
                                 

＜お問合せ＞ Japan creation space monova 担当：藤本 
 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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第76号 
2017.11.20 

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 
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大人気のやわらか湯たんぽシリーズに加え、 

ウェットスーツ素材の特性を生かした介護用製品、新発表の防災機能付きカバンをご紹介します。 

大分県発人に優しいプロダクト展 

－開催概要－ 大分県発 人に優しいプロダクト 展  
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【ヘルメット潜水株式会社 概要】  

ウェットスーツ・ドライスーツを専門とする製造・販売メーカー。万病の元である「冷え」を改

善し、健康な社会の実現をサポートすることを理念とし、人に優しく、地球に優しい商品づ

くりに励んでいます。 http://www.cloz.co.jp 

2008年 大分県 ビジネスグランプリ 奨励賞 受賞 

2012年 クロッツ やわらか湯たんぽ 特許権取得 

2012年 国東市 ビジネスプランコンテスト グローバル賞 受賞 

2013年 第48回 インターナショナル プレミアム・インセンティブショー  

      女性向け販促品コンテスト 準大賞（ポケット型タイプ） 

2013年 おおいた地球温暖化防止推進大会2013 活動事例 優秀賞 

2014年 第26回 日本Web大賞！ 協会ユニーク賞！ 

CLO’Z やわらか湯たんぽ・・・写真1 

メディアも注目する大人気商品。ウェットスーツ素材の保温性と柔らかさを活かし、優しい

温かさを体感できます。温めたい場所に合わせて様々な形が選べます。 

介護・福祉用具・・・写真3 

柔らかな感触、水で洗い流せる手入れの簡単さ、ゴム素材の滑りにくい特性を活かした介

護・福祉用具を開発。九州地域を中心に評価され、シェアを広めています。 

【展示内容】 

大分県・国東市発のウェットスーツ・ドライスーツを専門とする製造・販売メーカー「ヘル

メット潜水」 30年以上国内外のブランドメーカーに協力してきた経験から熟練の裁断・接

着・縫製技術と、柔軟な商品開発力が培われてきました。 

最近では人命救助や介護などウェア以外の新しい用途を次々に生み出し、注目を伸ばし

ています。 

今回の展示では東京初披露となるCLO’Zの完全・簡易防水リュックをご紹介します。素

材の活かし方で次々に生まれるアイデアをぜひご覧ください。 

写真3 

写真2 

新発表 CLO’Z 完全防水リュック・・・写真2 

ウェットスーツ素材、耐水ファスナーを使った完全防水の機能を持ち、側面部から空気を

入れれば、災害時に身を守る浮き具となります。 

写真1 

＜開催中＞ 
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製品の高いデザイン性で世界からも評価され、青森県の代表的な木工芸品となったブナコ 

展示ではブナコのランプやスピーカーをご紹介します。 

青森のカタチ BUNACO LAMP展 

－開催概要－ 青森のカタチ BUNACO LAMP 展 
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【ブナコ株式会社 概要】  

