
   

   

2021 年 11 ⽉ 5 ⽇ 
報道関係各位  
 

― NUNO 初の⼤型作品集 刊⾏記念 ― 
須藤玲⼦、林雅之、we＋によるコラボレーション展⽰『nuno nuno』 

12 ⽉ 1 ⽇（⽔）より六本⽊のアクシスギャラリーにて開催 

 
 

⾰新的な布づくりで世界的に注⽬を集めるテキスタイルデザインスタジオ NUNO、そのこれまでの布づく 
りの全貌を紹介する初の⼤型作品集 Reiko Sudo《NUNO - Visionary Japanese Textiles》がイギリスの美術 
系出版社テームズ＆ハドソンより今⽉刊⾏されます。NUNO ではこれを記念して、作品集の全写真を撮り 
下ろした写真家の林雅之、独⾃のアプローチでデザインの領域を広げるコンテンポラリーデザインスタ 
ジオ we＋とのコラボレーションによるインスタレーション展⽰『nuno nuno』を開催します。作品集を 
出発点としながら独⾃の解釈で表現される本展で、あらたな NUNO の世界をおたのしみください。 

 
オノマトペで紐解く NUNO の世界 
展⽰「FUWA FUWA（ふわふわ）」「KIRA KIRA(キラキラ)」「ZAWA ZAWA(ザワザワ）」など、作品集の 
切り⼝として登場する 8 つのオノマトペを⼿がかりに NUNO のテキスタイルを紐解きます。様々な素材や 
表現技法が私達に呼び起こす⾝体感覚や感情に注⽬します。 
 
林雅之の写真がもたらす圧倒的な解像度 
作品集の制作にあたり写真家の林雅之は、NUNO のテキスタイル 426 種・約 3200 カット を 3 年におよぶ 
歳⽉をかけて撮り下ろしました。そこで露わになったのは、⽷が織りなす、まるで⽣きているかのような 
布の世界です。NUNO のメンバーにも驚きをもたらした圧倒的な解像度のテキスタイルフォトは本展の 
⼤きな⾒どころです。 
 
須藤玲⼦と we＋の初となるコラボレーション 
今回の展⽰デザインを⼿掛けるのは「新たな視点と、価値を、 
かたちにする」をコンセプトに、独⾃のアプローチでデザ 
イン活動を⾏う we＋の林登志也と安藤北⽃。世界のデザイン 
シーンで注⽬を集める彼らとのコラボレーションが、NUNO 
のテキスタイルにあらたな表情を与えます。 

 
 右：we＋による展示デザイン 

左 《Origami Pleats》1997 / 右上《Fluffy Hair》1989 / 右下《Trap Circle》2015  Photo: Masayuki Hayashi 



   

   

‖展⽰概要‖  
NUNO - Visionary Japanese Textiles 刊⾏記念『nuno nuno』展 

会期 ：2021 年 12 ⽉ 1 ⽇（⽔）〜  12 ⽉ 12 ⽇（⽇）※会期中無休 
開館時間 ：11:00〜19:00   
会場 ：AXIS ギャラリー （東京都港区六本⽊ 5-17-1 AXIS ビル 4F ） 
⼊場 ：無料 
主催・企画 ：株式会社布  須藤 玲⼦ 
写真 ：林 雅之 
展⽰デザイン ：we＋ 
協⼒ ：AXIS ギャラリー / HAKUTEN / 株式会社ショウエイ 
お問い合わせ ：TEL: 03-3582-7997 （NUNO） 
詳細 ： https://www.nuno.com/ 
＊会期中は会場となる AXIS ビル内 2F、ビブリオファイルにて NUNO の作品集《NUNO - Visionary Japanese 
Textiles》を販売します。 

 
‖オンライントークイベント‖ 
AXIS Forum 「原点回帰」vol.06  須藤玲⼦（NUNO） 
感染症の流⾏により⼀変した世界において未来を築いていくためには、いったん原点に⽴ち返り、⾃らの 
拠り所となる「核=原点」を考えることが必要なのではないか。そんな思いからスタートした AXIS による 
本シリーズに須藤玲⼦が登場。⽇本各地の⽣産者と試⾏錯誤を重ねながらオリジナルのテキスタイルに挑戦 
し続けるその原動⼒は何か、新刊に込めた思いや展覧会の紹介を交えながらその原点について語ります。 

⽇時 ：11⽉30⽇（⽕）19：00〜20：00 
主催・企画 ：AXIS 
要申込み ：Peatixからお申し込みください。（受付開始予定：11 ⽉ 15 ⽇） 

                            https://forum-genten06.peatix.com/ 
 
‖インスタライブ‖ 
 12⽉４⽇（⼟）20時より、須藤玲⼦、林雅之、we＋の林登志也と安藤北⽃によるインスタライブを開催予定。
最新情報はNUNOのウェブサイトでご確認ください。www.nuno.com （11⽉中旬 詳細掲載予定） 
 
