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５月の終わり、さわやかな季節にテキスタイルデザイナー鈴木マサルの展覧会「鈴木マサルのテキスタイル OTTAIPNU 2016 COLLECTION」

を開催いたします。

「鈴木マサル傘展」として 2012 年から開催する本展は、” 持ち歩くテキスタイル” として、多くの人々には馴染みの薄い、テキスタイルデザ

インを身近に感じていただくことからスタートした企画です。空間のイメージをがらりと変えたり、それを持つ人、身に纏う人の気持ちを高

揚させたり、布に描かれる柄は、一枚の絵画を飾ることより、気軽に日常の生活に変化と豊かさを与えます。

本展では、毎年発表している傘の新作の他、大判の図柄をプリントしたバッグやスカーフ、ジャガードを用いたキッチンタオルやバッグなど、

OTTAIPNU のコレクションを展示、販売いたします。

また会場内にて、新作のテキスタイルも展示いたします。本作は、OTTAIPNU としては初めて、フィンランドのプリント工場でプリントされ

ました。鈴木がキャリアをスタートするにあたり、憧れ、強く影響を受けてきた北欧、フィンランド。色、形、構図の全てがのびのびと表現

されるテキスタイルデザインの本場で、現地のエンジニア達と感性を共有しつくりあげた作品です。ぜひ会場でご覧下さい。

会期：2016 年 5 月 27 日（金）・28 日（土）・29 日（日）10:00 〜 21:00　※最終日 5/29（日）は 20:00 終了　　

会場： 代官山 T-SITE GARDEN GALLERY　（渋谷区猿楽町 16-15）

オープニング パーティー　2016 年 5 月 27 日（金） 19:00 〜 21:00
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鈴木マサルのテキスタイル
OTTAIPNU 2016 COLLECTION



展覧会に寄せて

OTTAIPNU（オッタイピイヌ）というテキスタイルブランドをスタートしてからもう12 年ほど経ちます。スタートと言っても当時、どうにかお金

を工面してプリント生地を 2 柄作って売り始めたのが始まりです。今は傘やタオルやカバンなど、メーカーと共同で開発するアイテムも増えてい

て規模が大きくなったような錯覚を起こしたりしますが、実は何とか時間と資金を工面して毎年 2 柄の新作生地を作るという状況は何ら変わって

いなかったりします。

スタート当時、何かの取材でブランドコンセプトを聞かれて私は「会社で何か嫌な事があった帰り道に、衝動買いしてしまうようなものを作りたい。」

と答えていたらしいのです。全くコンセプトになっていない稚拙な返答ですが気持ち的には案外的を射ていて、2016 年現在の私の思いそのまま

といっても差し支えない感じです。

テキスタイルが人の気持ち、気分、感情に影響する度合いって思いのほか大きいような気がするのです。目の中に飛び込んでくる色、柄、テクス

チャー。それがテキスタイルという素材に乗っかった時、明らかに人は紙やプラスチックの時のそれとは違う感情を抱くのではないかな。

心躍るテキスタイルを目指して作り上げた生地、傘、カバン、ストール等が代官山の開放的なスペースに並びます。何か嫌な事があった帰り道に

でもお立ち寄り頂けたら幸いです。

2016 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、国内外の多くのブランドからテキスタ

イルを発表。また、テキスタイル以外にも、様々な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、パターンデザインや自身のテキスタイルを軸にしたデザイン

を提供しています。2015 年より、東京造形大学造形学部デザイン学科 教授。　

http://masarusuzuki.com

鈴木マサル（テキスタイルデザイナー）

鈴木マサルのテキスタイル傘とラグとタオルと
2015 年 5 月
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OTTAIPNU（オッタイピイヌ）は鈴木マサルが手掛けるテキスタイルブランドです。