青森県弘前市にて1963年に設立した、自社ブランドのテーブルウェア、照明、インテリア

グッズを製造する木工製品のメーカー。2008年から2016年にかけてはフランス・パリで行

われる国際見本市「メゾン・エ・オブジェ」に度々出展。過去には「英国 Homes&Gardens 

Classic Design Award」や「グッドデザイン賞」など国内外の多くの賞を受賞し、著名なホ

テルや商業施設などでも採用されている。2017年4月には隣接する西目屋村の廃校に

なった小学校を活用し、新たな工場を設立。地域資源の活用、雇用の創出など、地域に

根差したモノづくりに取り組んでいる。 

http://www.bunaco.co.jp/ 

ペンダントランプ ・・・写真1 

ブナ独特の柔らかな赤い光と、ブナコ独自の技法で生み出すシンプルながら独創的な形

が融合した、美しいランプ。和洋どちらの空間にも馴染み、優しい存在感を放ちます。 

オリジナルスピーカー「faggio」 ・・・写真2 

スピーカー内部の微妙な段差の連続が音の雑味を取り除いて透明感溢れるクリアな音を

生み出します。 

【展示内容】 

ブナコは日本一の蓄積量を誇る、青森県のブナの木を有効利用するために今から約60年

前に開発された木工品です。 

ブナの木は水分量が多く建築材に適さないと言われ、活用が限定されていました。ブナコ

は約1mmの厚さに木をスライスし、テープ状にカットにしたものを巻き重ねて加工する独

自の製法を生み出しました。 

現在は照明器具やインテリアグッズ、テーブルウェアから近年はスピーカーまで幅広いラ

インアップの製品を手掛けています。木材の無駄が少ないエコロジカルな製法であること

も魅力のひとつ。世界的にも注目される日本のプロダクトを是非ご覧下さい。 

（青森県・西目屋工場） 

写真2 

写真1 
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日本各地の織物や生地の産地作られているマフラーやストールなどの「くびまき」 
あらゆる素材を集め、季節を楽しめるアイテムを紹介します。 

にっぽんのくびまき 展 

－開催概要－ にっぽんのくびまき 展 
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①天池合繊(株)（石川県） 

まるで風や水面を思わせる、10g/㎡の新素材、極薄オーガンジー 

”天女の羽衣”は世界中を魅了し、高く評価されています。 

②(株)丸中（群馬県） 

繊維産業が盛んな桐生地域より、刺繍の技術力を活かした肌触りの良いカ

シミヤストール。 

③奥順(株)（茨城県） 

ユネスコ無形文化遺産登録の本場結城紬の流れを汲み織りあげたショール。

真わたの心地よさは使うほどに増してまいります。 

④(株)アスカム（静岡県） 

肌触りの良い絹素材と独自開発のセラミック炭を塗布したネックウォーマー。

独自の二重編みで、あたたかさが自慢です。 

⑤川端商店（京都） 

「新万葉染め」と呼ばれる新たな草木染の技法で丁寧に染めた、天然の色

素100％の美しい色合いのストール。 

⑥Kuuge（京都） 

染織家/森原千裕による手紡ぎ・手織りの1点物のウールのマフラー＆ショー

ル。絵画のように繊細な糸の色使いが魅力的です。 

⑦南国屋（大阪府） 

天然素材と高い技術で職人が丁寧に仕上げた、ブルーフォックスのマフラー 

⑧(株)絹や（徳島県） 

阿波藍の産地で知られる徳島県より天然藍100％で染めた絹のショール。

深みのある美しい色合いが特徴です。 

⑨(株)カラーズヴィル（愛媛県） 

タオルで有名な織物の産地今治より、極細糸で織りあげた軽いガーゼ素材

のショールはオールシーズン大活躍です。 

日本各地の織物や生地の産地で作られている様々なネックウウェア。 

素材とその特性を活かした生地は、あたたかく、首元に彩りを添えてくれ

ます。中には冬だけでなく、年中楽しめるくびまきも。実際に首に巻いて、

素材の違いや、技術、デザインを肌で楽しんでください。 

① ② 

③ ④ 

⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ 

【展示予定】※メーカー／都道府県 

⑨ 
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山、川、海、そして豊かな森と大地に囲まれた鳥取県西伯郡大山町。 

そこで暮らす人々と新たな活動を通して、豊かに暮らすためのヒントを紹介します。 

鳥取大山暮らし 移住ノススメ展 

－開催概要－ 鳥取大山暮らし 移住ノススメ 展 
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日本海側から見た大山町 

