
                                 

＜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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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。 

2 

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。 

商業施設などに大人気のクリエイティブでユニークなデザインの新しいファニチャー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 

【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の国内外での設置

事例もご案内します。 

 

【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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「熊野筆」で知られる広島県熊野町で、伝統の技法を大切にしながら工夫を重ね、使

い手に寄り添った筆づくりに取り組んできた中村製作所。 

長年、主要化粧品メーカーブランドでの化粧筆の生産で培われた経験と、独自の技法

を活かし、オリジナルの化粧筆 “LADY N” シリーズを制作しています。 

肌に当てた時の感触、お手入れのしやすさ、敏感肌の対応など、「美」への悩みや願

いに応じた化粧筆です。本展示では、大人気のLADY Nシリーズをはじめ、熊野筆の

伝統と、越前蒔絵の伝統がコラボレーションした新製品を発表します。 
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伝統を大事にしながらも工夫を積み重ねてきた熊野中村の筆。 

肌あたりの良さと機能にもこだわった化粧筆をご紹介します。 

広島・熊野町 化粧筆のシンカ 展  
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【株式会社 中村製作所 概要】                                 

広島県熊野町に1953年創業。日本最大の筆の産地である地域とともに筆金具の製造

を開始し、後に金属加工の精密技術と伝統的手法を融合させた筆作りを行う。創造・

表現の道具として使ってくださる方々の立場になって、心地よく使い続けられる信頼性

のある商品作りをすることを大切にしております。 

http://www.kumano-nakamura.jp 

－開催概要－ 広島・熊野町 化粧筆のシンカ  

会  期 ： 2018年9月6日（木）～2018年9月18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： 株式会社中村製作所 

【展示内容】 

＜チャリティーコーナー＞ 

2018年7月の豪雨の影響で熊野町も大きな被害を受けました。今回、この展示では少

しでも早い復興を祈願してチャリティーコーナーを設置することとしました。 

・「花」  「日月」 (新作) 

熊野筆と越前蒔絵、2つの伝統がコラボレーションした新作。携帯に便利な、穂先をし

まえるタイプの筆です。漆塗りの軸部分は1930年創業の漆器メーカー：山久漆工が手

がけます。しっとりと蒔絵が浮かび上がり、風格ある仕上がりになっています。 

・LADY N シリーズ  

シリーズによって腰や肌あたりが少しずつ異なり、使う方のニーズに合ったものがきっ

と見つかります。素材の使い分けにより、品質と使い勝手の良さを両立しています。 

LADY N シリーズ  Moe 

携帯筆 

LADY N シリーズ Kei 
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福井県鯖江市のサングラスレンズ専門メーカーが提案する「日本人の生活シーンにとけこむモノづくり」を 

テーマにしたおしゃれなサングラスとユニークなルーペを多数紹介します。 

鯖江のデザインルーペ 展 

－開催概要－ 鯖江のデザインルーペ 展 

会  期 ： 2018年9月20日（木）～2018年10月2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： monova ／ 協力：株式会社乾レンズ 
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日本が世界に誇る逸品として知られる鯖江の眼鏡。その中でも乾レンズは、サングラ

スのレンズ専門メーカーとして、「あなたの大切な目を守る」をモットーに、65年間にわ

たり丁寧で確かなモノづくりを行ってきました。メガネ部品メーカーの有志が集う「鯖江

ギフト組」としても精力的に活動し、「いくつになっても素敵にカッコよく」をテーマに、実

用的でお客様に喜ばれるモノづくりに日々励んでいます。 

「老眼鏡やルーペは嫌だなあ」というあなたも、「これなら使ってもいいかな」ときっと思

うはず。 

本展示では、メディアでも話題になっているルーペに加え、特許技術のハイドレンズを

使用した透明なサングラス「オールタイムサングラス」をご紹介します。 

【株式会社 乾レンズ 概要】                                 

昭和28年よりサングラスレンズを主として生産、販売を実施している鯖江のメーカー。

紫外線ケアの観点から、独自に開発したハイドレンズを2003年に開発。2010年には、

特許を取得した。専門店や通信販売などの販売を中心に乾レンズのサングラス愛用

者を増やしている。シミ、こじわ対策を意識する女性にも愛用者が多いのも特徴。

http://www.inuilens.com/kojin/ 

【展示内容】 

・オールタイムサングラス・・・写真3 

紫外線から瞳と目元を守り、いつでもどこでも日常的に使えるように考えられた、眩しさ

を軽減するサングラスです。限りなく薄い色（透明に近い）なのに紫外線を99％以上

カットという、独自開発のハイドレンズを使用しています。（特許第4643233） 

・ドロップルーペ・・・写真1 

アクセサリーのように胸元をキラキラと輝く、ペンダント型のルーペ。ちょっと見えない

時に、スッとさりげなく使うことができます。 

・Cha.T.Re 各種ルーペ・・・写真2 

さりげなく、かっこよく使用できる携帯ルーペ等。加齢や老眼を意識させないお洒落な 

アイテムは、大人ならではのキーアイテムです。 

写真2 

写真３ 

写真1 
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国内の土鍋トップメーカーである「GINPO」 
四日市萬古焼の窯元として培ってきた技術をもとに開発された高品質な無水調理土鍋を紹介します。 

GINPO-最先端の土鍋 展 

－開催概要－ GINPO-最先端の土鍋 展 

会  期 ： 2018年10月4日（木）～2018年10月16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： 銀峯陶器株式会社 
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三重県・四日市市の代表的な地場産業として伝統的工芸品にも指定されている「四日

市 萬古焼（ばんこやき）」  耐熱性を活かし、急須や土鍋が有名ですが、特に土鍋の

国内シェアは、8割以上を占めると言われています。 

そのなかでも「GINPO (銀峯陶器)」は国内の土鍋のトップメーカー。日本人なら誰もが

知っている土鍋を作っているメーカーです。 

今回の展示では、1932年の創業以来、四日市 萬古焼の窯元として培った専門技術を

生かして新たに開発したシリーズ「BLISSIO」を紹介します。 

【GINPO ~銀峯陶器株式会社~ 概要】                                 

「萬古焼」のメーカーとして、1932年に三重県四日市市で創業。 

土鍋を中心とする耐熱食器を製造している。特に約半世紀に渡って売れ続けている

「花三島」は、GINPOの代表作である。原料仕入れから一貫生産にこだわり、2000年

には「ISO9001」を認証取得。現在では変遷する食生活にマッチする土鍋を開発し、国

内だけでなくアメリカ・香港・台湾など海外の市場へも土鍋を売り出している。

http://blissio.jp 

【展示内容】 

・BLISSIO 各種 

土鍋の持つ蓄熱性、やさしい火通りを活かし、「毎日使える」ことをコンセプトに開発し

た世界初の研磨加工を施した無水調理土鍋です。 

「四日市 萬古焼」の良さを最大限に活かすために、土鍋が持つ和陶器の風合いを残し、

色も「瑠璃・飴・織部・黒」の四色にこだわりました。 

一般の鋳物ホーロー鍋よりも蓄熱性が高く、約30%軽い設計です。セラミックス製のた

め、サビの心配もありません。 

気密性が高く、調理中は完全な真空状態になるため高いレベルで無水調理が可能で

す。野菜から出た栄養価の高い水分を逃がす事なく、食材のうまみを引き出します。 

ガス火・オーブン・電子レンジを使った幅広い調理に対応しています。 
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