
monova gallery 展示会案内    

＜お問合せ＞ Japan creation space monova 担当：川田 
 tel：03-6279-0688   mail：info@monova-web.jp   WEB : http://www.monova-web.jp  

 
 

monovaでは各メーカーとの直接のお取り引きをサポートしています。 
ご関心のあるバイヤー・プレス様に出展メーカーをご紹介をしておりますので、気軽にお声掛け下さい。 
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Japan creation space monova （モノヴァ）は、モノづくりの情報発信をするショールームです。 
日本各地のモノづくり企業、ギャラリースペースでライフスタイル提案型の企画展を開催しております。 

Japan creation space monova 
開催・活動のご案内 

－今月のオススメ－ 
「お洒落なあの人に贈りたい！」エッヂの効いた大人のレザーアイテム 
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＜現在開催中の展示会＞「“DIARY AIZU” 生活と工芸展」2/14（火）まで 

資料 
添付 3月2日(木)～3月14日(火)  

amami aina 2017 Collectin Exhibition 
鹿児島県と沖縄の中間に位置する島奄美大島。独自の自

然・文化を築いてきた土地から生まれたヨガウェアブラ

ンドをご紹介します。 

AWA AI 藍絞りシリーズ 
阿波藍の産地で知られる徳島県。大正元年創業の老舗の呉服店であ

る絹やは、新しい和の提案として、天然藍100％で染めた革小物を

展開しています。新しい藍絞りシリーズは、同じ素材・製法でも、

風合いがそれぞれに異なり、すべてが1点ものと言える逸品に仕上

がっています。長く大切に使いたい大人のレザーアイテムです。 

資料 
添付 2月23日(木)～2月28日(火)  

北海道発オーガニックパン展 
有機JAS認定を受けた素材・工程・製法で生まれるパンは、

噛むほどに感じられる自然な甘みが特徴です。真摯に作

られるオーガニックパンの美味しさの裏側を、ご紹介し

ます。 

製造：絹や 
産地：徳島県 
素材：天然牛革 
価 格／すべて税込価格 
長財布    54,000円 
名刺入れ   16,200円 
ペンケース  10,800円 
コインケース 10,800円 
カードケース 12,960 円 
 

mailto:info@monova-web.jp


會津価値創造フォーラム主催 
「“DIARY AIZU” 生活と工芸展」を開催中！ 

2017年1月19日（木）〜2017年2月14日（火） 

＜お問合せ＞  Japan creation space monova  担当 ： 川田  
tel ： 03-6279-0688（10：30-19：00 水曜定休） / mail ： info@monova-web.jp / WEB : http://www.monova-web.jp  
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地域で選んだ“いま使いたい会津モノ” 

会津の自慢を集めました 
会津には会津の時間が流れています。豊かな自然や歴史的な建造物も多く残り、今

も日常に溶け込んでいます。そしてその毎日の暮らしのなかで育まれた工芸の数々。

この展示では、会津地域の地域活性化に励む有志がグループとなって、自分たちの

お気に入りの会津製品をセレクトしました。今回、それらを首都圏に伝えていきたいと

“DIARY AIZU”としてmonovaで展示会を開催いたします。いま自分たちが使ってい

るもの、使いたいものを通じて、会津の良さを等身大で伝えようという企画展です。 
休日に地元のカフェでのんびりと過ごす風景を彩るような、会津の文化や環境、風景

を感じるものづくりが集まりました。 
是非、ご来場のほど、よろしくお願い致します。 
 
 

【展示内容】＊予定 
１）漆製品 
２）会津木綿の製品 
３）会津本郷焼の陶磁器製品 
４）会津桐の製品 
５）その他刺し子、馬革製品など 
 
◆會津価値創造フォーラムとは◆                                
会津の価値を創造し世界に発信することを目的に会津地域１７市町村の官民一体で

取り組む地域活性化プロジェクト。ワークショップ型の研修を通じ、人材育成や工芸品

等の開発、スポーツイベント、展示会等の企画運営を行っています。 
http://aizu-one.net/ 
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会津地域ならではの技術を活かした、今の暮らしに似合うものづくりをセレクトしました。 
地元の地域活性化に励む有志が太鼓判を押す「普段使いのいいモノ」をご紹介します。 

“DIARY AIZU” 生活と工芸展 

－開催概要－  “DIARY AIZU” 生活と工芸展 
 会  期 ： 2017年1月19日（木）～2017年2月14日（火）    
        10：30 - 19：00 /最終日は17：00迄 水曜定休 入場無料 
 会  場 ： monova gallery 
 場  所 ：東京都新宿区西新宿3-7-1 
       リビングデザインセンターOZONE 4階 
 主  催：會津価値創造フォーラム 
 企  画：Japan creation space monova 
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シロクマベーカリー主催 
「北海道発オーガニックパン展」を開催！ 

