
                                 

＜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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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） 終了しました 

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。 

だ い せ ん 
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今回は、福島県会津地方でも奥会津の生活工芸品をセレクト。 

地元の地域活性化に取り組む有志が太鼓判を押す「普段使いのいいモノ」を紹介します。 

生活と工芸展～奥会津の手仕事～  

－開催概要－ 生活と工芸展～奥会津の手仕事～  

【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/ 

◆昭和村／道の駅 からむし織の里しょうわ 

奥会津昭和村「からむし織」の着尺、帯、ストール、アクセサリーなどの製品・・・写真１ 

◆三島町／奥会津三島編組品振興協議会 

山ぶどう、マタタビ、ヒロロなどを使った「奥会津編み組細工」の製品・・・写真2 

◆金山町／またたび工房 癒里（ゆとり） 

またたびで作った手作りのかごやざるなど・・・写真2 

◆三島町／会津桐タンス株式会社 

焼桐市松トレー、玩具などの「会津桐工芸品」・・・写真3 

◆柳津町 木工房ＭＥＧＵＲＯ 

木製の子供用玩具・・・写真4 

【展示内容】 

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、福島県会津地方でも奥会津の生活工芸品をセレクトしました。 

国の伝統的工芸品に指定された昭和村の「からむし織」や、三島町の「奥会津編み組細

工」をはじめ、四季折々の風土と歴史的背景から、長年にわたって受け継がれてきた技

術と卓越した作品を揃え、ご紹介します。 

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。是非、ご来場のほど、よろしくお願い致します。 

写真3 

写真2 

写真1 

写真4 
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株式会社アマミファッション研究所 主催 

「amami aina 2018 Collection Exhibition」を開催！ 
2018年2月19日（月）〜2018年3月6日（火） 

PRESS RELEASE monova gallery 

奄美が生んだヨガウェア 

本場奄美大島の伝統模様をモチーフにしたプリント柄と、伝統的な染色法「泥染め」
を融合させたヨガウェアの新たな世界観をご提案いたします。 

 

 

マルチな使い方をご提案する、腹巻をアレンジした新シリーズをはじめ、 

レッグウォーマー、トートバッグなどの女性がうれしいグッズもバリエーション豊富に
ご用意しました。 

 

※すでに発売中の商品は、2/19(月)~2/27(火)の期間でもご覧いただけます。 

 

※3月1日(木)・2日(金)・3日(土)の期間は、アマミファッション研究所の専門スタッフ

が在廊します。  
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鹿児島県と沖縄の中間に位置する奄美大島。 

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 2018 Collection Exhibition 

－開催概要－  amami aina 2018 Collection Exhibition  

第78号 
2018.1.22 

＜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 

『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1300年以上伝わる伝統技法

「泥染め」など、地域資源を活用しています。 

 

【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/ 

2018年の新作ヨガウェアを発表！ ※新作の展示は3月1日（木）からとなります  
 

【展示内容】 
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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。 
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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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