
                                 

＜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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【ブナコ株式会社 概要】  

青森県弘前市にて1963年に設立した、自社ブランドのテーブルウェア、照明 

インテリアグッズを製造する木工製品のメーカー。国内外の多くの賞を受賞し 

著名なホテルや商業施設などでも採用されている。 

2017年4月には隣接する西目屋村の廃校になった小学校を活用し、新たな工場

を設立。地域資源の活用、雇用の創出など、地域に根差したモノづくりに取り組

んでいる。http://www.bunaco.co.jp/                                                     

BUNACO SPEAKER designed by nendo 

ユニークな製法と美しいデザインで知られるブナコの新作は、スマートフォンやパソ

コンからの音源を、無線通信機能を利用して接続するアンプ内蔵スピーカーです。                                               

photo Akihiro Yoshida 

ブナコは日本一の蓄積量を誇る、青森県のブナの木を有効利用するために今から

約60年前に開発された木工品です。ブナの木は水分量が多く、建築材に適さないと

言われ活用が限定されていました。そこで、ブナコは約1mmの厚さに木をスライスし、

テープ状にカットしたものを巻き重ねて加工する独自の製法を生み出しました。 

現在、照明器具やインテリアグッズ、テーブルウェア、スピーカーまで幅広いライン

アップの製品を手掛けています。                                        

内部の空洞の形状や細かい段差、 

そしてブナ材が持つ吸音性により、

残響音を取り除き、クリアでやわらか

な音を生み出します。 

上向きのユニットから音が空中に広

がり、部屋全体に降り注ぎます。                                                                                        

青森の木工製品メーカー BUNACO と、デザインオフィス nendo による 
国産ブナ材で作られた新作スピーカー                                                       

ブナコを初めて見る方にも構造や製作工程がわかるように、端をあえて部分的に

ほつれさせた「未完成」な状態を意識したデザインです。ブナコの技術と nendo の

デザインが織りなす高品質な音と空間を是非お楽しみ下さい。                                                                                        
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誰でも簡単に音楽を楽しむことができる手軽さと、インテリアとして目を引く斬新なデ

ザインは、リビングルームだけではなく、ショップ、レストランなど様々なシーンでお

使いいただけます。                                                           

≪使い方≫ 

1.電源をいれる 

2.ペアリングする 

3.音楽を再生する 

【品番】No.NE1861NA-P5 

【価格】￥120,000＋税  

【サイズ】φ180×H610mm 

【コード長】2.0m クリア 

【重さ】1.9kg 

【本体色】ナチュラル/クリア 

【素材】スピーカー/ブナ材 

     ボディ/アクリル 
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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少ない、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。 
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年々減少している日本製の傘。 

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甲州

織、繊細な柄のジャガード織・ちりめん織の生地など、気品あるものばかりです。また、

南国屋の日本製の傘は修理も可能です。 

【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。 

山梨県で織られる甲州織と、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いますが、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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愛媛県今治市で90年続く熟練の織物技術で 

ゆっくりと丁寧に織り上げた、極上の心地よさをお届けします。 

しあわせを織りなすタオル展 

－開催概要－ しあわせを織りなすタオル展 
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国内最大規模のタオル産地として知られる愛媛県今治市。 

廃業を迫られていた歴史あるタオル工場を目の前に、「この技術だから生み出せる 

柔らかく優しい極上なタオルで沢山の家庭に“幸せ”を届けたい。」という想いから 

タオルづくりのバトンを引き継いだのが株式会社丹後です。 

使用する糸はもちろん、織り方、使い勝手にも細部にまでこだわった、(株)丹後による

人気のタオルブランド「ＯＬＳＩＡ」を、本展示でご紹介します。 

【株式会社 丹後 概要】                                 

愛媛県今治市にて90年続くタオル会社を引き継いで平成27年7月に設立。 

熟練の職人と長年使用されてきた貴重な織機を使った確かな品質と、洗練されたデ

ザインの融合で上質なタオルを制作。http://www.tango-imabari.jp/ 

【展示内容】 

・2ｃｏｕｌｅｕｒｓ（全6色） 

表裏同色の2色の色使いで『Ｌｏｖｅ』をテーマにしたシリーズ。先染めのバンブーレー

ヨンをコットンに交織し、絶妙な色合いを表現。吸水性にも優れ、男性への贈り物と

しても人気のシリーズです。 

Premium 

2couleurs 

Round&Roumd 

・Ｒｏｕｎｄ＆Ｒｏｕｎｄ 

元々はビーチタオルとして世界に広まったラウンドタオルを、もっと自由な使い方で

ブラッシュアップ。「ｃｈｉｂｉ」サイズは赤ちゃんのお昼寝、おむつ替えなどにも役立つ、

ユーザー待望のアイテムです。国内ではOLSIAのみの生産とも言われています。 

・Ｐｒｅｍｉｕｍ（全5色） 

「誰もが触れたくなる究極のタオルをつくりたい」という想いから生まれたシリーズ。 

国内にはほとんど流通しない東アフリカに位置するウガンダ共和国のオーガニック長綿

を使用し、その希少な綿を、日本の紡績技術で、柔らかくても切れてしまわないギリギリ

の強度で織り上げた、OLSIAにしかない肌触りのタオルです。 
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ベルギー・アントワープ発の家具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ています。 

独自に開発した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、子供も安心して使用でき、メンテナンスも簡単です。 
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ベルギー発のコンテンポラリー家具ブランド「sixinch」 

国内では北海道で製造されています。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 ソフトファニチャー展 

－開催概要－  sixinch ソフトファニチャー展 

＜monova gallery 4F＞ 
 会  期 ： 2018年7月19日（木）～2017年9月4日（火） 
        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 ： 2018年8月19日（日）～2018年8月31日（金） 
        10：30 - 19：00 入場無料 
 ※水曜定休／8月6日（月）～10（金）は夏季休業となります。 
 
 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 ：monova 
 協  力 ：sixinch JAPAN Co,ltd 
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Cliffy シリーズ 

Template chair 

Louis シリーズ 

WAN 

本展では、得意のフォルムコーティングを施した家具の他に、人気のキルトデザインの

スツールや、鮮やかな塗装の新作テーブルも併せてご紹介します。 

8/23（木）より展示が始まる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披露。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】  

人気のTemplate chairと新作テーブルの組み合わせ、またsixinchのユニークな造形を

鑑賞できる、製品のミニチュア模型も展示します。 

 

【OZONE ロードサイドスクエア 展示内容】 ※8/19～8/31 

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／WAN／Cliffy シリーズ 

 

【sixinch JAPAN Co,ltd 概要】 

ウレタンやその他の素材をコーティングする特殊な技術を独自に開発し、オリジナルの
コレクションを展開しているベルギー発祥の家具ブランド。 

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 

本展では、フォルムコーティングを施した家具の他に、人気のキルトデザインのスツー

ルや、鮮やかな塗装の新作テーブルも併せてご紹介します。 

8/19（木）より展示が始まるもう一つの会場では、家具の配置のみによる空間構成を提

案します。建築や空間デザインに関心のある方、ぜひご高覧くださいませ。 
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