2017年2月23日（木）〜2017年2月28日（火） 

＜お問合せ＞  Japan creation space monova  担当 ： 川田  
tel ： 03-6279-0688（10：30-19：00 水曜定休） / mail ： info@monova-web.jp / WEB : http://www.monova-web.jp  
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深呼吸できる畑から生まれた 

北海道発「オーガニックパン」 
シロクマベーカリーは、地元の生産者とともに、安全と美味しさを追求した北海道産素

材のパンを作り続けてきました。オーガニックパンに取り組んだのは、パンを食べる方

の安全はもちろん、大切なパートナーである生産農家の方々の健康を守りたいと思っ

たからです。 
札幌のシロクマベーカリーから程近い新篠津村（しんしのつむら）。地平線まで広がる

無農薬・無化学肥料の有機畑で、オーガニックパンの小麦が育てられています。バッ

タや蛙、草花、地中の微生物にいたるまで多くの命がのびのびと共存し、澄んだ空気

を思いきり胸に吸い込むことのできる畑です。本展示では、安心を美味しさと一緒に

届けるシロクマベーカリーの取り組みをご紹介します。 
 
■プレーンシリーズ 
新篠津村のファーム田中屋で丹精して育てられた有機小麦「はるきらり」の味と香りを

生かし、シンプルに焼き上げました。生地を茹でてから焼くベーグル、窯床の上で直に

焼いたカンパーニュなど、作り方の違いで微妙に異なる食感や味わいをお楽しみくだ

さい。 
■全粒粉シリーズ 
有機小麦「はるきらり」の全粒粉を加えて作ったヘルシーなパンです。全粒粉は食物

繊維やビタミン、ミネラルが豊富で、個性的な風味が楽しめます。トーストすると香ばし

さが引き立ち美味しく召し上がれます。 
 
【期間限定企画】 
展示期間中、OZONE3F・コンランカフェのパン付きランチプレートにて、シロクマベー

カリーの全粒粉ブレッドをご賞味いただけます！ 
 

◆シロクマベーカリー◆                                
1947年に函館で創業。1970年に札幌に拠点を移し「シロクマパン」の名で製造販売を

行ってきました。2015年、直営店「シロクマベーカリー」をオープン。生産者の顔が見

える北海道産の小麦と天然酵母を使ったパンは、多くの地元の方々のご支持を得て

います。また、消費者の食の安全に加え、生産農家の方々の健康を守りたいという思

いから、オーガニックパンに取り組んでいます。パン作りを通じ、皆が健やかに暮らせ

る環境と持続可能な農業に寄与しています。 http://www.shirokuma-bakery.com/ 
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有機JAS認定を受けた素材・工程・製法で生まれるパンは、噛むほどに感じられる自然な甘みが特徴です。 
真摯に作られるオーガニックパンの美味しさの裏側を、ご紹介します。 

北海道発オーガニックパン展 

－開催概要－ 北海道発オーガニックパン展 
 会  期 ： 2017年2月23日（木）～2017年2月28日（火）    
        10：30 - 19：00 /最終日は17：00迄 水曜定休 入場無料 
 会  場 ： monova gallery 
 場  所 ：東京都新宿区西新宿3-7-1 
       リビングデザインセンターOZONE 4階 
 主  催：シロクマベーカリー 
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株式会社アマミファッション研究所 主催 
「amami aina 2017 Collectin Exhibition」を開催！ 

2017年3月2日（木）〜2017年3月14日（火） 

＜お問合せ＞  Japan creation space monova  担当 ： 川田  
tel ： 03-6279-0688（10：30-19：00 水曜定休） / mail ： info@monova-web.jp / WEB : http://www.monova-web.jp  

