さん、小林マナさんと共に、空間全体をつかって鹿児島さん
の図案の魅力を表現します。

本展では、植物の形をかたどったミラーや木製パネルに鹿児島さんが実線を書き入れた
オブジェの展示や、doinel の壁面、ウィンドウにライブで図案を描きます。
○ライブペイント

10 月 30 日（金）、10 月 31 日（土）

開始時間は未定です。在廊中に少しずつペイントしてゆきます。

鹿児島睦の図案展 2014 年でのライブペイント

※ 器や陶板などのハンドメイド作品は、11 月 14 日（土）に販売会を行います。

販売会への入場整理券はメールでのお申し込みによる抽選制となりますのでご了承ください。
詳細は、後日、本展スペシャルサイトにてご案内します。

http://zuan-zokei.com/zuan-exhibition2015
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鹿児島 睦 （Makoto Kagoshima） 陶芸家・アーティスト
福岡生まれ。美術大学卒業後、インテリア会社に勤務しディスプレイやマネージメントを担当。

2002 年より、福岡市内にある自身のアトリエ にて陶器やファブリック、版画などを中心に制作。日本国内の

みならず、L.A.、台北、ロンドンなどで個展を開催、近年では世界中にファンが広がっています。作品制作の他、
国内外のブランドへ図案の提供も行っており、陶器にとどまらず、ファブリックやペーパーなど様々なプロダクト
を発表。また、国際的なアートプロジェクトへの参加や、空間への壁画制作など活動の幅は多岐に渡ります。
植物や動物のモチーフを独自の世界観で描いた器やオブジェなど、作品には朗らかな魅力があふれています。

園芸のために過ごす時間も多く、パンジー、バラ、ナデシコといった身近な植物は作品のモチーフに。また、好
きな中世ロマネスクの建築・彫刻も作風に与えている要素のひとつ。
www.makotokagoshima.com

ハンドメイドの陶器作品

[ Past “ZUAN” Exhibiton ]

鹿児島睦の図案展

2014 年

doinel

鹿児島睦の図案展

2013 年

doinel

familiar Makoto Kagoshima
器から飛び出す図案展 2015 年 3 月

これまでに開催された図案展において、鹿児島睦さんと doinel/biotope corp. が、様々なデザイナー、作家、メー
カーなどのコラボレーターを迎え制作した数々のプロダクトを、「ZUAN & ZOKEI by Makoto Kagoshima 」

（カゴシママコトノズアントゾウケイ）として 2015 年６月より展開をスタート。国内外へむけて発信しています。

パッケージ

波佐見焼 ウォールレリーフ

ペーパーナプキン

久留米絣

あずま袋

“Linnut”

ZUAN & ZOKEI by Makoto Kagoshima オフィシャルサイト

http://zuan-zokei.com （2015 年９月下旬開設予定）
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展覧会概要
タイトル：MAKOTO KAGOSHIMA EXHIBITION 2015
会場

鹿児島睦の図案展

：doinel （ドワネル）

東京都港区北青山 3-2-9
tel. 03-3470-5007

〒107-0061

www.doinel.net

会期

：2015 年 10 月 30 日（金）〜 2015 年 11 月 17 日（火）

主催

： 株式会社ビオトープ

12:00〜20:00

水曜定休

販売商品：[ 新作プロダクト ]
てぬぐい

4柄

ポスター

3柄

モビール

1種

※価格はすべて税抜

各 ¥1,800-

ポストカード

価格未定

予価

価格未定

３柄

価格未定

木版プリントハンカチ
[ ハンドメイド作品

1柄

販売会 ]

2色

各 ¥1,500-

11/14（土）にハンドメイド作品の販売会を doinel２F で行います。

販売会への入場整理券はメールでのお申し込みによる抽選制となりますのでご了承ください。

10/15（木）にスペシャルサイト内にお申込ページを開設し、詳細をご案内致します。
http://zuan-zokei.com/zuan-exhibition2015

スペシャルサイト

※スペシャルサイトのオープンは９月下旬を予定しております。

[ コラボレーター ]

アートディレクション：前田 景（アートディレクター）
会場デザイン
てぬぐい制作

：設計事務所 ima ／小林恭 + マナ（インテリアデザイナー） http://www.ima-ima.com/
：株式会社かまわぬ（てぬぐい専門店） http://www.kamawanu.co.jp/

ビオトープとドワネルについて
ビオトープは、ヨーロッパの輸入品を中心として、現代の衣食住、空間や時間を豊かにしてくれる、背景をしっかり持ったアイテムを扱っている会社
です。

2004 年に、北欧の 50-70 年代におけるモノ作りや生活スタイルの豊かさを現代の生活に新しい提案として再現したい、という思いをもって北欧の

ヴィンテージアイテムを扱うショップ「biotope」を学芸大学にオープン。2010 年には、biotope の一旦の閉店とともに、外苑前に「doinel」をオー
プンしました。

doinel では、北欧に限らないヨーロッパのアイテムを中心に、「プロダクトとして成立する最小単位」という背景を持った、生活の中での感性を豊
かにしてくれる雑貨や服飾雑貨、自然派ワインや食料品などのアイテムをご紹介しています。

また、2011 年 3 月から、biotope は伊勢丹新宿店本館 5F に出店し、ヴィンテージアイテムを中心とした定期的な展示や催事を行っております。
retail
biotope: 北欧のヴィンテージアイテムを中心に扱うショップ。
doinel: ヨーロッパの現行品を中心とした雑貨、服飾雑貨から食料品や自然派ワインなどを扱うショップ。
wholesale
biotope と doinel、２つのディビジョンにて、ディストリビューション業務や国内外とのデザイナーやメーカーとの
商品開発などを行なっております。
biotope では、
フィンランドのテキスタイルブランド "Lapuna Kankurit" をはじめとした北欧の雑貨アイテムを、
doinel では、北欧に限らないヨーロッパを中心とした「最小単位のプロダクト」を、それぞれ扱っております。
※ビオトープは、"Lapuan Kankurit" の日本国内正規総代理店です。

【ご取材・掲載に関するお問い合わせ先】
デイリープレス

山本真澄

m.p. 090-4062-6361

p. 03-6416-3201

e-mail. masumiyamamoto@dailypress.org

※アーティストへのご取材、撮影、商品及び画像のお貸し出しに関するお問合せは、山本までご連絡ください。
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