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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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創業1954年、沖縄がアメリカだった頃、日本初のショッピングセンターとして誕生したプ

ラザハウス。アメリカのミッドセンチュリーと時代を伴走したオキナワの異国情緒を今も

色濃く残す、沖縄県中部地区の名所的な存在です。 

そんなプラザハウスが手がけるオリジナルブランド「Plaza House Platform Okinawa」 

プラザハウスが培った海外のアパレルブランドやデザイナーとの縁を基盤にして、沖縄

の工芸や特産品に、ヨーロッパや東南アジアのエッセンスを掛け合わせて誕生した、身

近な美味しいもの、美しいもの－文化の情緒溢れる品々をご紹介します。 

（Plaza House Platform Okinawa 専用ページ） http://plazahouseplatform.okinawa 
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1954年創業、沖縄に海外のファッションと文化を輸入するショッピングセンター 

「プラザハウス」から生まれた沖縄のオリジナルブランド。 

PLATFORM OKINAWA 展 

－開催概要－  PLATFORM  OKINAWA 展 
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【株式会社 プラザハウス 概要】  

創業は1954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 

【展示内容】 
 

1）Brown Sugar Fudge (プレーン、タンカン、ラムレーズン、ジンジャー) 

 イギリスの伝統菓子「ファッジ」を、産地にこだわり厳選した島黒糖を使って再構築した 

 新しい沖縄のお菓子。ほんのりとした苦味が特徴の黒糖をベースに、 

 プレーン・タンカンピール・ジンジャー・ラムレーズンの４つのフレーバーが並びます。 

＜価格＞プレーン¥700＋税／ラムレーズン・ジンジャー・タンカンピール 各¥750＋税、各15個入り 

2）Okinawan Folklore Message Card set 

 沖縄の写真家・島袋浩氏による沖縄伝統催事の写真を、インドネシア手漉紙にてメッ

セージカードに制作した５枚１組ボックスセット。 

3）Okinawan Flowers and Sky 

 沖縄出身・アメリカ在住のテキスタイルアーティスト・謝敷宏 氏によるパターンを 

 ファッションやインテリアグッズにアレンジ。 
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初代白形傳四郎が、静岡から全国にお茶の行商を開始してから九十余年。 

白形傳四郎商店は、初代遺訓でもある「悪い品を売る位なら商いを止めよ」を守りなが

ら、これまで静岡のお茶飲み文化を国内外に伝承して来ました。 

そして昨年、新たな茶飲みとして開発・発売開始されたのが 

「茶ノ実油 GOLD TEA OIL」です。 

１００％静岡県産のお茶の実から搾り取った貴重な油は、鮮やかな黄金色でほのかに

若草の香りを感じます。健康志向が高まる時代の新しい植物性オイルとして、料理に

活用できます。 

今回の展示会では、この「茶ノ実油 GOLD TEA OIL 」を中心に、その機能性や活用方

法を紹介するほか、白形傳四郎商店の自慢の銘茶などをご覧いただけます。 

日本茶に関心のある方、また健康的な食材に関心の高い方、是非、ご来場のほど、よ

ろしくお願いいたします。  

 

＜茶ノ実油＞…写真1 

お茶は、ツバキ科の油脂を含む植物であることから、「茶の実」に着目し、約5年の開発

期間を経て生まれた商品。健康志向の高まる時代の新しい植物性オイルとして、また

一方で近年のリーフ茶離れによる茶葉の価格低迷、茶農家の高齢化と後継者不足と

いった茶業界の現状から、新たな茶の活用法として、産地の期待も大きい。       
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創業1923年の静岡の茶問屋である白形傳四郎商店。 

新商品の「茶ノ実油 GOLD TEA OIL」をはじめ、自慢の銘茶などを紹介します。 

静岡 茶飲み・茶ノ実油 展 

－開催概要－ 静岡 茶飲み・茶ノ実油 展 
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【株式会社白形傳四郎商店 概要】  

1923年に白形傳四郎により創業。茶問屋として全国にお茶の行商を始める。 

茶処、静岡に本拠を構え、1955年には、茶業界では先駆けとなる通信販売事業を本

格的に開始。現在会員数は10万人を超える。2000年、米国カルフォルニア州にも法人

を設立。お茶本来の味、香り、色、形状にこだわり、国内のみならず、海外にも「白形の

お茶」の普及、促進に尽力している。  http://www.shirakata.co.jp 
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2017秋冬の新作は、雰囲気も新しく 

薄さ、軽さの中にも重厚感を感じさせるシルク2重織りスカーフなど新作をご紹介します。 

天女の羽衣スカーフ 展 

－開催概要－ 天女の羽衣スカーフ 展 
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【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。 

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/ 

シルク2重織り ・・・写真1 

生地の表裏にシルク素材とポリエステル素材のそれぞれの光沢や手触りを感じることが

できます。透明の光沢をまとったような、シルクの奥行きを感じさせるような不思議な魅力

を放ちます  

シルクバイカラー ・・・写真2 

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。落ち着いた色なが

ら顔まわりに明るさと上品なカラーアクセントをプラスします。 

プリント ・・・写真3 

今季も人気のヴィンテージ感のある花柄。ブリティッシュテイストとして秋のコーディネート

にぜひ。 

【展示内容】 

天女の羽衣は、毛髪の約1/5～1/6程の極細ポリエステル糸で織り上げた世界最軽量級

の素材です。保温性にも優れ、薄くて軽いので持ち運びに便利。お出かけや、ギフトにも

おすすめです。   

写真3 

写真2 

写真1 
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世界で一つだけの、自分だけのオリジナルをつくりたい！ 

そんなあなたの想いを形にする町工場、それが山口製作所です。 

この展覧会では、山口製作所ができることを知って頂く場として 

通常は販売していない面白い作品や珍しい品をお見せいたします。 

 

【展示内容】 

ワイヤーフレームカー ・・・（写真１） 

話題のワイヤーフレームカーが新宿に！？ 

CGか現実か、ぜひあなたの目でお確かめください。 

耳飾りの記憶 ・・・（写真2） 

町工場の現場から現代アートが生まれました。あの名作を再解釈いたします。 
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埼玉県吉川市の金属加工メーカー山口製作所。 

豊富な技術力と発想力を活かしたものづくりをご紹介します。 

「 町工場とできること」～山口製作所ものづくり展覧会～ 

－開催概要－ 「 町工場とできること」～山口製作所ものづくり展覧会～ 
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【有限会社山口製作所 概要】  

埼玉県吉川市の金属加工メーカー。自社工場という環境により、設計・板金・溶接・塗

装・梱包と、製作から納品まで一貫して行う。培われた豊富な技術力と発想力で多様な

要望にも応じ、ブランドのディスプレイや店舗什器をはじめ、テレビや舞台のオブジェ製

作やホテル、商業施設の案内板やサインなど、金属加工に関わる仕事を幅広く手がけ

ている。 

自社製品に関しては「典型」をキーワードに、様々な空間での使用が可能な多様性の

高い意匠、色彩、使用感、存在感を心掛けたものづくりを行っている。 

「典型」「応用」「特注」という独特の生産体制により社会への貢献を目指している。 

http://www.yamaguchiss.com/ 
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