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2019 年 5 月 16 日
株式会社ムーミン物語

6 月 8 日（土）より、メッツァビレッジ「森と、湖と、アンブレラと。」を開催
約 1,000 本の傘を使い、森から湖にかかる虹をテーマにした
日本最大級アンブレラスカイ・プロジェクト
～

世界的なブランド marimekko（マリメッコ）などのデザインを手がける、
鈴木マサル氏がデザインを担当 ～

株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：渡邊 基樹、以下ムーミン物語）は、6 月
8 日（土）～ 7 月 15 日（月）の期間中、豊かな自然の中、北欧に流れているようなのんびりとした居心地の
良い場所「メッツァビレッジ」において、アンブレラスカイ・プロジェクト「森と、湖と、アンブレラと。」を
開催いたします。またデザインは、フィンランドで生まれた marimekko（マリメッコ）などのデザインを手が
ける、テキスタイルデザイナー鈴木マサル氏が担当。約 1,000 本の傘による圧巻の “森から湖にかかる虹” を
イメージしたアンブレラスカイで、空を見上げるのが楽しくなる快適な初夏の一日をお過ごしいただけます。

アンブレラスカイ・プロジェクト「森と、湖と、アンブレラと。」デザインイメージ

傘が頭上を埋め尽くすように設置される「アンブレラスカイ」は、ポルトガルの小さな街アゲダで夏の時期
に行われる芸術祭の一環として 2012 年から始まりました。この季節の暑さ対策としてのアイデアから生まれ
たものでもありますが、芸術祭のコンセプト「カラフル」にあるよう、期間中は街中が色とりどりの風景に染
められ活気で溢れかえり、そしてまるで色に吸い寄せられるかのように、多くの人たちがこの街にやって来る
そうです。
ここに訪れる方の心が明るくなり、雨の日や暑い日でも楽しく過ごしていただける場をお届けいたします。
本プロジェクト「森と、湖と、アンブレラと。」は、「メッツァ」エントランスロードのメッツァティエより、
色とりどりの傘 1,000 本を使用し、鈴木氏のコーディネートにより森から湖にかかる「虹」をイメージした空
間を演出いたしました。約 100m に渡る「虹」のようなイメージの空間が広がる、国内では最大級の規模の「ア
ンブレラスカイ」展示となります。約 100m を越える空間は、空中に浮かぶアンブレラを通し差し込む光とと
もに上空と連動した虹のような道が続き、進むごとに見える景色も変わっていきます。また、道中にさりげな
くひそむ動物や傘のフォルムも隠されており探す楽しみも。さらに展示期間に合わせ、「メッツァビレッジ」
内においてはポップアップショップやオリジナルワークショップ、限定メニューが登場します。とびきりカラ
フルでドラマチックな空間体験をお楽しみください。

最後に、本プロジェクトのデザインを担当する鈴木マサル氏は、心躍るカラフルで大きな柄のデザインが特
徴の、傘コレクションを 2011 年より毎シリーズリリースしており、
「雨で外出するのが憂鬱な日でも、気持ち
が明るくなり、でかけたくなる傘」をテーマに、傘との関わりも深い活動を行っています。鈴木氏にとっても
アンブレラスカイはいつかどこかでと切望していた企画であり、本プロジェクトが実現しています。
鈴木マサル氏よりコメント
「メッツァ（森）から湖まで、まるで虹がかかったような風景を描き出そう
と思います。森の入り口から湖までのアプローチ、全て頭上はカラフルな傘、
そして頭上の傘だけではなく、約 100m の長さの道路もカラフルな色や柄で
埋め尽くされます。頭上と地面、虹のようなグラデーションで配置された色の
世界は圧巻で、歩みを進めるごとに色が移り変わり、来場者の気分を盛り上げ
てくれると思います。綺麗な色彩は人の気持ちに浸透するビタミンのような
ものだと思っています。森から湖にかかるカラフルな虹の架け橋を体験しに、
是非ご来場ください。
」
鈴木マサル

profile

テキスタイルデザイナー。2002 年、有限会社ウンピアット設立。2004 年からファブリックブランド
OTTAIPNU を主宰。自身のブランドのほか、マリメッコ、ムーミン、ユニクロ、カンペール、ファミリア、Zoff
など国内外のさまざまなメーカー、ブランドから作品をリリース。2015 年、富山の魅力をパターンデザイン
で表現した「富山もようプロジェクト」で第 35 回新聞広告賞を受賞。2016 年、ミラノで開催された Milan
Design Week 2016 にて Milan Design Award 2016“BEST ENGAGEMENT by IED”を受賞。誠文堂新光社より
作品集「鈴木マサルのテキスタイル」を出版。2017 年 三菱地所アルティアムにて展覧会「鈴木マサルのテキ
スタイル展」を開催。東京造形大学造形学部デザイン学科 教授。

