
Kit Kemp Collection

株式会社チェルシーインターナショナル

“生活空間には、心を奪われるような魅力的な要素が必要です。私
たちは、神話上の生き物への愛に満ちた、手工芸的なコレクショ
ンを作りたいと思っていました。 もちろん喜びに満ちたフレッシュ
なカラーで。”　　　　　　　                  ーキット・ケンプー

インテリアデザイナーであるキットケンプが2008年にアンド
リューマーチンのデザインオブザイヤーアワードを受賞したこと
が、このコラボレーションのきっかけになりました。
架空の民話にインスパイアされたKit Kempコレクションは、6柄
のファブリックと5柄の壁紙で構成されていて、神話上の風景を
古めかしい色合いや、アクセントとなる明るいオレンジ、青、黄
色、緑のモダンなカラーで描いています。

ー Kit Kemp とのユニークなコラボレーション ー

“15、16世紀の絵画との出会いが、このコレクションの始まりです。
神秘的な生き物が葉の陰や生垣の下に隠れているのを見て心が踊
りました。” とキットケンプは語ります。イラストレーターのメ
リッサ・ホワイトの助けを借りて、このアイデアを実現させ、
Friendly FolkとWychwoodが生まれました。絵画だけでなく、ネ
イティブアメリカンのアートからインスピレーションを受けた
Great PlainsやApache。Mychical LandやPears treeはアメリカ
の民話からもヒントを得ています。 
いにしえのモチーフは軽やかなパターンとなり、ツイル、リネン、
チンツなどのファブリックは、鮮やかな色にモダナイズされまし
た。 伝統を恐れずに壊して新しくしていく手法は、まさにマーチン
とキットの共通の精神そのものです。



Kit Kemp Collection
Fabric

15、16世紀の絵画にインスパイアされたFriendry Folkは、木
の影から覗き込むふさふさしとした尾をもつ神秘的な生き物
や、花咲く木々、なだらかな英国の丘などが表現されています。 

Friendly Folk

上代 : ¥16,800/m （税抜）
生地巾 : 138cm
組成 : 82%Viscose 18%Linen
7 colors
Martindale : 35,000 cycles

Psycho Sprigは鮮やかな黄色、ピンク、緑で表現されたくね
くねと曲がるブドウの木がストライプ上にデザインされたプ
リント生地です。ファンタジーとシュールレアリズムをミッ
クスしたようなデザインで、人々を神秘的な世界へと誘います。

Psycho Sprig

上代 : ¥21,600/m （税抜）
生地巾 : 138cm
組成 : 82%Viscose 18%Linen
2 colors
Martindale : 16,000 cycles

Over The Moonは、芸術的な月と、ドットで表現された星が
描かれていて、穏やかな夜空を連想させます。 よく見ると月
の中に優しい顔が刻まれています。

Over The Moon

上代 : ¥21,600/m （税抜）
生地巾 : 138cm
組成 : 67%Viscose 33%Linen
2 colors
Martindale : 20,000 cycles

 アメリカの民話にインスパイアされたTravellers Tales。野生
の花で覆われたなだらかな丘、巨大なオレンジ色の梨の木、
そして神話上の生き物のダンスなど、まるでお伽話の中を歩
くようにストーリーを楽しむことができます。

Travellers Tale

上代 : ¥19,600/m （税抜）
生地巾 : 138cm
組成 : 100%Cotton
２ colors

ネイティブアメリカンのアートにインスパイアされたGreat 
Plains。犬の群れと共に乗馬している頭飾りをつけたハンター
のまわりには、装飾された矢筒と羽のついた弓矢が配置され
ています。

Great Plains

上代 : ¥21,600/m （税抜）
生地巾 : 138cm
組成 : 82%Viscose 18%Linen
1 colors
Martindale : 30,000 cycles
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豊かな果樹の間を飛び交う神話上の生き物を、パッチワーク
風のモチーフにした遊び心のあるデザインです。 ジューシー
なプラムとイチゴの茂みで踊っているヒョウやドラゴンを探
してください。

Hedgerow

上代 : ¥22,800/m （税抜）
生地巾 : 138cm
組成 : 80%Viscose 20%Linen
2 colors
Martindale : 50,000 cycles

：



Kit Kemp Collection
Wallpaper

Friendly Folkと同じ柄の壁紙です。15、16世紀の絵画にイン
スパイアされたこのデザインには、木の影から覗き込むふさ
ふさしとした尾をもつ神秘的な生き物や、花咲く木々、なだ
らかな英国の丘などが表現されています。 

Wychwood

上代 : ¥18,200/roll （税抜）
規格 : 52cm巾× 10m
レピート : H 46cm（ステップ柄）
組成 : 100%Non Woven
7 colors   ※不燃認定取得中 (10 月予定）

Unicorn は、中世の貴族の盾に見られる伝統的な紋章に基づい
た、構築的でスマートなダイヤモンドパターンのデザインで
す。ベージュの背景に緑色の首輪を誇示した白いユニコーン
描かれています。

Unicorn

上代 : ¥20,600/roll （税抜）
規格 : 52cm巾× 10m
レピート : H 53cm
組成 : 100%Non Woven
1 colors   ※不燃認定取得中 (10 月予定）

Travellers Taleと同じ柄の壁紙です。 アメリカの民話にインス
パイアされたこのデザインには、野生の花で覆われたなだら
かな丘、巨大なオレンジ色の梨の木、そして神話上の生き物
のダンスなどが描かれています。

Pear Tree

上代 : ¥21,200/roll （税抜）
規格 : 68cm巾× 10m
レピート : H 76cm
組成 : 100%Non Woven
4 colors   ※不燃認定取得中 (10 月予定）

アメリカの民話にインスパイアされたMythical Land は魅惑的
なお伽話のような世界へ人々を誘います。野生の花に囲まれ
たにぎやかな川、巨大な洋梨が育つ木、神話上の生き物のダ
ンスなど、魔法のような世界が3メートルもの大きなリピー
トで表現されています。

Mythcal Land

上代 : ¥68,900/roll （税抜）
規格 : 140cm巾× 6m
レピート : H 296cm
組成 : 100%Non Woven
1 colors   ※不燃認定取得中 (10 月予定）
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Great  Plainsと同じ柄の壁紙です。ネイティブアメリカンの
アートにインスパイアされたこのデザインには、犬の群れと
共に乗馬している頭飾りをつけたハンターや、装飾された矢
筒と羽のついた弓矢などが描かれています。

Apache

上代 : ¥21,200/roll （税抜）
規格 : 52cm巾× 10m
レピート : H 60cm（ステップ柄）
組成 : 100%Non Woven
1 colors   ※不燃認定取得中 (10 月予定）