大胆な構図、鮮やかな配色と版の重なりから生まれる奥行きのある色彩。動物や植物など日常的な温か

みのあるモチーフから、見る人を自然と笑顔にするようなユーモアあふれる色鮮やかなファブリックを

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。

http://ottaipnu.com

about　"OTTAIPNU”

本展で発表する新作テキスタイル。フィンランドのプリント工場の様子
2016 年 3 月



OTTAIPNU NEW COLLECTION 2016

Umbrella & Parasol

Print and Jacquard Series Item

「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傘」がコンセプトの傘コレクション。
本展では、雨傘 4 柄（各 3 配色）を新たに発表。長傘、折りたたみ傘の２種類で展開します。2015 年に発表したシリーズも展示販売します。
( 一部完売商品もあり )

プリント、ジャガードなど様々な手法で表現されたテキスタイルが、身近なアイテムとして展開されます。
バッグやストールなど、それぞれのフレームにおさまった大きな図案は、テキスタイルの魅力が満載です。
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skip
ネイビー／グレー／イエロー

r60 ㎝　¥12,000-

togage
ネイビー／レッド／グレー

r60 ㎝　¥12,000-

dot owl
イエロー／オレンジ／ブルー

r60 ㎝　¥12,000-

buffalo
ホワイト×ブラック／グレー×ブラック
／グレー×ブルー   r60 ㎝　¥12,000-
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※画像は全てグラフィックデータです。

Stole （全８配色）
W125 × H190cm ／ Cotton 100％　¥12,000-

Tote Bag （全８配色）
 W41 × H44cm ／ Cotton 100％　¥5,000-
商品ごとに 1 点 1 点柄の出方が異なります。

※価格は税抜はすべて税抜き表示です。

Jacquard Tote Bag （全８アイテム）
W44 × H45cm ／ Cotton 88％　麻 12％  ¥4,400-



Exhibition Outiline

タイトル：鈴木マサルのテキスタイル　OTTAIPNU 2016 COLLECTION
会場　　：代官山 T-SITE　Garden Gallery
　　　　　東京都渋谷区猿楽町 16-15 　http://tsite.jp/daikanyama/
会期　　：2015 年 5 月 27 日（金） ・28 （土） ・ 29 （日）10:00 ～ 21:00　
　　　　　※最終日 5/29（日）は 20:00 終了　
　　　　　入場無料
内容　　：「OTTAIPNU KASA COLLECTION」展示販売
　　　　　「OTTAIPNU × QUARTER REPORT」展示販売
　　　　　「OTTAIPNU TOWEL COLLECTION」展示販売
　　　　　及び、新作テキスタイル作品の展示販売
主催　　： 有限会社ウンピアット
協力　　：ムーンバット株式会社
　　　　　株式会社クォーターリポート
　　　　　吉井タオル株式会社
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.）

http://masarusuzuki.com

関連企画　「鈴木マサルのテキスタイル」　
同敷地内の蔦屋書店内にて、同時開催されます。合わせてご注目下さい。
会場：代官山 蔦屋書店 2 号館 1 階　駐車場側ギャラリースペース
会期：5 月 27 日（金）～ 6 月 11 日（土）　営業時間　7：00 ～翌 2：00

オープニングパーティー　2016 年 5 月 27 日（金）　19:00 〜 21:00　
会期初日の夜、ささやかながらオープニングパーティーを行います。
お誘い合わせの上、ぜひご参会ください。

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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Interior Lifestyle Tokyo 2016
OTTAIPNU が、インテリア ライフスタイルに出展します。
会場では、本展で発表するジャガードシリーズをはじめ、タオル、バッグ、小物などの新作アイテムを展開いたします。
会場にお越しの際は、ぜひお立ち寄り下さい。

会期：2016 年 6 月 1 日（水）～ 3 日（金）
会場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）西 1・２・３・4 ホール + アトリウム
　　　ホール番号 → アトリウム　A-36
共催：株式会社クォーターリポート／株式会社吉井タオル

Information


