
                                 

＜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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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。 
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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 
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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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「Lemonade」(新作) ・・・ 写真１ 

レモンをイメージしたイエローの縁取りに、海を思わせるブルーグリーンのグラデーショ

ンが、夏の陽気さやさわやかさを感じさせてくれます。さっぱりとした爽快感と、どこかな

つかしさを感じさせるレモネードのようにさわやかに、陶器ながらも夏が似合う器です。 
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萩焼の窯元・萩陶苑から届いたさわやかで可愛いらしい新作の陶器。 

普段の食卓に豊かな彩りを添えてくれるアイテムをご紹介します。 

さわやかな器 展 

－開催概要－ さわやかな器  展 
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萩焼は約400年の歴史を持つ、山口県に伝わるやきものです。 

土と釉薬の収縮率の違いによりできる表面の細かなヒビ‟貫入”に水分が器へ染み込

むことで生じる独特の風合いの変化‟萩の七化け”を楽しめることから、古くから多くの

茶人たちに愛されてきました。 

【有限会社 萩陶苑 椿秀窯 概要】                                 

1975年創業の萩焼の製造メーカー。「生活のワンシーンに萩焼を…」というコンセプト

のもと、伝統的な萩焼から、生活食器としての萩焼まで、使い手に寄り添うモノづくりを

目指している。伝統的な技法を駆使して作品を作るのはもちろん、その一方で、合理的

な機械工程と微妙な手作りの工程を巧みに融合させ、高品質を維持しながら大量注文

にも応じられる独自の製造ラインを実現している。http://www.hagiyaki.co.jp 

【展示内容】 

「Lemonade」シリーズ(新作) 

山口県萩市で半世紀近く萩焼を製造している萩陶苑。 

伝統的な萩焼から、現代のライフスタイルに溶け込むようなデザイン性豊かな「生活食

器」としての萩焼まで、 幅広い商品を製造しています。 

ただ新しいモノを作るのではなく、伝統の技と、萩焼本来の優しい色合い・やわらかな

質感を活かした製品づくりの姿勢には、「萩焼を次世代に伝え、多くの方々に愛され、

実際に使ってもらいたい」という想いが詰まっています。 

展示では、夏に使いたくなるさわやかな陶器「Lemonade」シリーズ(新作)や、女性に人

気のキュートな器「mint」シリーズを中心に紹介します。 

素地にも釉薬にも天然素材が使用され、個々の風合の違いも魅力。 

「私の萩焼」を見つけることができる展示です。 

「mint」シリーズ 
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ムッシュラタン 

半永久的に使えるおしゃれな籐の消臭アイテム。冷蔵庫用・車用・お部屋用など用途に
あわせて選べます。アンモニア臭を６０分で９９%吸着します。 

においの強い発酵食品や、汗・タバコ・トイレのにおい等に特に有効です。 
 

籐むしろ 

素足にさらりと気持ちよく、美しい自然のツヤが特徴です。抜群の吸収性があり、湿度
をコントロールします。水回りに最適です。 
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古くから床材や家具の素材として日本で愛されてきた「籐（ラタン）」 
籐のもつ優れた機能と驚きの効果を紹介します。 

籐が育む快適な暮らし 展 

－開催概要－ 籐が育む快適な暮らし 展 
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温泉旅館の脱衣所や家の夏の敷物として日本で長年親しまれてきた「籐(ラタン)」 

大小の微細な穴が無数にあいており、その調湿効果は古くから知られています。 

【 有限会社 野々山籐屋 概要 】                                 

愛知県東郷町にて籐職人の野々山夫妻2人で営む籐専門の会社です。古くから床材

や家具の素材として日本人の暮らしに活用されてきた籐の研究を重ね、近年、籐の心

地よさに消臭効果があることが分かりました。そこで、野々山夫妻は籐敷物のほかにも

身近に使える消臭雑貨として「ムッシュラタン」シリーズを発表するなど、籐の可能性を

拡げる活動をしています。http://www.nonoyama-touya.com/ 

【展示内容】 

本展示では、身近に使える野々山籐屋のオリジナル製品である籐の消臭剤“ムッシュ

ラタン”シリーズのほか、籐むしろ（敷物）をご紹介します。 

また、期間中には野々山氏によるワークショップも開催します。 

愛知県東郷町の籐専門の会社「野々山籐屋」は、籐の可能性を探る研究を長年続け、

研究機関の協力を得て、アンモニアの吸着性能試験や、タバコの煙での吸着効果の観

察などを行い、近年籐の高い消臭効果を実証しました。 

◆籐の手かがりワークショップ開催◆ 

実際に籐を編んでいただき、20cm角の籐敷物をお作りいただけます！ 

職人の手技を体験できます！ 

開催日： 2018年6月16日(土)・17日(日) 

土曜日：午後13時～17時 

日曜日：11時～12時/13:時～17時 

※所要時間：約1時間 16時までにお越しください。 

※要予約 monovaのメール、電話にて受付。 

ムッシュラタン（部屋用） 

籐むしろ（トイレ施工例） 

と う  

2017年全国商工会むらおこしコンテスト「審査員特別賞」受賞 

ムッシュラタン（冷蔵庫用） 
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「雅桜 組ひも手開き長傘」…写真１ 

持ち手に組紐があしらわれた傘。現在稼働する織機が1台のみとなっている、シングル

幅で織られた稀少な甲州織を使用しております。また、持ち手の組紐は南国屋の職人

たちが編んだものです。 

※OMOTENASHI SELECTION2017年度受賞 
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年々減少している日本の傘メーカー。 

大阪・阿倍野より職人手作りの美しい傘を紹介します。 

職人の作る傘の魅力 展 

－開催概要－ 職人の作る傘の魅力展 
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大阪・阿倍野の南国屋（丸安洋傘株式会社）は、傘生地の裁断から組み立てまでを 

一貫して行うことのできる、数少ないメーカーです。傘作りは、傘生地と骨を合わせるま

でに、各部品・パーツの取り付け等、100以上にものぼる行程があります。 

そうした細かい部分にまで、職人の誇りと技術力をもってこだわって作られた傘は、単

なる傘以上の「装身具」としての役割を果たします。 

南国屋の傘は、生地として使う布にもこだわりがあり、裏表で色柄の違う先染めのジャ

ガード織や、ドレスに使われることもある甲州織、繊細な織り柄の生地など、気品あるも

のばかりです。また、一社で一貫して作られた傘のため、修理も可能です。 

【丸安洋傘株式会社 概要】                                 

傘の産地でもある大阪・阿倍野で1966年に創業した丸安洋傘（南国屋）は、傘製作の

工程を自社で一貫して手作りし、主にギフトカタログ商品として採用されています。 

山梨県で織られる高密度生地と、大阪の職人が作り出す組紐を組み合わせたオリジナ

ル傘は、しっかりとしたホールド感で安心感があります。 

http://www.nangokuya.jp/ 

【展示内容】 

近年、日本製の傘は減少しておりますが、極められた傘は、傘として高品質であるのは

もちろんのこと、腕時計やアクセサリーのような宝飾品の価値さえも持つものです。 

本展ではこうした傘を実際に手に取ってご覧いただけます。 写真1 

写真2 

写真3 
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