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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 
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資料 
添付 8月3日(木)～9月5日(火)  

7月20日（木）～8月1日（火）  

         － 新商品のご紹介 － 
      カレー専用スプーン「 Curry keen gene 」 

自然界の藍色展 
WHITE PIGEON の藍を基調とした最新作。 

革新的デザインと、各地の伝統技術や文化を結びあわせ

た新たな装いを紹介します。 

Curry keen gene  カレーケンジン 
新潟県燕三条地域でカトラリーを製作する山崎金属工業(株)より 

今回新たに「カレー」のためのスプーンが発売となりました。 

従来のカトラリーの企画開発から大きく舵を切り、 

消費者（カレー好き）の声を反映して作られています。 

 sixinch 
～スペースデザインファニチャー展～ 
sixinchは独自で開発したウレタンフォームコーティング

とデザインに特化した、ベルギー発のコンテンポラリー

家具ブランドです。クリエイティブでユニークなデザイ

ンの家具を多数ご紹介します。 

資料 
添付 monova gallery 展示会案内    

資料 
添付 

9月7日(木)～9月19日(火)  

 レザープロダクトデザイン展 
  ～ルボア＋絹や ２社合同展～ 
香川の「ルボア」、徳島の「絹や」東四国の２社による合同展。

機能とデザインに定評のあるルボアから新作のバッグを。 

藍染皮革で海外に活動が広がる絹やからは独デザイナーによる

製品をご紹介します。 

monova gallery  展示会案内 

＜開催中＞ 
＜発売中＞ 
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新商品情報 

「keen」は鋭さ。「gene」は遺伝子・知識の意。 
カレー通（賢人）の卓越（keen）した知識（gene）を集めたシリーズ商品です。 

curry keen gene カレー賢人 

2017年7月より発売中 カレー好きの カレー好きによる カレーのためのスプーン 

カレースプーンの特徴 

カレーの名店が集うカレーの聖地、東京 神田・神保町を舞台に

神田カレーグランプリと、多くのカレー好きの声・協力のもと

作られたスプーンです。 

デザインと機能性を併せ持つ、流線型のプロポーションで、形

を追求し、絶妙な配分でカレーを掬うことができます。先端の

エッジはジャガイモやニンジン等の具の切り分けに。大きな皿

にも合うテーブルサイズを採用しています。カレーを食べる際

の姿勢や首の傾き等も考慮されています。 

「carry」キャリ（全長：約195mm） 

「saku」サクー（全長：約198mm）各￥1,250＋税 

▲「carry」キャリ 
 名前の由来はカレーをすくい、口まで運ぶ(carry) 
 という意味と、カレー(curry)を合わせています。 

▲「saku」サクー 
 名前の由来はスプーン先端のヘラ部分によって 
 具材を割く（サク）ことから由来しています。 

＜山崎金属工業株式会社 概要＞ 
金属加工が盛んな新潟県・燕三条地域でカトラリーを製造・販売。 
流行に左右されない長期的な視野に立ったものづくりを目指している。洗練された美しい
デザインはもちろんのこと、細部まで磨き上げられたカトラリーの口当たりには多くの
ファンがおりノーベル賞授賞式の晩餐会にも採用されるなど、その評価は世界中に広まっ
ている。    【URL】 http://shop.yamazakitableware.jp/ 
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株式会社 WHITE PIGEON主催 
「自然界の藍色展」を開催！ 
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―日本各地を結んで― 
アフリカ・トゥアレグ族の意匠を 
日本の伝統工芸を通じて表現。 

WHITE PIGEON（ホワイトピジョン）は、【日本最高峰の意匠を日常へ】をテーマに創業。

伝統の染織技法を用い、残布を生まない1枚布を纏う独自の着方と、服飾デザインに

特徴があるブランドです。 

日本各地、30社以上の地場産業・伝統伝承産業の工房と繋がり、革新的なデザインと

表現力によって唯一無二の装いを創ります。源流の技法を継承しながらも、各地域の

技術を組み合わせ、作品を通じて個々の魅力を再認識し、地方創生を目指します。 

 

