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前回ご好評を頂いたかおかおパンダとの展示を今年も

させていただく運びになりました。場所は前回と同じく

OCO GALLERY になります。共にお世話になっている

代々木公園近くのギャラリーになります。

今回のテーマは「オモチャ空間」

昨年はコラボに topnoch がデザインし日本が誇るガラス

職人さんに作ってもらったお香立てをかおかおパンダに

金液で描いてもらった「incense sylinder」、かおかおパンダ

の絵にガラスをはめ込めた作品、そして topnoch が制作し

かおかおパンダに描いてもらった 30 点のガラスのボタン

を制作しました。展示期間中に「次はいつやろうか」「次は

これ作りたい」と色々話していました。

やはりかおかおパンダとしては描き足りない印象で、ガラス

にスペースがないとなと。topnoch のガラスはペンダント

ヘッド等の小さなガラスです。大きくても 50mm を越える

ことはあまりありません。絵を描けるスペース…となると

器物です。自分自身ガラスを携わってるものでありながら

器ものは苦手としてきました。最初はデザインをして他の

上手い人に作ってもらった方が安心かなと思ったのですが、

かおかおパンダから「それって意味なくない？」との言葉

で器ものを topnoch が制作する事になりました。

自分の知っている最高の「工藝」の器ガラスにはまだ遠い

もののそれなりに出来るようになりかおかおパンダに test

兼本番で描いてもらったところ…これが見違えるように。

かおかおパンダの絵の持つ力を再確認しました。流石です。

オモチャ空間とは DM の写真を撮った時にこんな感じが

今回のテーマになるかもねと話してたところから生まれました。

真剣に手数をかけた雑多の中でワクワク感を見つけてくれ

たら嬉しいなと思います。

今回も互いのいつもの制作の発表の場でもあります。

topnoch としてはやはりかおかおパンダのパワーに負けない

ようにしなければなりません。そしてコラボは「Wind Bell」

「ミニプランター」「ボタン」を出す予定です。

glass works topnoch / 田中 福男

昨年の様子はこちらから

http://www.topnoch-works.net/archive/arc_2/cc.html
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日時
2014.5.17 (sat.) - 5.25(sun.)　

