
                                 

＜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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アルミ素材の個性あふれるエクステリア商品のご紹介。 

アルデコールVol.1 展  

－開催概要－ アルデコールVol.1 展  

【株式会社 高田製作所 概要】  

1947年創業の、富山県高岡市の鋳物メーカー。戦時中に大砲等の製作に従事した

創業者が、戦後まもなく仏具製造『高田製作所』を始める。独自の配合と製錬技術

に長け、純度の高いすずに銀を加えたぐいのみや、アクセサリースタンド、アルミ製

のフラワーベースなど、デザイン性の高いプロダクトを数々製作しています。 

アルミニウムと高岡鋳物技術をミックスさせたものづくりブランド「アルデコール

ALDECORは、商標登録No2015-045706を取得。 http://www.imono.com/ 

◆アルデコール サインプレート ・・・ 写真1・2 

軽量で丈夫なアルミ鋳物製の新しいカタチの表札です。耐候性、耐食性にも優れ、

細部の造形にこだわりました。 

【展示内容】 

高田製作所は、高岡の高度な鋳物技術と研磨加工技術を活かしデザイン性の高い

プロダクトを製作しています。 

卓越した伝統技術を継承しながら3Dプリンター、ファイバーレーザーなどの先端技

術を融合させ、高純度アルミニウム素材「ＡＣ７」を使用したエクステリアブランド 

｢アルデコール｣をスタートしました。 

＜お問合せ＞  Japan creation space monova  担当 ： 藤本  

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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写真2 

写真3 

写真1 

◆アルデコール カーストッパー  ・・・ 写真3・4 

軽量で強靭なアルミ鋳物のカーストッパーです。愛車やカーポートに合わせて豊

富なカラーバリエーションからお選びいただけます。 

写真4 

このたび「アルデコール」から、新しい表札とカーストッパーが誕生。 

視認性に優れ、街や暮らしに溶け込むスタイリッシュなデザインは住まいを美しく彩

ります。カーテンやソファを選ぶように、豊富なバリエーションの中からおうちにあわ

せて色を選べます。 

どうぞ、あなたのお好きな「アルデコール」の表札と、カーストッパーをお選びください。 
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イ草の魅力を再発見！心も体も健康になれるような 

福岡発！国産イ草のインテリアグッズを紹介します 。 

古くて新しい、ござの魅力 展 

－開催概要－ 古くて新しい、ござの魅力 
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【GOZA(九州物産株式会社) 概要】                                 

福岡県柳川市に昭和２４年創業・昭和５７年会社設立。純国産のイ草を使用し、主に

百貨店を中心に“高級花ござ”を販売。海外製品との差別化に注力し、地場産の高

品質イ草を使用したオリジナル商品の開発を進めている。「イ草文化の再発見」を

テーマに、現代のライフスタイルに合わせたインテリア商品の開発を通して市場創出

のため尽力している。 http://goza-studio.com/ 

GOZA（ゴザ）は、福岡県柳川市の“花ござ”メーカーが手がける、2015年にスタートし

たイ草ブランドです。これまでの「ござ＝敷物」という概念を取り除いた、新しいインテリ

ア雑貨の開発を進めています。花ござの技法・伝統のエッセンスを取り入れながらも 

「こんな アイテム があったらいいな…」という想いをカタチにしています。 

【受賞歴】 

「プチたたみ」・・・クールジャパン商品(Challenge Local Cool Japan inパリ)選定  

「縁恵畳」・「あぐら座まくら」・「健康ステップ畳」・「ヨガ寝ござマット」 （健畳シリーズ） 

                ・・・リビング福岡＆福岡デザインアワード 「欲しい！」部門第１位 

「柿渋染め平枕」・・The Wonder 500 認定（2018） 

「栗毬染め中枕＆マット」・「あぐら座まくら」   ・・・熊本県い業生産販売振興協会賞                      

「縁恵畳」・「健康ステップ畳」・「花ござバッグ」・・・熊本県い業生産販売振興協会 入選 

本展示では、国産イ草の品質の良さを生かしたおしゃれで快適なインテリアグッズをご

紹介。ござの魅力を肌で感じていただけます。 

また、草木染め(柿渋・栗毬・お茶・玉葱の皮)のイ草製品など、他では真似できない品も

多数ご用意していますので、ぜひご覧くださいませ。 

※くらしの工芸展(熊本県伝統工芸館) 

プチたたみ 

柿渋染め平枕 

縁恵畳 ほか 

イ草フラワー 

【来場のご案内】 

一般のお客様はもちろん、建築関係者、デザイナー、バイヤーなどの企業間の取引に

ついてもご案内させていただきます。商業施設や公共施設など広くご利用いただける

商品ラインナップとなっております。 
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革手袋製造で培われた裁断・縫製等の高い技術力を活かした東かがわ市の革小物。 

この春、新作の鮮やかなカラーラインナップでお届けします。 

VIVIT LEATHER 展 

－開催概要－ VIVIT LEATHER  展 
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香川県東かがわ市は、日本を代表する手袋の一大産地です。 

革手袋の製造は、素材の選定・裁断・縫製と非常に高い技術が求められ、複雑な革

加工が特徴でもあります。 

同市のルボア社は、いち早く手袋から財布やカードケースなどの革小物を手がける

ようになり、デザイナーとともにオリジナルブランドを展開しています。 

技術の粋を集めて作られた革小物は手に馴染み、デザイン性と、機能性を兼ね備え

ています。本展示会では、シンプルかつコンパクトな「ｈｍｎｙ casual 」シリーズより、

鮮やかな新色の製品も含めて紹介します。 

【ルボア株式会社 概要】                                 

1961年設立。革手袋製造で培われた裁断・縫製等の高い技術力を活かし、革小物

の製造・販売を開始。「自ら使ってみたいもの」をコンセプトに開発したオリジナル製

品は、シンプルで機能性に定評がある国産ブランドとして、世界中からも評価されて

いる。https://ruboa.com/ 

【展示内容】 

・ｈｍｎｙ casual シリーズ(新色)  