【展示内容】 

アフリカのイスラム民族 “トゥアレグ族”に伝わる色・柄・フォルムから発想を得てデザイ

ンされたシリーズ。藍を軸色に、日本各地の技を活かした製品を組み合わせて楽しん

で頂きたい。 

 

ストール 

絹織物（米沢）／「青海波」文様の幾何学染（京都）／本藍染（徳島） 

3都市、それぞれの特徴を生かして生まれた、類を見ない美しい布を紹介。 
 
 
【株式会社 WHITE PIGEON 概要】  
2015年12月11日 創業 
三越 日本橋本店に常設取扱店を構える日本最高峰のストール・ブランド。 
2017年3月より三井物産アイ・ファッション株式会社と業務提携開始。 
http://www.white-pigeon.net/ 
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WHITE PIGEON の藍を基調とした最新作 
革新的デザインと、各地の伝統技術や文化を結びあわせた新たな装いを紹介します。 

自然界の藍色展 

－開催概要－ 自然界の藍色展 

 会  期 ： 2017年7月20日（木）～2017年8月1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 WHITE PIGEON 
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sixinch JAPAN主催 
「sixinch〜スペースデザインファニチャー展〜」を開催！ 

2017年8月3日（木）〜2017年9月5日（火） 

＜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  

PRESS RELEASE monova gallery 

sixinchの新作も発表 
空間を作り出すファニチャー 
ベルギー・アントワープ発のブランドとして知られるsixinchの家具は、そのシンプルなが

らもオリジナリティの高い彫刻作品のような造形で評価が高く、空港などの公共施設や

大型商業施設で採用されることが多いことは、その評価を証明しているとも言えるで

しょう。置くだけで、スペースデザインができてしまう、そんな造形のパワーを持っている

家具です。併せて、フォルムコーティング技術により柔らかなウレタンフォームをそのま

ま家具にしてしまうことで、子供が遊んでも安心な点も見逃せない特徴です。 
今回、monovaではこの優れた空間をあっというまに作り出すsixinchの家具や壁面建

具（ソフトウォール）をご紹介します。展示では、２つの会場を使い、一つはテーマをオ

フィス空間として、壁面とソファ、テーブルが一体となった空間に新作の椅子をご紹介し

ます。また、もう一つの会場では、sixinchの真骨頂とも言うべき家具の配置のみによる

空間構成力をご紹介します。 
柔らかな家具が織りなす新しい空間をご覧頂けます。建築や空間デザインに関心のあ

る方、是非ご来場ください。 
 
【monova gallery 展示内容】  
オフィスをイメージした空間のなかに、人気のTemplate chair …（1）をメインに 
soft wall（壁材）も併せてご紹介します。 
 
【OZONE ロードサイドスクエア 展示内容】※8/24～ 
様々な種類の椅子を展示。柔らかい感触から、硬い感触まで実際に体感でき、子供か

ら大人まで楽しんで頂ける空間を提案します。 
Louis シリーズ…（2）／WAN…（3）／Cliffy シリーズ…（4） など 
 
【sixinch JAPAN Co,ltd 概要】 
2017年４月には文京区本郷に旗艦店「SIXINCH SELECT」をオープン。 
http://www.sixinch.jp 
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sixinchは独自で開発したウレタンフォームコーティングとデザインに特化した、ベルギー発のコンテンポラリー家具ブラ

ンドです。クリエイティブでユニークなデザインの家具を多数ご紹介します。 

sixinch～スペースデザインファニチャー展～ 

－開催概要－  sixinch～スペースデザインファニチャー展～  

＜monova gallery 4F＞ 
 会  期 ： 2017年8月3日（木）～2017年9月5日（火） 
        ※水曜定休／8月7日（月）～11（金）は夏季休業となります。 
        10：30 - 19：00 /最終日は17：00迄 入場無料 
 
＜OZONE 6Fロードサイドスクエア＞ 
 会  期 ： 2017年8月24日（木）～2017年9月5日（火） 
        10：30 - 19：00 入場無料 
  
 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・6階 
 主  催 ：sixinch JAPAN Co,ltd 
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※8/24（木）より、OZONE 6F ロードサイドスクエアにて拡大展示 

（3） 

（2） 

（4） 

（1） 
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