■「森と、湖と、アンブレラと。」
開催期間

：2019 年 6 月 8 日（土）～7 月 15 日（月）

開催時間

：10:00-21:00

開催場所

：
「メッツァビレッジ」内

イベント参加費

：無料

イベント詳細 URL

：https://metsa-hanno.com/event/2330/

※施設・イベント内容によって異なります。

〇主なイベント内容
＜「鈴木マサルの傘

POP UP STORE」＞
心躍るカラフルで大きな柄のデザインが特徴の
鈴木マサル氏の傘コレクション。そのポップアップ
ストアが登場します。新作だけではなく旧作の傘も
ラインアップ。その他に、タオルやソックスなどの
アイテムも販売。雨でも楽しい気持ちになれるアイ
テムが揃います。
場所：メッツァホール
営業時間：10:00-19:00

※画像は展示イメージとなります。2014 年にスパイラルガーデン（スパイラル 1F：東京都港区南青山）で開催した鈴木マサル傘展。

＜ワークショップ＞
6 月 30 日（日）1 日限定！鈴木マサル氏が講師を務めるワークショップを、先着 50 名様にて開催！
鈴木マサル氏デザインのテキスタイルを使い、生地の
すきなところを切り、テキスタイルバッジを 3 つ作り
ます。色鮮やかなトートバッグ付いており、カラーは
赤・黄色・緑・青の 4 色からお選びいただけます。
・日時：2019 年 6 月 30 日（日）
・場所：メッツァホール
・参加料：2,500 円（税込）
先着 50 名様、なくなり次第終了となります。

また、鈴木マサル氏デザインのテキスタイルを使い、「蝶ネクタイ/ヘアクリップ」「レザーカードケース」な
どを作ることができるワークショップも、あわせて開催いたします。

蝶ネクタイ/ヘアクリップ

レザーカードケース

テキスタイルバッジ

・日時：2019 年 6 月 8 日（土）～7 月 15 日（月）10:00-17:30（最終受付 17:00）
・場所：メッツァホール
・参加料：
テキスタイル蝶ネクタイ/ヘアクリップ

500 円（税込）

レザーカードケース

3,000 円（税込）

テキスタイルバッジ

1,000 円（税込）
また、この季節にあわせて Feel Lab 弦間康仁氏(照明デザイ
ナー)による、ブリザーブドあじさいを使った「森のあじさい
ブーケライト」のワークショップを 2 日間限定で開催。あじ
さいが光に照らされ、幻想的な空間が広がります。
・日時：6 月 23 日（土）
、24 日（日）
11:00-12:00、13:00-14:00、15:00-16:00
・場所：メッツァホール
・参加料：4,500 円（税込）

※要予約

・定員：10 名
・URL：https://metsa-hanno.com/workshop/1280/
＜Special メニュー＞
メッツァビレッジのスモーブローレストラン「LAGOM」お
いて、期間限定の店舗オリジナルスイーツ「虹のチーズケー
キ」が登場します。虹のような晴れやかでかわいい、見た目
にも楽しい、口の中でとろける自家製の本格的ベイクドレア
チーズケーキです。

・場所：Vikinghall 2F 「LAGOM」
・価格：540 円（税込）

＜ムーミン物語について＞
株式会社ムーミン物語は、2013 年 11 月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的
に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開する
ことができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各
種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。2018 年 3 月には、日本における「ムーミン」
のライセンスを一括管理する株式会社ライツ・アンド・ブランズを設立しました。 https://www.moominmonogatari.co.jp/
＜埼玉県飯能市について＞
飯能市は都心からおよそ 50km。埼玉県の南西部に位置する豊かな自然と清流に恵まれた“水と緑”のまちで
す。緑あふれる自然は、ハイキングや公園、水辺でのアクティビティ・レジャーのほか、子育てや余暇生活に
も充実した環境です。古くから豊かな森林と人々との共生によって、暮らしや文化・歴史、産業が育まれてき
たことを背景に、2005 年 4 月 1 日に「森林文化都市」を宣言し、自然と都市機能が調和した、暮らしやすい
まちづくりに取り組んでいます。都心から一番近い森林文化都市は、遊びも暮らしも生き生きとした魅力にあ
ふれています。https://www.city.hanno.lg.jp/

＜公式サイト・公式 SNS＞
「メッツァ」公式サイト

：https://metsa-hanno.com/

「メッツァ」公式 Facebook

：https://www.facebook.com/metsavillage/

「メッツァ」公式 Twitter

：https://twitter.com/Metsa_Official

「メッツァビレッジ」公式 Instagram

：@metsavillage

「メッツァ」公式 note

：https://note.metsa-hanno.com/

「ムーミンバレーパーク」公式 Instagram ：@moominvalleypark
「ムーミンバレーパーク」公式 Facebook ：https://www.facebook.com/moominvalleypark/
「メッツァ」公式 note

：https://note.metsa-hanno.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社ムーミン物語
〒357-0001

広報担当：池田明子

埼玉県飯能市宮沢 327-6 メッツァ

TEL：042-980-5224
E-mail:

FAX：042-980-5275

press@metsa-hanno.com