12:00 - 19:00 / last day 12:00 - 17:00

OCO GALLERY

〒151-0063　東京都渋谷区富ヶ谷1-8-2

Tel. 03.6814.8081　Fax. 03.6804.8083

email: info@ocogallery.jp

URL: http://ocogallery.jp

千代田線代々木公園駅2番出口徒歩1分

小田急線代々木八幡駅南出口徒歩3分

渋谷駅よりバス

渋61,渋63,渋64,渋66,渋67にて

富ヶ谷下車3分

作家在廊日

topnoch

かおかおパンダ 

17 18      20 21 22 23 24 25

17 18 19 20 21 22 23      25

変更があるかもしれませんので詳しくは各々のウェブサイトからご確認をお願い致します。

topnoch：http://www.topnoch-works.net

かおかおパンダ：http://www.kaokaopanda.com

場所
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glass works / ガラス作家

topnoch / トップノッチ

主な活動

2010.06 特別展示 『田中 福男展』 長野/善光寺宿坊内・ギャルリ蓮 

2010.10 個展 『秋 鎌倉 ガラス展』 鎌倉/FLAT

2011.05 2人展 『海辺のrain forest』 七里ケ浜/アトリエ空 

2011.12 個展 『装飾・小さなガラス・素溶』 世田谷/seta-shop gallery

2012.04 表紙 文藝春秋発行『新月譚』貫井徳郎著 表紙

2012.05 2人展 『田中福男×渡会審ニ（写真）共展』 鎌倉/アトリエ水平線

2012.08 グループ展 『バーナーワークの世界展』 銀座/ギャラリー田中

2013.04 特別展示 『青・鎌倉・ガラス』 鎌倉/アトリエ水平線

2013.06 2人展 『Clear Color / KAOKAO PANDA』 代々木/OCO gallery

2013.10 個展 『装いのガラス』 目黒/glass hopper gallery

2013.12 特別展示 『glass technologist last exhibition』 高円寺/蜻蛉玉ばぶるす

貫井徳郎著「新月譚」表紙

田中福男（たなかふくお）

1979年12月大阪生まれ・岐阜県出身

今は無きGlass House研究科卒。3期生。1学年時の頃から「topnoch」として活動。

卒業と同時に東京都日野市に個人工房「glass works topnoch」設立。

工芸の立場から身につけるガラスを主に制作。ガラスの大きさは35mm程度。 

技法はバーナーワーク、素材は理化学硝子。

2007年から年に数回思い思いの場所にて展示を開く。

多摩美術大学臨時職員を経て理化学工場で日本のガラス職人の技術を学び独自の技術と理路、“1mmから

の制作”“素溶”（ガラスを素直に溶かすこと）を頭に置き、美しい模様、色を追求。

その他理化学硝子制作工場のサカイグラステックと共同で“incense cyl inder”を制作発表（2008）、

ZOZOTOWN企画、宝石店、専門学校講師等様々な場所で活動中。

ウェブサイト：http://www.topnoch-works.net

「freesia」 「sumire」 「topnoch aqua」「branchlappet」
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Artist / アーティスト

KAO KAO PANDA / かおかおパンダ

札幌市生まれ。鎌倉市在住。　

朝陽や夕陽に感動し、波に乗り。海のにおいと共に生活し絵を描く。

江ノ島電鉄100周年記念企画「看板アート」や、鎌倉市営プールの壁画、茅ヶ崎市の

東海道線跨線橋「ツインウェーブ」側面の巨大壁画を手掛ける等、海の近くにいくつもの

壁画が存在する。

グッズが全国で発売中。ライブペイントイベントや絵本の出版。

お菓子のパッケージ、子供達とのワークショップ、コンペの審査員など活躍の場を広げ

ながら、定期的に個展を開催。太陽や海、空、風からエネルギーを受け、波乗りをしながら

「楽しい」という感情から生まれるパワーを信じ、心の底から思いっきり楽しんで描いて

いる。

ウェブサイト：http://www.kaokaopanda.com/

主な活動

2002 江ノ島電鉄100周年記念企画「かおかおパンダ看板アート」制作

2007 札幌市交通局販売「ウィズユーカード」（乗車用カード）のビジュアル制作

2007-2010 HONDA「子供アイデアコンテスト」特別審査員を努める

2008 グリコ「アーミンドプレミオ」期間限定パッケージを手がける

2008-2010 SUMMER SONIC 「SONIC ART」出演 ライブイベント

2009 HONDA「Love Cub 50 project」に参加　Cubを一台ペイント

2010 「リボンマグネット トップクリエイターズ・チャリティ・プロジェクト」に参加、かおかおパンダデザインを提供

2010 日本テレビ「おしゃれイズム」スタジオアート (第122回・第124回）

2011 初の作品集『PINK SUN』出版

2011 ランコム かおかおパンダ 限定コラボレーションキッドデザイン

2012 Inglesina  かおかおパンダ コラボアートプレート発売

2013 北海道発てんさい糖のお菓子「ビートチップス」のパッケージを手がける

「透明色。」 「頭いっぱい胸いっぱい」 「かわいいヤツ」 「under the “pinksky”」 「虹波」
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展示全般に関する質問・お問合せ先

glass works topnoch ｜ 田中福男

〒191-0012　東京都日野市日野2851

tel. / fax. 042.582.0978

email: mail@topnoch-works.net

URL: http://www.topnoch-works.net

「OCO GALLERY」に関する質問・お問合せ先

OCO GALLERY

〒151-0063 渋谷区富ヶ谷1-8-2

tel. 03.6804.8082　fax. 03.6804.8083

email: info@ocogallery.jp

URL: http://ocogallery.jp

Supported by NN Co., Ltd.

お問合せ先