コミュニティースペース まぶや 

シェアハウス のまど間 

【大山町（だいせんちょう） 概要】 

人口は16,576人。鳥取県の西部に位置し

中国地方の最高峰である霊峰大山を中心

に海と山の両方の恵みをたっぷり受けた自

然豊かな町です。主な産業は漁業、農業、

畜産、観光。 http://www.daisenlife.com/ 

◆ 移住交流サテライトセンターによる、移住受け入れ実績 ◆  平成25～28年3月現在 

H25年度   7世帯／22名  H26年度 10世帯／23名 

H27年度 13世帯／34名  H28年度 14世帯／34名    ☆合計44世帯／113名 

※移住交流サテライトセンターは、築き会が、大山町より委託を受け運営しています。 

◆ 大山町移住相談会 開催 ◆ 

 埼玉県から大山へ移住し、漁師と移住アドバイザーとしても活躍している中村隆行さん、

大阪から移住したクリエイターの藤原京子さんの2名が移住の体験談を交えて生活や仕

事、地域活性化への取り組みを紹介します。移住への疑問についてお答えします。 

イベント参加の方（先着15名）には、「大山のめぐみ」プチセットをプレゼント！！ 

＜開催日＞ 2018 年 1 月 20 日 （土） 

地方の過疎化が進むなか、大山町では若手の有志が自ら立ち上がり団結して、地域を

盛り上げる様々な活動を行っているエネルギッシュな場所です。 

その1つである「築き会」は、移住定住の促進、古民家の保存と再生、婚活イベント、アー

ト・イン・レジデンスなど様々な取り組みを行っています。長らく空き家だった古民家を改

装して作られた「まぶや」と、シェアハウス「のまど間」は、移住を希望する人にむけた窓

口や人と人の交流の場として活用されています。 

この展示では、こうした大山の暮らしやものづくりをご紹介します。 

漁師 中村隆行氏 

だ い せ ん 
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- 開催日程 - 「ひいな受注会＆奈良一刀彫実演」 

 1/6（土）・・・①14:00〜16:00／②16:30〜18:30  

 1/7（日）・・・① 11:00〜12:30  ／②13:30〜15:30／③16:00～18:30 

 1/8（月祝）・・・①11:00〜12:30 

 実演：NARADOLL HIGASHIDA 東田茂一氏 
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奈良一刀彫は、春日大社の奉納物として、約900年前に発祥した奈良の代表的な伝

統工芸のひとつです。ノミで彫られた“大胆な面の構成”と、日本画の絵の具や金箔な

どで“繊細な色彩”を施すのが奈良一刀彫の最大の特徴です。 

実演では、木材から人形が形作られていく過程をご覧いただけます。 

 

雛人形の原点は、源氏物語に出てくる「ひいなあそび」と言われています。それは、女

の子が憧れるお人形遊びでした。桃の節句の時期だけではなく、春夏秋冬、いつの季

節も側に置き、楽しんでもらうもの。NARADOLLHIGASHIDAのひいなシリーズはそ

のような雛人形本来の姿を想い制作されています。 

monovaで2回目の奈良一刀彫の実演会 

繊細かつ大胆なノミ使いで彫りあげます 

NARADOLL HIGASHIDA 

「ひいな受注会＆奈良一刀彫実演」を開催！ 
2018年1月6日（土）・7（日）・8（月祝） 

奈良に約900年続く奈良一刀彫。 

無垢材で作る可愛いお雛様の受注会と制作実演を行います！ 

PRESS RELEASE Demonstration 
第76号 
2017.11.20 ひいな受注会＆奈良一刀彫実演 

◆ NARADOLL HIGASHIDA紹介◆ 

東田家の三代目の一刀彫師、東田茂一氏が立ち上げた奈良一刀彫のブランド。 

本来の一刀彫の伝統の技術を受け継ぎつつ、現代の生活に調和させ、より多くの人

に楽しんでもらえるものづくりを目指しています。人形のパッケージにデザインを取り

入れ、年間を通して好きな時、好きな場所で飾れる節句人形を提案しています。 

http://naradoll.com/ 

段雛 

昨年の実演会の様子 
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