 
‖関連情報・作品集‖ 
Reiko Sudo《NUNO - Visionary Japanese Textiles》 11 ⽉中旬発売 

 
書籍タイトル： 
NUNO ‒ Visionary Japanese Textiles 
出版社  ：Thames and Hudson 
タイプ  ：ハードカバー 
言語    ：英語  
ページ数 ：380ページ   
サイズ  ：27 x 20.5 cm 
その他  ：図版610点 
＊本書はイギリスで出版される書籍 
（英語）となります。 
 

常に⾰新的な布づくりを続けてきたテキスタイルデザインスタジオNUNOの全貌に迫る初の⼤型作品集。 
1984 年の創業以来、NUNOは⽇本の伝統的な⽣産背景に最先端の素材や技術を融合させることで、全国の⼯場 
や職⼈とともにテキスタイルの可能性を広げてきました。本書ではディレクターの須藤玲⼦を中⼼に、創業者 
の新井淳⼀、NUNOのメンバーがこれまでに⼿掛けたテキスタイルから320点をオノマトペを切り⼝に紹介して 
います。写真家・林雅之による撮り下ろし写真、NUNOのテキスタイルを貼り込んだ装丁による上質なヴィジュ 
アルブックであると同時に、作家・村上春樹、建築家・伊東豊雄、⾳楽家・アート・リンゼイ、V&Aのキュ 
レーターのアナ・ジャクソンなどによる寄稿も収録されています。 



   

   

《NUNO - Visionary Japanese Textiles》取り扱い店舗 
―ビブリオファイル（AXIS ビル 2F）にて先⾏予約受付中（展覧会会期中のお渡し可）TEL: 03-3582-2707 
―リビング・モティーフ・オンラインショップにて先⾏予約受付中  https://shop.livingmotif.com/item/34493.html 
―アートブック・ユリーカにて先⾏予約受付中 https://www.artbook-eureka.com/?pid=163374480 

 
 
 

須藤 玲⼦  /  Reiko Sudō 
茨城県⽯岡市⽣まれ。株式会社 布代表。東京造形⼤学名誉教授。2008 年 
より良品計画、⼭形県鶴岡織物⼯業共同組合、株式会社アズ他のテキスタ 
イルデザインアドバイスを⼿がける。2016 年より株式会社良品計画アド 
バイザリーボード。毎⽇デザイン賞、ロスコー賞、JID部⾨賞等受賞。 
⽇本の伝統的な染織技術から現代の先端技術までを駆使し、新しいテキス 
タイルづくりをおこなう。作品はニューヨーク近代美術館、メトロポリ 
タン美術館、ボストン美術館、ロサンゼルス州⽴美術館、ビクトリア＆ 
アルバート美術館、東京国⽴近代美術館他に永久保存されている。
www.nuno.com 

 

 
 

林 雅之  /  Masayuki  Hayashi 
写真家。東海⼤学教養学部在学中より写真を始め、フリーランスとして 
現在に⾄る。プロダクトや家具などのスチルライフを中⼼に撮影を⾏うと 
同時に作品制作活動を⾏う。主な展⽰に 2009 年 代官⼭ヒルサイドテラス 
 温室の半屋外空間での展⽰インスタレーション「景花」、2010 年南⻘⼭ 
スパイラルガーデンでの「Building Building」、2017 年 IDÉE SHOP 六本 
⽊での「B lack  and  White」などがある。作品集の出版は 2005 年 
「mannequins」、2010 年 「the secret life of mannequins」、2010 年 
 「Building Building」、2012 年「Living Flowers」など。このたび発刊 
される書籍《NUNO - Visionary Japanese Textiles》では、約 3 年間に 
およぶ制作期間のなかで、400 点を超える NUNO のテキスタイルを撮り 
下ろした。 www.mho.jp 

 
 

ウィープラス / we+ 
リサーチと実験に⽴脚した独⾃の制作・表現⼿法で、新たな視点と価値を 
かたちにするコンテンポラリーデザインスタジオ。林登志也と安藤北⽃に 
より 2013 年に設⽴。⼈と、⼈を取り巻くあらゆる物事・⾃然環境の間に 
親密な共存関係を築くオルタナティブな視点や表現を探究しており、近年 
は、⾃然現象の移ろいやゆらぎを可視化することで、⼈⼯と⾃然が融合し 
た新たなものづくりのあり⽅を提案。国内外で⾃主制作作品を発表する 
他、⽇々の研究から得られた知⾒を⽣かし、空間デザインやインスタレー 
ション、ブランディング、プロダクト開発、R&D など、さまざまな企業 
や組織のプロジェクトを⼿がける。 www.weplus.jp 

 
 
 
 
 
＊本リリースに関する問い合わせ先＊ 
取材・メディア関係：合同会社文化星人 川渕恵理子 PR@bunkaseijin.com Mob: 090-4055-6368  
その他 NUNOについて：株式会社布  info@nuno.com   Tel:03-3582-7997  

林雅之 

 

須藤玲子 

Photo：Masayuki Hayashi 

 

we+ / 林登志也(左) 安藤北斗(右) 

Photo：Kenichi Murase 

 

 