PRESS RELEASE monova gallery 

私らしさを演出する第二の肌 

奄美が生んだヨガウェア 
『amami aina（アマミアイナ）』は、鹿児島県・奄美大島の自社工場でのみ縫製を行っ

ているヨガウェアのブランドです。生地にはフィットするのに締め付けない、日本製の

特殊ストレッチ素材を用いてストレスフリーが特徴の商品です。染色には、奄美大島

に伝わる伝統技法「泥染め」など、地域資源を活用しています。 
本展示会では、2017年の新作として、amami ainaオリジナルのソフトストレッチ素材

を使用したインナーシリーズをご紹介します。ノンストレスの着用感でまさに第二の肌

ともいえる着心地をご体感ください。 
 
【展示内容】 
・泥染シリーズ 
本場奄美大島紬の代表的な染色法である「泥染」は、天然の植物染料と泥の中のミ

ネラル分が反応し、独特の黒褐色を表現します。アマミアイナでは、独自の研究開発

により、黒以外のカラーバリエーションをお楽しみいただけるよう、さまざまな草木染め

を複合して用いた、女性の優しさを表現できる色を選びました。 
・インクジェットシリーズ 
奄美大島の植物や動物などをモチーフとした多彩なプリント柄で、独自の世界観を表

現した商品です。 
 
※3月9～11日には、アマミアイナのスタッフが在店致します。 
 

【株式会社アマミファッション研究所 概要】                                 
1996年に創業した奄美市誘致企業。「奄美大島の地域資源」を活用した商品開発お

よび繊維製品の製造販売、化粧品の製造販売に取り組んでいます。2015年より奄美

の伝統技術「泥染」を活用したヨガウェアブランド「amami aina」を展開しています。 
http://amami-aina.com/ 
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鹿児島県と沖縄の中間に位置する島奄美大島。 
独自の自然・文化を築いてきた土地から生まれたヨガウェアブランドをご紹介します。 

amami aina 2017 Collectin Exhibition 

－開催概要－  amami aina 2017 Collectin Exhibition  
 会  期 ： 2017年3月2日（木）～2017年3月14日（火）    
        10：30 - 19：00 /最終日は17：00迄 水曜定休 入場無料 
 会  場 ： monova gallery 
 場  所 ：東京都新宿区西新宿3-7-1 
       リビングデザインセンターOZONE 4階 
 主  催：株式会社アマミファッション研究所 
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株式会社 プラザハウス 主催 
「PLAZA HOUSE PLATFORM 展」を開催！ 

2017年3月16日（木）〜2017年3月28日（火） 

＜お問合せ＞  Japan creation space monova  担当 ： 川田  
tel ： 03-6279-0688（10：30-19：00 水曜定休） / mail ： info@monova-web.jp / WEB : http://www.monova-web.jp  

PRESS RELEASE monova gallery 

PLAZA HOUSE PLATFORM 

旅する伝統工芸 沖縄から 
『プラザハウスショッピングセンター』は、1954年、沖縄市にアメリカ政権下で誕生した
日本で最初のショッピングセンターです。  
本展示でご紹介するアイテムは、そのプラザハウスが海外とのアパレルビジネスの経

験を基盤に、沖縄の伝統工芸に欧米デザインのエッセンスを掛け合わせて生まれた

製品です。様々な土地の文化や人、感性が混ざり合う、そんな磁場に恵まれたプラッ

トフォームで生まれる、新しい沖縄のものづくりをご紹介します。 
 
【展示内容】 
・紅型×Catherine Andre（ストール・シャツ）  
・沖縄の風景×謝敷宏（ストール） 
・沖縄伝統の祭事の写真×沖縄工芸古典柄（ステーショナリー） 
・黒糖を素材にした英国の伝統家庭菓子（沖縄ブラウンシュガーファッジ） 
  
【参加作家／デザイナー】 
・Catherine Andre（フランス／ニットデザイナー） 
・謝敷 宏（アメリカ／テキスタイルアーティスト） 
・Alexandre Miel （フランス／ファッションデザイナー） 
・新垣優香 （紅型作家） 
・島袋浩（写真家） 
 
【株式会社 プラザハウス 概要】  
創業は1953年。フランス、イタリア、スペイン、米国等海外からのアパレル商品を直輸

入し、販売、卸業務を主とする。輸入アパレルを販売する直営店の経営を核に、連な

る44店舗のテナントが営業するショッピングセンターの運営、県内リゾートホテルへの

商品卸業務も手がけています。 http://plazahouse.net/company 
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1953年創業、沖縄のファッション・文化を支えてきた「プラザハウス」が 
沖縄の伝統工芸ブランドを発表します。 

PLAZA HOUSE PLATFORM 展 

－開催概要－  PLAZA HOUSE PLATFORM 展 
 会  期 ： 2017年3月16日（木）～2017年3月28日（火）    
        10：30 - 19：00 /最終日は17：00迄 水曜定休 入場無料 
 会  場 ： monova gallery 
 場  所 ：東京都新宿区西新宿3-7-1 
       リビングデザインセンターOZONE 4階 
 主  催：株式会社 プラザハウス 
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