「本当に欲しいものを形にしたい」という思いから生まれたシリーズ。余計な飾りは省

き、素材と形だけで勝負。コンパクトで収納力にも優れています。 

これまでの、ブラック、ブラウン、ネイビー、グレーの4色に加えて、この春、新色が誕

生しました。 

2マイルバッグ（新色） 

コンパクト財布（上段/新色） 

キーケース/キーカバー 
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木馬 … 大人も乗れる丈夫なアイテム。木の柔らかさが伝わります。 

リバーシ … インテリアにも最適な、木だけでつくられた人気のボードゲーム。 

DONGURI … 愛知県教育大学の樋口一成教授と共同研究。グッドデザイン賞受賞。 

その他ボードゲームやつみ木など多数のおもちゃをご用意しています。 

 

※製品は全て、天然オイルや植物性の塗料で仕上げています。 

※お名入れ対応も承ります（一部製品を除く）。    

5 

すべすべに磨いた木と、安心の塗装。 

佐賀の木工職人が作る、子どもの安全を考えた優しいおもちゃ。 

木のぬくもり 子どものおもちゃ 展 

－開催概要－ 木のぬくもり 子どものおもちゃ展 
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佐賀県諸富町に工房を構える飛鳥工房は、もともと家具のつまみや取っ手を木で作

る工場でしたが、木工職人である廣松社長の愛娘へ対するやさしい想いから、木の

おもちゃづくりがスタートしました。「親として、愛する娘の使うおもちゃは信頼できる

安全なものにしたい」という考えから、“飛鳥の木馬”をつくったのが始まりです。 

「子供が安心して楽しく使えるように」と変わらぬポリシーを守り、今は全国にファン

をつくる、信頼のおもちゃメーカーです。 

今回の展示では、飛鳥工房のこだわりのおもちゃを、実際に触れて遊んでいただき

木のぬくもりをお楽しみ頂けます。 

【株式会社 飛鳥工房 概要】                                 

家具職人の父を持つ廣松氏は、その技術を受け継ぎ、1986年に飛鳥工房を設立。

丁寧な仕上がりに信頼を集め、細部まで子供を想うデザインは、グッドデザイン賞な

ど数々の賞にも選ばれています。http://asukakoubou.com/ 

＜受賞歴＞ 

GOOD DESIGN AWARD2012受賞 － DONGURI／ファーストスプーン    

GOOD TOY AWARD受賞 － DONGURI／引き車 

おみやげグランプリ － メモリーゲーム       

【展示内容】 

飛鳥の木馬  

引き車 

リバーシ 
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プリント …写真2 

鮮やかな発色が特徴の転写紙プリント。チューリップやデイジーなどの花柄やシャボン
を思わせるグラデーション柄など、コーディネートが華やぎます。 
 

シルクバイカラー …写真3 

2つの素材と色の組み合わせからなるシルク混バイカラーの新色です。今期はブルー
ベース、落ち着きあるローズのピンク系と若葉を思わせるセージのグリーン系の２色。 
 

ラメ …写真4 

スカーフの両端にラメ糸で濃淡をつけたボーダー柄がアンティークで上品な印象。派手
すぎず普段使いからウェディングまで幅広くお使いいただけます。 

6 

日差しやわらかな春、初夏に心躍るスカーフを。 

鮮やかな色彩と、輝きが美しい2018年の新作をお届けします。 

光と風をまとう 心躍るスカーフ 展 

－開催概要－ 天女の羽衣スカーフ 展 

第80号 
2018.3.20 

＜お問合せ＞  Japan creation space monova  担当 ： 藤本  

tel ： 03-6279-0688（10：30-19：00 水曜定休） / mail ： info@monova-web.jp / WEB : http://www.monova-web.jp 

2018春夏は、人気のプリントをはじめ、シリーズ第３弾となるシルク×ポリエステルバイ

カラーの新色やラメ糸の輝きが上品なスカーフなど、新作をご紹介します。 

【天池合繊株式会社 概要】                                 

石川県七尾市に1956年創業。インテリア、スポーツ、産業資材など高付加価値織物の

糸加工から製織工程まで自社一貫で製造開発を行う。2006年より世界一軽く薄い 

「天女の羽衣®」をヨーロッパ有名メゾンへ直接輸出を始め、2009年、自社製品天女の

羽衣スカーフを展開。2010年にはパリオペラ座の舞台衣装に起用される。 

「技術開発型」メーカーの基盤を確立し、自社ブランド化を目指す。 

【展示内容】 

2013年 第5回「ものづくり大賞」経済産業大臣賞受賞 

2014年 グッドデザイン・ベスト100、特別賞「未来づくりデザイン賞」受賞。 

2015年 The Wonder 500（経済産業省補助事業）商品として認定。 

2016年 OMOTENASHI SELECTION 2016 受賞。 

http://amaike.jp/ 

写真1 

写真2 

写真3 

写真4 

天女の羽衣は毛髪の約1/5～1/6程の極細ポリエステル繊維を織り上げた世界最軽量

級の素材です。美しい透明感・光沢・軽やかさは、国内外でも高く評価され多くの賞を

受賞しています。 
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